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デジタル⽥園都市国家構想総合戦略関係施策の全体像

デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決

地域ビジョンの実現に向けた施策間連携・地域間連携の推進

地
⽅
の
デ
ジ
タ
ル
実
装
を
下
⽀
え

デジタル⽥園都市国家構想総合戦略関係予算 ７．７兆円
（令和４年度第２次補正予算︓３．５兆円、令和５年度当初予算案︓４．２兆円）

５．５兆円

４

・グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム（内閣府）︓15億円
・地域DX促進環境整備事業（経産省）︓15億円の内数
・スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト（農⽔省）︓44億円
・DXや事業者間連携等を通じた観光地や観光産業の付加価値向上⽀援（観光庁）︓10億円の内数
・共創の場形成⽀援プログラム（⽂科省）︓138億円の内数 など

・テレワーク普及展開推進事業（総務省）︓３億円
・地域おこし協⼒隊（総務省）︓２億円
・関係⼈⼝創出・拡⼤のための対流促進事業（内閣官房・内閣府）︓２億円
・地⽅⼤学・地域産業創⽣交付⾦（内閣官房・内閣府）︓20億円
・⾼校⽣の地域留学の推進のための⾼校魅⼒化⽀援事業(内閣官房・内閣府) :１億円

など

１

２

３

地⽅に仕事をつくる

⼈の流れをつくる

結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
・周産期医療対策事業（厚労省）︓251億円の内数
・⺟⼦保健対策強化事業（内閣官房・厚労省）︓７億円
・両⽴⽀援等助成⾦等（厚労省）︓119億円
・年次有給休暇の取得促進等に向けた働き⽅・休み⽅の⾒直しの推進（厚労省）︓２億円
・⼥性の活躍推進及び両⽴⽀援に関する総合的情報提供事業（厚労省）︓２億円 など

4 魅⼒的な地域をつくる
・学習者⽤デジタル教科書普及促進事業（⽂科省）︓18億円
・電⼦処⽅箋の安全かつ正確な運⽤に向けた環境整備事業（厚労省）︓34億円
・⽂化遺産オンライン構想（⽂科省）︓１億円
・脱炭素型循環経済システム構築促進事業（環境省）︓47億円の内数
・総合防災情報システムの整備（内閣府）︓11億円 など

・⾼度無線環境整備推進事業（総務省）︓70億円
・携帯電話等エリア整備事業（総務省）︓28億円
・⾰新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基⾦事業（総務省）︓812億円
・マイナンバーカードの利⽤シーン拡⼤事業（デジ庁）︓９億円
・⾃治体マイナポイントの全国展開（総務省）︓10億円
・地⽅公共団体情報システムの標準化・共通化の推進（総務省）︓４億円
・産業DXのためのデジタルインフラ整備事業（経産省）︓24億円 など

・⼈材開発⽀援助成⾦によるデジタル⼈材育成（厚労省）︓640億円の内数
・地域デジタル⼈材育成・確保推進事業（経産省）︓15億円の内数
・数理・データサイエンス・AI教育の全国展開の推進（⽂科省）︓12億円
・先導的⼈材マッチング事業（内閣官房・内閣府）︓28億円
・⾃治体におけるデジタル⼈材の確保⽀援事業（総務省）︓0.8億円
・地域⼥性活躍推進交付⾦（内閣府）︓２億円 など

・デジタル推進委員等環境整備事業（デジ庁）︓３億円
・デジタル活⽤⽀援推進事業（総務省）︓40億円
・障害者ICTサポート総合推進事業（厚労省）︓507億円の内数
・視聴覚障害者情報提供施設の運営事業（厚労省）︓20億円
・デジタルを活⽤した⾏政相談の利⽤促進（総務省）︓0.7億円
・国⺠のデジタルリテラシー向上事業（⽂科省）︓13億円 など

２

３

１ デジタル基盤整備

デジタル⼈材の育成・確保

誰⼀⼈取り残されないための取組

・スマートシティ実装化⽀援事業（国交省）︓４億円
・スーパーシティ構想等推進事業（内閣府）︓10億円
・農⼭漁村振興交付⾦（中⼭間地農業推進対策）（農⽔省）︓105億円の内数
・地⽅創⽣に向けたSDGs推進事業（内閣府）︓６億円の内数
・地域脱炭素の推進のための交付⾦（環境省）︓400億円の内数 など

１ モデル地域ビジョン ２ 重要施策分野
・地域公共交通確保維持改善事業（⾃動運転実証調査事業）（国交省）︓622億円の内数
・⼤学発スタートアップ創出の抜本的強化（⽂科省）︓988億円
・テレワーク・ワンストップ・サポート事業（厚労省）︓1億円
・地域少⼦化対策重点推進交付⾦（内閣府）︓100億円の内数
・GIGAスクール運営⽀援センター整備事業（⽂科省）︓81億円 など

1,808億円分野横断的な施策の推進
・デジタル⽥園都市国家構想交付⾦（内閣官房・内閣府）︓1,800億円

デジタル実装の基礎条件整備 １．９兆円

1,543億円

・地⽅におけるデジタル技術を活⽤した取組の普及促進事業（Digi⽥甲⼦園）（内閣官房・内閣府）︓２億円 など
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１．分野横断的な施策の推進

事業名 省庁名

デジタル⽥園都市国家構想交付⾦ 内閣官房・内閣府

デジタル実装計画策定⽀援事業 内閣官房・内閣府

デジタル⽥園都市国家構想交付⾦効果検証調査事業 内閣官房・内閣府

地⽅におけるデジタル技術を活⽤した取組の普及促進事業 内閣官房・内閣府

地⽅版総合戦略推進事業 内閣官房・内閣府

地域経済分析システム（RESAS）による地⽅版総合戦略⽀援事業 内閣官房・内閣府

地域経済分析システム（RESAS）のシステム開発 経済産業省

物価⾼騰やコロナ禍からの需要回復の施策検討をＶ－ＲＥＳＡＳにより
⽀援する情報⽀援事業 内閣府

e-Gov等システムの次期更改の設計開発・機能追加及び運⽤ デジタル庁

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 内閣府

研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE） 内閣府

①全般的な⽀援
事業名 省庁名

地⽅創⽣応援税制（企業版ふるさと納税）普及促進事業 内閣官房・内閣府

③その他
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②地⽅への資⾦の流れの創出・拡⼤

事業名 省庁名

地⽅創⽣施策の充実・強化に向けた調査・分析事業 内閣官房・内閣府

デジタル⽥園都市国家構想広報事業 内閣官房



２．分野別の施策の推進
（１）デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決・魅⼒向上

事業名 省庁名

産総研の地域イノベーション創出⽀援機能強化事業 経済産業省

国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所運営費交付⾦ 経済産業省

グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム 内閣府

地域・企業共⽣型ビジネス導⼊・創業促進事業 経済産業省

地域経済循環創造事業交付⾦（ローカル10,000プロジェクト） 総務省

中⼩企業⽣産性⾰命推進事業 中⼩企業庁

中⼩企業等事業再構築促進事業 中⼩企業庁

地⽅公共団体による⼩規模事業者⽀援推進事業 中⼩企業庁

地域再⽣⽀援利⼦補給⾦ 内閣府

事業環境変化対応型⽀援事業（地域DX促進環境整備事業（業種等特化型DX促進
事業）、デジタル化診断事業） 経済産業省

地域未来DX投資促進事業（地域DX促進環境整備事業） 経済産業省

独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構運営費交付⾦（起業家教育事業） 中⼩企業庁

中⼩企業活性化・事業承継総合⽀援事業 中⼩企業庁

経営者保証を徴求しない新たな創業時の信⽤保証制度の創設 中⼩企業庁

中⼩企業信⽤補完制度関連補助・出資事業 中⼩企業庁

事業名 省庁名

財務体質の強化に資する株式会社⽇本政策⾦融公庫等による資本性ローンの活⽤
の促進 財務省

⽇本政策⾦融公庫による資⾦繰り⽀援 中⼩企業庁

⽇本政策⾦融公庫補給⾦ 中⼩企業庁

中⼩企業・⼩規模事業者ワンストップ総合⽀援事業 中⼩企業庁

中⼩企業・⼩規模事業者⼈材対策事業 中⼩企業庁

経営継承・発展等⽀援事業 農林⽔産省

農業経営・就農⽀援体制整備推進事業 農林⽔産省

農業信⽤保証保険⽀援総合事業 農林⽔産省

クレジットカードの取引に関する実態調査 公正取引委員会

商取引・サービス環境の適正化に係る事業 経済産業省

中⼩企業サイバーセキュリティ対策促進事業 経済産業省

デジタル化の進展を踏まえた新たなデータ収集・管理の枠組み（共同データプ
ラットフォーム）の検討 ⾦融庁

地域⾦融機関経営改善⽀援調査研究事業 ⾦融庁

参⼊海外⾦融事業者向け情報発信事業 ⾦融庁

デジタル改⾰によるDX造船所の実現 国⼟交通省

①地⽅に仕事をつくる
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２．分野別の施策の推進
（１）デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決・魅⼒向上

事業名 省庁名

船舶産業におけるサプライチェーン全体の最適化 国⼟交通省

造船業における⼈材の確保・育成 国⼟交通省

みどりの⾷料システム戦略推進総合対策 農林⽔産省

みどりの⾷料システム戦略実現技術開発・実証事業 農林⽔産省

スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト 農林⽔産省

⽔産業スマート化推進事業 ⽔産庁

畜産経営体⽣産性向上対策 農林⽔産省

林業デジタル・イノベーション総合対策 林野庁

グローバル産地づくり緊急対策事業 農林⽔産省

グローバル産地づくり推進事業 農林⽔産省

マーケットイン輸出ビジネス拡⼤⽀援事業 農林⽔産省

マーケットイン輸出拡⼤ビジネス拡⼤緊急⽀援事業 農林⽔産省

輸出ターゲット国における輸出⽀援体制の確⽴強化事業 農林⽔産省

輸出ターゲット国における輸出⽀援体制の確⽴緊急対策 農林⽔産省

輸出環境整備緊急対策事業 農林⽔産省

輸出環境整備推進事業 農林⽔産省

①地⽅に仕事をつくる
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事業名 省庁名

輸出証明書発⾏対策事務費 農林⽔産省

漁業担い⼿確保緊急⽀援事業 ⽔産庁

漁業労働安全確保・⾰新的技術導⼊⽀援事業 ⽔産庁

経営体育成総合⽀援事業 ⽔産庁

森林・林業担い⼿育成総合対策 林野庁

林業従事者等確保緊急⽀援対策 林野庁

飼養衛⽣管理情報通信整備事業 農林⽔産省

獣医療提供体制整備推進総合対策事業 農林⽔産省

⽔産防疫対策事業 農林⽔産省

農林⽔産・⾷品関連スタートアップ等へのリスクマネー緊急対策事業 農林⽔産省

農業農村整備 農林⽔産省

「知」の集積と活⽤の場によるイノベーションの創出 農林⽔産省

家畜取引スマート化推進⽀援事業 農林⽔産省

農業⽀援サービス事業インキュベーション緊急対策 農林⽔産省

農業⽀援サービス事業育成対策 農林⽔産省

⾷料安定⽣産に資する新たな病害⾍危機管理対策・体制の構築 農林⽔産省



２．分野別の施策の推進
（１）デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決・魅⼒向上

①地⽅に仕事をつくる
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事業名 省庁名

森林整備事業 林野庁

林業・⽊材産業循環成⻑対策 林野庁

エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業（⽊材の再利⽤によるＣＥ×ＣＮ
の同時達成⽅策評価検証事業） 環境省

環境・ストック活⽤推進事業 国⼟交通省

建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策 林野庁

住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業(優良⽊造建築物等整備推進事業) 国⼟交通省

⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策 林野庁

⾷品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備事業 農林⽔産省

⾷品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業 農林⽔産省

⽔産バリューチェーン事業 ⽔産庁

⽔産業競争⼒強化緊急事業 ⽔産庁

新たな資源管理システム構築促進事業 ⽔産庁

⽔産資源調査・評価推進事業 ⽔産庁

漁業構造改⾰総合対策事業 ⽔産庁

漁業収⼊安定対策事業 ⽔産庁

⽔産業成⻑産業化沿岸地域創出事業 ⽔産庁

浜の活⼒再⽣・成⻑促進交付⾦ ⽔産庁

事業名 省庁名

コメ新市場開拓等促進事業 農林⽔産省

⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦ 農林⽔産省

畑作物産地形成促進事業 農林⽔産省

畑地化促進事業 農林⽔産省

国産⼩⻨・⼤⾖供給⼒強化総合対策 農林⽔産省

産地⽣産基盤パワーアップ事業 農林⽔産省

新規就農者育成総合対策 農林⽔産省

新規就農者確保緊急対策 農林⽔産省

農業労働⼒確保緊急⽀援事業 農林⽔産省

農業労働⼒確保⽀援事業 農林⽔産省

⼥性が変える未来の農業推進事業 農林⽔産省

機構集積協⼒⾦交付事業 農林⽔産省

機構集積⽀援事業 農林⽔産省

担い⼿確保・経営強化⽀援事業 農林⽔産省

農地利⽤効率化等⽀援交付⾦ 農林⽔産省

「新しい林業」に向けた林業経営育成対策 林野庁

国内森林資源活⽤・⽊材産業国際競争⼒強化対策 林野庁



２．分野別の施策の推進
（１）デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決・魅⼒向上

事業名 省庁名

海外市場開拓・有志国サプライチェーン構築等促進事業（対⽇直接投資喚起事業、
中堅・中⼩企業の海外市場開拓⽀援事業、スタートアップ等輸出⽀援ビジネスモデ
ル実証事業）

経済産業省

地域の担い⼿展開推進事業 内閣官房・内閣
府

動画配信サービス普及等の視聴環境等の変化を踏まえたコンテンツ海外展開及び地
域情報発信の推進 総務省

放送コンテンツによる地域情報発信⼒強化事業 総務省

ユネスコ無形⽂化遺産登録に向けた機運醸成のための各種PR 国税庁

琉球泡盛PR事業 外務省

地域の魅⼒海外発信⽀援事業 外務省

地⽅創⽣⽀援 飯倉公館活⽤対外発信事業 外務省

地⽅連携フォーラム、地域の魅⼒発信セミナー、地域の魅⼒発信セミナー（地⽅視
察ツアー） 外務省

アジア等国際的な脱炭素移⾏⽀援のための基盤整備事業（脱炭素都市間連携推進等
事業） 環境省

伝統的⼯芸品産業振興補助⾦ 経済産業省

独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構運営費交付⾦ (対内・対外直接投資等促進体制整備
事業、中堅・中⼩企業海外展開⽀援事業、越境EC等利活⽤促進事業) 経済産業省

中堅・中⼩企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業 経済産業省

むつ⼩川原開発推進調査 国⼟交通省

北海道開発計画推進等経費（苫⼩牧東部地域におけるカーボンニュートラルの推進
等に関する調査） 国⼟交通省

福島イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助⾦（地域復興実⽤化開発等
促進事業） 経済産業省

①地⽅に仕事をつくる
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事業名 省庁名

スマート⽔産業推進事業 ⽔産庁

地域⾷品産業連携プロジェクト（ＬＦＰ）推進事業 農林⽔産省

サステナブル⾷品産業モデル実証事業 農林⽔産省

⾷品産業の国際競争⼒強化緊急対策事業 農林⽔産省

⾷品等流通持続化モデル総合対策事業 農林⽔産省

輸出物流構築緊急対策事業 農林⽔産省

農林⽔産省共通申請サービス（eMAFF）による⾏政⼿続のオンライン申請の推進 農林⽔産省

農林⽔産省地理情報共通管理システム（eMAFF地図）の利⽤促進 農林⽔産省

⽔産基盤整備事業 ⽔産庁

DXや事業者間連携等を通じた観光地や観光産業の付加価値向上⽀援 観光庁

世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業 観光庁

地域⼀体となった観光地・観光産業の再⽣・⾼付加価値化 観光庁

道路事業（観光客の受⼊環境の整備等） 国⼟交通省

地域中核・特⾊ある研究⼤学強化促進事業 ⽂部科学省

地域中核・特⾊ある研究⼤学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業 ⽂部科学省

共創の場形成⽀援プログラム ⽂部科学省

海外における起業家等育成プログラムの実施・拠点の創設事業（海外コミュニティ
形成事業） 経済産業省



２．分野別の施策の推進
（１）デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決・魅⼒向上

事業名 省庁名

地域企業経営⼈材マッチング促進事業 ⾦融庁

地域おこし協⼒隊 総務省

サテライトオフィスのマッチング⽀援 総務省

総合戦略に基づく重点施策広報事業 内閣官房・
内閣府

移住・交流情報ガーデン 総務省

全国版空き家・空き地バンク 国⼟交通省

空き家対策総合⽀援事業 国⼟交通省

社会資本整備総合交付⾦（住宅確保要配慮者専⽤賃貸住宅改修事業、離島広域活
性化事業、防災・省エネまちづくり緊急促進事業） 国⼟交通省

防災・安全交付⾦（住宅確保要配慮者専⽤賃貸住宅改修事業、防災・省エネまち
づくり緊急促進事業） 国⼟交通省

⽂化庁の京都移転 ⽂化庁

⽂化庁の京都移転に伴うウェブ会議環境の向上 ⽂化庁

消費者庁新未来創造戦略本部における取組 消費者庁

地⽅創⽣テレワーク推進事業 内閣官房・内閣
府

将来世代に引き継ぐ都市政策の推進に係る検討調査 国⼟交通省

防災・省エネまちづくり緊急促進事業 国⼟交通省

「多様な正社員」制度に係る調査研究・導⼊⽀援等の実施 厚⽣労働省

事業名 省庁名

テレワーク普及展開推進事業 総務省

⼈材確保等⽀援助成⾦（テレワークコース） 厚⽣労働省

国⽴公園満喫プロジェクト等推進事業 環境省

特定有⼈国境離島地域事業活動⽀援利⼦補給⾦ 内閣府

特定有⼈国境離島地域社会維持推進交付⾦ 内閣府

関係⼈⼝の創出・拡⼤事業 総務省

関係⼈⼝創出・拡⼤のための対流促進事業 内閣官房・
内閣府

関係⼈⼝の拡⼤・深化に関する調査 国⼟交通省

新たな交流市場の創出事業 観光庁

ふるさとワーキングホリデー推進事業 総務省

新しい⽣活様式に沿った⼆地域居住の推進調査 国⼟交通省

都市・農⼭漁村の地域連携による⼦供農⼭漁村推進事業 総務省

健全育成のための体験活動推進事業 ⽂部科学省

地⽅⼤学・地域産業創⽣交付⾦事業（⽂部科学省計上分を含む） 内閣府

地⽅⼤学・産業創⽣のための調査・⽀援事業 内閣府

②⼈の流れをつくる
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２．分野別の施策の推進
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事業名 省庁名

国⽴⼤学・⾼専等の施設整備 ⽂部科学省

オンライン国際教育プラットフォーム事業「Japan Virtual Campus」（スーパー
グローバル⼤学創成⽀援事業の内数） ⽂部科学省

国際バカロレアの推進事業 ⽂部科学省

国⽴⼤学法⼈運営費交付⾦ ⽂部科学省

私⽴⼤学等経常費補助⾦ ⽂部科学省

地⽅へのサテライトキャンパス設置等に関するマッチング⽀援事業 内閣府

新しい時代に対応した⾼等学校教育改⾰の推進事業 ⽂部科学省

地域社会に根ざした⾼等学校の学校間連携・協働ネットワーク構築事業（COREハ
イスクールネットワーク事業） ⽂部科学省

WWLコンソーシアム構築⽀援事業 ⽂部科学省

マイスター・ハイスクール（次世代地域産業⼈材育成刷新事業） ⽂部科学省

地域と学校の連携・協働体制構築事業 ⽂部科学省

アジア⾼校⽣架け橋プロジェクト＋ ⽂部科学省

社会総がかりで⾏う⾼校⽣国際交流促進事業 ⽂部科学省

⾼校⽣の地域留学の推進のための⾼校魅⼒化⽀援事業 内閣府

将来の在り⽅・⽣き⽅を主体的に考えられる若者を育むキャリア教育推進事業 ⽂部科学省

新卒者等に対する就職⽀援（ユースエール認定制度） 厚⽣労働省

若年者地域連携事業 厚⽣労働省

②⼈の流れをつくる
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事業名 省庁名

個々の⼥性労働者のキャリア形成⽀援事業 厚⽣労働省

⺠間企業における⼥性活躍促進事業 厚⽣労働省

シルバー⼈材センター事業 厚⽣労働省

⽣涯現役⽀援窓⼝事業 厚⽣労働省

⽣涯現役地域づくり環境整備事業 厚⽣労働省

地⽅創⽣の観点からの少⼦化対策・⼥性活躍推進事業 内閣官房

地域の関係機関との連携による「障害者向けチーム⽀援」の実施等 厚⽣労働省

障害者雇⽤ゼロ企業等に対する「企業向けチーム⽀援」の実施等 厚⽣労働省

フリーター等⽀援事業 厚⽣労働省

新卒者等に対する就職⽀援 厚⽣労働省

キャリアアップ助成⾦（正社員化コース） 厚⽣労働省

パートタイム・有期雇⽤労働者均衡待遇推進事業 厚⽣労働省

中⼩企業・⼩規模事業者等に対する働き⽅改⾰推進⽀援事業 厚⽣労働省

労働者派遣事業等の適正な運⽤の確保 厚⽣労働省

地域活性化雇⽤創造プロジェクト 厚⽣労働省

地域雇⽤開発助成⾦（地域雇⽤開発コース） 厚⽣労働省

地域雇⽤活性化推進事業 厚⽣労働省

地⽅就職希望者活性化事業 厚⽣労働省

中途採⽤等⽀援助成⾦（UIJターンコース） 厚⽣労働省
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事業名 省庁名

児童⼿当等交付⾦ 内閣府

就学前教育・保育施設整備交付⾦ 厚⽣労働省

保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 厚⽣労働省

⼦ども・⼦育て⽀援交付⾦ 厚⽣労働省

⼦ども・⼦育て⽀援施設整備交付⾦ 厚⽣労働省

⼦ども・⼦育て⽀援対策推進事業費補助⾦ 厚⽣労働省

育児・介護休業法対策推進費 厚⽣労働省

両⽴⽀援等助成⾦等 厚⽣労働省

次世代育成⽀援対策に必要な経費 厚⽣労働省

勤務間インターバル制度導⼊促進のための広報事業 厚⽣労働省

⻑時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進に向けた⾃主的取組への技術的な⽀援 厚⽣労働省

年次有給休暇の取得促進等に向けた働き⽅・休み⽅の⾒直しの推進 厚⽣労働省

住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（⻑期優良住宅化リフォーム推進
事業） 国⼟交通省

優良住宅整備促進等事業 国⼟交通省

⼥性の活躍推進及び両⽴⽀援に関する総合的情報提供事業 厚⽣労働省

⼥性活躍推進法サイトの管理・運営及び⼥性活躍推進法施⾏等関連経費 内閣府

潜在的に⽀援が必要な⼦供をアウトリーチ⽀援につなげるための情報・データ連携
に係る実証事業

内閣官房・
デジタル庁

③結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
事業名 省庁名

産科医等育成⽀援事業 厚⽣労働省

産科医等確保⽀援事業 厚⽣労働省

産科医療を担う産科医等の確保事業 厚⽣労働省

産科医療機関確保事業 厚⽣労働省

産科医療機関施設整備事業 厚⽣労働省

産科医療機関設備整備事業 厚⽣労働省

周産期医療施設設備整備事業 厚⽣労働省

周産期医療施設施設整備事業 厚⽣労働省

周産期医療対策事業 厚⽣労働省

分娩取扱施設施設整備事業 厚⽣労働省

分娩取扱施設設備整備事業 厚⽣労働省

⺟⼦保健対策強化事業 厚⽣労働省

仕事・⼦育て両⽴⽀援事業費補助⾦ 内閣府

⼦どものための教育・保育給付交付⾦ 内閣府

⼦どものための教育・保育給付費補助⾦ 内閣府

⼦育てのための施設等利⽤給付交付⾦ 内閣府

私⽴⾼等学校等経常費助成費補助⾦ ⽂部科学省
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事業名 省庁名

メッシュ別将来⼈⼝推計に関する調査 国⼟交通省

最適な⼈⼝配置に関する分析調査 国⼟交通省

持続可能な国⼟を形成するための⼥性活躍の実現に向けた調査 国⼟交通省

地域⽣活圏の形成促進に係る調査 国⼟交通省

デジタル教科書・デジタル教材等の更なる活⽤のための通信環境の調査研究 ⽂部科学省

リーディングＤＸスクール事業 ⽂部科学省

学習者⽤デジタル教科書普及促進事業 ⽂部科学省

教育DXを⽀える基盤的ツールの整備・活⽤ ⽂部科学省

次世代の校務デジタル化推進実証事業 ⽂部科学省

学びと社会の連携促進事業 経済産業省

探究的な学び関連サービス等利活⽤促進事業 経済産業省

スマート・ライフ・プロジェクト推進事業 厚⽣労働省

⾼齢者の保健事業と介護予防の⼀体的実施の全国的な横展開事業 厚⽣労働省

ヘルスケア産業基盤⾼度化推進事業 経済産業省

キャリア形成プログラムの作成・運⽤等（地域医療介護総合確保基⾦における事
業） 厚⽣労働省

レセプト・健診情報等を活⽤したデータヘルス推進事業 厚⽣労働省

社会資本整備総合交付⾦（地域公共交通再構築事業、都市公園・緑地等事業、競争
⼒強化、都市・地域交通戦略推進事業、都市再⽣区画整理事業、市街地再開発事業
等、都市再⽣整備計画事業、まちなかウォーカブル推進事業、クルーズ関係、グ
リーンインフラ活⽤都市構築⽀援事業、洋上⾵⼒発電の導⼊を促す港湾の整備、下
⽔道管路情報のデジタル化の推進（下⽔道共通プラットフォーム関係））

国⼟交通省

地域居住機能再⽣推進事業 国⼟交通省

④魅⼒的な地域をつくる
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事業名 省庁名

特定施策賃貸住宅ストック総合改善等事業 国⼟交通省

スマートウェルネス住宅等推進事業 国⼟交通省

ICT導⼊⽀援事業 厚⽣労働省

介護ロボット開発等加速化事業 厚⽣労働省

介護ロボット導⼊⽀援事業 厚⽣労働省

介護⽣産性向上推進総合事業 厚⽣労働省

ケアプランデータ連携システム構築事業 厚⽣労働省

介護サービス情報公表システム整備等事業 厚⽣労働省

介護保険システムの標準化に向けた標準的仕様書作成等業務委託事業 厚⽣労働省

障害福祉関係データベース構築事業 厚⽣労働省

障害福祉分野のICT導⼊モデル事業 厚⽣労働省

障害福祉分野のロボット等導⼊⽀援事業 厚⽣労働省

⽣活保護業務デジタル化による効率化⼿法開発・検証事業 厚⽣労働省

社会福祉法⼈財務諸表等電⼦開⽰システムの拡充 厚⽣労働省

遠隔医療の普及推進にかかる事業 厚⽣労働省

オンライン診療研修事業 厚⽣労働省

医療情報化⽀援基⾦による⽀援 厚⽣労働省

電⼦処⽅箋の安全かつ正確な運⽤に向けた環境整備事業 厚⽣労働省
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事業名 省庁名

訪問診療等におけるオンライン資格確認等の導⼊に係るシステム改修及び導⼊に係
る財政⽀援 厚⽣労働省

データヘルス分析関連サービスの構築に向けた整備 厚⽣労働省

⾼度医療情報普及推進事業 厚⽣労働省

保健医療情報拡充システム開発事業 厚⽣労働省

保健医療情報利活⽤推進関連事業 厚⽣労働省

保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及啓発事業 厚⽣労働省

医療提供体制構築を⽀援する医療機関等情報⽀援システム（G-MIS)の機能拡充経
費 厚⽣労働省

全国の病院等を検索出来る医療情報サイトの基盤構築経費 厚⽣労働省

全国薬局機能情報提供制度事業 厚⽣労働省

ICT基盤⾼度化事業 総務省

医療・介護・健康データ利活⽤基盤⾼度化事業（⾼度遠隔医療ネットワーク実⽤化
研究事業、医療⾼度化に資するPHRデータ流通基盤構築事業） 総務省

全国医療情報プラットフォーム開発事業 厚⽣労働省

クリーンエネルギー⾃動⾞導⼊促進補助⾦ 経済産業省

次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト 経済産業省

⾃動⾞の技術・基準の国際標準化等の推進 国⼟交通省

道路事業（⾃動運転に対応した⾛⾏環境の構築、地域の交通拠点の整備、「道の
駅」第３ステージの推進、持続可能なインフラ管理につながる道路システムのDX
の推進、ほこみち（歩⾏者利便増進道路）制度等の活⽤促進、⾃転⾞の活⽤促進、
地域の交通安全の確保）

国⼟交通省

事業名 省庁名

海の次世代モビリティの社会実装に向けた調査検討事業 国⼟交通省

⾃動運航船の実⽤化に向けた環境整備 国⼟交通省

新モビリティサービス推進事業 国⼟交通省

地域の公共交通×脱炭素化移⾏促進事業 国⼟交通省

インバウンド先進⾞両導⼊⽀援事業（訪⽇外国⼈旅⾏者受⼊環境整備緊急対策事業
費補助⾦） 国⼟交通省

先進⾞両導⼊⽀援事業（地域公共交通確保維持改善事業費補助⾦） 国⼟交通省

地域公共交通関連技術研究開発費補助⾦ 国⼟交通省

地域公共交通再構築調査事業（地域公共交通確保維持改善事業費補助⾦） 国⼟交通省

流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業 経済産業省

エリア⼀括協定運⾏事業 国⼟交通省

地域公共交通確保維持事業 国⼟交通省

共創モデル実証プロジェクト 国⼟交通省

歩⾏空間における⾃律移動⽀援の推進 国⼟交通省

無⼈航空機等を活⽤したラストワンマイル配送調査・実証事業 国⼟交通省

コンテナ専⽤トラック等導⼊事業 国⼟交通省

モーダルシフト等推進事業 国⼟交通省
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事業名 省庁名

⾃⽴型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業 国⼟交通省

物流拠点シェアリングプラットフォーム標準化推進事業 国⼟交通省

物流事業者間における業務効率化システムの普及に関する調査・実証事業 国⼟交通省

流通業務の脱炭素化促進事業 国⼟交通省

パレット循環システム構築に向けた調査・実証事業 国⼟交通省

物流分野におけるソフトの標準化調査事業 国⼟交通省

港湾整備事業（競争⼒強化、サイバーポート（港湾管理・港湾インフラ）、遠隔操
作RTG導⼊補助、沿岸部における被災状況把握等のさらなる⾼度化、クルーズ関
係、港湾脱炭素化推進計画の作成に対する⽀援制度、洋上⾵⼒発電の導⼊を促す基
地港湾の整備）

国⼟交通省

⾰新的ロボット研究開発等基盤構築事業 経済産業省

サイバーポート（港湾物流） 国⼟交通省

次世代コンテナターミナルの構築に向けた港湾技術開発に必要な経費 国⼟交通省

新技術導⼊促進に関する事業 国⼟交通省

i-Constructioinの推進に関する事業 国⼟交通省

建設機械等の⾃動化・遠隔化技術及び⼈間拡張技術の導⼊ 国⼟交通省

オープンデータ・イノベーションの取組の推進に必要な事業 国⼟交通省

建築基準法・建築⼠法等の円滑な執⾏体制の確保に関する事業 国⼟交通省

事業名 省庁名

定期報告制度のデジタル化促進事業 国⼟交通省

コンパクトシティ形成⽀援事業 国⼟交通省

都市・地域交通戦略推進事業 国⼟交通省

防災・安全交付⾦（都市・地域交通戦略推進事業、都市公園・緑地等事業、市街地
再開発事業等、都市再⽣区画整理事業、都市再⽣整備計画事業、グリーンインフラ
活⽤都市構築⽀援事業、下⽔道管路情報のデジタル化の推進（下⽔道共通プラット
フォーム関係）、都市防災総合推進事業）

国⼟交通省

中⼼市街地活性化推進事業 内閣府

都市構造再編集中⽀援事業 国⼟交通省

まちなかウォーカブル推進事業 国⼟交通省

都市再⽣コーディネート等推進事業 国⼟交通省

国営公園等事業 国⼟交通省

官⺠連携まちなか再⽣推進事業 国⼟交通省

まちづくりDX先導調査 国⼟交通省

⼈流データの利活⽤拡⼤ 国⼟交通省

観光地の⾼付加価値化事業 国⼟交通省

まちづくりファンド⽀援事業 国⼟交通省

まちなか公共空間等活⽤⽀援事業 国⼟交通省
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事業名 省庁名

⼩笠原諸島の振興開発 国⼟交通省

半島振興広域連携促進事業 国⼟交通省

豪雪地帯安全確保緊急対策交付⾦ 国⼟交通省

地域再⽣計画認定等経費 内閣府

地域⽀援事業 厚⽣労働省

郵便局等の公的地域基盤連携推進事業 総務省

へき地保健医療対策 厚⽣労働省

交通DX・GXによる経営改善⽀援事業 国⼟交通省

国宝重要⽂化財等⽂化財保存・活⽤事業費補助⾦ ⽂化庁

国宝重要⽂化財等防災施設整備費補助⾦ ⽂化庁

重層的⽀援体制整備事業 厚⽣労働省

多⾯的機能⽀払交付⾦ 農林⽔産省

中⼭間地域等直接⽀払交付⾦ 農林⽔産省

⿃獣捕獲情報収集システム経費 環境省

特定地域づくり事業の推進

内閣府・総務
省・厚⽣労働
省・農林⽔産

省・中⼩企業庁

国際競争拠点都市整備事業 国⼟交通省

事業名 省庁名

共同型都市再構築事業 国⼟交通省

グリーンインフラ創出促進事業 国⼟交通省

グリーンファイナンス拡⼤に向けた市場基盤整備⽀援事業 環境省

適応プロジェクト等のグリーンプロジェクトの活性化に向けたグリーンボンド等促
進体制整備⽀援事業 環境省

持続可能で魅⼒ある地域づくりのためのグリーンインフラの推進 国⼟交通省

地域の価値向上に向けた不動産投資市場の形成促進 国⼟交通省

⼟地・不動産情報ライブラリの構築 国⼟交通省

所有者不明⼟地の円滑な利活⽤や管理不全⼟地の適正管理の推進 国⼟交通省

⼟地政策に係る制度課題等検討経費 国⼟交通省

都市⽔環境整備事業（かわまちづくり等による魅⼒的な⽔辺空間の創出） 国⼟交通省

地下⽔データベースによる地下⽔マネジメントの推進 国⼟交通省

新時代の学びに対応した学校施設整備推進プラットフォーム構築事業 ⽂部科学省

Well-Being指標管理システムの整備・運⽤ デジタル庁

スマートアイランド推進実証調査 国⼟交通省

離島活性化交付⾦ 国⼟交通省

奄美群島の振興開発 国⼟交通省
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事業名 省庁名

都市再⽣の促進に向けたデータ活⽤促進事業 内閣府

都市再⽣の⾒える化「i-都市再⽣」の推進事業 内閣府

⺠間資⾦等活⽤事業の推進に必要な事業 内閣府

⽂教施設における多様なPPP/PFIの先導的開発事業 ⽂部科学省

可搬式速度違反⾃動取締装置の整備 警察庁

交通安全施設等整備事業 警察庁

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 ⽂部科学省

⾃動運転の拡⼤に向けた調査研究 警察庁

更新時講習（優良運転者講習及び⼀般運転者講習）のオンライン化に係る調査研究 警察庁

中⼭間地域所得確保推進事業 農林⽔産省

令和５年度棚⽥地域振興関連予算

内閣府・総務
省・⽂化庁・農
林⽔産省・国⼟
交通省・観光
庁・環境省

⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦ 農林⽔産省

シカ等による森林被害緊急対策事業 林野庁

森林・⼭村地域振興対策 林野庁

漁港機能増進事業 ⽔産庁

ICT等を活⽤した観光地のインバウンド受⼊環境整備の⾼度化 観光庁

ユニバーサルツーリズム促進事業 観光庁

インバウンドの地⽅誘客や消費拡⼤に向けた観光コンテンツ造成⽀援事業 観光庁

地域⼀体型ガストロノミーツーリズムの推進 観光庁

事業名 省庁名

地域資源の多⾔語解説整備⽀援事業 観光庁

2027年国際園芸博覧会事業 国⼟交通省

2027年国際園芸博覧会検討調査 国⼟交通省

横浜国際園芸博覧会事業費補助⾦ 農林⽔産省

花き産業成⻑・花き⽂化振興対策等委託事業 農林⽔産省

国際園芸博覧会政府出展委託事業 農林⽔産省

⽇本における⽔中遺跡保護体制の整備充実に関する調査研究事業 ⽂化庁

⽂化観光拠点施設を中核とした地域における⽂化観光推進事業 ⽂化庁

⽇本遺産活性化推進事業 ⽂化庁

歴史的資源を活⽤した観光まちづくりの推進 観光庁

インバウンドの地⽅展開に向けたインフラの観光資源化 国⼟交通省

国際競争⼒の⾼いスノーリゾート形成促進事業 観光庁

持続可能性を核とした⽇本ならではの世界的価値の創出 観光庁

放送コンテンツ海外展開事業 外務省

ユネスコ未来共創プラットフォーム ⽂部科学省

産業遺産に係る情報収集・情報発信の充実強化に必要な経費 内閣府

産業遺産の世界遺産登録推進経費 内閣官房
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事業名 省庁名

⽂化芸術創造拠点形成事業 ⽂化庁

Living History（⽣きた歴史体感プログラム）促進事業 ⽂化庁

Living History（⽣きた歴史体感プログラム）事業（観光拠点整備事業） ⽂化庁

景観改善推進事業 国⼟交通省

⽂化財の匠プロジェクトによる継承基盤の整備 ⽂化庁

博物館機能強化推進事業 ⽂化庁

国⽴⽂化施設の機能強化 ⽂化庁

劇場・⾳楽堂等活性化・ネットワーク強化事業 ⽂化庁

舞台芸術等総合⽀援事業 ⽂化庁

⽇本博2.0 ⽂化庁

⽂化遺産オンライン構想 ⽂化庁

⽂化部活動の地域連携や地域⽂化クラブ活動移⾏に向けた環境の⼀体的な整備 ⽂化庁

スポーツによる地域活性化・まちづくりコンテンツ創出等総合推進事業 スポーツ庁

スポーツによる地域振興・まちづくり担い⼿育成総合⽀援事業 スポーツ庁

⼤規模国際スポーツ⼤会開催準備事業 スポーツ庁

スポーツ産業の成⻑促進事業 スポーツ庁

スポーツDX促進事業 経済産業省

事業名 省庁名

クルーズの安全な運航再開を通じた地域活性化事業 国⼟交通省

国際クルーズ旅客受⼊機能⾼度化事業 国⼟交通省

健全な⺠泊サービスの普及 観光庁

⽔際対策を着実に実施するための検疫体制の確保等 厚⽣労働省

通訳ガイド制度の充実・強化 観光庁

空港におけるFAST TRAVELの推進 国⼟交通省

空港整備事業（⼀般空港） 国⼟交通省

地⽅空港・港湾等におけるCIQの計画的な体制整備 出⼊国在留
管理庁

地⽅空港・港湾等における円滑な出⼊国に向けた税関体制の整備 財務省

ポストコロナを⾒据えた受⼊環境整備促進事業 観光庁

地⽅における⾼付加価値なインバウンド観光地づくりの⽀援 観光庁

戦略的な訪⽇プロモーションの実施 観光庁

観光統計の整備 観光庁

映像コンテンツ海外展開事業 外務省

在外公館⽂化事業 外務省

⽂化芸術交流事業 外務省

地域の⽂化財の保存及び活⽤に関する総合的な計画等策定⽀援 ⽂化庁

地域伝統⾏事・⺠俗芸能等継承振興事業 ⽂化庁
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事業名 省庁名

⾰新的な省CO2実現のための部材や素材の社会実装・普及展開加速化事業 環境省

グリーンインフラ活⽤型都市構築⽀援事業 国⼟交通省

地域経済循環創造事業交付⾦（⼈材⾯からの地域脱炭素⽀援） 総務省

カーボンニュートラル実現に向けた国⺠運動展開対策 林野庁

⺠間企業等による再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業 環境省

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 環境省

脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来⽔素活⽤推進事業 環境省

鉄道脱炭素に向けた取組に関する調査（鉄道産業⽣産性向上促進調査委託費） 国⼟交通省

鉄道脱炭素施設等実装調査（技術開発費補助⾦） 国⼟交通省

港湾におけるカーボンニュートラル実現に必要な経費 国⼟交通省

気候変動影響評価・適応推進事業 環境省

熱中症対策推進事業 環境省

カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品⽣産技術の開発 経済産業省

バイオものづくり⾰命推進事業 経済産業省

事業名 省庁名

Sport in Life 推進プロジェクト スポーツ庁

運動・スポーツ習慣化促進事業 スポーツ庁

障害者スポーツ推進プロジェクト スポーツ庁

体育・スポーツ施設整備（学校施設環境改善交付⾦） スポーツ庁

地域において誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業 スポーツ庁

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 スポーツ庁

系統⽤蓄電池等の導⼊及び配電網合理化等を通じた再⽣可能エネルギー導⼊加速化
事業

資源エネルギー
庁

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた中⻑期的温室効果ガス排出削減対策
検討調査費 環境省

新エネルギー等の導⼊促進のための広報等事業委託費 資源エネルギー
庁

地域経済循環創造事業交付⾦（分散型エネルギーインフラプロジェクト） 総務省

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への⾃⽴・分散型エネルギー
設備等導⼊推進事業 環境省

地域脱炭素実現に向けた再エネの最⼤限導⼊のための計画づくり⽀援事業 環境省

環境で地域を元気にする地域循環共⽣圏づくりプラットフォーム事業費 環境省

ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の気候変動対策基盤整備事業 環境省



２．分野別の施策の推進
（１）デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決・魅⼒向上

事業名 省庁名

⽣物多様性保全推進⽀援事業（⾥⼭未来拠点形成⽀援事業） 環境省

エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業（デジタル技術の活⽤等による
脱炭素型資源循環システム創⽣実証事業） 環境省

脱炭素型循環経済システム構築促進事業 環境省

循環型社会形成推進交付⾦ 環境省

⼤規模災害に備えた廃棄物処理体制拠点整備事業（廃棄物処理施設整備交付⾦） 環境省

廃棄物処理施設を核とした地域循環共⽣圏構築促進事業 環境省

課題対応型産業廃棄物処理施設運⽤⽀援事業 環境省

「脱炭素×復興まちづくり」推進事業 環境省

株式会社脱炭素化⽀援機構と連携した地域脱炭素投融資促進事業 環境省

スマートシティ海外展開推進事業 国⼟交通省

国際機関と連携し、国際会議を活⽤したスマートシティの海外展開の推進 国⼟交通省

構造改⾰特区の取組推進 内閣府

宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（衛星データ利活⽤促進事業） 経済産業省

ディープテック・スタートアップ⽀援事業 経済産業省

ESG地域⾦融促進事業 環境省

ESG⾦融実践促進事業 環境省

④魅⼒的な地域をつくる
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事業名 省庁名

ESG投資等の動向を踏まえた不動産投資市場の環境整備 国⼟交通省

国⼟強靱化施策推進⽅策等の検討 内閣官房

海岸事業（AI動画解析を活⽤したうちあげ⾼の観測技術の開発・運⽤） 国⼟交通省

治⽔事業（洪⽔予測の⾼度化の推進、地震後の⼟砂災害警戒情報の運⽤、降灰後
⼟⽯流の影響範囲予測の迅速化、⽔害リスクマップ等の整備の推進、事前放流や
⽔⼒発電の更なる強化のためのダム運⽤の⾼度化を含めた「ハイブリットダム」
の推進、１級・２級⽔系の利⽔ダムにおける情報網の整備の推進、排⽔機場等の
遠隔監視・遠隔操作化の推進、５G通信を活⽤した無⼈化施⼯、国管理下線にお
ける三次元河川管内図の整備等の推進、ドローン・画像解析技術（AI)を活⽤し
た河川の巡視・点検の効率化の推進、洪⽔時における流量観測⾃動化の推進、浸
⽔域のリアルタイム把握の推進、「スマート災害復旧」の推進、流域情報等の
データのオープン化の推進、流域治⽔デジタルテストベッド整備の推進、マスプ
ロダクツ型排⽔ポンプの現場実証）

国⼟交通省

安全安⼼な国⼟形成に資する災害リスクデータ等の整備 国⼟交通省

下⽔道事業調査費（下⽔処理場におけるICT・AI による広域管理・運転⽀援技術
の実証） 国⼟交通省

順応的な砂浜管理の推進 農林⽔産省・
国⼟交通省

⽔⾨・陸閘等の安全な閉鎖体制の確保 農林⽔産省・
国⼟交通省

災害情報伝達⼿段の整備等に係るアドバイザー派遣事業 総務省

衛星通信回線による⾮常⽤通信⼿段の⾼度化 総務省

消防指令システムの⾼度化等に向けた検討 総務省

地域防災⼒の中核となる消防団及び⾃主防災組織等の充実強化 総務省

地域防災⼒の中核を担う消防団に関する対策（消防団設備整備費補助⾦） 総務省



２．分野別の施策の推進
（１）デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決・魅⼒向上

④魅⼒的な地域をつくる
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事業名 省庁名

総合防災情報システムの整備 内閣府

デジタル技術を活⽤した防災・減災研究開発（防災科学技術研究所における研究開
発） ⽂部科学省

⾃然⽣態系を活⽤した社会課題への対応推進事業 環境省

地域防災のためのLアラート情報とG空間情報の連携推進 総務省

排⽔機場設備新技術導⼊等推進事業 国⼟交通省

災害復旧事業に係るデジタル技術の活⽤等による改善⽅策検討経費 国⼟交通省

地⽅消費者⾏政強化交付⾦ 消費者庁

刑事⼿続における情報通信技術の活⽤ 法務省

⼯業⽤⽔道事業費 経済産業省

⽔道事業におけるIoT・新技術活⽤推進モデル事業 厚⽣労働省

警察業務のデジタル化の推進（全国的情報処理センター⽤電⼦計算機、警察総合捜
査情報システム、警察庁ＷＡＮシステム、共通基盤システム、不当要求情報管理機
関⽀援システム、相談業務・⼈⾝安全関連業務等システム、⾏政情報管理システム、
無⼈航空機所有者情報等照会システム、事前旅客情報システム及び外国⼈個⼈識別
情報認証システム、運転者管理システム、オープンネットワークシステム）

警察庁

⾏政⼿続オンライン化 警察庁

スマート保安導⼊⽀援事業 経済産業省

業務⼀貫処理システム 国⼟交通省

宅地建物取引業免許申請等のオンライン化 国⼟交通省

事業名 省庁名

⾃動⾞運送事業の各種⼿続のオンライン化に伴う⼿続の最適化・効率化のための調
査 国⼟交通省

税務⼿続等のデジタル改⾰の推進 国税庁

船員関係⼿続きの総合的な負担軽減・⽣産性向上調査 国⼟交通省

資格制度事務処理システムのオンライン化に向けた調査事業 国⼟交通省

⺠事訴訟⼿続のIT化の推進事業 法務省

⺠事執⾏⼿続等のIT化の推進事業 法務省

裁判外紛争解決⼿続（ＡＤＲ）のデジタル化（ＯＤＲ）の推進（ODR推進会議、
ODR実証実験、かいけつサポートホームページ改修） 法務省

情報信託機能活⽤促進事業 総務省

労働者協同組合法の円滑な施⾏のための経費 厚⽣労働省

地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業 総務省

社会教育デジタル活⽤等推進事業 ⽂部科学省

家庭教育⽀援推進事業 ⽂部科学省

市町村管理構想・地域管理構想策定推進対策 国⼟交通省

地⽅公共団体における再犯防⽌の取組の展開・推進 法務省

地域再犯防⽌推進事業 法務省



２．分野別の施策の推進
（１）デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決・魅⼒向上

事業名 省庁名

矯正官署における所在⾃治体等との連携協⼒体制の強化 法務省

全世代型社会保障の構築等に向けた諸課題に関する調査・研究事業 厚⽣労働省

⾼年齢労働者安全衛⽣対策推進費（エイジフレンドリー補助⾦） 厚⽣労働省

⼈材確保等⽀援助成⾦（介護福祉機器助成コース） 厚⽣労働省

JETプログラムによるグローバルな地域活性化の推進 総務省

地域における多⽂化共⽣施策の推進 総務省

ビルクリーニング分野特定技能協議会等経費 厚⽣労働省

マッチングイベントの開催・運営 出⼊国在留
管理庁

外国⼈留学⽣及び特定技能１号特定技能外国⼈のマッチング⽀援事業 厚⽣労働省

建設分野における外国⼈材の円滑・適正な受⼊れ 国⼟交通省

⾼度外国⼈材活躍推進事業 経済産業省

⼀元的相談窓⼝への職員の派遣 出⼊国在留
管理庁

外国⼈受⼊環境整備交付⾦ 出⼊国在留
管理庁

外国⼈在留⽀援センターの運営に伴う経費 出⼊国在留
管理庁

第三次産業の労働災害防⽌対策事業
※本事業の⼀部として、外国⼈労働者向け教材の周知等を実施 厚⽣労働省

「⽣活・就労ガイドブック」の時点更新に必要な経費 出⼊国在留
管理庁

やさしい⽇本語の普及 出⼊国在留
管理庁

④魅⼒的な地域をつくる
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事業名 省庁名

⽇本語パートナーズ派遣事業 外務省

障害者就業・⽣活⽀援センターによる地域における就業⽀援 厚⽣労働省

精神障害者の総合的な雇⽤⽀援の実施 厚⽣労働省

難病相談⽀援センターと連携した就労⽀援の強化 厚⽣労働省

発達障害者の特性に応じた⽀援事業の実施 厚⽣労働省

障害者の雇⽤を促進するためのテレワークの推進 厚⽣労働省

成果連動型事業の普及促進事業 内閣府

社会教育を推進するための指導者の資質向上等事業 ⽂部科学省

障害者等による⽂化芸術活動推進事業 ⽂化庁

留学⽣就職促進プログラム ⽂部科学省

地域の持続的発展のための中⼩商業者等の機能活性化事業 中⼩企業庁

地⽅創⽣⼈材⽀援制度 内閣官房・
内閣府

地⽅創⽣カレッジ事業 内閣官房・
内閣府



２．分野別の施策の推進
（２）デジタル基盤整備

事業名 省庁名

⾼度無線環境整備推進事業 総務省

携帯電話等エリア整備事業 総務省

電波資源拡⼤のための研究開発(100GHz以上の⾼周波数帯通信デバイスに関する
研究開発) 総務省

地域デジタル基盤活⽤推進事業 総務省

データセンターの地⽅拠点整備 経済産業省

「新たな⽇常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業 総務省

⾰新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基⾦事業 総務省

実⽤準天頂衛星システム事業 内閣府

事業名 省庁名

準公共分野デジタル化推進事業 デジタル庁

準公共分野におけるマイナンバーカード利活⽤推進事業 デジタル庁

マイナンバーカード交付事業費補助⾦ 総務省

マイナンバーカード交付事務費補助⾦ 総務省

コンビニが無い市町村を中⼼とした郵便局への証明書⾃動交付サービス端末の
導⼊⽀援 総務省

運転免許証とマイナンバーカードの⼀体化 警察庁

マイナンバーカードの利⽤シーン拡⼤事業 デジタル庁

⾃治体マイナポイントの全国展開 総務省

スマートフォン⽤電⼦証明書発⾏システムの開発及び運⽤ デジタル庁

①デジタルインフラの整備

②マイナンバーカードの普及促進・利活⽤拡⼤
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事業名 省庁名

国家資格等情報連携・活⽤システム開発事業 デジタル庁

デジタル庁が⽬指す⾏政サービスアーキテクチャの設計・実装のための経費 デジタル庁

デジタル連携基盤構築事業 デジタル庁

ベース・レジストリ デジタル庁

制度ベース・レジストリ デジタル庁

⽣活⽤データ連携基盤の整備・運⽤ デジタル庁

デジタル庁⼀括計上システム予算 デジタル庁

ガバメントソリューションサービス（GSS)整備及び運⽤ デジタル庁

地⽅公共団体の基幹業務システムの統⼀・標準化に向けた環境整備の促進 デジタル庁

地⽅公共団体情報システムの標準化・共通化の推進 総務省

統計データの利便性向上と環境整備の⽀援 総務省

ビッグデータ・トライアルの実施に向けた環境整備事業（ビッグデータ・ポータル
の機能強化、利活⽤推進事業） 総務省

⾼精度標⾼データ整備 国⼟交通省

基本測地基準点測量 国⼟交通省

地理空間情報活⽤推進経費 内閣官房

産業DXのためのデジタルインフラ整備事業 経済産業省

③データ連携基盤の構築



２．分野別の施策の推進
（２）デジタル基盤整備

事業名 省庁名

蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活⽤した次世代技術構築実証事業 資源エネルギー
庁

再⽣可能エネルギーの⼤量導⼊に向けた次世代型ネットワーク構築加速化事業 資源エネルギー
庁

グリーン社会に不可⽋な蓄電池の製造サプライチェーン強靱化⽀援事業 経済産業省

⑤エネルギーインフラのデジタル化
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⑥その他の関連重要施策

事業名 省庁名

先端半導体の国内⽣産拠点の確保 経済産業省

チップレット設計基盤構築に向けた技術開発事業 経済産業省

ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業 経済産業省

⾼効率・⾼速処理を可能とする次世代コンピューティングの技術開発 経済産業省

省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業 経済産業省

省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業 経済産業省

量⼦・AI・バイオ融合技術ビジネス開発グローバル拠点の創設等（量⼦・AI融合
技術ビジネス開発グローバル拠点の創設） 経済産業省

ゲノム医療実現バイオバンク利活⽤プログラム（B-cure）（AMED） ⽂部科学省

ライフサイエンスデータベース統合推進事業（JST） ⽂部科学省

⼈⽂学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業 ⽂部科学省

⽣命科学・創薬研究⽀援基盤事業 ⽂部科学省

気候変動適応戦略イニシアチブ ⽂部科学省

マテリアルDXプラットフォーム実現のための取組 ⽂部科学省

AI等の活⽤を推進する研究データエコシステム構築事業 ⽂部科学省

J-PARCにおけるDXを活⽤した成果創出の効率性向上 ⽂部科学省

SINET（学術情報ネットワーク）の活⽤ ⽂部科学省

スーパーコンピュータ「富岳」及び⾰新的ハイパフォーマンス・コンピューティン
グ・インフラ（HPCI）の運営 ⽂部科学省

官⺠地域パートナーシップによる次世代放射光施設（NanoTerasu）の推進 ⽂部科学省

④ICTの活⽤による持続可能性と利便性の⾼い公共交通ネットワーク
の整備

事業名 省庁名

リニア中央新幹線の早期整備の推進 ※⾮予算事業 国⼟交通省



２．分野別の施策の推進
（３）デジタル⼈材の育成・確保

事業名 省庁名

地域未来DX投資促進事業（地域デジタル⼈材育成・確保推進事業） 経済産業省

事業名 省庁名

デジタルと掛けるダブルメジャー⼤学院教育構築事業 ⽂部科学省

統計エキスパート⼈材育成プロジェクト ⽂部科学省

成⻑分野における即戦⼒⼈材輩出に向けたリカレント教育推進事業 ⽂部科学省

専⾨職業⼈材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教育推進事業 ⽂部科学省

数理・データサイエンス・AI教育の全国展開の推進（国⽴⼤学法⼈運営費交付⾦
の内数） ⽂部科学省

理⼯系等分野における⼥性活躍推進経費 内閣府

成⻑分野をけん引する⼤学・⾼専の機能強化に向けた基⾦による継続的⽀援 ⽂部科学省

⼤学による地⽅創⽣⼈材教育プログラム構築事業（COC+R） ⽂部科学省

職業実践専⾨課程を通じた専修学校の質保証・向上の推進 ⽂部科学省

地域活性化⼈材育成事業〜SPARC〜 ⽂部科学省

⾼専発︕「Society5.0型未来技術⼈財」育成事業（独⽴⾏政法⼈国⽴⾼等専⾨学
校機構運営費交付⾦の内数） ⽂部科学省

保健医療分野におけるＡＩ研究開発加速に向けた⼈材養成産学協働プロジェクト ⽂部科学省

②職業訓練のデジタル分野の重点化

③⾼等教育機関等におけるデジタル⼈材の育成①デジタル⼈材育成プラットフォームの構築
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事業名 省庁名

⼈材開発⽀援助成⾦によるデジタル⼈材育成 厚⽣労働省

公的職業訓練におけるデジタル分野の訓練コースの設定促進等 厚⽣労働省

教育訓練給付におけるデジタル分野の講座充実 厚⽣労働省



２．分野別の施策の推進
（３）デジタル⼈材の育成・確保

⑤⼥性デジタル⼈材の育成・確保
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④デジタル⼈材の地域への還流促進

事業名 省庁名

先導的⼈材マッチング事業 内閣官房・
内閣府

プロフェッショナル⼈材事業 内閣官房・
内閣府

DX地域活性化推進事業 内閣官房・
内閣府

⾃治体におけるデジタル⼈材の確保⽀援事業 総務省

産学融合拠点創出事業（地域オープンイノベーション拠点選抜制度） 経済産業省

観光地・観光産業再⽣のための⼈材育成・確保等事業 観光庁

⑥その他の関連重要施策
事業名 省庁名

⾼等学校情報科等強化によるデジタル⼈材の供給体制整備⽀援事業 ⽂部科学省

児童⽣徒の情報活⽤能⼒の把握に関する調査研究 ⽂部科学省

データサイエンス・オンライン講座 総務省

統計リテラシー向上セミナー（⺠間企業対象） 総務省

地域セキュリティコミュニティ強化⽀援事業 総務省

情報システム統⼀研修運営 デジタル庁

ナショナルサイバートレーニングセンターの強化（地⽅公共団体及び重要インフラ
事業者等を対象とした実践的サイバー防御演習（CYDER）） 総務省

産業サイバーセキュリティ強靭化事業 経済産業省

国家公務員・地⽅公務員における統計⼈材の育成 総務省

地域情報化の推進（本省）（地域情報化アドバイザー派遣事業） 総務省

ISUTの効果的な活⽤促進に関する検討業務・体制強化 内閣府

事業名 省庁名

地域⼥性活躍推進交付⾦ 内閣府



２．分野別の施策の推進
（４）誰⼀⼈取り残されないための取組

事業名 省庁名

デジタル推進委員等環境整備事業 デジタル庁

デジタル活⽤⽀援推進事業 総務省

障害者ICTサポート総合推進事業 厚労省

視聴覚障害者情報提供施設の運営 厚労省

国⺠のデジタルリテラシー向上事業 ⽂部科学省

事業名 省庁名

⾼校⽣等奨学給付⾦（奨学のための給付⾦） ⽂部科学省

特別⽀援教育就学奨励費 ⽂部科学省

要保護児童⽣徒援助費補助⾦ ⽂部科学省

②デジタル共⽣社会の実現

③経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正

④利⽤者視点でのサービスデザイン体制の確⽴①デジタル推進委員の展開

⑤「誰⼀⼈取り残されない」社会の実現に資する活動の周知・横展開
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⑥その他の関連重要施策
事業名 省庁名

デジタルを活⽤した⾏政相談の利⽤促進 総務省

テレワークセキュリティの確保 総務省

無線LANセキュリティの確保 総務省

事業名 省庁名

政府共通ウェブサイト デジタル庁

事業名 省庁名

「デジタルの⽇」広報事業 デジタル庁

事業名 省庁名

地域ICTクラブの普及推進 ※⾮予算事業 総務省



３．地域ビジョンの実現に資する施策間連携・地域間連携の促進

事業名 省庁名

スマートシティ実装化⽀援事業 国⼟交通省

地域課題解決のためのスマートシティ推進事業 総務省

未来技術社会実装⽀援事業 内閣府

スーパーシティ構想等推進事業 内閣府

農⼭漁村振興交付⾦（中⼭間地農業推進対策） 農林⽔産省

過疎地域持続的発展⽀援交付⾦ 総務省

地⽅創⽣に向けたSDGs推進事業 内閣府

「地⽅創⽣×脱炭素」推進事業 内閣府

地域脱炭素の推進のための交付⾦
（地域脱炭素移⾏・再エネ推進交付⾦、特定地域脱炭素移⾏加速化交付⾦） 環境省

事業名 省庁名

無⼈⾃動運転等のCASE対応に向けた実証・⽀援事業 経済産業省

⾃動運転実証調査事業 国⼟交通省

⼤学発スタートアップ創出の抜本的強化 ⽂部科学省

⼤学発新産業創出プログラム（START） ⽂部科学省

テレワーク・ワンストップ・サポート事業 厚⽣労働省

地域少⼦化対策重点推進交付⾦ 内閣府

①モデル地域ビジョン

②重要施策分野
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事業名 省庁名

GIGAスクール運営⽀援センター整備事業 ⽂部科学省

学校DX戦略アドバイザー事業等による⾃治体⽀援事業 ⽂部科学省

遠隔医療設備整備事業 厚⽣労働省

建築BIM加速化事業 国⼟交通省

建築BIM活⽤総合推進事業 国⼟交通省

都市空間情報デジタル基盤構築⽀援事業 国⼟交通省

都市空間情報デジタル基盤構築調査 国⼟交通省

不動産IDの利活⽤促進・情報連携促進に向けた検討経費 国⼟交通省

広域周遊観光促進のための観光地域⽀援事業等 観光庁

防災分野のデータプラットフォーム検討業務 内閣府

ドローン情報機関システム（DIPS）の機能追加・運⽤管理・保守及びレベル４⾶
⾏等に係る制度の運⽤ 国⼟交通省

レベル4⾶⾏等に係る制度の運⽤ 国⼟交通省

運航管理システムの安全基準等に関する制度整備の⽅針策定 国⼟交通省

②重要施策分野



３．地域ビジョンの実現に資する施策間連携・地域間連携の促進
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③その他の施策分野
事業名 省庁名

「あふの環2030プロジェクト」 農林⽔産省・環
境省・消費者庁

多様な広域連携促進事業 総務省

マイナンバーカードの広域利⽤促進事業 総務省

定住⾃⽴圏構想の推進 総務省

⼩規模法⼈のネットワーク化による協働推進事業 厚⽣労働省

指定管理⿃獣捕獲等事業費 環境省

⿃獣保護管理強化事業 環境省

特定外来⽣物防除等対策事業 環境省

特定外来⽣物防除等推進事業 環境省

原⼦⼒災害による被災事業者の⾃⽴等⽀援事業（事業再開・帰還促進交付⾦） 経済産業省

国⽴研究開発法⼈国⽴環境研究所運営費交付⾦ 環境省

内閣府と都道府県等の情報共有の場のための公⽂書管理フォーラム開催事業 内閣府

国⽴公⽂書館において実施するデジタル化の推進事業 内閣府


