
○ 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における政策パッケージごとの内訳は以下の通り。

ⅰ）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする

ⅱ）地方への新しいひとの流れをつくる

ⅲ）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

ⅳ）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

① 地方創生推進交付金の確保 1,000億円

③ まち・ひと・しごと創生事業費（地方財政計画） 1 兆円

平成29年度 地方創生関連予算等について

② 総合戦略等を踏まえた個別施策（①の交付金を除く） 6,536億円

2,062億円

651億円

1,417億円

2,407億円

○ 地方公共団体が、地域の実情に応じ、自主的・主体的に地方創生に取り組むことができるよう、平成29年度地方
財政計画の歳出に、「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）を計上。

○ 少なくとも総合戦略の期間である５年間は継続し、１兆円程度の額を維持。

○ 地方版総合戦略に基づいて、地方公共団体が自主的・主体的に行う先導的な取組に対し、地方創生推進交付金により

支援することにより、地方創生の更なる深化を推進。

（対象事業例）ローカル・イノベーション、ローカル・ブランディング（日本版DMO等）、生涯活躍のまち、働き方改革、

小さな拠点等

○ 交付対象事業については、KPIの設定とそれに基づくPDCAサイクルの整備を前提に、地域再生法に基づく法律補助

の地方創生推進交付金により、複数年度にわたり、継続的かつ安定的に支援。

○ 平成29年度からは、地方の要望を踏まえ、交付上限額やハード事業割合などの点について運用の弾力化を行うとと

もに、地方の「平均所得の向上」等の観点から地方創生にとって効果の高い分野を重点的に支援。

④ 社会保障の充実 1 兆224億円

○ 子ども・子育て支援制度の円滑な施行を進めるとともに、医療・介護サービスの提供体制改革等を促進。



（億円）

地域経済分析システムによる地方版総合戦略支援 1.5

地域再生支援利子補給金 2.7

地方創生リーダーの人材確保・普及 0.0

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）普及広報事業 0.1

地方創生推進交付金の効果検証等 0.4

金融庁
地域金融機関による事業性評価に基づく融資や企業の経営改善・生産性向上支援等の
取組みの促進

0.2

チャレンジ・ふるさとワーク 10.0

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、分散型エネルギーインフラ
プロジェクト）

17.1

自治体データ開放による公共サービス産業化プロジェクト 0.6

JETプログラムによるグローバルな地域活性化の推進 0.1

ふるさとテレワーク推進事業 6.3

ＩｏＴサービス創出支援事業 5.1

地域情報化の推進（本省） 1.0

公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業 31.9

IoTおもてなしクラウド事業 2.5

戦略的情報通信研究開発推進事業（地域ICT振興型研究開発）（内数） -

放送コンテンツ海外展開助成事業 2.4

民放ラジオ難聴解消支援事業 20.2

情報通信基盤整備推進事業 6.7

第５世代移動通信システム等の導入に向けた総合技術実証 25.1

オープンデータ等利活用推進事業 3.0

携帯電話等エリア整備事業 36.0

統計データアナライズセミナー 0.2

地方創生支援　飯倉公館活用対外発信事業 0.3

地域の魅力海外発信支援事業 0.7

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）

0.1

日本特集番組制作支援事業 0.5

中堅・中小企業の海外展開推進セミナー 0.0

自由貿易協定・経済連携協定国内関係者への説明会開催経費 0.0

日本産酒類の活用推進（在外公館における会食やレセプションにおいて日本酒・ワイン等
の日本産酒類を積極的に活用）

0.9

被災地を含む地方産品を活用した機材・製品の供与（内数） -

地方自治体と連携した無償資金協力の推進（内数） -

ODAを活用した中小企業等の海外展開支援等（内数） -

①地方にしごとをつくり、安心して
働けるようにする

内閣府

外務省

総務省

平成29年度予算におけるまち・ひと・しごと創生関連事業

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

平 成 28 年 12 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

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム            23.5

専修学校による地域産業中核的人材養成事業（内数）               -

地域産学バリュープログラム（旧：マッチングプランナープログラム）              8.6

世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム            14.6

女性研究者の活躍促進            10.9

文化財総合活用・観光振興戦略プラン           104.2

文化芸術創造都市推進事業              0.2

文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業            29.6

劇場・音楽堂等活性化事業            29.3

実践型地域雇用創造事業            35.4

地方就職希望者活性化事業              5.6

地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）            33.9

地域活性化雇用創造プロジェクト            51.2

高齢者活用・現役世代雇用サポート事業            54.7

雇用と福祉の連携による地域に密着した就労支援の実施            80.2

マザーズハローワーク事業推進費            33.5

地域創生人材育成事業            54.4

地域レベルのコンソーシアムによる職業訓練コースの開発              4.8

認定職業訓練等に対する支援の充実（人手不足分野対応分）            10.8

人手不足分野における公共職業訓練の推進            73.7

求職者支援訓練（保育士・看護師向けの職業訓練コースの拡充）              1.8

女性の活躍推進              7.7

障害者の社会参加支援の充実（内数）               -

農業人材力強化総合支援事業           202.4

６次産業化支援対策            22.9

新規漁業就業者総合支援事業              9.3

森林・林業人材育成対策            59.8

新たな木材需要創出総合プロジェクト（内数）               -

漁業構造改革総合対策事業            40.0

農林水産物・食品の輸出拡大関連対策            27.1

食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化事業              6.7

鳥獣被害防止総合対策交付金            53.5

地域中核企業創出・支援事業            25.0

グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業              3.5

中小企業実態調査等委託費（うち、地域経済分析システムの運用等に関するもの）              5.7

伝統的工芸品産業支援事業              3.6

伝統的工芸品産業振興補助金              7.0

産学連携サービス経営人材育成事業費              2.1

中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業            61.1

小規模事業対策推進事業            49.4

①地方にしごとをつくり、安心して
働けるようにする

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省



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

戦略的基盤技術高度化・連携支援事業           130.0

中小企業・小規模事業者人材対策事業            16.7

地域・まちなか商業活性化支援事業            17.8

ふるさと名物応援事業            13.4

創業・事業承継支援事業            11.0

中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業            23.9

健康寿命延伸産業創出推進事業              7.1

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（うち、よろず支援拠点事業、支援施
策普及事業、経営者保証ガイドラインに関するもの）

           46.8

地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための実証事業            19.7

広域観光周遊ルート形成促進事業            16.1

地域資源を活用した観光地魅力創造事業              2.7

観光地域ブランド確立支援事業              2.1

観光人材育成支援事業              3.7

JNTO（日本政府観光局）による訪日プロモーション（内数）               -

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（宿泊施設不足）（内数）               -

クルーズ船の受入環境改善に向けた取組              0.1

地方航空路線活性化プラットフォーム              0.6

歴史的風致活用国際観光支援事業              0.7

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業              0.6

建設業、運輸業、造船業等における人材確保・育成              5.9

海岸漂着物等地域対策推進事業              4.0

｢環境首都水俣｣創造事業              1.0

産業廃棄物処理業のグリーン成長・地域魅力創出促進支援事業              1.0

日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費              4.0

指定管理鳥獣捕獲等事業費              8.0

地域低炭素投資促進ファンド事業            48.0

離島の低炭素地域づくり推進事業              6.0

廃棄物処理施設への先進的設備導入推進事業           217.4

自然公園等事業費（うち国立公園等整備費の一部切り出し）            31.2

沖縄科学技術大学院大学（沖縄振興策）           167.3

消費者庁等の地方拠点検証のための会合（仮称）の開催（内数）               -

地域の元気創造プラットフォーム（全国移住ナビ運用費等）              1.4

「移住・交流情報ガーデン」の運営等に要する経費              1.2

地域おこし協力隊の推進に要する経費              1.4

都市・農山漁村の地域連携による子ども農山漁村交流推進モデル事業              0.4

統計データ利活用の促進及び拠点整備              0.8

地域学校協働活動推進事業(地域学校協働活動)              7.7

地域学校協働活動推進事業(外部人材を活用した土曜日の教育支援活動)              6.0

①地方にしごとをつくり、安心して
働けるようにする

②地方への新しいひとの流れを
つくる

文部科学省

国土交通省

環境省

経済産業省

内閣府

総務省



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

地域学校協働活動推進事業（地域と学校の協働のためのコーディネート機能の強化）              6.7

地域提案型の学校を核とした地域魅力化事業              0.0

健全育成のための体験活動推進事業              1.0

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業              0.9

地域と連携した学校保健推進事業              0.1

コミュニティ・スクール導入等促進事業              1.6

地域における留学生交流の促進              3.6

地方創生に貢献する私立大学等への支援           243.5

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業            36.1

地域活性化の中核的拠点形成のための国立大学の機能強化（「国立大学法人運営費交
付金」の内数）

              -

国立高等専門学校の学科再編等を通じた地域活性化（「国立高等専門学校機構運営費
交付金」の内数）

              -

地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進事業              0.1

退職教員等の活用（地域のシルバー人材、子育て中の女性、退職教員など多彩な人材
の積極参加による地域ぐるみの取組）

           45.9

首長部局等との協働による新たな学校モデルの構築事業              0.1

文化庁の機能強化と京都への移転の推進              1.5

厚生労働省 良質なテレワーク（雇用型）の推進            16.4

農林水産省 農山漁村振興交付金           100.6

多世代交流型住宅ストック活用推進事業              0.3

二地域居住等の推進に向けた先進事例構築推進調査              0.1

消費者庁 消費者行政新未来創造オフィス（仮称）に関する経費              4.8

政府関係機関の地方移転に関する経費（設計費）               -

政府関係機関の地方移転に関する経費（敷地測量調査及び土質調査）               -

環境省 ｢環境首都水俣｣創造事業              1.3

地方創生インターンシップ事業              1.0

地方創生推進のための調査              0.2

地域女性活躍推進交付金              2.5

地域少子化対策強化事業              5.7

子ども・子育て支援新制度（「社会保障の充実」の内数）               -

仕事と生活の調和調査研究等              0.1

公共調達等を活用したワーク・ライフ・バランス等推進の加速              0.1

放課後子ども総合プランの推進【放課後子供教室】            44.1

幼稚園、保育所等の利用負担の軽減（幼児教育無償化に向けた段階的取組）           309.0

地域における家庭教育支援総合推進事業              0.7

過重労働の解消と仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しの推進            21.0

新卒応援ハローワーク等における支援に必要な経費           100.5

わかものハローワーク等における支援に必要な経費            37.7

「認定企業」及び「若者応援企業宣言」事業に必要な経費              7.0

若年者地域連携事業            13.5

②地方への新しいひとの流れを
つくる

③若い世代の結婚・出産・子育て
の希望をかなえる

内閣府

内閣官房

文部科学省

厚生労働省

文部科学省

国土交通省

防衛省



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

非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業           670.1

多様で安心できる働き方の普及・拡大事業              1.6

トライアル雇用奨励金事業            37.8

人材開発支援助成金（仮称）（若者応援企業上乗せ分）              1.9

若者職業的自立支援推進事業            38.2

雇用型訓練等の推進事業            24.0

仕事と家庭の両立支援            92.8

パートタイム労働者のキャリアアップのための支援強化等              7.0

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」）（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）               -

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）               -

子どもの預かりサービスに係る安全確保              0.1

児童家庭支援センター運営事業（「児童虐待・DV対策等総合支援事業」の内数）               -

ひとり親家庭の学習支援（「母子家庭等対策総合支援事業」の内数）               -

社会的養護自立支援事業（仮称）（うち生活相談・指導及び就労相談）（「児童虐待・DV対
策等総合支援事業」の内数）

              -

児童養護施設等入所児童に対する学習支援（「児童入所施設措置費等」の内数）               -

ひとり親家庭の親の在宅就業に関する支援（「母子家庭等対策総合支援事業」の内数）               -

ひとり親家庭の親の学び直し支援（「母子家庭等対策総合支援事業」の内数）               -

母子保健医療対策総合支援事業（内数）               -

国土交通省 テレワークの推進による多様な働き方の実現              0.3

沖縄振興一括交付金（沖縄振興策）        1,358.4

沖縄振興事業等（沖縄振興策）           289.4

環境未来都市の推進              0.6

中心市街地活性化に関する調査              0.1

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金（仮称）            50.0

地域経済応援ポイント導入による好循環拡大プロジェクトの展開（マイナンバーカードの
活用）

             0.3

新たな広域連携の促進に要する経費              1.3

定住自立圏構想推進費              0.1

地域運営組織の形成及び持続的な運営に要する経費              0.2

集落ネットワーク圏の形成              4.0

過疎地域等の自立促進              2.9

地域防災等のためのＧ空間情報の利活用推進              2.2

ICTスマートシティ整備推進事業              5.1

消防団を中核とした地域防災力の充実強化              4.3

学校の規模・適正化（義務教育費国庫負担金に係る部分について）（内数）               -

学校の規模・適正化（へき地児童生徒援助費等補助金に係る部分について）            25.2

学校規模の適正化・質の高い教育実現のための学校施設の改善「公立学校施設整備
費」（内数）

              -

少子化・人口減少社会に対応した活力ある学校教育推進事業              0.4

③若い世代の結婚・出産・子育て
の希望をかなえる

文部科学省

④時代に合った地域をつくり、安
心なくらしを守るとともに、地域と
地域を連携する 総務省

内閣府

厚生労働省



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

文部科学省 人口減少社会におけるICTの活用による教育の質の維持向上に係る実証事業              0.7

災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費            24.5

過疎地等における石油製品の流通体制整備事業費            14.5

コンパクトシティ形成支援事業              4.3

都市機能立地支援事業（内数）               -

都市・地域交通戦略推進事業（内数）               -

地域公共交通確保維持改善事業           213.6

「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進              1.5

都市再生コーディネート等推進事業（内数）               -

地域居住機能再生推進事業（内数）               -

スマートウェルネス住宅等推進事業（内数）               -

不動産の取引環境整備等にかかる調査・検討              0.1

公的不動産（PRE）の民間活用の推進              0.2

新たな公による地域ビジネス創造支援体制の構築推進              0.1

離島振興            15.7

奄美群島の振興開発            24.1

小笠原諸島の振興開発            10.6

半島振興              1.1

豪雪地帯対策              0.3

豊かさを実感できる海の再生事業              1.4

地域活性化に向けた協働取組の加速化事業              0.7

循環型社会形成推進交付金           349.2

6,536.3

内閣府 地方創生推進交付金 1,000.0

厚生労働省等 社会保障の充実（子ども・子育て支援新制度　等） 10,224

17,761

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、事業費全額がまち・ひと・しごと創生関連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。
（注３）今後精査の上、変更があり得る。

計

その他

経済産業省

国土交通省
④時代に合った地域をつくり、安
心なくらしを守るとともに、地域と
地域を連携する

環境省
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