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１．地方創生推進交付金事業 

（１）八代圏域ツナガルインターンシップ推進事業（八代市・芦北町連携事業） 

 

【事業の背景・目的】 

氷川町、芦北町を含む八代圏域は以前より生産量日本一であるトマトやイグサ、全国的にも知名度の高い

梨やデコポンなど優れた農産物の生産を土台としながら、八代市を中心に製造業の集積地としても発展を遂

げてきた。また、八代市と両町は隣接していることから通学・通勤面でも結びつきが強く、地域として人・

もの・金を還流させるべく3市町での定住自立圏形成協定を締結しているところである。 

しかし、近年は大学進学率の向上や就職先の多様化などにより若年者の域外流出が著しく、様々な業種で

人材不足が叫ばれている状況にある。そのため、若年者の域内定着率向上のための取組として、インターン

シップを切り口とした企業と若者のマッチングを促進し、八代圏域外からの学生も呼び込みながら地域の魅

力的な企業の人材確保を進めるとともに、圏域にて移住定住のための側面支援を実施していくことで、地域

の仕事に希望を持ち、圏域で生活していきたいという若者を増やすことを目指す。併せて、人口減少に歯止

めをかけ、地域の活力を維持・向上させていくことを目標とする。 

 

【事業内容】（Ｈ28～Ｒ2年度） 

○企業と若者との交流拠点整備 

・インターンシップを通じた企業と学生との交流を促進。 

・学生と企業による新技術・新製品開発等に対するコーディネート（県内大学・高専等との連携） 

・UIJターン者の地元就職のための相談窓口を設け、域内企業とのマッチングを支援（地元商工会議所・商工会

等との連携）。 

・交流拠点を活用した地域内雇用及び創業の促進にかかる支援 

○３市町合同就職フェア 

○移住定住促進事業（首都圏等で開催される移住定住フェア等への参加、情報発信等） 

 

【氷川町 令和２年度実施事業】 

○ツナガルインターンシップ事業を八代圏域雇用促進センターへ委託し、拠点の自立化に向けた取組みを行う。 

 インターンシップを起点とした企業と若者のコネクションを強化する。 

 ＵＩＪターン者の地元就職のための相談窓口による域内企業とのマッチング支援とあわせ、熊本県ＵＩＪター

ン就職支援センターとの圏内企業情報発信を含めた連携を行う。 

 当該拠点を活用した地域内雇用及び創業の促進にかかる支援を行う。 

 

【数値目標】（※八代圏域の数値目標） 

目標とする指標の内容 
事業開始 

時点 

2016年度 

（１年目） 

2017年度 

（2年目） 

2018年度 

（3年目） 

2019年度 

（4年目） 

2020年度 

（5年目） 

高校・高専・短大卒業者等

の八代圏域内企業への就

職者数 

141人 141人 144人 162人 196人 245人 

18～22歳の若年者の八代

圏域への定着率 
91％ 91％ 91％ 92％ 93％ 94％ 

本事業によるインターン

シップ参加学生数 
0人 0人 53人 164人 308人 485人 

やつしろ未来チャレンジ

認定企業の売上高 
0千円 0千円 0千円 

50,000 

千円 

200,000 

千円 

450,000 

千円 
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１．地方創生推進交付金事業 

（２）海外クルーズ船寄港を活かした観光・物産プロジェクト（八代市・芦北町連携事業） 

 

【事業の背景・目的】 

海外クルーズ船等で訪れる国内外からの観光客をターゲットとして、八代固有の歴史・文化を活かして、「Ｄ

ＭＯやつしろ」を核とする官民協働による観光地づくりを進め、交流人口の拡大と経済効果発現を目指す。

加えて、日本一の生産量を誇るトマトや晩白柚、い草等の農産物等の地域特産品のプロモーション等に取り

組み、消費拡大・流通促進を図り、観光産業及び食関連産業における雇用の創出と活性化を目指す。 

【事業内容】（Ｈ28～Ｒ2年度） 

①ＤＭＯやつしろ機能強化事業 

 ＤＭＯやつしろを担う専門的人材や後継人材の育成、マーケティング等の基礎調査の実施、観光ガイドや

ツアー造成の一役を担うランドオペレーター（旅行中の案内や交通手段の手配を行う者）等の養成を行う。 

②大型クルーズ船等インバウンド事業 

  八代城跡周辺や日奈久温泉を中心に、八代ならではの和のまち並み空間整備を行うとともに、食と農、文化、

スポーツ等の様々な分野と連携した体験型観光開発や観光客の周遊性を高めるための多言語による情報発

信等を行う。また、クルーズ船社等へのツアーの提案やツアーに参加しない乗客・クルーを対象に中心市街

地等との交通アクセスの強化を行い、イベントへの参加や買物・食事等による消費拡大を図る。 

③八代市・氷川町・芦北町ブランド事業（シトラスブランディング事業） 

 ３市町は、柑橘系の栽培が共通し盛んであることから、柑橘系という括りで圏域一体となってプロモーシ

ョンを行っていくことで他地域との差別化を図り、認知度を高め、本地域固有の「歴史」・「文化」・「自然」・

「食」を連携させ、滞在交流型の観光圏を目指す。農林水産省が推進する「食と農の景勝地」の認定を目

指しながら、戦略計画の策定や体験観光の開発を行う。 

④フードバレー流通推進事業 

国内の大都市圏や海外での販路開拓と輸出増大、商品開発等推進のため、物産展や展示会、商談会等への

出展、国内外の消費者に八代産農林水産物の安全性とおいしさをアピールする事業者への支援を行う。ま

た、八代港と姉妹港である基隆市をはじめとする台湾各地において、県南地域特産品・観光展でのトップ

セールスを実施し、知名度向上を図り観光客の誘致につなげる。 

 

【氷川町 令和２年度実施事業】 

○八代市・氷川町・芦北町ブランド事業（実施主体：シトラス観光圏推進協議会） 

  戦略プランに基づくPR事業を実施するとともに、道の駅を活用した体験プログラムや通年イベントを開催。

また、外国人観光客への誘客を目指し大型クルーズ船バスツアー営業、香港における晩白柚の定着と観光誘

客を図る。 

 ○イオンフードアルチザン活動（イオン香港での晩白柚プロモーション）（実施主体：やつしろ晩白柚ブラン

ド推進協議会） 

 

【数値目標】（※町単独の数値目標） 

目標とする指標の内容 
事業開始 

時点 

2016年度 

（１年目） 

2017年度 

（2年目） 

2018年度 

（3年目） 

2019年度 

（4年目） 

2020年度 

（5年目） 

観光客入込数（人） 1,048,000 838,400 1,173,760 1,184,240 1,194,720 1,205,200 

外国人観光客数（人） 11 9 117 277 486 685 

観光消費額（千円） 2,692,779 2,154,223 3,015,912 3,042,840 3,069,768 3,096,696 
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１．地方創生推進交付金事業 

（３）くまもと版地方創生移住・起業支援プロジェクト（実施主体：熊本県及び県内全市町村） 

 

【事業の背景・目的】 

 熊本県の人口は、1998年を境に減少傾向にある。熊本県の人口減少については、社会増減が総じて転出超過の状

態にあり、転出超過数に占める10代後半から20代前半の若年者の割合が高く、特に、東京圏への転出超過は、熊

本県からの転出超過の半数を占めている。 

 人口減少は、労働力不足により生産力の低下等を招くなど、広範な影響を与えることが懸念される。近年は、2016

年に発生した熊本地震に伴う復興需要が重なり、県内企業の人材確保が困難となっているため、その対応が喫緊の

課題である。更には、地域文化や地域コミュニティの維持・存続にも支障が出る恐れがあり、商店の閉鎖や路線バ

スの廃止等、生活に影響する課題も発生している。 

 熊本県においては、人の流れの創出のために移住定住促進事業の拡充や、ＵＩＪターン就職支援の強化を図るこ

ととし、人材確保を確実なものとしながら、地域の活力の維持・発展につなげていくことを目指す。 

 

【事業内容】（Ｒ元～6年度） 

①移住支援事業 

熊本県の転出超過と県内企業の人手不足解消を目的として、移住者の金銭的負担を軽減し、県への移住を促進

するため、東京圏在住者が熊本県に移住し、②のマッチングサイトに掲載される県内企業に就職した場合、移住

に必要な経費を支給する。 

②マッチング支援事業 

 県が運営する仕事に関する総合的な情報をワンストップで提供する情報サイトを改修し、移住に係る支援情報

から県内企業の求人情報まで幅広い情報を提供する。 

③起業支援事業 

 地域課題の解決に資することを目的として新たに起業する者に対して、起業に必要な経費の一部を補助する。 

 

【氷川町 令和２年度実施事業】 

①移住支援事業 

 熊本県が行うマッチング支援事業又は起業支援事業と連携し、東京圏から移住して就業又は起業しようとする

者が転入・就業又は起業・定着に至った場合に、熊本県と協働して移住支援金を支給する。 

 

【数値目標】（※熊本県及び県内全市町村の合算した数値目標） 

目標とする指標の内容 
事業開始 

時点 

令和元年度 

（１年目） 

令和2年度 

（2年目） 

令和3年度 

（3年目） 

令和4年度 

（4年目） 

令和5年度 

（5年目） 

令和6年度 

（6年目） 

本移住支援事業に基づく

移住就業者数 
0人 73人 168人 168人 168人 168人 168人 

本移住支援事業に基づく

移住起業者数 
0人 2人 2人 2人 2人 2人 2人 

本起業支援事業に基づく

起業者数 
0人 3人 3人 3人 3人 3人 3人 

マッチングサイトに新た

に掲載された求人数 
0件 900件 2,200件 2,200件 2,200件 2,200件 2,200件 

 



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
～脱コロナに向けた協生支援金～

新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生
活を支援し地方創生を図るため、緊急経済対策の全ての事項についての対応として、地方公共団体が
地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、「新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金～脱コロナに向けた協生支援金～ 」を創設する。

１兆円

内閣府（地方創生推進室） ただし、各府省に移し替えて執行

１．補正予算計上額
２．所管
３．交付対象等

４．使途

（１）交付対象 ：実施計画を策定する地方公共団体（都道府県・市町村）

（２）交付方法 ：実施計画に掲載された事業（※）のうち国庫補助事業の地方負担分と地方単独
事業の所要経費の合計額に対し、交付限度額を上限として交付金を交付
※ ソフト事業を中心とし、それに付随するハード事業も対象

（３）交付限度額：人口、財政力、新型コロナウイルスの感染状況、国庫補助事業の地方負担額
等に基づき算定

地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに実施する
・ 新型コロナウイルス感染症に対する対応（感染拡大の防止策、医療提供体制の整備）
・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援
等の事業に充当。



新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦の拡充

１．２次補正予算計上額 ２兆円（１次補正予算計上額と合わせて３兆円）

新型コロナウイルス感染症への地⽅における様々な対応・取組を全⼒で⽀援するため、
地域の実情に応じて、家賃⽀援を含む事業継続や雇⽤維持等への対応を後押しするととも
に、「新しい⽣活様式」等への対応を図る観点から、新型コロナウイルス感染症対応地⽅
創⽣臨時交付⾦を拡充する。

２．所管
３．交付対象等

４．使途

内閣府（地⽅創⽣推進室） ただし、各府省に移し替えて執⾏

（１）交付対象 ︓実施計画を策定する地⽅公共団体（都道府県・市町村）
（２）交付⽅法 ︓実施計画に掲載された事業（※）に対し、交付限度額を上限として交付⾦を交付

※ 第２次補正予算における国庫補助事業の地⽅負担分については、第１次補正予算の臨時
交付⾦の未配分額により措置

（３）交付限度額︓① 家賃⽀援を含む事業継続や雇⽤維持等への対応分（１兆円程度）
⼈⼝・事業所数を基礎に、感染状況等に基づき算定

② 「新しい⽣活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応分（１兆円程度）
⼈⼝、年少者・⾼齢者の⽐率、財政⼒等に基づき算定

地⽅公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに実施する
① 家賃⽀援を含む事業継続や雇⽤維持等への対応
② 「新しい⽣活様式」等への対応
の事業に充当。

家賃⽀援、休業要請に伴う協⼒⾦等、地域公共交通機関等の維持・確保、旅館・ホテル等の経
営⽀援、臨時休校に伴う⼦供たちの⼼のケア、修学旅⾏等のキャンセル代への⽀援 等
地域公共交通機関等の３密対策、福祉施設・観光施設・学校・スポーツ・⽂化イベント等の「新
しい⽣活様式」の下での再開に向けた⽀援、地元産品のオンライン販売促進、オンライン教育・テ
レワーク導⼊⽀援、農林⽔産物の販売促進、観光地の活性化 等



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業

【氷川町交付限度額】 　１次補正（国） 　 ９２，４９２千円
　２次補正（国）　２１８，５７２千円
　　　　計　　  　　３１１，０６４千円

事業名 事業の概要 事業費（千円）

1
新型コロナウイルス感染症対策地域振
興券事業

新型コロナウイルス感染症の影響により疲弊した地域経済の活性化及び家計の支援をするため、町内で使用できる地域振興券
を全町民に配布する。
・住民１人あたり５千円

61,710

2
新型コロナウイルス感染症対策融資金
利子補給

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業者が、事業継続のため融資を受けた際の利子を補給し、経営の安定化を
図る。

3,974

3
新型コロナウイルス感染症対策商工業
事業継続応援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業者の事業継続を支援する。
・国の持続化給付金又は熊本県の事業継続支援金の対象となった中小・小規模事業者（ひと月の売上が前年同月比で30％以
上減少した事業者）が対象
・支援金・・・法人事業所20万円、個人事業所10万円

22,035

4
新型コロナウイルス感染症対策事業所
休業等応援金

新型コロナウイルス感染症の影響により熊本県の休業要請等に協力した事業者に対して支援する。
・熊本県の休業要請・依頼に協力した町内の中小・小規模事業者が対象
・休業支援金10万円、営業時間短縮支援金5万円

3,253

5
新型コロナウイルス感染症対策農林水
産業事業継続支援金

新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の販売金額が前年同月比で30％以上減少した農林水産事業者へ支援金を定
額支給し、事業継続を支援する。
・支援金・・・農業法人20万円、個人農業者10万円

11,309

6 学生扶養世帯給付金事業
新型コロナウイルス感染症の影響で、経済的に厳しい状況に置かれている学生を扶養する保護者を支援するため給付金を支
給する。
・給付金・・・学生１人あたり50千円

25,042

7 国民健康保険被保険者証交付事業
国民健康保険被保険者証の交付について、新型コロナウイルス感染症感染防止を図るため、各地区公民館等で対面交付する
方式から郵送による交付へと変更する。

608

8
新型コロナウイルス感染症感染防止対
策事業

新型コロウイルス感染症対策の影響により公共施設・学校等における感染防止対策を講ずるため必要な物品を購入する。
（マスク・アルコール消毒液・非接触型体温計等）

6,791

9
新型コロナウイルス感染症対策保育所
等従事者応援給付金

小学校等臨時休業期間に子どもの居場所や保育サービスの維持に貢献した保育等従事者への応援と謝意を表すため、応援給
付金を給付する。
・保育所職員、幼稚園職員、放課後児童クラブ職員等　　・1人につき30千円

5,400

10
新型コロナウイルス感染症対策花き購
入事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中止や活動自粛等で需要が低迷した花き生産者の事業継続の支援及び日
常生活での需要を喚起するため、公共施設等に「氷川産花き」を展示し、花きの活用拡大を図る。
・町内の公共施設、福祉施設等（84施設）へ11月～2月まで月２回、「氷川産花き」を展示する。

6,720

11
新型コロナウイルス感染症対策公共施
設畳表張替事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、活動自粛等で需要が低迷したイ草生産者の事業継続の支援及び畳の良さをＰＲし、
畳表の需要を喚起するため、公共施設の畳表の張替を行う。
・公共施設24施設、730畳分

5,840

12
新型コロナウイルス感染症対策畳表張
替助成事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、活動自粛等で需要が低迷したイ草生産者の事業継続の支援及び畳の良さをＰＲし、
畳表の需要を喚起するため、町民の畳表張替に係る経費の一部を助成する。
・助成額を１畳あたり1,500円から「張替に要する経費の1/2」へ拡充

8,000

※このほか、第2次実施計画の作成（9月）及び交付申請に向け、事業を検討中。
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