
久慈市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業の追加について 

 

追加理由 

地方版総合戦略の財政支援策として、平成 28年度実施する事業として地方創

生加速化交付金が交付決定となりました。 

また、平成 28 年度～平成 30 年度までの財政支援策である地方創生推進交付

金を現在申請中であるため、総合戦略に各対象事業を追加するもの。 

 

（１）地方創生加速化交付金事業 

事業項目 項目名称 事業内容 担当 

１－２ ６次産業化の展開 ヘルスツーリズムによ

る健康増進事業 

観光交流課 

９－１ 体験型観光の推進 同上（再掲） 観光交流課 

９－２ スポーツコンベンションの

推進 

同上（再掲） 生涯学習課 

施策１２ 地域包括ケアシステムの推

進及び地域医療体制の充実 

同上（再掲） 保健推進課 

 

事業項目 項目名称 事業内容 担当 

２－１ 安定した雇用の場の創出 地域が元気になる未来

づくり推進事業 

商工振興課 

３－２ 教育界と産業界が一体とな

ったキャリア教育の推進 

同上（再掲） 商工振興課 

７－１ 故郷の魅力を再確認するた

めの取組の推進 

同上（再掲） 地域づくり

振興課 

８－１ 移住促進に向けた支援体制

の充実 

同上（再掲） 地域づくり

振興課 

８－２ 移住者のための住環境整備

の促進 

同上（再掲） 地域づくり

振興課 

９－１ 体験型観光の推進 同上（再掲） 産業建設課 

９－３ 地域資源を活用した地域ブ

ランドづくり 

同上（再掲） 産業建設課 

施策１１ 社会基盤の維持管理・更新

と活用最適化 

同上（再掲） 教育総務課 
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１３－１ 地域で支えあう体制づくり 同上（再掲） 地域づくり

振興課 

１３－２ 地域文化の伝承と地域資源

の活用による若者の活躍の

場づくり 

同上（再掲） 地域づくり

振興課 

 

（２）地方創生推進交付金事業 

事業項目 項目名称 事業内容 担当 

１－２ ６次産業化の展開 ヘルスツーリズムによ

る地域ヘルスケアビジ

ネス推進事業 

観光交流課 

９－１ 体験型観光の推進 同上（再掲） 観光交流課 

９－２ スポーツコンベンションの

推進 

同上（再掲） 生涯学習課 

施策１２ 地域包括ケアシステムの推

進及び地域医療体制の充実 

同上（再掲） 保健推進課 

 

事業項目 項目名称 事業内容 担当 

２－１ 安定した雇用の場の創出 「あまちゃん」のまち

未来づくり推進事業 

商工振興課 

３－２ 教育界と産業界が一体とな

ったキャリア教育の推進 

同上（再掲） 商工振興課 

７－１ 故郷の魅力を再確認するた

めの取組の推進 

同上（再掲） 地域づくり

振興課 

８－１ 移住促進に向けた支援体制

の充実 

同上（再掲） 地域づくり

振興課 

８－２ 移住者のための住環境整備

の促進 

同上（再掲） 地域づくり

振興課 

９－１ 体験型観光の推進 同上（再掲） 産業建設課 

９－３ 地域資源を活用した地域ブ

ランドづくり 

同上（再掲） 産業建設課 

施策１１ 社会基盤の維持管理・更新

と活用最適化 

同上（再掲） 教育総務課 



１３－１ 地域で支えあう体制づくり 同上（再掲） 地域づくり

振興課 

１３－２ 地域文化の伝承と地域資源

の活用による若者の活躍の

場づくり 

同上（再掲） 地域づくり

振興課 

 

事業項目 項目名称 事業内容 担当 

２－１ 安定した雇用の場の創出 （仮）若者の雇用・定

着推進事業 

商工振興課 

３－２ 教育界と産業界が一体とな

ったキャリア教育の推進 

同上（再掲） 商工振興課 

 

  



１ 地方創生加速化交付金事業の概要 

 

事業実施年度 平成 28 年度 

一自治体あたり ２事業（上限 80,000 千円） 

国庫補助割合 １０/１０ 

 

２ 久慈市交付決定事業 

（1）ヘルスツーリズムによる健康増進事業 

  総事業費(37,200 千円)うち、加速化交付金充当見込額(35,700 千円)   

  ※ヘルスツーリズムの推進による地域ヘルスケアビジネス創出事業   

   （国への申請名称） 

《事業概要》 

平成 17 年度から 10 年間、仙台や首都圏の中高生等を中心に体験型教育旅行

を受け入れ、平成 26 年度の実績では８千人を超えるまでに拡大。一般団体の体

験受入も対応してきたところであり、これまで培ったノウハウと実績を活用・

深化させ、豊かな自然に育まれた当市ならではの食材を活用し、健康増進に取

り組む。 

 

〇ヘルスツーリズム推進協議会／部会事業（30,800 千円） 

・ヘルスツーリズム長期ビジョン作成 

・ワークショップ開催 

・エビデンス検証事業 

・健康食メニュー開発等 

・あまちゃんマラソン大会開催 

〇施設等整備事業（4,900 千円） 

・トレッキングコース・ハーブ園等整備 

・パークゴルフ場備品等整備  

 

 

 （2）地域が元気になる未来づくり推進事業 

総事業費(47,850 千円)うち、加速化交付金充当見込額(44,300 千円)   

《事業概要》 

市内の人口減少は各地区で顕在化しており、若者不在に伴う地域コミュニテ

ィの存続が困難な状況になっている。 

 久慈管内の有効求人倍率は、県内で最も低く、新規高卒者が地元就職を希望

してもなかなか希望職種に就くことができないという現状にあり、大学・企業

資料５ 追加 



等と一体となった若者の地元定着のための人材育成を実施することが必要であ

る。企業と連携した高度人材育成事業など、就業環境を整えるとともに、産業

の振興を図り、地域のコミュニティ活性化に向けて関係機関等が連携し取り組

み、若者活躍の場創出や移住者の受入推進など、人材確保・育成を図る事業。 

 

〇あまちゃんのまち未来づくり推進事業（5,000 千円） 

 ・久慈市未来づくり推進協議会 

・長期ビジョン作成／ふるさと点検事業開催等 

・大学・産業界との連携推進 

〇若者の地元活躍を応援する事業（24,940 千円） 

・企業連携による新卒者等人材確保/人材育成事業等 

・地元暮らしの人生シミュレーション事業 

〇モデル事業の選定・実施（14,360 千円）   

・短角牛ブランド化/闘牛文化継承等 

・廃校活用プロジェクトの推進（研究事業） 

・移住お試し住宅整備 

  



１ 地方創生推進交付金事業の種別及び内容 

①先駆タイプ…官民協働、地域間連携、政策間連携等の先駆的要素が含まれて

いる事業を複数の自治体で申請する場合対象 

（事業期間最長５年・年上限事業費２億円・国庫補助割合 1/2） 

②横展開タイプ…先駆的・優良事例の横展開を図る事業 

（事業期間最長３年・年上限事業費５千万円・国庫補助割合 1/2） 

③隘路打開タイプ…既存事業の隘路を発見し、打開する事業 

（事業期間最長３年・年上限事業費５千万円・国庫補助割合 1/2） 

 

※一自治体あたり３事業まで（先駆タイプを含める場合は４事業） 

 

２ 久慈市交付申請事業 

（1）ヘルスツーリズムによる地域ヘルスケアビジネス推進事業 

事業タイプ：横展開タイプ 

事業期間：平成 28年度～平成 30年度 

総事業費：73,000千円（交付金見込額 36,500千円） 

 

《事業概要》 

久慈版「ヘルスツーリズム」を確立し、市民・観光客の健康増進と観光振興に

取り組むことで「市民の健康増進」「医療費削減」「新産業の創出」を目指す加

速化交付金事業をさらに深化させることを目的する。 

 

《年度別事業計画》 

【平成 28年度：事業費 5,000千円】 

〇ヘルスツーリズム推進協議会事業（5,000千円） 

・ヘルスツーリズム基盤団体支援 

※平成 28 年度は加速化交付金交付決定事業と一体的に事業を進める予定です。 

 

【平成 29年度：事業費 39,500千円】 

○ヘルスツーリズム推進協議会運営事業（22,000千円） 

・プログラム開発、ワークショップ開催 

・モニターツアー、エビデンス検証事業 

・人材育成研修、基盤団体支援事業 

○健康食・伝統食メニュー作成、新商品開発研究事業（7,500千円） 

・ツーリズム健康メニュー開発事業 

・地場資源活用商品開発（短角牛、白樺樹液、未利用資源等） 



○市民運動機会拡大事業（5,000千円） 

・あまちゃんマラソン大会開催 

○施設整備等事業（5,000千円） 

・トレッキングコース等施設整備 

 

【平成 30年度：事業費 28,500千円】 

○ヘルスツーリズム推進協議会運営事業（13,000千円） 

・プログラム見直し、ワークショップ開催 

・ガイド育成、モニターツアー事業 

・人材育成研修、基盤団体支援事業 

○健康食・伝統食メニュー作成、新商品開発研究事業（6,500千円） 

・ツーリズム健康メニュー開発、ＰＲ事業 

・地場資源活用商品開発、ＰＲ（短角牛、白樺樹液、未利用資源等） 

○市民運動機会拡大事業（5,000千円） 

・あまちゃんマラソン大会開催 

○施設整備等事業（4,000千円） 

・トレッキングコース等施設整備 

 

（2）「あまちゃん」のまち未来づくり推進事業 

事業タイプ：横展開タイプ 

事業期間：平成 28年度～平成 30年度 

総事業費：119,640千円（交付金見込額 59,820千円） 

 

《事業概要》 

加速化交付金事業で取り組む、地域活性化と人材確保・育成を進める。 

地域の担い手として新卒者雇用地元就職、若者のＵ・Ｉターンできる環境を整

え、ワークライフバランスに配慮した市内企業等のＣＳＶ活動との連携し取組

を推進する。次の世代を担う小中高生に地元定住意識を持たせ、定住への希望

とライフプランを提供し地域での生活を提示し、地元定着を図り、高齢者の拠

点確保、地域課題解決、移住者の受入など実施する。 

 

《年度別事業計画》 

【平成 28年度：事業費 19,930千円】 

〇久慈市情報ＰＲ（1,600千円） 

 ・ＰＲ動画作成、中高生向け広報 

〇Ｋターン・あまちゃんのまちコミュニティ推進事業（17,730千円） 



・地元コミュニティ支援（秋祭り、冬の市、あまちゃん観光） 

・中高生海外派遣事業 

〇移住定住促進事業（600千円） 

・移住定住セミナー 

※平成 28 年度は加速化交付金交付決定事業と一体的に事業を進める予定です。 

 

【平成 29年度：事業費 49,808千円】 

○若者の地元活躍を応援する事業（27,929千円） 

 ・企業と連携した人材確保、育成支援 

 ・高度人材育成事業 

〇あまちゃんのまち未来づくり事業（3,300千円） 

 ・ふるさと点検及びセミナー 

〇モデル地区事業及びＫターン対策（5,363千円） 

 ・短角牛導入助成・移住定住ツアー、イベント 

○地域コミュニティ間連携事業（1,000千円） 

 ・地区活性化交流イベント 

〇久慈市情報ＰＲ（1,100千円） 

 ・ＰＲ動画作成、中高生向け広報 

○Ｋターン・あまちゃんのまちコミュニティ推進事業（11,116千円） 

・地元コミュニティ支援（秋祭り、冬の市、あまちゃん観光） 

・中高生海外派遣事業 

 

【平成 30年度：事業費 49,902千円】 

○若者の地元活躍を応援する事業（34,139千円） 

 ・企業と連携した人材確保、育成支援 

 ・高度人材育成事業 

〇あまちゃんのまち未来づくり事業（2,200千円） 

 ・ふるさと点検及びセミナー 

〇モデル地区事業及びＫターン対策（5,363千円） 

 ・短角牛導入助成 ・移住定住ツアー、イベント 

○地域コミュニティ間連携事業（1,600千円） 

 ・地区活性化交流イベント ・中間組織育成 

〇久慈市情報ＰＲ（1,100千円） 

 ・ＰＲ動画作成、中高生向け広報 

○Ｋターン・あまちゃんのまちコミュニティ推進事業（5,500千円） 

・地元コミュニティ支援（秋祭り、冬の市、あまちゃん観光） 



 

（3）（仮）若者の雇用・定着推進事業 

事業タイプ：横展開タイプ 

事業期間：平成 28年度～平成 30年度 

総事業費：未定 

 

《事業概要》 

地元企業と協力し、中高生にキャリア教育を推進し、若者の地元愛を醸成させ

るとともに、新卒就職者及びＫターン就職者に対し支援を行う。 

《事業計画》平成 28年度～平成 30年度 

 ・キャリア教育推進事業 

   企業見学プログラム作成、出前授業コーディネート 

 ・新卒者、Ｋターン就職者への支援 

 

 


