資料２－２

平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）

（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

事業名

継続 アートレジオン推進事業

大分市

創造県おおいたクリエイティブ産業
継続 チャレンジ事業
※県、大分市、日田市との広域連携

事業概要

事業費

■アーティストなど魅力ある人材の移住定住を図り、住民との交流を促進することで地域活性化を目指す。
・大分都市広域圏連携による合同展覧会等の開催、アーティスト移住ガイドブック製作
・アトリエ見学、先輩移住者との意見交換会等を盛り込んだ移住見学アートツアーの開催
・周辺地域との連携による学校跡地を活用したアートイベントの開催 等

8,700

■成長志向の高い起業家を発掘し、集中的なセミナーやメンタリング等による県経済の担い手の育成、県
内のインキュベーション施設間の連携により、県下全体の創業支援体制の強化を図る。
・創業相談や創業セミナー等の開催、中小企業の課題解決に向けたアイデアコンテスト開催
・ビジネスマッチング機会創出に向けた講演会の開催 等

32,937

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業
■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、
・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等
由布市、国東市との広域連携

新規 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、

6,000

※Ｈ３１から新規連携

「モノ」から「コト」への旅 － イノベー
継続 ションの「Ｋ点」越えをめざす４『Ｂ』 i
深化計画

別府市

継続

翔べ！ 起業・創業の旋律を奏でる
別府版「稼ぐ力」増強計画

ASEAN人材育成拠点構築事業
継続
※県、別府市との広域連携

■起業家の育成、創業支援を行う場の整備、日本を代表するセレクトショップ（ビームス）と連携し、新たな
「ひと・もの・しごと」づくりの支援、「稼ぐ力」の新たな創出、向上に必要な人材育成を行う。
・市内企業者・創業者の事例紹介等の制作費
・ものづくり・サービスに関するプロデュース支援、商品開発等委託
・勉強会、ワークショップ、起業希望者・経営人材育成、起業、企業経営に関する相談や助言 等

30,000

■様々な関係者が連携・協働する「別府市産業連携・協働プラットフォーム」（B-biz LINK）を設立。観光振
興、起業創業支援等の取組を推進する。
・B-biz LINKの運営
・マーケティング調査
・ビジネスマッチング業務、起業創業支援業務 等

21,375

■国の「日本語パートナーズ事業」の移転決定、人口10万人あたりの留学生数日本一といった強みを活か
すため、優秀な人材の確保及び起業・就業促進、ビジネスチャンスの拡大を目指す。
・帰国留学生ネットワーク構築
・ＡＳＥＡＮ人材育成拠点シンポジウムの開催 等

3,057
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平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

事業名

事業概要

事業費

新規 子育て2.0のまちプロジェクト

■長期休業中の児童クラブの運営や、親子が集える屋内施設での総合的な支援、市内公共施設での各種
申請事務の受付などにより、子育て世帯の暮らしの質の向上、働く希望の実現を図る。
・長期休業中（夏、冬、春）の児童クラブ運営
・親子が集える屋内施設「なかつ・こどもいきいきプレイルーム」の運営 等

14,111

地域産業の未来を紡ぐまちづくり
継続
プロジェクト

■就職支援、働き方改革による中小企業の人材確保・育成を行うとともに、中津市版人材バンクの創設、女
性の創業支援、外国人就労者受入支援を行い、地域産業の活性化を目指す。
・企業合同就職面接会開催、中津市版人材バンク創設、語学教室開催
・女性起業家創出セミナー開催、創業セミナー開催 等

7,814

■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、 ・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等

9,000

中津市
くらしの和づくり・仕事づくり応援事業
継続 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、
由布市、国東市との広域連携

■サイクルツーリズムの推進を図るため、メイプル耶馬サイクリングロードの利用環境の充実と利用促進、
自転車人気の高い台湾などからのインバウンド誘客を目指す。
・台湾言語対応のための観光広報アシスタント配置
・ツーリズムおおいたと連携した海外向け情報発信、プロモーション
・サイクル・ハブ設置、サイクルツーリズム推進のための地域ブランディング 等

12,000

■成長志向の高い起業家を発掘し、集中的なセミナーやメンタリング等による県経済の担い手の育成、県
内のインキュベーション施設間の連携により、県下全体の創業支援体制の強化を図る。
・創業ワンストップ相談会開催、スキルアップ講座開催
・若者や女性起業家のネットワーク構築支援 等

5,070

筑後川上流域の森林空間・森林資源を ■森林空間と森林資源の特色を活かし、林業、木材関連産業の高付加価値化や人材育成、森林を活用し
たビジネス創造等により域内の経済循環を高め、自立的な経済圏の形成を図る。
活用した、地域内経済循環を高める
継続 自立的産業クラスターの形成
・木材製品機能強化や商品開発に係る支援、スキルアップ研修実施
・新商品開発を目指す木工、製材業者への補助金、公共的施設・店舗等の木質化工事への補助金
※日田市、福岡県うきは市との広域連携
・木育講演会の開催、木育PR冊子制作 等

6,270

おんせん県おおいた県域版ＤＭＯを
継続 核とした観光振興事業
※県、中津市との広域連携

創造県おおいたクリエイティブ産業
継続 チャレンジ事業
※県、大分市、日田市との広域連携

日田市
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平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

事業名

事業概要

事業費

■水産事業者と連携し、赤潮等の影響の少ない深層で養殖可能な生け簀を整備するとともに、魚を深層に
誘導、定位させる手法を開発し、赤潮発生時にも給餌可能とする養殖方法について実証化を図る。
・実証用養殖生け簀整備補助

16,556

■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、 ・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等

3,200

戦略魚種生産性向上実証支援事業
新規
※県、佐伯市との広域連携

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業
佐伯市

継続 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、
由布市、国東市との広域連携

■仏・西のバスク地方の食に焦点を絞った地域づくり（バスク化）を推進するため、食関連産業の経営基盤
「食」と「連携」による東九州バスク化構 の強化、食の魅力発信や広域周遊観光拡大を図る。
継続 想推進事業～海と大地を一皿に～
・東九州バスク化構想佐伯推進協議会（市単独）、佐伯市ブランド流通促進協議会運営
・農林水産物及び加工品のブランド化、流通の促進
※佐伯市、宮崎県延岡市との広域連携
・東九州バスク化構想推進協議会協議会（２市合同）負担金、ガイドブック作成 等

19,500

■都市部のアクティブシニアの移住促進に向けて、行政・金融機関・学者等で構成される大分県ＣＣＲＣ推
進協議会を設置し、日本版ＣＣＲＣの推進に取り組む市町村の拡大を図る。
・空き家を活用したお試しハウスの配置、うすきツーリズム活性化協議会補助
・都市部での「うすき暮らし」情報発信
・臼杵体感ツアーなどの移住支援コーディネート 等

9,460

移住・定住強化推進事業
臼杵市

継続

※県、臼杵市、豊後大野市、由布市との
広域連携
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平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

津久見市

新規
継続

事業名

事業費

新規 津久見観光全国展開事業

■観光を中核的な産業へ育成していくため、イルカ繁殖研究や河津桜といった観光資源のブラッシュアップ
を行うとともに、津久見観光の全国展開を目指す。
・全国の水族館・大学等と連携したイルカ繁殖研究の推進
・桜観光の情報発信や観光ルートの開発、桜観光名所との地域間交流 等

4,500

津久見市版観光DMO・地域商社機能
継続
加速化事業

■観光ＤＭＯ・地域商社機能構築へ向けて、中核となる人材を確保して体制整備と図るとともに、津久見な
らではの体験観光プログラムや食観光企画等による誘客事業を実施する。
・新商品開発にかかる研究開発、テストマーケティング、広告宣伝
・地球体験観光プログラムへの誘客 等

17,000

継続 津久見市観光戦略推進事業

■市中心部に整備予定の「津久見の魅力を発信する街なか拠点」整備に向けた、街なか賑わい、商業・商
店街振興等の中心市街地活性化に資する取組等を計画的に推進する。
・津久見の魅力を発信する街なか拠点整備等基本構想策定
・全国や海外へ向けたWEBやSNSを活用した新たなＰＲ戦略の実施
・街なか賑わい創出や拠点づくりのためのまちづくり団体等への補助 等

51,606

■JR豊肥本線沿線地域と連携し、着地型・滞在交流型観光の推進に向けた仕組みづくり、国内外旅行者
の受入体制の強化を行うことにより交流人口の増加を図る。
・ネットワーク構築のための連携協議会設立
・新たな滞在プログラムや旅行商品の開発、広域連携による観光プロモーション実施
・事業者向けインバウンド受入のためのワークショップ開催 等

9,000

■知産知消プレミアムブランディング事業の推進と情報発信体制の整備を行い、広く認知度を高めて売れ
る産品として商品完成を目指す。
・地元の産品の知識を高め、生産者が自信を持って売れる「知産知消」の取り組み
・全国レベルの農産物に竹田ならではの付加価値を付ける「プレミアムブランディング」推進
・「夢を育む農村・農業のまち竹田市」としての情報発信による消費者へのアプローチ 等

5,000

阿蘇・竹田ブランド観光地域づくり
新規 推進事業
※竹田市、熊本県阿蘇市との広域連携

竹田市

事業概要

継続

日本一ブランド戦略深化プロジェクト
「農・食連携から知産知消へ」

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業

■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、 ・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等

継続 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、
由布市、国東市との広域連携
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4,000

平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

事業名

事業概要

事業費

■外国人材を受け入れることにより、市内産業の労働力不足の解消と観光・インバウンド需要の取込を図
外国人材の活用による明日につながる るとともに、外国人材と市民との交流促進により、多文化共生社会の実現を目指す。
新規
共生社会創造事業
・受入環境整備のための外国人向け生活ガイドブック作製、生活相談窓口開設
・国際交流促進のための交流拠点施設の改修 等

14,940

■長崎鼻リゾートキャンプ場を核に、安全・清潔・快適な海水浴場（パーフェクトビーチ）をコンセプトとした海
辺の環境整備を行い、さらなる魅力向上に向けた事業展開を図る。
パーフェクトビーチ・癒しの森を核とした
新規
・タラソテラピー（海洋・温泉療法）のメニュー開発、アクティビティの実施
里海・里山ヘルスツーリズム事業
・キャンピングトレーラーの整備
・「花とアート」をテーマにしたデジタルアートギャラリーコンテンツの制作 等

53,308

健康寿命日本一おおいた推進事業
豊後高田市 新規

■健康アプリ「おおいた歩得（あるとっく）」を活用したウォーキングイベント、運動・食の実態調査等を実施
し、生活習慣病予防のための運動習慣定着や食生活改善に向けた取組を行い、健康寿命延伸を目指す。
・ウォーキングイベント、運動や食に関する講座、健康教室の開催 等

4,814

■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、 ・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等

8,000

※県、豊後高田市との広域連携
※Ｈ３１から新規連携

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業
継続 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、
由布市、国東市との広域連携

広域連携アンテナショップ事業
継続

※豊後高田市、杵築市、国東市、姫島村との
広域連携

■広域連携アンテナショップ運営を行いながら、国東半島の産品等の紹介を一同に行う「バイヤー商談会」
を開催し、国東半島ブランドを用いた販路開拓を強力に進める。
・福岡市のアンテナショップ運営
・バイヤー商談会等の取組による特産品の販路拡大
・ツアー造成、海外販路開拓事業 等
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15,600

平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

継続

事業名

継続

事業費

■児童養護施設卒園者、若年移住者や地域内外のアクティブシニアを杵築ブランドの生産者として活躍す
ることを支援し、生産物の集配と見守りを合わせて行う流通及び直売の仕組みを確立する。
・児童養護施設入所者と卒園者の就農チャレンジ事業
・地域産品出荷発送体制構築、杵築ブランド認証制度運営、販路開拓支援
・薬用植物栽培支援、地域商社設立、地域資源ＰＲ 等

88,909

■広域連携アンテナショップ運営を行いながら、国東半島の産品等の紹介を一同に行う「バイヤー商談会」
を開催し、国東半島ブランドを用いた販路開拓を強力に進める。
・福岡市のアンテナショップ運営
・バイヤー商談会等の取組による特産品の販路拡大
・ツアー造成、海外販路開拓事業 等

15,600

■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、 ・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等

3,000

地域の魅力度アップが人を呼び込む
「生涯生産者」のまちづくり

広域連携アンテナショップ事業
杵築市

事業概要

※豊後高田市、杵築市、国東市、姫島村との
広域連携

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業
継続 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、
由布市、国東市との広域連携

■はちまんの郷エリアを新たな観光・交流拠点として位置づけ、県立歴史博物館、市民図書館等と連携し、
はちまんの郷からはじまる歴文探訪学 体験型・学習型・滞在型観光を構築することにより、交流人口の増加を図る。
新規 びプロジェクト～新たな旅のカタチ～
・連絡協議会の設立、誘客促進計画の策定
・インバウンド対策のための教材制作、メディア広告宣伝、観光誘客ＰＲ活動
※県、宇佐市との広域連携
・市民図書館機能強化 等

宇佐市
（１）

新規

ＵＳＡ「学・働・住」ＵＩＪターン推進
プロジェクト

■高校生をターゲットに絞った就職支援の充実により若者の市外流出を抑制するとともに、外国人就労者
への語学支援等や女性の就労支援の取組により市内企業の人材確保を図る。
・企業見学バスツアー参加支援補助、企業合同就職説明会・企業見学バスツアー開催
・高校生等地元就職応援事業補助、ＵＩターン者奨学金返還支援
・外国人就労者の語学教室、文化交流活動支援、女性人材バンク制度の設立 等

■地域運営組織の拠点となる機能を維持していくため、公共施設を活用した活動拠点の維持・補修・改修を
小さな拠点づくりからはじまる「定住満 計画的に行い、地域運営組織が持続的に地域づくりを展開できるよう後押しする。
継続 足度日本一・交流満足度日本一」のま
・拠点施設（地域交流ステーション）の基盤整備
ちづくり
・地域コミュニティ研修会開催、地域コミュニティ運営交付金
・宇佐市ふるさと回帰支援センター運営、おためし移住体験施設運営 等
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67,869

32,685

48,675

平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

継続

宇佐市
（２）

事業名

事業費

■棚田の耕作再開を契機に地域資源を活用した商品の開発やイベントの創出等を総合的に展開すること
で地域のブランド化を図る。
・棚田再生のための土壌改良及び拠点整備、景観まちづくり協議会運営
・民間事業者への商品開発や施設整備等のサポート
・宇佐ブランドの認証及び販路拡大支援、プロモーション 等

21,303

■海軍航空隊の拠点であった地域の交流拠点整備等により、市民団体等の人的交流を深め、様々な平和
ツーリズム活動の推進、交流人口の増加や地域の認知度・ブランド力を高める。
・ボランティアガイド養成支援、ミュージアム構想PR
・推進協議会運営、情報発信、３ＷＡＹツーリズム調査研究
・戦争遺産整備、モバイルガイドシステム構築 等

124,900

■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、 ・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等

1,443

世界農業遺産の地で魅力ある地域と
資源のブランディング

空がつなぐまち・ひとづくり交流事業
継続

事業概要

※宇佐市、兵庫県加西市・姫路市、鹿児島県
鹿屋市との広域連携

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業
継続 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、
由布市、国東市との広域連携

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業

■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、 ・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等

継続 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、

4,000

由布市、国東市との広域連携

豊後大野市
移住・定住強化推進事業
継続

※県、臼杵市、豊後大野市、由布市との
広域連携

■都市部のアクティブシニアの移住促進に向けて、行政・金融機関・学者等で構成される大分県ＣＣＲＣ推
進協議会を設置し、日本版ＣＣＲＣの推進に取り組む市町村の拡大を図る。
・情報発信、お試し滞在モニター受入、姉妹都市（東京都台東区）との連携
・空き家バンク運営 等
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9,520

平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

事業概要

事業費

■伝統芸能「庄内神楽」を通じた、小中学生等担い手の育成による地域づくりを基礎とし、国内外への魅力
発信と交流人口の増加、定住人口の増加を目指す。
・庄内神楽PR映像制作(VR・CM作成）
・未就学児の預り保育の需要に応じて行う「居場所づくり」での神楽体験
・広報宣伝・出張公演 等

10,595

■市民が主体的に健康づくりへ積極的に取り組むよう「健康立市」としての取組を行い、コミュニティリー
ダーの育成、市の魅力発信とともに、県内下位であるメタボリックシンドローム有所見の重複状況の改善を
みんな住めば納得！健康に満ちあふ
目指す。
新規 れるまち「健康立市 由布市」実現プロ
・健康マイレージ事業、県内外への情報発信
ジェクト
・シニアエクササイズリーダー養成講座・フォローアップ講座
・水中運動教室・アクアビクス教室 等

6,258

新規

由布市

事業名

継続

後世へ、世界へ、一人ひとりの心へ。
庄内神楽「伝える」プロジェクト

住んでよし、訪れてよしの「滞在型・循
環型保養温泉地」の地域づくり

■市ツーリストインフォメーションセンター（TIC)を新たな観光情報発信拠点として、効果的なプロモーション
やインバウンド受入整備等、観光交流者増加による持続可能な観光地づくりを目指す。
・顧客満足度調査、Ｗｅｂ等を活用した観光意識調査等
・国内メディア訪問、広告媒体宣伝、パンフレット制作
・交流空間の創出イベント、インバウンド観光案内業務 等

36,620

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業
■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、
・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等
由布市、国東市との広域連携

新規 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、

4,000

※Ｈ３１から新規連携

移住・定住強化推進事業
新規 ※県、臼杵市、豊後大野市、由布市との
広域連携
※Ｈ３１から新規連携

■都市部のアクティブシニアの移住促進に向けて、行政・金融機関・学者等で構成される大分県ＣＣＲＣ推
進協議会を設置し、日本版ＣＣＲＣの推進に取り組む市町村の拡大を図る。
・まちづくり・移住者受入団体の育成
・空き家バンク登録物件の掘り起こしや移住希望者への紹介 等
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4,777

平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

事業名

25,000

■広域連携アンテナショップ運営を行いながら、国東半島の産品等の紹介を一同に行う「バイヤー商談会」
を開催し、国東半島ブランドを用いた販路開拓を強力に進める。
・福岡市のアンテナショップ運営
・バイヤー商談会等の取組による特産品の販路拡大
・ツアー造成、海外販路開拓事業 等

15,600

■地域の集落営農法人が核となり、担い手がいない農業集落への効率的な営農及び就農支援等、総合的
に地域農業をサポートする組織として運営支援を行い、広域営農システムの構築を図る。
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、
・地域農業経営サポート機構の運営経費補助 等
由布市、国東市との広域連携

6,000

広域連携アンテナショップ事業
継続

事業費

■これまでの都市圏の移住希望者への起業や就労のサポート、情報提供などのフォローアップに加え、就
農の支援やシングルマザー等の女性の移住・就業支援を行うことにより、さらなる移住・起業促進を図る。
・移住、就農・起業希望者に向けた情報発信
・移住・起業希望者のＤＢ構築、定住・就業に関する説明や定住体験ツアー、事業者・市民との交流会 等

新規 移住・起業促進プロジェクト

国東市

事業概要

※豊後高田市、杵築市、国東市、姫島村との
広域連携

くらしの和づくり・仕事づくり応援事業
新規 ※県、大分市、中津市、佐伯市、竹田市、
※Ｈ３１から新規連携

ＩＴアイランド構想推進事業
継続
※県、姫島村との広域連携

■「ＩＴアイランド」としての島内環境の整備を行い、遠隔地でも連携して業務のできるＩＴ関連企業の進出を
促し、新しい雇用の場を創出する。
・ＩＴパーク（公共施設等のWi-Fiスポット）の設置
・姫島ITアイランド構想を推進するための協議会の運営
・ITイベントの開催 等

12,490

■広域連携アンテナショップ運営を行いながら、国東半島の産品等の紹介を一同に行う「バイヤー商談会」
を開催し、国東半島ブランドを用いた販路開拓を強力に進める。
・福岡市のアンテナショップ運営
・バイヤー商談会等の取組による特産品の販路拡大
・ツアー造成、海外販路開拓事業 等

2,400

姫島村
広域連携アンテナショップ事業
継続

※豊後高田市、杵築市、国東市、姫島村との
広域連携
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平成３１年度市町村地方創生推進交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

事業名

タウンプロモーションを軸とした
交流・関係・定住人口増加事業

事業概要
■ハーモニーランドとの連携や地域資源を活用した総合的なタウンプロモーションを実施することにより、交
流人口・関係人口の増加を図り、町の産業力の増強及び定住人口の増加を目指す。
・ＷＥＢ・ＳＮＳや都市圏での紙面広告等を活用したプロモーション、地域産品カタログの作成
・体験型ツーリズムの造成・イベント開催、ガイドブックの作製
・移住相談窓口、移住体験施設の運営 等

日出町

新規

玖珠町

■町の知名度をあげる取組の一つとして、「久留島武彦記念館」の魅力の向上を図るための取組を行い、
交流人口の増加を目指す。
新規 歴史文化と玖珠町の知名度向上事業
・久留島武彦記念館のPR、イベント開催
・久留島武彦関連の情報収集や調査研究 等
計 ３５事業
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事業費

27,700

11,519

973,681

平成３１年度市町村地方創生拠点整備交付金申請事業（案）
（平成３１年１月末現在・単位：千円）

市町村名

新規
継続

事業名

事業概要

事業費

■長崎鼻リゾートキャンプ場に魅力的な小型宿泊施設を整備するとともに、ヘルスツーリズム推進の１つと
して、フィンランドスタイルのサウナを整備することにより、年間を通じた誘客促進、宿泊客の拡大を図る。
長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備
新規
・小型宿泊施設整備
計画「第２章 癒しの森へ」
・フィンランド式のサウナコテージ整備
・フィンランド式のイグルーサウナ（かまくら型サウナ）整備 等

243,768

長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備 ■長崎鼻の美しい花などを五感で体験できる「デジタルアートギャラリー」を整備することにより、「花とアー
新規 計画「デジタルアートを活用した
ト」をテーマにした癒しの空間の充実、年間を通じた誘客促進を図る。
新たな誘客促進事業」
・デジタルアートギャラリー整備

150,000

「生涯生産者のまちづくり」を支える ■住民自治組織の多機能化により、住民自らが地域福祉をはじめとする各種事業に取り組むための「小さ
新規 小さな拠点形成に資する山浦地区 な拠点施設」を整備する。
施設整備
・コミュニティセンターの建設

207,848

豊後高田市

杵築市

計 ３事業
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601,616

