
 

 

資料２ 

ふるさと融資等 

 





ふるさと融資について 

ふるさと融資とは、地域振興に資する民間事業者の

支援を目的とした、地方公共団体が行う無利子融資

(＊連帯保証が必要)のことです。 

この融資(借入れ)は、貸付対象費用から補助金を控

除した額の 35%以内(＊定住自立圏、過疎地域等は、

45%以内)となり、残りの融資(借入れ)は、金融機関等

から調達していただくことになります。 

仕組みについては、ふるさと融資概念図（裏面）を

ご参照ください。 

融資対象事業の主な要件 

①法人格を有する民間事業者(第三セクターも含む)

②公益性、事業採算性等

③新規雇用の増加

都道府県・政令指定都市からの融資：10 人以上

市町村(政令指定都市を除く)の融資：1 人以上

再生可能エネルギー電気事業：1 名以上

※ただし、以下に該当する施設を整備する事業は対象

事業から除外されます。

・第三者に売却又は分譲する予定の施設

・風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設

融資及び返済の主な要件 

＊1 定住自立圏、過疎地域・みなし過疎地域(旧過疎地域に

限る)、離島地域、特別豪雪地帯、連携中枢都市圏は

45%以内。 

＊2 定住自立圏、地域再生計画認定地域、地域力創造推進地

域、連携中枢都市圏、沖縄県は限度額が増加。詳細は、

融資限度額一覧表参照。 

融資限度額一覧表 

通常の地域 
過疎・みなし過疎（旧過疎地域に限

る）、離島地域、特別豪雪地帯 
定住自立圏 

連携中枢都市圏 

東日本大震災被災地域 

(＊) 
一般の地域 

地域再生計画認定

地域、地域力創造推

進地域、沖縄県 

一般の地域 

地域再生計画認定

地域、地域力創造推

進地域、沖縄県 

融資比率 ３５％ ４５％ ４５％ 

都道府県 

・政令指定

都市 

通常施設 ４２億円 ５２．５億円 ５４億円 ６７．５億円 ６７．５億円 

複合施設 ６３億円 ７８．７億円 ８１億円 １０１．２億円 １０１．２億円 

市町村 
通常施設 １０．５億円 １３．１億円 １３．５億円 １６．８億円 １６．８億円 

複合施設 １５．７億円 １９．６億円 ２０．２億円 ２５．３億円 ２５．３億円 

＊定住自立圏及び連携中枢都市圏に係る融資比率・融資限度額の引き上げ措置については、都道府県は対象外。

貸付団体 
都道府県 

政令指定都市 

市町村 

(政令指定都市

を除く) 

備考 

融資比率 
貸付対象費用から補助金を 

控除した額 35％以内 

特例措置(＊1) 

融資限度額 42億円 10.5億円 特例措置(＊2) 

融資期間 5年以上 15年以内 

うち 5年以内の

据置期間を含

む。 

融資利率 無利子 

遅延利息 年 14％ 

担保 
民間金融機関による連帯保証が

求められ、保証料が必要。 

返済方法 元金均等半年賦償還 
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〈ふるさと融資概念図〉 

 

 
 
 
 

民間金融機関等借入金 

ふるさと財団 

総合的な調査･検討 

貸付実行･償還に係る事務の受託 

法人格を有する民間事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付対象費用 : 10 百万円以上 

（除く用地取得費） 

公益性・事業採算性等 

     ＜事業分野＞ 

     ・交通･通信基盤整備 

     ・都市基盤施設整備 

     ・地域産業振興 

     ・リゾート観光振興 

     ・文化･教育･福祉･医療 

地域振興 ・ 活性化 

＜新規雇用＞ 

都道府県･政令指定都市からの融資    ：10人以上 

   （再生可能エネルギー電気事業の特例 ： 1人以上） 

   市町村からの融資               ： 1人以上 

民
間
金
融
機
関
の
連
帯
保
証 

対象外事業 

・第三者に売却または分譲 

   予定施設 

・風営法に規定する風俗営業  

   等の用に供される施設 

貸付対象費用から補助金を控除した額の３５％以内 

（過疎地域、定住自立圏、連携中枢都市圏、東日本 

大震災被災地域等４５％以内） 

ふるさと融資 

地方債 利子の 75％は地方交付税措置 

地方公共団体 
原
資 

 

Ａ銀行 

 

Ｂ信金 

自
己
資
金
・補
助
金 

 

Ｃ公庫 

無利子 

5 年以上 15年以内 

(据置期間 5年以内) 
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（単位：人、百万円）

番号 分野 区分 事業名 事業者名
貸付
団体

設備投
資総額

本年度
貸付予定

額
雇用増 事業内容

1 A 継続 バイオマス発電所建設事業
紋別バイオマス
発電(株)

北海道 15,866 1,921 5 ●50MWのバイオマス発電所を建設
●敷地23,046㎡(全て賃借)、延床6,800㎡(S造平屋および4階建)

2 C3 新規
環境負荷低減型
石狩データセンター建設事業

さくら
インターネット(株)

北海道 4,875 1,500 15
●石狩データセンターに新3号棟を建設
●敷地21,448㎡、延床12,270㎡(S造3階建)

3 A 継続 木質バイオマス火力発電事業
ユナイテッド
リニューアブル
エナジー(株)

秋田県 12,063 400 25
●20MWの木質バイオマス火力発電所を建設
●敷地27,640㎡、延床1,866㎡(S造)

4 C2 新規 医療機器工場増設事業 ニプロ(株) 秋田県 15,398 5,000 171 ●第6工場増築と人工腎臓、真空採血管の増産、体外診断薬の受託生産に必要な設備投資
●敷地:8,997㎡、 延床13,563㎡(S造一部2階建)

5 E 継続 病院統合新築事業 新潟県厚生農業(協)
連合会

新潟県 14,494 2,715 447 ●JA新潟県厚生連魚沼病院と(公財)小千谷総合病院を統合し、小千谷市に新病院を建設
●敷地51,000㎡、延床28,000㎡(RC造6階建)

6 A 新規 バイオマスプラント導入事業 三洋製紙(株) 鳥取県 6,940 2,100 7

●本社工場敷地内にバイオマスボイラー発電設備を建設し、燃料ヤード建屋を併設
●敷地39,657.00㎡、延床4,349.87㎡(S造)
●鳥取港に燃料ﾔｰﾄﾞを建設
●敷地12,469.00㎡(全て賃借)

7 E 継続 病院移転新築事業 (医)養生園 徳島県 4,385 30 10 ●田岡東病院敷地内に老朽化した病棟に替え、新館を新築し移転
●敷地8,284.99㎡(全て賃借)、延床12,606.69㎡（SRC造･一部S造地上7階建）

8 A 新規 空港ビル機能拡充事業
帯広空港
ターミナルビル(株)

帯広市 1,474 500 2
●既存旅客ターミナルビルに隣接して、3階建て旅客ターミナルビルを増設
●敷地1,946㎡(全て賃借) 、延床2,517㎡(RC3階建)

9 C1 継続 食肉加工工場施設整備事業 (株)北海道畜産公社 帯広市 7,768 150 25
●と畜･食肉加工を行っている十勝工場(第1,第2)内に第3工場を増設するとともに、
　第2工場を改修
●敷地129,276㎡、延床8,559.83㎡ (S造2階建)

10 A 新規 カーフェリー建造事業
ハートランド
フェリー(株)

奥尻町 2,646 1,000 1 ●奥尻島航路(江差-奥尻-せたな)における新型カーフェリーの建造とリプレース

11 E 継続 老人福祉施設等整備事業 (福)音更町柏寿協会 音更町 2,941 120 38
●特別養護老人ホーム、短期入所生活介護施設及び軽費老人ホームを移転集約
●敷地16,630㎡(うち借地(無償)16,630㎡)、延床10,371㎡(RC造地上4階地下1階、一部S造）

12 E 新規
幼保連携型認定こども園
整備事業

(学)釧路カトリック
学園

本別町 874 26 29
●幼保連携型認定こども園を新設
●敷地12,935㎡(全て賃借)、延床1,782㎡(S造平屋建)

13 C3 新規 新物流センター建設事業
(株)共同物流サービ
ス

八戸市 2,220 692 5
●八戸北インター工業団地内に新物流センターを建設
●敷地19,879㎡、延床12,374㎡（S造2階建一部1階建）

14 A 継続 木質バイオマス発電事業
(株)花巻
バイオマスエナジー

花巻市 3,375 623 13
●発電出力6,250kwのバイオマス発電所を建設
●敷地9,589㎡、延床2,809㎡（SRC造一部2階建)

15 C1 新規 蒲鉾製造工場建設事業 (株)松島蒲鉾本舗
多賀城

市
1,068 230 38

●蒲鉾製造工場を新設
●敷地8,706㎡(全て賃借)、延床1,542㎡（S造平屋建）

16 E 新規 介護老人福祉施設整備事業 (福)富谷福祉会 富谷町 1,024 50 55
●特別養護老人ホーム等を建設
●敷地2,093.39㎡(全て賃借)、延床3,314.70㎡(S造3階建)

17 A 新規
メタン発酵ガス化バイオマス発
電事業

(株)ナチュラルエナ
ジージャパン

秋田市 2,917 900 15
●事業系および産業用食品廃棄物を処理する過程で
　発生するメタンガスで発電して売電
●敷地14,312㎡、延床1,470㎡(SRC2階建地下1階)

18 C2 新規
医薬品製造工場建設
及び機械設備事業

コーアイセイ(株) 山形市 2,633 650 22
●医薬品製造工場を新設
●敷地21,028.90㎡、延床3,317.79㎡(S造2階建)

19 E 新規 認知症専門棟開設事業 (医)社団聰明会 白鷹町 290 120 9
●既存の介護老人保健施設に認知症ケアを行うための
　認知症専門棟を開設
●敷地12,311㎡(全て賃借)、延床708.13㎡(S造1階建)

20 E 継続
病院･介護老人保健施設等
新築移転事業

社会(医)恵仁会 佐久市 6,428 314 12
●病院、介護老人保健施設、文化施設を新築移転
●敷地4,020.34㎡(うち賃借197.11㎡)
　延床14,495.24㎡（RC造7階建一部S造)

21 C2 新規 医薬品製造工場整備事業 中外医薬生産(株) 伊賀市 1,134 330 11
●坐剤、顆粒剤、錠剤、外用液剤等の医薬品製造工場を建設
●敷地16,597.24㎡、延床3,823.76㎡(S造3階建)

22 A 新規 物流センター建設事業 (株)ムロオ 米子市 1,910 525 20
●流通団地に新物流センターを移転新築
●敷地12,134.79㎡、延床11,265.25㎡（S造2階建）

23 A 新規 港湾倉庫建設事業 浜田港運(株) 浜田市 184 76 1
●浜田港福井地区に港湾倉庫を建設
●敷地3,651.38㎡(全て賃借)、延床1,989.44㎡（S造平屋建）

24 E 新規 病院建設事業 (医)社団同仁会 浅口市 3,148 1,000 30
●病院建物の一部を建替え、介護老人保健施設を併設
●敷地8,223.46㎡、延床14,982.64㎡（RC造5階建）

25 D 新規 ビジネスホテル建設事業 (株)エムセック 三原市 861 200 8
●三原市の中心市街地に客室108室のビジネスホテルを建設
●敷地638.29㎡、延床2,099.98㎡（RC造11階建）

26 E 新規 高齢者福祉施設整備事業 (福)琴平福祉事業団 琴平町 576 30 1
●養護老人ホームを移設
●敷地2,397㎡、延床2,622㎡（S造3階建）

27 E 新規 複合型障がい者施設建設事業 (福)はぴねす福祉会
新居浜

市
418 80 10

●複合型障がい者施設を建設
●敷地3,698.16㎡、延床：1,181.91㎡（S造平屋建）

28 D 新規 ホテル建設事業 (同)みむろや 対馬市 1,163 487 40
●対馬市にホテルを建設
●敷地1,067.7㎡(全て賃借)、延床4,421.98㎡(S造14階建)

29 D 新規 温泉宿泊施設新館増築事業 (有)雲仙福田屋 雲仙市 417 170 5
●露天風呂付客室や展望風呂を備えた新館を増築
●敷地839.97㎡、延床1,393.73㎡（RC3階建)

30 A 新規 新造船(定期用船)建造事業 (有)千原海運
上天草

市
715 295 3

●当社2隻目として総ﾄﾝ数499トンの内航海運用貨物船を新造船
(主として紙･パルプを運搬)

31 A 新規 新造船(定期用船)建造事業 舛宝海運(有)
上天草

市
712 294 5

●当社2隻目として総ﾄﾝ数499トンの内航海運用貨物船を新造船
(主として飼料を運搬)

32 A 新規 小水力発電事業 九州発電(株) 肝付町 1,101 450 1
●川の落差を利用した小水力発電所を建設
●敷地1,380㎡(うち賃借774.67㎡)、
　延床157.05㎡（RC造平屋建）

平成２８年度ふるさと融資（予定）事業について

平成２８年度第１回ふるさと融資案件

今年度第１回・第２回地方支援調査委員会で承認されたふるさと融資案件は、新規事業３４件、継続事業８件の４２件（第１回目３２件、第２回目１０

件）、新たに発生する設備投資総額は、約７１１億円、新たな雇用の増加は６２７人、ふるさと融資貸付額は２６０億６,２００万円を予定。

（※設備投資総額、雇用の増加については新規分のみの計）

事業分野別の特徴としては、Ｅ（文化・教育・医療・福祉分野）が件数全体の３３％であり、依然高いニーズがある。また、貸付予定額でみると、発電

事業の大型案件があるＡ（交通・通信基盤整備分野）が３５％と最も高くなっている。
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（単位：人、百万円）

番号 分野 区分 事業名 事業者名
貸付
団体

設備投
資総額

本年度
貸付予定

額

雇用
増

事業内容

1 C2 新規 自動車部品製造工場新設事業 大橋鉄工秋田(株) 横手市 1,013 350 12 ●自動車部品製造のための工場建設
●敷地14,402㎡、延床3,894㎡（S造平屋建)

2 D 新規 中心市街地宿泊施設整備事業 (株)町家ホテル 仙北市 407 168 5
●角館武家屋敷通り入口に、観光客、ビジネス客向けのホテルを建設
●敷地2,067.55㎡、延床1,075.91㎡ ( RC造3階建)

3 C2 新規 新豆菓子工場建設事業 (株)でん六 山形県 4,851 1,400 10
●豆菓子製造工場を蔵王の森工場内に建設し、生産能力の増強投資実施
●敷地83,476㎡、延床10,433㎡ （SRC造3階建）

4 C1 新規 トマトの施設園芸事業 (株)平洲農園 川西町 563 123 4
●トマト栽培用低コスト耐候性ハウスの建設事業
●敷地64,000㎡(全て賃借)、延床21,840㎡(低コスト耐候性ハウス)

5 E 新規 総合病院新築移転事業 (医)社団友志会 下野市 6,422 436 5
●老朽化、狭隘化した総合病院を新築移転
●敷地24,678.22㎡、延床12,473.69㎡（RC造4階建一部(リハビリ棟)木造平屋建）

6 E 新規 専門学校建設事業 (学)青池学園 富山市 1,618 400 22
●富山市の旧総曲輪小学校跡地に、医療福祉系および調理製菓系の専門学校を建設
●敷地1,217.7㎡(全て賃借)、延床4,820.62㎡（RC造6階建）

7 E 新規 特別養護老人ホーム等建設事業 (福)ＹＧ
小矢部

市
402 60 30

●地域密着型特別養護老人ホーム等の高齢者福祉施設の建設
●敷地3,266.75㎡(全て賃借)、延床1,300.52㎡（S造2階建)

8 D 新規 ドライブイン宿泊施設建設事業 (株)毘沙門
小矢部

市
127 40 2

●宿泊施設の建設
●敷地1371.41㎡（全て賃借）、延床604.56㎡（木造2階建）

9 E 新規 診療所建設事業 (医)明朋会 八代市 235 98 7
●八代市内中心地での循環器内科および内科の診療所建設
●敷地1,104.28㎡、延床630.16㎡（RC造地上2階建）

10 B 新規 まちなか複合ビル建設事業 小林まちづくり(株) 小林市 778 9 26
●小林市の中心市街地(駅歩3分)に複合ﾋﾞﾙ(１F：食品スーパーに賃貸、2F：公共施設、
　3～5F: 賃貸住宅)を建設
●敷地3,264㎡、延床3,649㎡（RC造5階建）

※事業分野欄　A：交通・通信基盤整備　　B：都市基盤施設整備　　C：地域産業振興（C1：第1次産業系、C2：第2次産業系、C3：第3次産業系)　　　D：リゾート・観光振興　　Ｅ：文化・教育・医療・福祉

平成２８年度第２回ふるさと融資案件
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平成２９年度 ふるさと企業大賞（総務大臣賞）募集要領 

 
 
１ 趣 旨 

地域の振興、活性化に資する事業活動を実施している民間事業者を顕彰し、そ

の活動を全国に広く周知することにより、活力と魅力ある地域づくりの一層の推

進に寄与することを目的とします。 
 
２ 表彰対象者 

過去にふるさと融資を活用した民間事業者等（以下「事業者」という。）であ

って、当該事業者によるふるさと融資を活用した事業が営業開始後３年以上継続

し、現在も経営状況に懸念がなく、かつ地域における経済効果、雇用及びイメー

ジアップ等の点で魅力ある地域づくりに特に貢献していると認められること。 
 

  例として、 
・地域の活性化につながる新しい試みに意欲的に取り組んでいる 
・当該事業において営業開始以降、新規雇用が定期的にあり、地域における雇

用拡大に貢献している 
・地方公共団体において構想するまちづくり基本計画等の推進にあたり、積極

的な役割を果たし、地域にとって中心的位置付けである 
・当該事業の営業活動により、地域での生産、消費の拡大が図られ、地域に大

きな経済効果をもたらしている 
 ・東日本大震災の被災事業者であり、復興に向けて特に中心的な役割を果た

し、地域経済の再生及び雇用の維持・拡大に特に貢献している（特別賞） 
 
３ 表彰方法 

  表彰は表彰状を授与して行います。 
総務大臣賞：１０事例以内 

 
４ 対象事業者の推薦方法 

各都道府県、政令指定都市及び市町村（政令指定都市を除く。以下「市町村」

という。）は、それぞれ一事業者を推薦してください。 
また、市町村にあっては、都道府県を通じて推薦してください。 
なお、同一都道府県において、都道府県及び市町村が推薦する事業者が複数あ

る場合には、都道府県は優先順位を付して推薦してください。 
 
５ 審査方法 

 (１) 各都道府県、政令指定都市及び市町村から推薦を受けた表彰候補の事業者
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のうちから、学識経験者及び関係行政機関の職員等で構成される「ふるさと

企業大賞審査委員会」の審査及び選考を経て、１０以内の表彰対象者を選定

し、総務省と協議のうえ、一般財団法人地域総合整備財団理事長が決定しま

す。 

(２) 表彰式は、平成２９年１０月下旬に行う予定です。

６ 提出書類及び提出部数 

(１) 提出書類

① ふるさと企業大賞推薦書（様式）

記載方法については「様式（記載例）」を参照してください。

なお、本様式は財団ホームページからダウンロードできます。

【http://www.furusato-zaidan.or.jp/yushi/2012001.html】

② 直近３期分決算書

③ その他補足資料

推薦事業者の概要、推薦事業者による事業の地域振興効果等を説明する

資料（パンフレット、新聞記事、統計データ、写真等）をできるだけ添付

してください。 

特に、介護老人保健施設建設事業、病院建設事業など全国的に行われて 

いる事業を推薦する場合は、当該事業の独自性や特色等が分かる資料を添

付してください。 

(２) 提出部数 １部

７ 提出期限 

  募集締切は、平成２９年２月２８日（火）です。 

８ 問合せ・提出先 

  〒１０２－００８３ 

東京都千代田区麹町４－８－１ 麹町クリスタルシティ東館１２館 

（一財）地域総合整備財団 融資部企画調整課 森川・赤松 

ＴＥＬ：０３－３２６３－５５８６ 

ＦＡＸ：０３－３２６３－５７３２ 

e-mail：kikaku-ka@furusato-zaidan.or.jp

９ その他 

ふるさと企業大賞受賞事業については、ふるさと財団情報誌 「ふるさと 

Vitalization」や財団ホームページ等に掲載し、全国に広く紹介します。 
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（様式）

１ 推薦団体（都道府県・政令指定都市）

TEL

FAX

E-mail

２ 貸付団体（都道府県・市町村）

TEL

FAX

E-mail

面　積 k㎡ 第1次 第2次 第3次

財政力指数 ％ ％ ％

平成17年 平成22年 平成27年

人  口

就業者人口

３ 表彰候補事業者
（役職名)

（氏　名）

本社所在地

TEL

FAX

E-mail

総資産 百万円 純資産 百万円

(決算期) うち資本金 百万円

売上高 営業利益 経常利益 当期利益 減価償却費 自己資本比率

％

％

％

業界内での
動向、評価等

公職･受賞歴

設立年月日
創業年月日

年　月　日

年　月　日 (　　／　　期)

損益状況等
(百万円)

決算期

H　／　期

H　／　期

H　／　期

担当者名

住　所

役　員

出資・出損構成

担当部署名

事業者名
代表者

総合計画等
(最新)

将来像等

基本目標等

（氏名）

貸付団体の
状況

産業別就業
人口構成

主要産業

 担当者

（職名）

（氏名）

貸付団体名 部署名

 担当者

（職名）

平成２９年度　ふるさと企業大賞推薦書

提出日　：　平成　　年　　月　　日

推薦団体名 部署名
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４ ふるさと融資事業

百万円

百万円 　（融資比率 ％）

 敷地面積 ㎡ 　　(うち貸借面積 ㎡） 建物構造

 建物延床面 ㎡ 　　(うち貸借面積 ㎡）

 　　年度  　　年度 26年度 27年度 28年度

全　社

うち新規雇用

当該事業所

うち新規雇用

（ 支店）

５ 推薦理由

※様式内に収まらない場合は、ページを追加してください。

保証金融機関名

最終償還(予定)日  　平成 年 月 日 貸付対象事業の営業開始日  　平成　　年　　月　　日

事業概要

雇用効果 人
従業員数
の推移(人)

貸付実行年度 平成    年度

設備投資
  設備投資総額

  ふるさと融資貸付総額

事業名
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ふるさと企業大賞受賞者一覧〈平成１４～２８年度：１４２事業者〉 

 

 

平成１４年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

オホーツクビール株式会社 地ビール製造工場建設事業  北海道北見市 

石屋製菓株式会社 観光菓子工場建設事業 北海道札幌市 

宮腰情報機械株式会社 印刷機械製造工場建設事業  
秋田県大雄村 
（現、横手市）   

株式会社ザッツ福島 電子部品製造工場建設事業 
福島県梁川町 
（現、伊達市） 

株式会社霧しな そば製造工場建設事業 
長野県開田村 
（現、木曽町） 

株式会社赤福 伊勢内宮門前町観光施設建設事業 三重県 

株式会社鮎家 びわ湖鮎家の郷建設事業 
滋賀県中主町 
（現、野洲市） 

日本ライツ株式会社 大型液晶用バックライト製造工場建設事業 鳥取県鳥取市 

蒜山酪農農業協同組合 ひるぜんジャージーランド建設事業 
岡山県八束村 
（現、真庭市） 

有限会社みね屋 織物工房建設事業 沖縄県石垣市 

 

平成１５年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

道東観光開発株式会社 流氷観光砕氷船建造事業 北海道網走市 

久慈琥珀株式会社 琥珀展示資料館建設事業 岩手県久慈市 

アイリスオーヤマ株式会社 プラスチック製品開発・製造施設建設事業 宮城県 

株式会社菊池製作所 プレス加工工場増設事業 福島県飯舘村 

株式会社茨自販リサイクルセンター 自動車再生処理工場建設事業 茨城県 

青山ハープ株式会社 ハープ製造工場建設事業 
福井県松岡町 
（現、永平寺
町） 

株式会社柿の葉すし本舗たなか 柿の葉寿司製造工場建設事業 奈良県 

株式会社ウメタ 梅干製造工場建設事業 
和歌山県南部町 
（現、みなべ
町） 

株式会社ファーム 高宮虹の家族村建設事業 広島県 

エフ・ジェイ都市開発株式会社 住吉地区複合商業施設建設事業 福岡県福岡市 
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平成１６年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

金森商船株式会社 赤レンガ倉庫群再生建設事業 北海道函館市 

株式会社小布施堂 傘風舎（栗菓子工場）建設事業 長野県小布施町 

株式会社サン・シング東海 寝具製造工場建設事業 岐阜県 

ダイソウ工業株式会社 金属部品製造工場建設事業 
三重県芸濃町 

（現、津市） 

株式会社アウルコーポレーション 観光旅館建設事業 京都府京丹後市 

ミツ精機株式会社 精密機械製造工場建設事業 
兵庫県一宮町 
  （現、淡路市） 

株式会社エキナン 宿泊施設建設事業 島根県出雲市 

新生食品株式会社 農産物加工施設建設事業 徳島県阿南市 

ニッポン高度紙工業株式会社 電解コンデンサ紙製造工場増設事業 高知県安芸市 

合名会社まるはら 醤油・ラムネ観光工場建設事業 大分県日田市 

 

平成１７年度 

事 業 者 名 事   業   名 貸付団体 

有限会社ポークランド 養豚農場建設事業 秋田県 

株式会社シベール 菓子製造工場建設事業 山形県山形市 

株式会社おびなた 戸隠そば工場建設事業 長野県長野市 

株式会社住文 ホテル建設事業 滋賀県長浜市 

株式会社丹波の黒太郎 食品加工工場建設事業 兵庫県宍粟市 

株式会社アワーズ レジャーランド増設事業 和歌山県        

下関フィッシャーマンズワーフ株
式会社 

商業施設建設事業 山口県下関市 

九州教具株式会社 ビジネスホテル建設事業 長崎県長崎市 

株式会社臼杵造船所 船台拡張事業 大分県臼杵市 

宮崎部品株式会社 自動車用組電線製造工場建設事業 宮崎県日之影町 
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平成１８年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

弘果弘前中央青果株式会社 りんご卸売場増設事業 青森県弘前市 

尾西食品株式会社 米飯加工工場建設事業 宮城県大崎市 

株式会社不二コントロールズ エアコン用自動機器製造工場建設事業 福島県湯川村 

株式会社磯部ガーデン ホテル増設事業 群馬県安中市 

トーヨーリトレッド株式会社 更生タイヤ製造工場建設事業 新潟県糸魚川市 

農事組合法人伊賀の里モクモク手づ
くりファーム                                        

伊賀の里モクモク手づくりファーム増設事
業 

三重県伊賀市 

ユーシー産業株式会社 樹脂製品製造工場建設事業 鳥取県鳥取市 

銘建工業株式会社 集成材工場建設事業 岡山県真庭市 

一広株式会社 タオル産業観光センター建設事業 愛媛県今治市 

株式会社福田農場ワイナリー 地ビール製造工場建設事業 熊本県水俣市 

 
平成１９年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

有限会社追分温泉 温泉旅館増設事業 宮城県石巻市 

株式会社八幡屋 温泉旅館増設事業 福島県石川町 

北越急行株式会社 鉄道車両整備事業 新潟県 

古野興業株式会社 生酒工房建設事業 長野県長野市 

伊賀越株式会社 醤油製造工場建設事業 三重県伊賀市 

有限会社白浜荘 研修施設増設事業 滋賀県高島市 

株式会社タスト アルミ建材製造加工工場建設事業 和歌山県広川町 

ダイヘン産業機器株式会社 電源装置製造工場建設事業 鳥取県鳥取市 

有限会社岡松バラ園 バラ温室建設工事 徳島県海陽町 

三貴工業株式会社 橋梁架設機材等製造工場建設事業 長崎県雲仙市 
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平成２０年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

株式会社アップルランド南田温泉 ホテル増設事業 青森県平川市 

株式会社ＩＨＩキャスティングス
相馬工場 

精密鋳造品製造設備整備事業 福島県相馬市 

鷹の羽興業株式会社 シネマコンプレックス建設事業 埼玉県熊谷市 

医療法人社団今城会 介護老人保健施設建設事業 千葉県君津市 

参天製薬株式会社能登工場 医薬品製造工場増設事業 
石川県宝達志水
町 

株式会社マルイチ産商 卸売市場店舗建設事業 長野県伊那市 

大昭和精機株式会社淡路工場 工作機械部品製造工場建設事業 兵庫県洲本市 

社会福祉法人高瀬会 老人保健施設建設事業 
和歌山県古座川
町 

九州ジージーシー株式会社岡山工
場 

もやし製造工場建設事業 岡山県矢掛町 

株式会社かりゆし リゾートホテル建設事業 沖縄県 

 
平成２１年度  

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

株式会社アクリフーズ夕張工場 冷凍食品工場建設事業 北海道夕張市 

株式会社和銅鉱泉旅館 旅館増改築事業 埼玉県秩父市 

医療法人社団慶勝会 老人保健施設建設事業 千葉県館山市 

医療法人社団弘仁会魚津緑ヶ丘病
院 

病院増改築等事業 富山県魚津市 

医療法人みゆき会 老人保健施設建設事業 長野県飯山市 

香住鶴株式会社 観光酒蔵建設事業 兵庫県香美町 

有限会社福屋 観光レストラン・和菓子工房建設事業 徳島県徳島市 

北九州エアターミナル株式会社 新北九州空港ターミナルビル建設事業 北九州市 

医療法人興和会 介護老人保健施設建設事業 熊本県美里町 

拓南製鐵株式会社 電炉製鋼・圧延工場建設事業 沖縄県 
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平成２２年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

株式会社黄金崎不老不死温泉 観光ホテル建設事業 青森県深浦町 

北日本造船株式会社 船体ブロック製造工場建設事業 岩手県久慈市 

メルコジャパン株式会社 金属製品加工製造工場建設事業 宮城県丸森町 

株式会社安藤醸造 農産物加工販売施設建設事業 秋田県仙北市 

株式会社グリーンクアパーク 温泉施設建設事業 山形県寒河江市 

鈴与株式会社 複合商業施設建設事業 静岡県 

株式会社積進 精密機械製造工場建設事業 京都府京丹後市 

株式会社あわしま堂 和菓子製造工場建設事業 愛媛県八幡浜市 

山本貴金属地金株式会社 歯科材料研究開発棟建設事業 高知県香南市 

株式会社マンダイ 金属製品板金製造工場建設事業 福岡県久留米市 

 
平成２３年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

株式会社六花亭北海道 菓子製造工場建設事業 北海道中札内村 

株式会社マエダ  百貨店増設事業 青森県むつ市 

株式会社水沢給食センター イベント・コンベンション施設整備事業 岩手県奥州市 

株式会社ゆもとや 温泉旅館増設事業 新潟県新潟市 

医療法人社団寿山会 老人保健施設建設事業 富山県砺波市 

株式会社八汐 宿泊施設整備事業 石川県輪島市 

株式会社ＨＲＤ 電子部品組立工場建設事業 鳥取県鳥取市 

島根イーグル株式会社 自動車部品製造工場建設事業 島根県雲南市                    

株式会社佐賀電算センター  ソフトウェア開発センター建設事業 佐賀県佐賀市        

枕崎水産加工業協同組合  水産加工残滓高度活用化施設建設事業 鹿児島県枕崎市                     
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平成２４年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 備 考 

大雪地ビール株式会社 地ビール製造工場建設事業 北海道旭川市  

北日本精機株式会社 ベアリング製造設備建設事業 北海道芦別市  

株式会社サクラダ リゾートホテル増設事業 
岩手県大船渡
市 

特別賞 

大槌商業開発株式会社 ショッピングセンター建設事業 岩手県大槌町 特別賞 

有限会社佐藤養助商店 うどん製造販売施設建設事業 秋田県湯沢市  

株式会社三浦海業公社 商業施設建設事業 
神奈川県三浦
市 

 

栂池ゴンドラリフト株式会社 観光ロープウェイ建設事業 長野県小谷村  

大口酒造株式会社 焼酎製造工場建設事業 
鹿児島県伊佐
市 

 

株式会社大川 商業施設増設事業 沖縄県沖縄市  

 
平成２５年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 備 考 

株式会社かわむら 水産加工場建設事業 
岩手県陸前高
田市 

特別賞 

社会福祉法人太陽会 医療関連機器整備等事業 千葉県館山市  

医療法人社団ホスピィー グループホーム建設事業 富山県魚津市  

株式会社シマダ 温泉宿泊施設整備事業 
京都府京丹後
市 

 

日段株式会社 段ボールケース製造工場建設事業 島根県安来市  

周南バルクターミナル株式会社 周南バルクターミナル整備事業 山口県周南市  

株式会社マリーンパレス 水族館建設事業 大分県  
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平成２６年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

株式会社小田島 本社・物流センター建設事業 岩手県花巻市 

北日本索道株式会社 間伐材等加工流通施設整備事業 秋田県湯沢市 

内堀醸造株式会社 食酢製造工場建設事業 長野県飯島町 

赤田工業株式会社 機械金属加工工場建設事業 長野県池田町 

東洋自動機株式会社 自動計量包装機製造工場建設事業 山口県岩国市 

オレンジベイフーズ株式会社 食品加工工場建設事業 愛媛県八幡浜市 

株式会社ＴＲＩ大分ＡＥ 精密ゴム樹脂製品製造工場建設事業 大分県豊後高田市 

株式会社丸屋本社 商業施設等改修事業 鹿児島県鹿児島市 

株式会社南都 テーマパーク建設事業 沖縄県 

 
平成２７年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

さくらインターネット株式会社 
環境負荷低減型石狩データセンター 
建設事業 

北海道石狩市 

社会福祉法人渓仁会 介護老人保健施設新設事業 北海道岩内町 

多摩川精機株式会社 電気機器製造工場開設事業 青森県三沢市 

ＡＧＦ関東株式会社 コーヒー製造工場建設事業 群馬県太田市 

遠州鉄道株式会社 百貨店・事務所ビル建設事業 静岡県浜松市 

株式会社ジェイ・エム・エス 医薬品等製造工場増設事業 島根県出雲市 

株式会社白雪食品 麺類製造工場建設事業 長崎県諫早市 

中興化成工業株式会社 樹脂コーティング加工工場建設事業 長崎県松浦市 

南国殖産株式会社 
オフィス・バスターミナル等複合施設

整備事業 
鹿児島県 
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平成２８年度 

事 業 者 名  事  業  名 貸付団体 

株式会社石巻青果 卸売市場移転整備事業 宮城県東松島市 

介護老人保健施設建設事業 医療法人社団博英会 福島県西郷村 

株式会社ナベル 各種蛇腹製造工場建設事業 三重県伊賀市 

ミサキ電機株式会社 板金部品・電機機器製造工場建設事業 兵庫県洲本市 

株式会社ケイズ アウトソーシングセンター建設事業 鳥取県米子市 

株式会社レスパスコーポレーショ

ン 
温浴施設等建設事業 愛媛県東温市 

株式会社アグリス 医療機器製造工場建設事業 福岡県八女市 

社会医療法人財団白十字会 病院建設事業 長崎県佐世保市 

 

16



平成２８年度ふるさと企業大賞の紹介

宮城県東松島市
株式会社石巻青果
「卸売市場移転整備事業」

福島県西郷村
医療法人社団博英会
「介護老人保健施設建設事業」

三重県伊賀市
株式会社ナベル
「各種蛇腹製造工場建設事業」

兵庫県洲本市
ミサキ電機株式会社
「板金部品・電機機器製造工場建設事業」

鳥取県米子市
株式会社ケイズ
「アウトソーシングセンター建設事業」

愛媛県東温市
株式会社レスパスコーポレーション
「温浴施設等建設事業」
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福岡県八女市
株式会社アグリス
「医療機器製造工場建設事業」

長崎県佐世保市
社会医療法人財団白十字会
「病院建設事業」

表彰式（表彰状授与） 受賞者、総務省地方債課長、審査委員、
財団理事長による記念写真

受賞記念パーティー
（総務副大臣よりご挨拶）

受賞記念パーティー
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平成28年度 ふるさと企業大賞（総務大臣賞） 受賞者概要

・ ・

・ ・

・

・

・ ・

・ ・

・

・ ・

・

・
・

・ ・

・

・

・

・

石巻地域（石巻市・東松島市・女川町） 全国で見ると卸売市場の取扱高は市場外取引率の上昇等

事業者名　（事業名） 事　業　概　要 受賞のポイント

売市場で青果取扱高全国第９位。 持続的成長を続けている。
株式会社 石巻青果

を主地盤とする地方卸売市場開設者兼 で漸減傾向にあるが、当社は全国の産地とのネットワーク
卸売業者。青果と花卉を併営し地方卸 で培った集荷力、小ロット化や個別包装などの対応力により

境負荷の少ない施設を整備。 ふるさと融資利用の移転新築で新規雇用５名、その後も毎
年新規雇用を行い、近時の従業員数は約80人で地域雇用

地域の卸小売商のために集分荷、価格 に貢献。平成24年に東松島市と災害時支援協定を締結し、

市場の老朽化、狭隘化対策として、ふる ３温度帯管理の徹底したクローズド型で環境負荷低減を図
さと融資を活用して平成22年に東松島 った施設での運営は、我が国における地域拠点市場のモデ

(卸売市場移転整備)
市に移転新築。三陸道石巻港ＩＣ至近地 ルケースといえる先進事例である。
に３温度帯管理（冷蔵・低温・常温）、環

ＪＲ新白河駅前で医療、介護、健康増進 新型検査機器を備え救急医療にも対応する医療施設、リハ

形成、代金決済、情報発信の機能を果 災害に強いまちづくりに協力している。
たす農産物物流拠点。

医療法人社団 博英会 平成16年にふるさと融資を活用して西 老健施設開業前は59人であった従業員数が近時は174人

事業を一体的に展開する医療法人社 ビリから認知症・終末期まで幅広く対応する介護施設、介護
団。良好なアクセス、柔軟できめ細かな 予防も手掛ける健康増進施設の連携により健康づくりの拠
サービス提供が特徴。 点として地域に貢献している。

援に加えて入所者向け介護サービスを
開始。その後も医療、介護、健康増進施 スポーツ専門医が率いるリハビリチームが地域の野球少年
設の整備を進めている。 等のメディカルチェックを行う等、地域のスポーツを医療・リ

郷村で唯一の老人保健施設を開業。そ まで増加し、地域雇用に貢献。事業所内保育所、社員寮、
(介護老人保健施設建設) れまでの医療、訪問看護、居宅介護支 奨学金制度等で就労支援面でも地域を先導している。

伊賀市に本社を置く蛇腹メーカー。カメ 国内外から評価の高い「ものづくり力」を有する企業による

ハビリ面で支援。地域スポーツイベントにも積極的に参加。
加えて医療支援も行い、地域に貢献している。

持つ独自性のある技術は国際的にも高 ふるさと融資利用の工場建設による直接の新規雇用は21
い評価を受けている。 人、その後も新規雇用を生み、当該事業所の近時の従業

株式会社 ナベル 員数は81人まで増加し、地域雇用に貢献している。

ラ用からスタートし、医療機器や工作機 地元での工場建設事業である。
械等の機能的なカバーに展開。特許を

外（米国、中国）が15％。 普及を目指すなど、日本のものづくりを世界に発信してい
る。

平成18年にふるさと融資を活用して伊
(各種蛇腹製造工場建設) 賀市内に新本社工場を建設。生産は国 地元大学と折り畳み式ソーラーパネル「nanoGrid」を共同開

内（伊賀市、山口県阿武町）が85％、海 発。災害時やインフラ未整備地域での電源システムとして

販売する製品が多い。板金加工、ダイカ の大きな電機機器産業の中でも安定成長を実現している。
スト鋳造加工の内製化と無人搬送車利
用の自動倉庫に特徴がある。 ふるさと融資利用による増築前は156人であった五色工場

洲本市に本社を置く照明器具等のメー 価格競争の激しい量産品は手掛けず、手間のかかる独自
カー。OEM主体でパナソニックブランドで 性の高い強い商品を少量多品種生産することで、業績変動

(板金部品・電機機器 生産によりシャンデリア、スコアボード、 の整備が進んだ。
　　　　　製造工場建設） 電撃殺虫器、モバイルロッカー等を企画

ミサキ電機 株式会社 の従業員数が近時は281人まで増加し地域雇用に貢献。
淡路島に製造拠点を置き、多品種少量 同工場の従業員増加に伴い、周辺に住宅団地や公共施設

平成16年にふるさと融資活用で五色工 への貢献も積極的である。
場を増築。

設計・生産し大手メーカー経由で販売。 地元イベントへの協賛・寄付、小学校の工場見学、中学校
の職場体験、高校生のインターンシップなど地元での教育
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・ ・

・

・

・
・

・ ・

・
・

・ ・

・ ・

・

・

・

・

・ ・

・ ・

・ ・

米子市に本社を置く山陰最大手のシス 創業来、長年にわたり情報通信システム会社として、主流
テムインテグレーター。 となる技術基盤が大きく変化する中でも、最新技術を吸収

事業者名　（事業名） 事　業　概　要 受賞のポイント

援・保守管理まで一貫してサポート。鳥

株式会社 ケイズ
取、島根を中心に広島、岡山、東京にも 全社ベースで250人規模の雇用を継続。アウトソーシングセ
事業展開している。 ンターを含む本社には162人が勤務し、うち７割が米子市在

して地域のニーズに応え続けてきた経営実績への評価が
情報通信システムの企画・設計・運用支 高い。

活用した事業展開に着手し、その後の 付、地域スポーツへの支援等で地域貢献に積極的である。
事業拡大の布石とした。

(アウトソーシング
　　　センター建設)

住者であるなど地域雇用への貢献が大きい。
平成21年にふるさと融資を活用してアウ
トソーシングセンターを建設。クラウドを 地域環境を守る活動への協力や、地元イベントの協賛・寄

モール・温浴施設等の複合施設「レスパ の観光交流拠点であり、東温市の総合戦略の中でも「レス
スシティ」を運営。 パスシティの観光交流・拠点化」が謳われ、まさに地域資源

東温市の飼料工場跡地にてアウトレット レスパスシティは来場者数が年間340万人と東温市で最大

シティ内に温浴施設「見奈良天然温泉 全社ベースの従業員数は、ふるさと融資前の26人から直近
株式会社 利楽」を開業。同施設は西日本最大級 178人まで徐々に増加しており、地域の働く場の創出や地域

と位置づけられる存在である。
平成12年にふるさと融資を活用してレス

(温浴施設等建設) 平成17年にはレスパスシティ内に常設 坊っちゃん劇場を起点とする芸術文化の発信や振興、地域
の「坊っちゃん劇場」をグループ会社が と協力して芸術文化の発信や振興、地域と協力してのイベ

レスパスコーポレーション の野天風呂を有する。 雇用に貢献している。

る。

開業。平成22年からは松山市立子規記 ント開催で地域に貢献している。
念博物館の指定管理者を受託してい

八女市に本社を置き①人工透析ケアキ 独自開発した高シェア商品群による商品ポートフォリオで、

扱う開発型メーカー。 従業員数は、ふるさと融資前の34人から直近123人まで徐
々に増加し、地域の働く場の創出や地域雇用に貢献してい

ット等の医療用品、②接木テープ、いち 持続的な企業成長を実現している。
ご高設栽培キット等の農業用品を取り

（医療機器製造　　 る。売上比率は医療用品が80％、農業 いちご観光農園を開設し観光交流人口の増加に寄与して
　　　　　　　　工場建設） 用品が20％である。 いる。また、地元イベントへの協賛や寄付、災害支援物資

株式会社 アグリス 現場のニーズに応える商品開発により る。
ニッチ市場における高シェア商品を有す

工透析ケアキット製造工場を建設した。
（生産力増強のための新棟を建設）

の寄付など、地域貢献にも積極的に取り組んでいる。
平成20年にふるさと融資を活用して人

佐世保市に本拠を置き、病院３ヵ所、老 急性期病院、回復期病院、介護施設と様々なステージで医
人保健施設２ヵ所など、多くの医療・介 療・介護を提供し、地域に必要なサービスを幅広く提供して

社会医療法人財団 平成12年にふるさと融資活用にてリハ 従業員数は、ふるさと融資前の1,189人から直近では2,877
白十字会 ビリテーション病院を移転新設。同院は 人にまで増加。地域の働く場を創り出し、地域雇用にも大き

護施設を経営する社会医療法人財団。 いる。

同院では理学療法士、作業療法士、言 地元イベントへのスタッフ派遣、市民活動の発表の場として
語聴覚士等が約150人在籍。きめ細か 病院ホールの提供、さらには小学生から高校生までの職場

市唯一で、九州最大の回復期病院。 く貢献している。
(病院建設)

なリハビリで年間約800人の患者を受入 体験の受入れなど、地元への貢献も積極的である。
れ、80％を在宅復帰させている。
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