
旧プログラムによる認定 計画名称 期間 支援措置公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除平成１６年度～ 公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置平成３０年度 観光関係の施設連携（共通プラットホーム）「地域再生支援チーム」の設置大和路歴史首都ルネッサンス事業計画　─藤原京の時代─ 平成１７年度～平成１９年度 「一地域一観光」を推進する「ひと」「情報」の充実まちづくり交付金の創設都市と農山漁村の共生・対流に関する施策の連携強化3 H17.1.18～1.26 H17.3.28 28 アートアルカディアの村づくり再生計画 平成１７年度～平成２１年度 公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除278地域再生法に基づく地域再生計画 計画名称 期間 支援措置夢と自然に彩られた地域づくり計画 平成１７年度～平成２１年度 道整備交付金（市道0.12km、林道2.5km）世界文化遺産を活かした生活・観光振興プラン 〃 道整備交付金（村道24m(橋梁)、林道3km）日本一活力のある村づくり計画 〃 道整備交付金(村道0.105km、林道6.8km)吉野きたやま地域再生計画 〃 道整備交付金(村道1.4km、林道3.9km)吉野川水源地の村づくり再生計画 〃 道整備交付金(村道1.4km、林道3.9km)いこま水環境実感再生計画 〃 汚水処理施設整備交付金(公共下水道2.0km、合併浄化槽440基)快適なまち「新斑鳩の里」再生計画 〃 汚水処理施設整備交付金(公共下水道13km、合併浄化槽90基)住みよいまち『おおよど』再生計画 〃 汚水処理施設整備交付金(公共下水道9km、合併浄化槽200基)2 H17.9.26～10.5 H17.11.22 1103 H18.1.23～2.1 H18.3.31 1404 H18.5.8～5.17 H18.7.23 77 「帝塚山大学」との連携による子育て・障害者・社会地域支援計画 平成１８年度～平成２０年度 現代的教育ニーズ取組支援プログラム補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除6 H19.1.17～1.26 H19.3.30 58 外国人研究者等に対する永住許可弾力化事業外国人研究者等に対する入国申請手続きに係る優先処理事業奈良工業高等専門学校（奈良高専）等との連携による人材育成計画 平成１９年度～平成２３年度 科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム8 H19.9.18～9.28 H19.11.22 19 生活観光を通した奈良ブランドの再生計画 平成１９年度～平成２１年度 現代的教育ニーズ取組支援プログラムH19.12.25 19 H20.1.16～1.25 H20.3.31 46 新たな雇用創出と農林観光一体型の地域再生計画 平成２０年度～平成２２年度 補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化廃校等を活用した地域再生 平成２０年度～平成３０年度 補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化廃校校舎等を利活用した地域再生計画 平成２０年度～平成２２年度 補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化11 H20.9.10～9.25 H20.11.11 1312 H21.1.19～1.30 H21.3.27 3313 H21.5.8～5.29 H21.6.30H21.7.17 5714 H21.9.10～9.25 H21.11.26 7 心身再生の郷づくり計画 平成２２年度～平成２６年度 道整備交付金(村道0.12km、林道6.1km)吉野きたやま地域再生計画修験道の郷づくり計画 〃 道整備交付金(村道0.5km、林道3.15km)吉野川水源地の村づくり再生計画Ⅱ 平成２２年度～平成２７年度 道整備交付金（村道80m、林道340m）地域雇用創造推進事業地域雇用創造実現事業17 H22.9.27～10.8 H22.11.30 5 地域資源を活かした、みんなで創る元気な農村づくり計画 平成２３年度～平成２６年度 道整備交付金（市道0.2ｋｍ、広域農道3.8ｋｍ）奈良自然豊かなまちづくり再生計画 〃 汚水処理施設整備交付金(農業集落排水施設 13,450m、浄化槽85基)19 H23.5.9～5.24 H23.6.29 1820 H23.9.26～10.7 H23.11.29 721 H2４.１.2３～２.９ H24.3.29 3322 H2４.5.15～5.29 H24.6.28 3123 H2４.10.15～10.26 H24.11.30 1624 H25.2.4～2.15 H25.3.29H25.4.26 1525 H25.5.2～5.17 H25.6.28 2126 H25.9.13～9.27 H25.10.24H25.11.29 827 H26.1.10～1.24 H26.3.28 1828 H26.4.23～5.9 H26.6.27 2429 H26.9.4～9.17 H26.9.30H26.11.28 830 H26.12.22～H27.1.13 H27.1.22 20 人と自然の共生を目指す森林づくり計画 平成２７年度～平成３１年度 道整備交付金（村道0.09km、林道3.03km）自然と共存した安全で安心な村づくり計画 〃 道整備交付金（村道0.5km、林道3.62km）賑わいのまち・健やかなまちの実現を目指して 認定の日から平成３２年３月末まで 地域公共交通確保維持改善事業地域再生戦略交付金（H27.9.8交付決定）32 H27.4.20～5.1 H27.6.30 3333 H27.8.18～8.31 H27.10.2 2834 H27.9.1～9.18 H27.11.27 3035 H27.11.16～11.27 H28.1.20 536 H28.1.4～1.27 H28.3.15 23 奈良県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画 認定の日から平成32年3月31日まで 地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例37 H28.4.18～4.28 H28.6.17 14 「目指せ！ふるさと吉野地域の復活！」～消滅危機から脱出するための産業・雇用再生プロジェクト～ 認定の日から平成31年3月31日まで 実践型地域雇用創造事業魅力ある緑豊かな村づくり計画 平成２８年度～平成３２年度 地方創生道整備推進交付金（村道0.9㎞、林道1.27㎞）奈良県、野迫川村
該当なし該当なし該当なし
該当なし橿原市該当なし奈良県奈良県吉野郡吉野町、川上村及び東吉野村

該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
十津川村 観光を基軸に交流・産業を創出する村づくり
該当なし
奈良市該当なし該当なし

奈良県、五條市 奈良県内からの申請・認定奈良県、十津川村奈良県、天川村

けいはんな学研都市知的再生計画天川村 平成１９年度～平成２３年度該当なし
奈良県、川上村
該当なし地方再生モデルプロジェクト 54

該当なし該当なし
該当なし

該当なし

京都府・大阪府・奈良県宇陀市該当なし
奈良県
十津川村該当なし宇陀市奈良市7 H19.5.16～5.25 H19.7.4H19.9.20

H17.5.9～5.18
5 H18.9.20～9.29
1

H16.10.4～10.15計2 受付期間
認定日 214

大淀町H17.6.17H17.7.19

奈良県内からの申請・認定平群町奈良県全国での認定件数
全国での認定件数（新規）453

地域再生計画の認定状況についてH16.6.21 観光・歴史・農業・文化交流拠点地域再生計画H16.5.6～5.14受付期間1 申請主体

192 奈良県、下北山村・上北山村
10 H20.5.16～6.16 H20.6.25H20.7.9 該当なし該当なし

平成１６年度～平成２１年度

平成１９年度～平成２３年度H18.11.16 該当なし奈良県 新たな林業の創出による農林観光一体型地域再生計画

葛城の風土が織りなす都市・農村交流計画葛城市

30

36H16.12.8
奈良県、下北山村・上北山村

75

H22.6.30

宇陀市認定日
生駒市斑鳩町

16 平成２２年度～平成２４年度

申請主体

H22.5.10～6.4 奈良県、川上村2915 H22.1.18～1.29 H22.3.23
100

奈良県、十津川村
H23.3.25 奈良県、奈良市18 該当なしH23.1.24～2.4

31 H27.1.16～1.29（追加）H27.2.10～2.16 H27.3.27 152 奈良県、十津川村奈良県、下北山村・上北山村



計画名称 期間 支援措置奈良県内からの申請・認定受付期間 全国での認定件数（新規）認定日 申請主体 住み続けられる村づくり計画 平成２８年度～平成３２年度 地方創生道整備推進交付金（村道0.７㎞、林道1.９㎞）生駒の魅力発信プロジェクト 認定の日から平成31年3月31日まで まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例（地方創生応援税制）「目指せ！ふるさと吉野地域の復活！」～吉野から木のある暮らしの情報発信木材産業活性化プロジェクト～ 認定の日から平成32年3月31日まで まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例（地方創生応援税制）奈良のものづくり活性化（域外交易力強化による｢働く場｣の創出) 認定の日から平成31年3月31日まで 地方創生推進交付金林業の活性化による雇用の創出と移住、定住対策 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金｢食｣と｢農｣の連接を中心とした県南部・東部地域の観光振興 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金外国人をターゲットとした観光誘客促進 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金奈良市観光産業の活性化による雇用創出計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金奈良市東部地域観光産業・農業再生計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金やまとたかだの産業力強化計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金過去と未来、人とまちを支える郡山城地域ブランド化計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金桜井市観光おもてなし強化計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金女性の新しい働き方創出支援計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金葛城市社会的包摂を高める中山間地域づくり計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金みやけ育児・育自・育地子育てプロジェクト 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金屯倉ブランドと食の連携によるしごと創出計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金田原本町の歴史・文化資源活用計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金曽爾村農林業公社から深化する地域イノベーション推進事業 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金王寺駅を基点とした商業・観光振興計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金『そうだ、やっぱり河合で暮らそう！』～シニア層・子育て層を「健交』に～計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金空き屋等を活用した拠点施設の整備と移住促進計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金民・国・村連携息づく森づくり 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金学びと体験・水源地を核とした源流ツーリズムを実現するための人材育成計画 認定の日から平成31年3月3１日まで 地方創生推進交付金40前 H28.9.1～H28.9.14 H28.11.29 56 歴史文化資源を核とした文化・芸術振興の拠点づくりプロジェクト 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生推進交付金「働いて良し」を実現する人材の還流確保と働き方改革 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生推進交付金働き方改革による、安心して産み・育て・働けるまちづくり 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生推進交付金地域特性や地域資源を活用した新たなまちづくり事業 認定の日から平成３１年３月３１日まで 地方創生推進交付金世界遺産「法隆寺」のある斑鳩の歴史的資源を生かした創業促進計画 認定の日から平成３１年３月３１日まで 地方創生推進交付金高取町　漢方を活かしたメディカルツーリズムの推進 認定の日から平成３１年３月３１日まで 地方創生推進交付金多世代交流を核とした生涯活躍のまち構想 認定の日から平成３１年３月３１日まで 地方創生推進交付金王寺町子育てママ就労促進計画 認定の日から平成３１年３月３１日まで 地方創生推進交付金家族のかたちがココに　～広陵Countryプロジェクト～ 認定の日から平成３１年３月３１日まで 地方創生推進交付金「活力あふれるまちづくり」ブランド戦略展開事業 認定の日から平成３１年３月３１日まで 地方創生推進交付金広域連携DMO設立による「新しい人」の流れ創出事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金万葉ロマンの地を巡る観光ルート整備事業 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生推進交付金道の駅ふたかみパーク當麻の機能向上による観光消費促進事業 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金農業振興による雇用創出事業計画 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金女性が社会で活躍しながら子育てできるまち推進計画　～女性×テレワーク×英語教 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金広陵ローカルイノベーション事業 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金 ※取消農業と商工業が生みだす道の駅の新たな魅力創出事業 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金下市の拠点整備事業による地域が元気になるまちづくり計画 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金小さな拠点づくり再生計画 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金森と生きるしことづくり 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金東吉野村小さな道の駅拠点整備計画 認定の日から平成３３年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金42 H29.1.16～H29.1.20 H29.3.28 173 文化財保存活用による観光資源魅力向上事業 認定の日から平成３３年３月３１日まで まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例（地方創生応援税制）43前 H29.4.3～H29.4.7 H29.5.1 40 大和野菜等の生産拡大・流通・販売の確立と、近代生をターゲットにした担い手確保プロジェクト 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金漢方のメッカ推進プロジェクト 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金オリンピック競技を中心とした「ニッチスポーツ」聖地化事業計画 認定の日から平成３４年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金地域・産業ブランド推進計画 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金自然・文化資源を活用した賑わい創出事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金地域ブランド力を活かしたシティプロモーション事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金相撲と広域連携を軸にした持続的なツアー商品形成事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金薬草プロジェクト推進事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金アントレプレナー育成循環事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金高齢社会におけるまちの担い手育成事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金地域の財産でいきいきまちづくり 認定の日から平成３４年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金地域資源活用事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金土佐街道周辺及び高取城跡周辺地区まちづくり事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金上牧町子育て・人育てプロジェクト 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金
宇陀市平群町安堵町御杖村高取町上牧町

王寺町
香芝市葛城市宇陀市

該当なし奈良県奈良県天理市五條市御所市

曽爾村王寺町河合町川上村
上牧町王寺町

大和郡山市桜井市生駒市葛城市
該当なし野迫川村野迫川村
三宅町三宅町田原本町

奈良県奈良県奈良県奈良市奈良市大和高田市
H28.8.2 171 奈良県、川上村生駒市

39 H28.6.13～6.17 H28.8.30 708
奈良県奈良県吉野郡吉野町38 H28.6.13～6.17

40後 H28.9.26～H28.9.30 H28.12.13 423
奈良県、天理市奈良県天理市、川西町三郷町斑鳩町高取町広陵町広陵町三重県名張市、宇陀市、大阪府柏原市、香芝市、

東吉野村613 広陵町大淀町下市町黒滝村H29.2.24H29.1.4～H29.1.641 下北山村
葛城市三郷町上牧町

H29.5.30 775H29.4.3～H29.4.743後



計画名称 期間 支援措置奈良県内からの申請・認定受付期間 全国での認定件数（新規）認定日 申請主体 大淀病院跡地及び近鉄下市口駅周辺地区まちづくり事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金「食」を通した地域活性化再生計画 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金観光との連携による農林水産業の六次産業化の実現と移住者の定着 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金上北山の活性化拠点と村民主役の村づくり推進事業計画 認定の日から平成３４年３月３１日まで 地方創生拠点整備交付金観光中核施設の再生と地域のしごと創出～にぎわいづくり 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金地域の魅力を伝える人材育成・活用事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金水素による関西しごと創生・低炭素まちづくりスタートアップ事業 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金44 H29.4.3～H29.4.7 H29.6.27 67 触れる国宝等レプリカ製作活用プロジェクト 認定の日から平成３２年３月３１日まで まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例（地方創生応援税制）地域資源活用による｢稼ぐ観光｣推進計画 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金新たな産業用地の創出を活かす、｢職住近接｣による移住定住促進 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金｢ほどよく都会　ほどよく田舎｣“近畿”で１番魅力ある町！！発信プロジェクト 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金道の駅を中心とした広域地域経済循環システム（地域商社）の構築 認定の日から平成３２年３月３１日まで 地方創生推進交付金46 H29.10.2～H29.10.6 H29.12.22 1347 H30.1.22～H30.1.25 － －                         5,2035,481 　※新規認定時の計画内容を記載（一部変更の可能性有）総　計 県内累計新規認定件数９９件（うち2２計画が既に終了または取消、現在７７計画が進行中。）計 広陵町
上北山村関西広域連合該当なし関西広域連合
大淀町黒滝村天川村上北山村
大淀町45 H29.9.1～H29.9.6 H29.11.7 161 －該当なし
奈良県山添村川西町


