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「デジタル田園都市国家構想交付金」の概要

「デジタル田園都市国家構想」の実現による地方の社会課題解決や魅力向上の取組を深化・加速化
する観点から、従来の３交付金を「デジタル田園都市国家構想交付金」として位置付け、構想実現に
向けて分野横断的に支援します
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「デジタル田園都市国家構想交付金」の各タイプ

デジタル実装を支援する「デジタル実装タイプ」、中長期的な計画に基づき先導的な取組や
施設整備等を支援する「地方創生推進タイプ」、「地方創生拠点整備タイプ」を設け、それぞれの特性
を生かしながらデジタル田園都市国家構想を推進します

デジタル実装タイプ

デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の
実現に向けて、以下の取組を行う地方公共団体に
対し、その事業の立ち上げに必要なハード／ソフト
経費を支援

• 他の地域で既に確立されている優良モデルを活用した
実装の取組（優良モデル導入支援型（TYPE1））

• デジタル原則とアーキテクチャを遵守し、オープンなデータ
連携基盤を活用する、モデルケースとなり得る取組
（データ連携基盤活用型（TYPE2））

• 新規性の高いマイナンバーカードの用途開拓に資する
取組（マイナンバーカード高度利用型（TYPE3））

• マイナンバーカード交付率が高い団体における全国への
横展開モデルとなる先行事例構築に寄与する取組
（マイナンバーカード利用横展開事例創出型）

• 「転職なき移住」を実現するとともに、地方への新たな
ひとの流れを創出する取組（地方創生テレワーク型）

（注）本交付金の一部は、地方大学・産業創生法に基づく交付金として執行。

地方創生推進タイプ
地方創生拠点整備タイプ

地域再生法に基づき、地方公共団体が策定した地方
版総合戦略に位置付けられ、地域再生計画に記載さ
れた先導的な取組や施設整備等を安定的かつ継続
的に支援

• 自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携、デジタル
社会の形成への寄与等の要素を有する先導的な取組や
施設整備等（最長５年間）

• 東京圏からのUIJターン促進及び地方の担い手不足対策
• 省庁の所管を超える２種類以上の施設（道・汚水処理
施設・港）の一体的な整備

（参考）「デジタル田園都市国家構想基本方針」（令和４年６月７日閣議決定）
地方公共団体が、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略に基づき行う先導的な事業を安定的かつ継続的に支援するとともに、
その使途の拡大に係る検討や運用の更なる改善等を通じて、一層の活用促進を図る。
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地方創生推進タイプ（Society5.0型）の概要

 地域におけるSociety5.0の実現を推進するため、全国的なモデルとなる取組を支援する交付金として、
令和２年度より地方創生推進交付金にSociety5.0タイプを創設

 新たなサービスの開発など「先導的な事業」に取り組む地方公共団体に対し、計画の策定、開発、
実証から実装に至るまでを、最長５か年度に渡って中長期的に支援

 令和５年度第１回募集までで自動運転やドローンを活用した事業など、28事業を採択

事業要件

１

２

３

４

５

国・専門家等から事業運営等に対する助言・サポートを受け、それを反映させる体制が整っているものであること

申請までに一部実証済で、事業開始から５か年度以内に本格実装される計画の事業であること

単に未来技術を導入するにとどまらず、地域課題を解決し地方創生に寄与する事業であること

新たな社会システムづくりにチャレンジするとともに、全国に実用化・普及することを目指す事業であること

マイナンバーカード申請率が全国平均交付率以上である、かつ全住民への交付を目標として掲げていること



地方創生推進タイプ
（Society5.0型）
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地方創生推進タイプ（Society5.0型）の位置づけ

 地方創生推進タイプSociety5.0型は、主に各省庁等で実証され、今後、未来技術を活用した新たな社会シス
テムづくりの全国モデルとなりうる事業の普及・実用化を目指し、数か年度にわたり継続的に財政支援を行うもの。

 地方創生への寄与を前提に、「国・専門家等による協働ＰＤＣＡサイクルが整備済」、「一部実証済で事業開
始から５か年度以内に本格実装される計画を有する」等を事業の要件とする。

各種支援による伴走期 マーケットベースの自走期

時間

普及度

イノベーター・アーリーアダプタの一部利用 アーリーマジョリティ・レートマジョリティ含む普及

各省庁の技術実証事業

• 技術のケイパビリティ検証
• 実装に向けた規制改革等の
課題抽出

エコシステム創出、
標準化等に向けた壁

• 未来技術を活用した新たな社会システム
づくりの全国的なモデルとなる事業

未来技術のコモディティ化
（普及・実用化）
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地方創生推進タイプの交付上限額、申請上限数、事業期間

交付上限額（国費）

先駆型 横展開型 Society5.0型
都道府県 3.0億円 1.0億円

3.0億円中枢中核都市 2.5億円 0.85億円
市町村 2.0億円 0.7億円

申請上限数

補助率１／２

先駆型 横展開型 Society5.0型
都道府県 ６事業 ※広域連携事業は３事業まで追加可

申請上限数の枠外中枢中核都市 ５事業 ※広域連携事業は２事業まで追加可
市町村 ４事業 ※広域連携事業は１事業まで追加可

事業期間

先駆型 横展開型 Society5.0型
全ての団体 最長５か年度 最長３か年度 最長５か年度
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Society5.0型の新規追加要素

マイナンバーカードの普及が進んだ団体においては、地域のデジタル化に係る取組をより一層強力に展開できる環境
が整えられていると考えられることから、全国的なモデルケースとなるようなデジタルを活用した先進的な取組を対象と
するSociety5.0型については、「申請率が2022年11月末の全国平均交付率以上かつ全住民への交付を目標
として掲げていること」を申請要件とする
※新規事業にのみ適用され、継続事業については適用外

令和５年度第２回募集時の考え方

 全国平均交付率については、「11月末の全国平均”交付率” 」（53.9％）を基準とする。
（参考）https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html

 上記基準への各団体の評価対象は、「計画申請直前の月末の”申請率” 」とする。

（※１）「申請率」の考え方
「申請率」については、「令和４年１月１日時点の各団体の人口」と
「マイナンバーカードの申請受付数（申請に不備等があるものを除かれた件数）」をもとに計算する。
（総申請受付数（申請に不備等があるものも含まれた件数）とは異なるため、留意すること。）

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html
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Society5.0型の評価方法（全体）

 Society5.0型では、「先導性」及び「モデル性」の審査を行い、それぞれの審査基準を満たす事業を採択する

１．先導性 ２．モデル性

目指す将来像及び課題の設定等

ＫＰＩ設定の適切性

自立性

官民協働

地域間連携

政策間連携

全て
B評価
以上

2項目
B評価
以上

未来技術の必要性・有効性

事業の創造性

事業推進体制(PDCAサイクル)の実効性

横展開の可能性

全て
B評価
以上
であり
２項目
A評価
以上

※先駆型、横展開型は「先導性」のみ審査を行い、審査基準を満たす事業を採択する。
先駆型、横展開型の先導性審査では、上記評価項目に「デジタル社会の形成への寄与」を加える。

先駆型…全ての項目が「Ｂ」評価以上であり、かつ、そのうち３項目以上が「Ａ」評価以上であること
横展開型…「目指す将来像及び課題の設定等」、「ＫＰＩ設定の適切性」、「自立性」が「Ｃ」評価以上であり、「自立性」、「官民協働」、「地域間連

携」、「政策間連携」、「デジタル社会の形成への寄与」のうち３項目以上が「C」評価以上、かつ、１項目以上が「Ｂ」評価以上であること
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Society5.0型のモデル性評価（事業要件）

事業要件

①
地方版総合戦略に基づく未来技術の実装に関する地方公共団体の事業であって、国・専門家等か
ら事業運営等に対する助言・サポートを受け、それを反映させる体制（国・地方及び専門家等が協
働したPDCAサイクル）が整っているものであること。

② 申請までに一部でも技術実証・実証実験を行っており、今後段階的に一部実装され、事業開始年度
から５か年度以内に本格実装される（事業化され自走する）計画の事業であること。

③
単に未来技術を導入するにとどまらず、実際に当該地域の住民等が継続的に利用することにより、地
域における課題（地域経済の活性化も含む。）の解決・改善が図られ、当該地域の地方創生に寄
与する事業であること。

④ 未来技術の社会実装にかかる不確実性などの諸課題を乗り越え、新たな社会システムづくりにチャレン
ジするとともに、その後広く全国に実用化・普及することを目指す事業であること。

⑤
令和５年５月末時点のマイナンバーカード申請率が令和４年11月末時点のマイナンバーカード全国
平均交付率以上である、かつ全住民への交付を目標として掲げていること（令和４年度以前開始の
事業を除く）。

 各要件につき、○×評価
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Society5.0型のモデル性評価（評価項目）

評価項目 評価のポイント

① 未来技術の必要性・有効性
• 未来技術を活用する必要性が高い取組であること。
• 効果的に未来技術が利活用される取組であること、地方創生に資する具体
的成果の発現が見える取組であること。

②
PDCAサイクルの確保（事
業計画の実効性、進捗管理
の適切性）

• 事業計画の実効性を高めるため、事業にかかわる様々な関係者（地方公共
団体、民間事業者、地域住民や団体、国・専門家等）の役割を明確にし、
役割分担しながら進められる取組であること。

• 事業の計画、実行、評価・検証、改善を適切に進められる取組であること
（地方公共団体内の推進体制の確立、民間事業との効果的連携、地域
住民や団体のニーズの反映や合意形成、国・専門家等の意見の聴取、他の
地域における取組の調査・把握等）。

③ 事業の創造性
• 他の模範となるような取組、際立った創意工夫がみられる取組、過去の事例
にはない特長を有する取組、新しい視点・構想を有する取組、データ連携基
盤を活用するなど複数分野における未来技術の実装やデータの連携・利用が
進められる取組など、創造性を有する取組であること。

④ 横展開の可能性
• 他の地域へ成果が拡がることが期待できる取組であること。
• 特に、他の地域への実装を進めるための取組（例：実装を希望する他地域
への出張訪問や視察対応等の普及啓発活動、他地域の関係団体との連携
体制の構築等）が具体的に示されていれば、より望ましい。

 各項目を、SABCDで５段階評価
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Society5.0型のモデル性評価（総合評価）

総合評価 評価基準

S評価 「事業要件」に該当する要件が全て「○」、「評価項目」の全ての項目が「A」評価以上で
ある場合。

A評価 「事業要件」に該当する要件が全て「○」、「評価項目」の全ての項目が「B」評価以上で
あり、「評価項目」の内２項目以上が「A」評価以上である場合。

B評価 「事業要件」に該当する要件が全て「○」、「評価項目」全ての項目が「B」評価以上であ
る場合。

C評価 「事業要件」に該当する要件が全て「○」、「評価項目」全ての項目が「C」評価以上であ
り、「評価項目」の内２項目以上が「B」評価以上である場合。

D評価 「S」評価、「A」評価、「B」評価、「C」評価のいずれにも該当しない場合。

 総合評価A以上の事業について、モデル性審査基準を満たすこととする
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地方創生推進タイプ（Society5.0型）採択事業

富山県富山市
スマートシティ

岩手県
産業・物流

福島県会津若松市
交通

栃木県
①農業（R2）
②林業（R3）

埼玉県秩父市
健康医療・物流

静岡県
交通

愛知県豊川市
産業・物流・農業・林業

大阪府河内長野市
スマートシティ

兵庫県神戸市
スマートシティ

石川県加賀市
スマートシティ（R2、R4）

愛知県春日井市
交通

大分県
産業

山口県宇部市
漁業・産業

採択事業28件

岩手県八幡平市
健康医療

秋田県
農業

長野県伊那市
スマートシティ

岡山県真庭市
スマートシティ、農業、林業

山形県酒田市
健康医療・スマートシティ

山形県長井市
スマートシティ

滋賀県
スマートシティ

R2新規 R3新規 R4新規 R5新規
北海道更別村

交通・農業・物流

茨城県つくば市
スマートシティ

千葉県千葉市
交通・物流観光・交通

佐賀県嬉野市

山形県鶴岡市
スマートシティ

健康医療・交通・防災

宮崎県延岡市
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（参考）地方創生推進タイプ（Society5.0型）採択事例集

 これまでの採択事例について、内閣府・内閣官房のホームページで公表しています
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/policy/policy2.html

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/policy/policy2.html
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＜地方創生推進タイプ（Society5.0型）についての問合せ＞
内閣府地方創生推進事務局／内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局
担当：番匠、廣瀬（担当参事官：飯嶋 威夫）
電話：03-6257-3889 Eメール：g.Society5-type.d4b@cao.go.jp

※情報、回答の統一的整理のため、原則メールでの問い合わせをお願いします。

mailto:g.Society5-type.d4b@cao.go.jp
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