
令和２年度第三次補正予算における地方創生予算の体系

【基本目標】
１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 1兆7,280億円
２ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 165億円
３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 13億円
４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 345億円

【横断的な目標】
１ 多様な人材の活躍を推進する 1億円
２ 新しい時代の流れを力にする 1,069億円

【政策パッケージ全般】

地方創生拠点整備交付金 500億円

総合戦略を踏まえた政府全体の施策 1兆9,373億円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1.5兆円

上記のうち内閣官房・内閣府（地方創生部局） 626億円

地方創生拠点整備交付金： 500億円 先導的人材マッチング事業： 10億円

地方創生テレワーク交付金： 100億円 スーパーシティ構想推進事業： 7億円

地方創生テレワーク推進事業： 1億円 感染症が地域経済に与える影響を可視化

地方創生臨時交付金効果促進事業： 1億円 するV-RESASによる情報支援事業

※626億円のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1.5兆円

： 6.5億円



（億円）

先導的人材マッチング事業 10.0              

感染症が地域経済に与える影響を可視化するＶ－ＲＥＳＡＳによる情報支援事業 6.5               

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金効果促進事業 1.0               

総務省 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 14.5              

新卒応援ハローワーク等における支援に必要な経費 0.9               

地域活性化雇用創造プロジェクト 11.0              

農業農村整備事業（内数） -

農業労働力確保緊急支援事業（内数） -

新規就農者確保加速化対策 14.4              

新市場開拓に向けた水田リノベーション事業（内数） -

麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト（内数） -

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業 2.4               

合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策（内数） -

漁業担い手確保緊急支援事業 1.0               

漁業構造改革総合対策事業 63.0              

水産資源調査・評価緊急推進事業 2.0               

漁業収入安定対策事業 424.9            

水産業競争力強化緊急事業のうち水産業競争力強化緊急施設整備事業 45.0              

水産業競争力強化緊急事業のうち広域浜プラン緊急対策事業（内数） -

漁獲情報等デジタル化推進事業 20.0              

グローバル産地づくり緊急対策事業 15.4              

海外需要創出等支援緊急対策事業 32.2              

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業 90.0              

輸出環境整備緊急対策事業 16.1              

中小企業生産性革命推進事業の特別枠の改編 2,300.0          

新たに海外展開に取り組む企業の販路開拓へのサポート、越境EC市場を通じた海外展
開支援(「中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業」の内数）

-

アジアデジタル企業とのネットワーク構築事業(「中堅・中小企業の海外展開等を通じた地
域活性化支援事業」の内数）

-

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金 2,108.0          

令和２年度第三次補正予算における地方創生予算

まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

農林水産省

基本目標①
稼ぐ地域をつくるとともに、安心して
働けるようにする

経済産業省

厚生労働省

内閣府

令 和 ３ 年 ２ 月

内 閣 官 房

まち・ひと・しごと創生本部事務局



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

事業承継・引継ぎ推進事業 56.6              

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 9.8               

中小企業等事業再構築促進事業 11,485.3        

グリーンイノベーション基金事業（内数） -

国土交通省 既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業 549.7            

環境省
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化のための高機能換気設備導入・ZEB化支援事業
（一部経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業）（内数）

-

総合戦略に基づく重点施策広報事業 0.3               

地方創生テレワーク交付金 100.0            

地方創生テレワーク推進事業 1.0               

沖縄科学技術大学院大学（沖縄振興策） 30.0              

金融庁 地域企業経営人材マッチング促進事業 30.6              

私立学校施設整備費補助金 2.9               

学校施設環境改善交付金（内数） -

都市再生整備計画事業(内数) -

まちづくりファンド支援事業(内数) -

都市構造再編集中支援事業（内数） -

グリーン住宅ポイント制度（内数） -

環境省 自然公園等事業等（内数） -

地域少子化対策強化事業 11.8              

地域女性活躍推進交付金 1.5               

妊娠・出産包括支援事業（「母子保健医療対策総合支援事業」の内数） -

子どもの生活・学習支援事業（居場所づくり）（「母子家庭等対策総合支援事業」の内数） -

保育の受け皿拡大（「保育対策総合支援事業」及び「保育所等整備交付金」の内数） -

保育人材確保のための総合的な対策（「保育対策総合支援事業」の内数） -

多様な保育サービスの充実（「保育対策総合支援事業」の内数） -

沖縄振興事業等（沖縄振興策） 59.8              

民間資金等活用事業調査費補助金（PPP/PFI案件化促進） 1.7               

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 1.9               

国立文化施設の機能強化 30.5              

文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 50.0              

日本博を契機とした観光コンテンツの拡充（地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援
事業を除く）

18.4              

鳥獣被害防止総合対策交付金 22.9              

畜産バイオマス地産地消対策事業 9.9               

基本目標③
結婚・出産・子育ての希望をかなえ
る

内閣府

厚生労働省

内閣府

文部科学省

基本目標④
ひとが集う、安心して暮らすことが
できる魅力的な地域をつくる

農林水産省

文部科学省

基本目標①
稼ぐ地域をつくるとともに、安心して
働けるようにする

経済産業省

内閣府

基本目標②
地方とのつながりを築き、地方への
新しいひとの流れをつくる

国土交通省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

中山間地域所得確保推進事業 1.0               

訪日外国人の食体験等を通じた輸出促進対策事業 1.8               

地域公共交通確保維持改善事業（内数） -

物流生産性向上推進事業 0.6               

離島振興 2.4               

離島振興（防災） 0.7               

奄美群島の振興開発 0.8               

奄美群島の振興開発（防災） 4.2               

小笠原諸島の振興開発（防災） 3.4               

都市・地域交通戦略推進事業(内数) -

まちなかウォーカブル推進事業(内数) -

特定施策賃貸住宅ストック総合改善等事業（内数） -

地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進事業 50.2              

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（内数） -

国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業 29.9              

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設
備等導入推進事業

55.0              

成果連動型民間委託（ＰＦＳ）の普及促進 0.8               

ＰＦＳ事業による社会的課題解決に向けた産官学金対話のオンライン等のプラットフォー
ム形成促進等

0.2               

法務省 生活・就労ガイドブックの作成・周知に必要な経費 0.2               

生活困窮者の自立支援の推進（内数） -

外国人に対する就職支援の多言語対応等の推進 0.1               

内閣府 スーパーシティ構想推進事業 7.0               

インターネットトラヒック流通効率化等促進事業 10.0              

モバイル決済モデル推進事業 2.6               

マイナポイントの基盤を活用した個人給付の検討 14.7              

マイナポイントによる消費活性化策 250.0            

デジタル活用環境構築推進事業（内数） -

データ連携促進型スマートシティ推進事業 1.1               

「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 11.0              

文部科学省 GIGAスクール構想の実現 208.7            

厚生労働省 遠隔医療設備整備事業 3.7               

農林水産省 スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（内数） -

経済産業省 研究開発型スタートアップ支援事業 7.0               

国土交通省

農林水産省

基本目標④
ひとが集う、安心して暮らすことが
できる魅力的な地域をつくる

環境省

内閣府

横断的な目標①
多様な人材の活躍を推進する

厚生労働省

総務省

横断的な目標②
新しい時代の流れを力にする



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

経済産業省 学びと社会の連携促進事業 29.0              

日本版MaaS推進・支援事業（内数） -

スマートシティ実証調査(内数) -

治水事業等関係費（内数） -

再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエン
トな地域社会実現支援事業

25.0              

循環型社会形成推進交付金 474.7            

大規模災害に備えた廃棄物処理施設体制拠点整備事業（廃棄物処理施設整備交付金） 24.6              

18,873.4        

地方創生拠点整備交付金 500.0            

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 15,000.0        

34,373.4        

内閣府

計

その他（政策パッケージ全般）

小計

（注１）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない。また、事業費の内数として金額が特定できない施策については、
　　　　事業費全額が地方創生予算に該当するものでないことから、合計額に含めていない。
（注２）複数の政策パッケージにまたがる事業については、特に関係の深い政策パッケージの欄に記載している。

国土交通省

環境省

横断的な目標②
新しい時代の流れを力にする
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