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１ 件   名   地域の未来づくり推進事業について 

 

 

 

２ 概    要    地域の未来づくり推進事業補助金の対象となる地域の未来づく

り計画の新たな認定についてお知らせします。 

 

 

３ 内   容   資料１のとおり 

 

 

 

４ そ の 他   今後の申請期間等は「事業チラシ」をご覧ください。 



地域の未来づくり推進事業　認定一覧 （Ｒ３.３）

地域の未来づくり推進事業補助金

1 R3.4
株式会社 創・和
［北区白石］

北区
桃丘学区

【計画名】  地域に潤いを！地域に賑わいを！
　　　　　　　地域の魅力の発信源となる桃農家直営の
             農家カフェ設立

【内容】 地域の規格外白桃を活用した農家カフェと、
 　　　　 地域農産物の販売サポート等。

25,000千円
（3年間）

ソフト 10,000千円
ハード 15,000千円

３年

2 R3.4

株式会社
アルサクセス
［中区国富一丁目］

北区
御津学区

【計画名】  地域の孤食問題の解決と持続可能な
              生きがい農業の活性化支援

【内容】 地域の農産物を活用した古民家レストランの運営と、
　　　　　独居世帯への配食事業等。

25,000千円
（3年間）

ソフト 10,000千円
ハード 15,000千円

３年

3 R3.4
株式会社 ＫＫＭ川崎
［東区西大寺中二丁目］

東区
西大寺
学区

【計画名】  空き倉庫と地域資源を活用した
              コミュニティ活性と文化発信による
              活力がある安心安全な街づくり

【内容】 西大寺「五福通り」の空き倉庫を活用した、音楽や
          クラフトビールを楽しめるカフェの運営等。

25,000千円
（3年間）

ソフト 10,000千円
ハード 15,000千円

３年

4 R2.4
合同会社　ＴＫＢ
［北区建部町福渡］

北区
建部町
福渡地域

【計画名】  TKB-The Retropolitan Inn&Café
              空き家を活用した地域活性化プロジェクト

【内容】 空き家を活用した簡易宿泊所及びカフェ
　　　　　 （テイクアウト）の営業。

19,707千円
（3年間）

ソフト  4,707千円
ハード 15,000千円

３年

5 R1.10

シニアサポート倶楽部
「ねこの手妹尾」
［南区妹尾］

南区
妹尾学区

【計画名】  シニアサポート倶楽部「ねこの手妹尾」

【内容】 高齢者の暮らしの困りごとに対し、地域のボランティア
          スタッフが有償で行う、サポート事業。
          住民同士のつながりを深めるコミュニティ事業。

1,439千円
（5年間）

ソフト  1,439千円
５年

6 R1.10
たけべウーマンズ
［北区御津北野］

北区
御津・
建部地域

【計画名】 ピーマンでまちおこし

【内容】 規格外の「ピーマン」を有効活用し付加価値をつけて
　　　　　販売するための加工場所の整備、加工食品の
　　　　　製造等。
　　　        ※Ｈ30年度地域活力創出事業補助金採択事業

3,136千円
（5年間）

ソフト  1,546千円
ハード 1,590千円

※事業中止

５年

7 R1.10
株式会社　田口商店
［南区築港栄町］

南区
甲浦・
小串学区

【計画名】  有害野生鳥獣のジビエ利用化計画

【内容】  捕獲した野生鳥獣を地域ブランドの食肉原材料
           として活用するための、ジビエ処理加工施設の
           整備等。

16,855千円
（3年間）

ソフト  6,414千円
ハード 10,441千円

３年

8 Ｈ31.4

一般社団法人
あしもり遊学舎
［北区一宮］

北区
足守学区

【計画名】　あしもり遊学舎プロジェクト
　　　　　　　遊び、学び、食を通じて住む人が楽しめる
　　　　　　　まちを作る

【内容】　地元産野菜の加工販売や古民家等を活用した
           レンタルスペースの運営等。

25,000千円
（5年間）

ソフト  10,000千円
ハード 15,000千円

５年

事業
開始

団体名
［団体所在地］

計画対象
地域

計画内容 補助金額
計画
期間

テーマ型団体

地域密着型団体

地域密着型団体

地域密着型団体

テーマ型団体

テーマ型団体

テーマ型団体

テーマ型団体
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9 Ｈ31.4

岡山御津
お正月研究会
［北区御津虎倉］

北区
御津
大野地区
天満地区

【計画名】　麦ストロー作りと甘い物と都市と農村の
             緩やかな遊び創り

【内容】　麦ストローやお飾り等の地域の産物を活かした
           商品開発、販売。
　　   　　※Ｈ30年度地域活力創出事業補助金採択事業

3,744千円
（5年間）

ソフト  2,408千円
ハード 1,336千円

５年

10 Ｈ31.4

株式会社
FLC design
（えふえるしーでざいん）

［北区御津新庄］

北区
御津
五城学区

【計画名】　五城「縁を紡ぐ家」再生事業
           　【えんつむプロジェクト】

【内容】  古民家を活用した宿泊、農村体験、薬膳料理の
           提供、五城地域の特産品開発等。

20,121千円
（3年間）

 ソフト    5,121千円
 ハード 15,000千円

３年

11 Ｈ31.4
観空産業　株式会社
［北区三和］

北区
馬屋上
学区

【計画名】  まやかみフルーツを有効活用した地区農業の
　　　　　　　活性化
              ーまやかみフルーツでたくさんの人々の
              ハートをＧＥＴ－

【内容】  キッチンカーによる規格外果物、野菜を
           有効活用したフルーツピザ等の販売。

9,761千円
（3年間）

ソフト  3,684千円
ハード 6,077千円

３年

12 Ｈ31.4

特定非営利活動法人
日本モトショク
［南区西紅陽台一丁目］

北区
牧石・
御津・
足守地域

【計画名】  「小さな6次産業」の起業と身の丈にあった
             売れる商品作り

【内容】  牧石・御津地域で栽培された蕎麦を活用した
           足守地域での蕎麦店運営、大麦を活用した
           菓子開発。
　　　     ※Ｈ30年度地域活力創出事業補助金採択事業

5,974千円
（3年間）

ソフト  4,641千円
ハード 1,333千円

３年

13 Ｈ30.11

東新田安心生活応援
ボランティアの会
［南区箕島］

南区箕島
東新田と
隣接の
町内会

【計画名】　東新田安心生活応援ボランティアの会

【内容】   草刈、用水路清掃、樹木剪定、病院のつきそい等
            高齢者の生活支援。

646千円
（5年間）

ソフト  646千円
５年

地域密着型団体

□地域密着型団体

補助上限額 ソフト 500万円、ハード 500万円（法人格無）

ソフト1,000万円、ハード1,500万円（法人格有）

補助期間3年～最大5年間 、補助率 4/5

□テーマ型団体

補助上限額 ソフト1,000万円、ハード1,500万円

補助期間3年間 、補助率 2/3

テーマ型団体

テーマ型団体

テーマ型団体

地域密着型団体
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北区桃丘学区

総 事 業 費︓179,565千円
補助予定総額︓ 25,000千円

１．株式会社 創・和

テーマ型 期間︓3年

 高齢化に伴う桃生産農家の激減、
作付面積の減少

 桃出荷量、売上高の低迷
 桃産地としての魅⼒向上
 農家と地域住⺠との交流場所不⾜

農家カフェの運営による農家の売り
上げ増加と地域のにぎわい創出

 農家カフェの運営
・地域の白桃や農産物を楽しめるカフェ、ショップの運営
・規格外の白桃を活用したジェラートなどの開発、販売
 地域農産物の販売サポート事業
・地域の新規就農者や高齢農家などの農産物販売支援
・桃農家マップの作成による、桃の直売支援

地域の課題 事業目的

事業規模

事業内容

主な課題

農家カフェ完成イメージ

地域に潤いを！地域に賑わいを！地域の魅力の

発信源となる桃農家直営の農家カフェ設立

 カフェを活用した地域おこし事業
・地域住⺠（町内会、⼦供会など）を招いた地域活性化
勉強会を開催
・地域の生産者が集い、情報交換を⾏う寄合を開催

※事業内容については、申請者の資料をもとに市が作成しています。

空き家内にある⼿押しポンプの井⼾

そう わ

【JA岡山一宮選果場果樹部会 桃出荷量推移】

H20：738t→R1：427t ※11年で4割減少

JA岡山一宮選果場果樹部会員数

60歳以上84％ 平均年齢68歳

廃棄される桃
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北区御津学区

65% 65%
57% 51%

78% 74%

35% 35% 43% 49%

22%
26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

高齢者比率

総 事 業 費︓82,880千円
補助予定総額︓25,000千円

２．株式会社 アルサクセス

テーマ型 期間︓3年

古⺠家レストランの運営による地域の
高齢者のやりがい創出と交流⼈⼝の
増加

 独居世帯への配食サービス
・地域のサロンや町内会との連携による、月2回の配食事業

 古⺠家レストラン事業「糀の野菜懐⽯まんまの杜」
・築100年以上の古⺠家活用による、地域のこだわり野菜を
使用した飲食店の運営

・地域のこだわり野菜の販売

地域の課題 事業目的

事業規模

事業内容

主な課題

事業で活用する古⺠家

地域の孤食問題の解決と

持続可能な生きがい農業の活性化支援

 農園事業
・都市部の若者に対し、農業体験機会を提供
・有機農業などの環境保全型農業の普及

※事業内容については、申請者の資料をもとに市が作成しています。

※左：65歳未満 右：65歳以上

 小規模栽培の農産物が未活用
 休耕地や耕作放棄地の増加
 高齢独居世帯の増加と孤⽴化
 災害時の食の支援拠点の不⾜

 緊急時の食の支援拠点
・災害時など緊急時の炊き出しを実施

目標

レストラン食事イメージ 配食弁当イメージ

こうじ もり
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総 事 業 費︓84,107千円
補助予定総額︓25,000千円

３．株式会社 ＫＫＭ川崎

テーマ型 期間︓3年

 ⻄⼤寺「五福通り」周辺の空き家・
空き店舗が増加し、風情ある街並み
等の魅⼒が失われつつある

 地域の高齢化が進⾏

五福通りでのカフェ営業による⼈通
りが多く活気のある街づくり

 カフェ事業
・五福通り内にある築86年の空き倉庫活用による、飲食店の運営
・地域の農産物を活用したメニューやテイクアウト食品の提供
・写真展などの開催による、街の魅⼒発信

地域の課題 事業目的

事業規模

事業内容

主な課題

事業で活用する空き倉庫

空き倉庫と地域資源を活用したコミュニティ活性と
文化発信による活力がある安心安全な街づくり

 ビール事業
・オリジナルクラフトビールの製造、販売

※事業内容については、申請者の資料をもとに市が作成しています。

空き家内にある⼿押しポンプの井⼾

ケイ ケイ エム カワサキ

東区⻄⼤寺学区

事業で活用する地域資源

 カフェを活用した音楽事業
・学生から高齢者まで幅広い世代を対象とした、クラシック音楽家
による演奏会を開催。

・学生の音楽発表の「場」の提供
五福通りの街並み
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対象地域

岡⼭市地域活⼒創出事業補助⾦
 概要

様々な地域課題の解決に向けた、地域の未来づくり計画
に位置付けた事業への補助

 対象経費
ソフト経費、ハード経費

 補助期間
３年から最⼤５年間

 補助上限額（総額）
法⼈格無丨ソフト／５００万円 ハード／５００万円
法⼈格有丨ソフト／１,０００万円 ハード／１,５００万円

 補助率
地域密着型団体丨ソフト、ハード ４/５以下
テーマ型団体丨ソフト、ハード ２/３以下

 計画申請期間等
【事前確認期間】
①上期 2021.  4.1（⽊）〜 2021.  6.29（⽕）
②下期 2021.10.1（⾦）〜 2021.12.28（⽕）
※上記期間に必要書類や関係法令への適合等について

事前確認が必要です。確認後の受付になりますので
ご注意ください。（事前にご相談ください。）

【申請期間】
①上期 2021.７.26（月）〜 2021.８.10（⽕）
②下期 2022.１.27（⽊）〜 2022.２.10（⽊）

 補助対象
地域密着型団体丨特定の地域の住⺠、そこで活動する地域
住⺠主体の各種団体、ＮＰＯ法⼈、株式会社等の法⼈格を
有する団体が、組織化した団体（対象地域内において、原則と
して、概ね小学区単位で組織化した１０⼈以上の団体）
テーマ型団体丨特定の地域に限らず活動する、地域密着型
団体以外のＮＰＯ法⼈、株式会社等の法⼈格を有する団体
※地域内の住⺠との協⼒関係が必要です。

岡⼭市地域の未来づくり推進事業補助⾦
 概要

地域の伝統文化や産品等を活用した事業の
試作、試⾏、ブラッシュアップへの補助

 対象経費
ソフト経費

 補助期間
補助決定⽇から翌年３月末⽇まで

 補助上限額（総額）
ソフト ４５万円

 補助率
ソフト １０/１０以下

 申請期間
・ 2021.５.24（月）〜 2021.９.30（⽊）

 補助対象
構成員が2⼈以上の団体（規約、会則等が必要）

岡山市 地域の未来づくり推進事業

◎コミュニティビジネスの視点で取り組む、地域課題解決の取組みへの⽀援制度です

地域の未来づくり計画個別支援
講演会の開催予定は裏面へ

地域の未来づくり推進事業

【問い合わせ】
岡山市 政策局 政策部 事業政策課
電 話：086-803-1042
ＦＡＸ：086-803-1846
E-Mail：jigyouseisaku@city.okayama.lg.jp

2021.3月時点

コミュニティビジネスの活動事例も
掲載中︕

参考



【お問い合わせ・お申し込み】
岡山市 政策局 政策部 事業政策課
電 話：086-803-1042 ＦＡＸ：086-803-1846
E-mail：jigyouseisaku@city.okayama.lg.jp

市職員や必要に応じて地域での実践者、
専門家が計画作りをサポートします。
地域に直接お伺いすることも可能です。
随時受付をしていますので、計画作成の

早い段階でお気軽にお問合せください。

 地域の未来づくり計画 個別⽀援

 地域活性化やコミュニティビジネスについて学ぶ講演会

【お問い合わせ】
岡山市 政策局 政策部 事業政策課
電 話：086-803-1042 ＦＡＸ：086-803-1846
E-mail：jigyouseisaku@city.okayama.lg.jp

要申込

地域課題解決に向けて、コミュニティ
ビジネスの実践者や専門家などを迎え、
具体的な手法などを学ぶことができる
講演会の開催を予定しています。
詳細が決まり次第、ホームページや
市⺠のひろばおかやまでお知らせします。

個別支援・講演会の開催


