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１.内閣府



委託費

（事業の目的）
我が国の優れたSTI技術等（シーズ）を活用し世界各国の
SDGs達成上の課題（ニーズ）解決を促進する枠組み「STI for 
SDGsプラットフォーム」を構築します。

（事業の概要）
令和２年度事業に引き続き、オンラインシステムの本格構築
およびオフラインの事業化支援活動の精緻化を実施します。

STI for SDGsプラットフォームの構築に向けた調査・分析
（内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当））

情報共有・発信については、令和元年度事業にて作成した
プロトタイプ（Webサイト）「SDGs Solution Hub」をベースに、シ
ステムの拡張や国内外のアクターからのデータ入力、コンテ
ンツの充実化に向けた調整を進めます。

事業化支援については、令和２年度事業での試行で得られ
た知見も踏まえ、各省や関連機関等のSDGs関連事業化支
援施策等との連携を強化します。

STI for SDGsプラットフォーム全体像（案）

国 事業者

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

期待される効果

将来的に、STI for SDGsプラットフォームが効果的に機能す
ることにより、我が国のSTIで世界のSDGs達成に貢献でき、
我が国の民間企業等の事業機会創出等にもつながります。

Webサイト「SDGs Solution Hub」



①子供たちと「支援」を結びつける事業
・コーディネーター事業（アウトリーチ支援等）
・子供食堂等の居場所づくり事業

②連携体制の整備
・自治体内部（福祉部門・教育部門）、社協、地元企業・

自治会・ＮＰＯ等の民間団体との連携

③研修の実施
・都道府県及び市町村担当者、子供の貧困対策支援活動従事者等

地域子供の未来応援交付金

①実態調査・資源量の把握
・貧困の状況にある子供等の実態把握と支援ニーズの調査
・支援ニーズに応えるため、地域の資源量（支援を行う民間

団体の状況等）の把握

②支援体制の整備計画策定
・子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条に定める
計画の策定

※令和元年の法改正により、都道府県だけでなく、市町村に
対しても計画の策定が努力義務化

地方自治体

内閣府

多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に行うため、子供たちと「支援」
を実際に結びつける事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連携を深化し、地域ネットワークの形
成を図る地方自治体を支援する。

子供等支援事業

地域における総合的な支援体制の確立

・補助率：１／２
・補助基準額：最高１，５００万円（①②の合計）、最高３００万円（③）

実態調査・計画策定

・補助率：１／２
・補助基準額（補助対象事業費の上限）：３００万円（①②の合計）



国 地方公共団体

性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金
（性犯罪・性暴力被害者支援事業）

〔交付対象〕
○ワンストップ支援センターの運営に関する経費
支援者の人件費、支援者及び医療関係者を対象とする
研修、関係機関等との連携会議、広報啓発、
法的支援等
※運営体制の強化に係る事業
24時間対応に要する経費、拠点となる病院の整備に
要する経費、関係機関等地域の連携による支援体制
強化に要する経費、先進的な取組に要する経費等

○医療費等の公費負担に要する経費
やむを得ない事情により警察に相談できない者に係る
医療費、カウンセリング費用、証拠採取費用

〔交付率〕
都道府県が要した対象経費の２分の１（医療費は３分の
１）

○性犯罪・性暴力は、被害者の人としての尊厳を傷つけ、
心身に深刻な影響を与え、その後の生活にも甚大な影
響を与えるものである一方で、早期の適切な支援によ
り、回復できるものです。

○性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン
ターは、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談
を通じた心理的支援などを総合的に行うために全ての
都道府県に設置された組織です。「性犯罪・性暴力対
策の強化の方針」に基づき、地域における被害者支援
の中核的な組織として、抜本的な強化を図ることが必
要です。

○そのため、本交付金により、地方公共団体の取組を支
援することで、センターの運営の安定化及び被害者支
援機能の強化を図ります。

性犯罪・性暴力被害者のための交付金（内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課）

令和３年度予算概算決定額 ２．５億円
（令和２年度予算額 ２．５億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○性犯罪・性暴力被害者支援の取組を強化し、全都道府県
におけるセンターの運営の安定化及び被害者支援機能の
強化を図ることにより、被害者が安心して相談や支援等
を受けられる体制が整備されます。

期待される効果

交付金



性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金
（配偶者暴力被害者等支援調査研究に係るもの）
・交 付 先 ： 都道府県・政令指定都市、

市町村（特別区を含む）

・対象経費 ： 都道府県等が負担した、民間シェ
ルター等の先進的な取組を促進する
ための経費

①受け入れ体制整備に要する経費
(母子一体で受け入れるための改修経費、メール・SNS等相談のため
の人件費・システム整備費、安全性確保のための防犯設備にかか
る経費等）

②専門的・個別的支援に要する経費
(心理的ケアや同伴児童の進学等の専門的な相談支援を行う専門職
配置に要する人件費、児童相談所等関係機関とのネットワーク構
築・連携に要する人件費、専門性向上に係る研修経費 等）

③切れ目ない総合的支援に要する経費
(自立に向けたプログラム実施経費、関係機関への同行支援に係る
交通費、退所者へのアウトリーチ支援に要する人件費 等）

・交 付 率 ： 国１０/１０
・そ の 他 ： 他の国庫補助制度を適用可能な場合は、

他制度優先
○パイロット事業の効果検証及び事例調査

国
業務請負

事業者

○配偶者からの暴力（ＤＶ）を始めとする複合的困難に
より、社会的に孤立し、生きづらさを抱える者に対す
る支援については、民間シェルター等の団体が重要な
役割を担っていますが、財政面、人的基盤等において
厳しい状況にあります。

○このような団体に対する支援の在り方については、平
成31年２月に立ち上げられた「ＤＶ等の被害者のため
の民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検
討会」においての議論も踏まえ、骨太の方針2019や女
性活躍加速のための重点方針2020において、民間シェ
ルター等の先進的取組を促進することとされています。

○また、新型コロナウイルスの問題に伴い、ＤＶの増加
や深刻化が懸念される中、被害者支援において、民間
シェルターが果たす役割はさらに重要になっています。

○このため、令和２年度事業実績も踏まえ、民間シェル
ター等が官民連携の下で行う先進的な取組（①受け入
れ体制整備、②専門的・個別的支援、③切れ目ない総
合的支援）についてパイロット事業を実施し、令和２
年度の事業実施状況の検討等と併せて、さらなるノウ
ハウの蓄積、効果検証、課題の把握等を実施します。

DV被害者等セーフティネット強化支援パイロット事業（内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課）

令和３年度予算概算決定額 ２．４億円
（令和２年度予算額 ２．５億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○民間シェルター等における被害者保護等のための取組の
促進を通じて、民間シェルター等の基盤強化と対応力の
向上を図ることにより、ＤＶ被害者等への支援の充実・
強化につながります。

期待される効果
地方公共団体

交付金



○地域女性活躍推進交付金（活躍推進型）
【事業内容】

地方公共団体が関係団体と連携して行う、地域の実情
に応じた女性活躍の取組を支援します。

【交付対象】 地方公共団体
【補助率】 ２分の１

○地域女性活躍推進交付金（寄り添い支援型）
【事業内容】

様々な課題・困難を抱える女性に寄り添いながら、関係
団体と連携して就労につながる支援等を行う地方公共団

体の取組を支援します。
【交付対象】 地方公共団体
【補助率】 ２分の１

○平成２８年４月に施行された「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）」にお
いて、国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍
の推進に関して必要な施策を策定し、実施することが責務とさ
れています。

○「骨太の方針2020」において、新しい働き方・暮らし方の改革
を女性活躍の拡大と連携して推進すること、また、「新たな日常」
を支える包摂的な社会の実現のため、困難に直面している女性
への支援を通じて格差拡大の防止を図ることとされています。

〇新型コロナウイルスの影響により働き方が一層多様化してき
ている中で、新たな働き方の定着や女性デジタル人材の育成な
ど、デジタル化で広がる女性活躍への対応が必要です。

非正規雇用労働者、宿泊、飲食サービス業等への影響が大き
いことから、女性の雇用に特に影響が表れており、就労等に困
難を抱える女性への対応も大変重要です。

〇こうした女性活躍推進や就労支援について、地域の関係団体
が連携して、地域の実情に応じた取組を進められるよう、地方
公共団体の取組を支援します。

地域における女性活躍促進に向けた取組に必要な経費（男女共同参画局総務課）

令和３年度予算概算決定額 １.５億円
（令和２年度予算額 １.５億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

地方公共団体が、地域の実情に応じ、「新たな日常」
に対応するための女性の活躍推進や就労等に困難を抱え
る女性への支援を積極的に進めます。

期待される効果

国 地方公共団体
交付金

資金の流れ



国

交付金（１/２）
都道府県
市町村

【対象事業】

①先駆性のある取組及び先駆的・優良事例の横展開

・官民協働、地域間連携、政策間連携、事業推進主体の形成、人材の確
保・育成
例）しごと創生、観光振興、地域商社、スポーツ・健康まちづくり、

生涯活躍のまち、働き方改革、小さな拠点、商店街活性化 等

②Society5.0を推進するための全国的なモデルとなる取組

・未来技術を活用した新たな社会システムづくりを支援

③わくわく地方生活実現政策パッケージ（移住・起業・就業支援）

・東京圏からのＵＩＪターンの促進及び地方の担い手不足対策

④複数年度にわたる施設整備事業（地方創生拠点整備交付金）

○第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく地方

創生のより一層の推進に向けた取組を支援します。

①地方版総合戦略に基づく、地方公共団体の自主的・主体

的で先導的な事業を支援

②ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の

「縦割り」事業を超えた取組を支援

③地域再生法に基づく法律補助の交付金とし、安定的な制

度・運用を確保

【手続き】地方公共団体は対象事業に係る地域再生計画

（概ね５年程度）を作成し、内閣総理大臣が認定。

※本交付金のうち一部については、地方大学・産業創生法に

基づく交付金として執行

地方創生推進交付金（内閣府地方創生推進事務局）

令和３年度概算決定額 １,０００億円

（令和２年度予算額 １,０００億円）

事業概要・目的 対象事業等

資金の流れ

①複数年度にわたる施設整備事業の円滑化（本交付金のうち50億円

を地方創生拠点整備交付金として措置（20億円の増額））

②移住支援事業の要件緩和（テレワーカー等の対象化）

③起業支援事業の要件緩和（Society5.0関連業種等の対象化）

令和３年度からの主な運用改善

具体的な
「成果目標（ＫＰＩ）」

の設定

「ＰＤＣＡ
サイクル」
の確立

（１/２の地方負担については、地方財政措置を講じます）

交付上限額（国費） 申請上限件数

都道府県 先駆3.0億円 横展開1.0億円 原則９事業（うち広域連携３事業）

中枢中核都市 先駆2.5億円 横展開0.85億円 原則７事業（うち広域連携２事業）

市町村 先駆2.0億円 横展開0.7億円 原則５事業（うち広域連携１事業）

※Society5.0タイプは都道府県・中枢中核都市・市町村ともに交付上限額（国費）
3.0億円、申請上限件数の枠外



○ＳＤＧｓ未来都市のうち、「自治体ＳＤＧｓモデル事業」
に選定された都市・地域を対象として、その先導的な事業
を推進するにあたっての必要な経費（全体マネジメント・
普及啓発等経費及び事業実施経費）を補助する。本補助金
では、ＳＤＧｓ未来都市計画に記載された「自治体ＳＤＧ
ｓモデル事業」のなかで三側面を繋ぐ統合的取組の初年度
の費用を補助する。

事業概要・目的

事業イメージ

資金の流れ

定率補助（1/2）
（０.１億円/件）

国

自治体

※公募により選定された
「自治体ＳＤＧｓモデル事業」

定額補助
（０.１７億円/件）

自治体ＳＤＧｓモデル事業補助金（内閣府地方創生推進室）

令和３年度予算概算決定額 ２．７億円（２年度予算額 ３億円）



国

○社会実装に向けた選定事業等の支援
選定事業等について、実用化・普及に向けた支援（現
状調査・分析、課題の特定、解決策の提示等）を実施

○研修会、成果報告会の開催
現地視察やヒアリングを通じて選定事業間の共通課題
の解決を図る研修会や、事業内容や課題等の報告を
行う成果報告会を実施

○事例集の作成
選定事業についてまとめた事例集を作成（選定事業毎
の取り組み内容をまとめるほか、選定事業における具
体的な課題解決の優良事例の掲載等を想定）

○未来技術社会実装の周知・啓発推進
未来技術を活用した地方創生の取組や法令。ルール改
正などの情報を集め、HP・メールマガジン等を活用し
て地方公共団体に対して共有する

○感染症克服と経済活性化の両立の視点を踏まえ、新た
な日常に対応した地域経済を構築するためには、
Society5.0を実現に向けた技術（未来技術）の活用が
有効です。

〇「まち・ひと・しごと創生基本方針2020（令和２年７
月17日閣議決定）」においても、未来技術を活用して
具体的な課題解決や地域の発展を目指す取り組みを関
係省庁が一体となって応援していくこととされており
ます。

○このため、未来技術の社会実装による地方創生の推進
に向け、自主的・主体的で先導的な施策について、地
方公共団体から提案を募集し、優れた取組について実
用化・普及に向けた支援を行います。

○また、研修会や成果報告会の実施、事例集の作成等を
通じ、取り組みを地方公共団体へ広く周知することで、
地方創生への積極的な活用を促します。

未来技術社会実装支援事業（内閣府地方創生推進事務局）

３年度概算決定額０.３億円
（２年度予算額 ０.３億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

地方創生における新たな展開として期待される未来技術
の活用について、地方公共団体の取組の実用化・普及の
推進が図られ、地方への新しい人の流れを生み出すこと
が期待されます。

委託費

民間事業者

期待される効果



スーパーシティ構想推進事業

 複数分野のデータ連携と先端的なサービスの提供により未来の生活を先行実現するスーパーシティ構想を強力に推進すると
ともに、その先駆的事例の全国への横展開等を通じ、我が国喫緊の課題であるのデジタル化、規制改革を加速する。

１.先端的サービスの開発・構築
・複数分野にわたる先端的サービスの構築
に向けた実証調査等を実施

データ
連携
基盤

先端的
サービ
ス

データ
提供者

スーパーシティの構成

行
政
手
続

移
動

物
流

観
光

医
療
・
介
護

教
育

支
払
い

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

データ連携基盤（データ分散方式）
先端的サービスを促進するため、データ連携基盤を通じ、
必要な時に必要なデータを迅速に連携・共有

地域住民
政府 NP

O 大学

企業
観光
客

オープンAPI

防
災

オープンAPI

都市共通インフラ データホルダー

地理データ・空間データ 固有データ

政府

自治
体

３.基本構想の作
成等

・基本構想の作成
等について、国が
自治体等を支援

・シンポジウム、国
際会議の開催等

２.データ連携基盤の整備、データ活用の
推進等

①国がデータ連携基盤の共通モデルを整
備

②国の共通モデルに従った各区域のデータ
連携基盤の構築について、国が自治体等
を支援

③オープンデータのAPI化等によるデータの
利活用の推進

令和2年度第3次補正予算（案） 7億円（1、２①、２
③）
令和3年度当初予算（案） 3億円（２②、３）

※個別分野のサービスの構築、施設・インフ
ラの整備等については、関係府省庁事業
の集中投資により、自治体等を支援。



２.消費者庁



国

交付
（定額、1/2又は1/3）

都
道
府
県

１．地方消費者行政強化事業＜原則１／２補助＞

（１）地方消費者行政の情報化・自治体間連携の促進に向けた支援
①情報化の推進（SNS等を活用したオンライン相談受付、テレビ会議・テレワーク・
タブレット端末等を用いた見守りの導入等に必要な経費を補助）

②自治体間連携（都道府県による市町村支援や市町村間の広域連携等）の
促進による相談体制の維持・充実（指定消費生活相談員の活用や市町村へ
の指導等に必要な旅費等、広域連携の立ち上げ費用や他市町村のバックアップ
に必要な旅費等を補助）

（２）重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化
①配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）に対する相談・見守り体
制の整備・運用

②消費者教育・啓発への取組
③SDGｓへの取組（エシカル消費、消費者志向経営、食品ロス削減等）
④法執行体制の強化、事業者のコンプライアンス確保への取組

（３）国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業
＜研修メニュー＞
①社会のデジタル化の進展・電子商取引の拡大への対応
②配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）への相談対応
③消費者教育・消費者政策の普及啓発
④消費者政策に関連する法改正等への対応
⑤PIO-NET2020刷新に係る研修

（＊） （２）及び（３）はこれまでのメニューを重点化した上で、柔軟に運用。

２．地方消費者行政推進事業＜定額補助＞

○どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安
心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充するためには、地方の
自主性・自立性が十分発揮されることに留意しつつ、地方における計画
的・安定的な取組を財政面から支援することが必要。

○このため、地方消費者行政強化交付金を通じて、地方公共団体におけ
る情報化・自治体間連携等を通じた消費者行政の体制強化や、国として
取り組むべき重要な消費者政策推進への取組等を支援する。

○令和３年度においては、これまでと同様、「強化事業」及び「推進事業」
の２つの柱を維持することとする。このうち、「強化事業」については、既
存の事業メニューの重点化を図る一方、感染症や災害発生時の対応力
強化や、情報化の推進の観点から、消費生活相談体制のデジタル化や
自治体間の連携を促進する。

①地方消費者行政強化事業
地方消費者行政の充実・強化に向けて積極的に取り組む地方公共団

体に対して、複数年の計画的な取組を支援。

②地方消費者行政推進事業
平成２９年度までに「地方消費者行政推進交付金」等を活用して行っ

てきた消費生活相談体制の整備等の事業について引き続き支援。

事業概要・目的・必要性 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○地方消費者行政の情報化・自治体間連携の強化により、どこに住んでいても

質の高い相談・救済が受けられる地域体制の維持・充実を確保。

○国が取り組むべき重要消費者政策等に積極的に取り組む地方公共団体を支
援し、地方消費者行政の充実・強化を実現。

期待される効果

市
区
町
村

配分

申請 申請

地方消費者行政強化交付金（消費者庁地方協力課）

令和３年度予算案 ２４．５億円※（令和２年度予算額 ２０億円）※令和２年度第３次補正予算案を含む



３.総務省



事業スキーム

ローカル 1 0 , 0 0 0プロジェクト

民間事業者等の初期投資費用

支援対象

対象経費は、
・施設整備費
・機械装置費
・備品費

自己
資金等

公費による交付額 ※１

国 費

地域金融機関による融資等 ※２

・公費による交付額以上

・無担保（交付金事業による取得財産の担保権設定は除く。）・無保証

・ 地域資源を活かした持続可能な事業
・ 行政による地域課題への対応の代替となる事業
・ 高い新規性・モデル性がある事業

地方費

・原則 1/2
・条件不利地域かつ財政力の弱い市町村
の事業は 2/3, 3/4

・新規性・モデル性の極めて高い事業
は10/10

○ 産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業の立ち上げを支援。
○ 「ローカル10,000プロジェクト」の更なる展開を図るため、引き続き、国の重要施策と連動した事業の重点支援を行う。

R３予算額（案）

地域経済循環創造事業交付金 7.0億円の内数

※１ 上限2,500万円。融資額（又は出資額）が公費による交付額の１．５倍以上２倍未満の場合は、上限3,500万円。２倍以上の場合は、上限5,000万円
※２ 地域金融機関による融資の他に、地域活性化のためのファンド等による出資を受ける事業も試験的に対象

「生産性向上に資するデジタル技術の活用」
に関連する事業等であって、全くの新規分野における事業の立ち上げであり、
新規性・モデル性の極めて高い事業については、国費10/10により支援

重点支援これまでの実績（４０８事業、３３３億円）

（事業数は交付決定数、金額は事業実績（見込み含む）（R元年度末時点））

公費交付額 118億円、融資額 164億円、
自己資金等 51億円



○地方公共団体を核として、需要家、地域エネルギー会社及び金融機関等、地域の総力を挙げて、地域ごとに最
適化しながら、バイオマス、風力、廃棄物等の地域資源を活用した地域エネルギー事業を次々と立ち上げ、地域
経済循環を創造する。

○災害時も含めた地域エネルギーの自立を実現し、里山の保全、温室効果ガスの大幅削減も目指す。

○マスタープランの策定段階から事業化まで、総務省に窓口を設け、
関係省庁タスクフォース（農林水産省、資源エネルギー庁、国土交通省、環境省）と連携して徹底したアドバイス等を実施

＜補助対象＞ 地方公共団体が定める地域の特性を活かしたエネルギー供給事業導入計画（マスタープラン）の策定費用

＜補助対象額＞ 2,000万円（上限。ただし、他の地方公共団体と共同実施する場合は原則4,000万円）

＜補助率＞ 原則１／２。財政力指数0.5未満市町村は ２／３、財政力指数0.25未満市町村は ３／４

新規性、モデル性の極めて高い事業計画は １０／１０

平成26年度に14団体、27年度に14団体、28年度に11団体※、29年度に４団体、30年度に3団体、令和元年度に８団体
計54の団体がプランを策定

これまでの
取組

エネルギー
マネジメント
システム(※)

※蓄電池やセンサーネットワーク技術の活用等
により、エネルギー需給を総合的に管理し、エネ
ルギーの利活用を最適化するシステム

地域エネルギーシステム （イメージ図）

分散型エネルギーインフラプロジェクト

※平成26～28年度は委託事業として実施

蓄電池・自家発電機等

エネルギー供給ルートに蓄電
池等を組み込み災害時も自
立できるシステムに

災害時への強化

R３予算額（案）

地域経済循環創造事業交付金 7.0億円の内数



多様な広域連携の促進（多様な広域連携促進事業） R３予算額：０．６億円

【事業概要（Ｒ３年度）】
○今後、人口減少・少子高齢化が三大都市圏も含め全国的にかつ加速度的に進行することが見込まれる中でも、

持続可能な形で行政サービスを提供していくため、行政需要や経営資源の長期的な変化の見通しの把握、
地方公共団体間での資源の共有等の他団体のモデルとなるような先駆的な取組について、提案を募集し、
国費による委託事業として実施。

○ これまでの取組内容の整理・分析、とりまとめ内容の公表・周知を徹底し、取組の横展開を促進。

連携中枢都市圏等

広域的な産業政策等の取組に加え、施設・イン
フラや専門人材の共同活用による生活機能の確
保、広域的なまちづくりなど、合意形成が容易で
はない課題にも対応し、取組を深化させていくこと
が必要

Ｂ市 Ａ市 Ｃ町

②高次の都市機能の集積①経済成長のけん引

③生活関連機能サービスの向上

連携協約 連携協約

専門的人材の招へい
産学金官の共同研究・新製品開発支援
六次産業化支援 等

地域医療確保のための病院群輪番制の充実
子育て支援 等

高度医療の提供体制の充実
グローバル人材の大学への招へい 等

②高次の都市機能
の集積・強化

連携中枢都市圏

※連携中枢都市圏等：
・連携中枢都市圏（指定都市又は中核市かつ昼夜間人口比率おおむ
ね１以上の市を中心とする圏域）

・定住自立圏（人口５万程度以上かつ昼夜間人口比率１以上の市を中心と
する圏域）

連携中枢都市圏等以外の
市町村間の広域連携

核となる都市がない地域や三大都市圏におい
ても、安定的・継続的な広域連携による生活機能
の確保等の取組が必要

Ｄ市

Ｅ市 Ｆ市

相互補完的・
双務的な役割分担

文化ホール
（Ｅ市・Ｆ市の住民も利用）

図書館
（Ｄ市・Ｆ市の住民も利用）

介護保険施設
（Ｄ市・Ｅ市の住民も利用）

都道府県による市町村の
補完・支援

個々の市町村の規模・能力や市町村間の
広域連携の取組状況に応じて、これまで以
上にきめ細やかな都道府県による補完・支
援が必要

G町

Ｈ
町

Ｉ村

第３２次地方制度調査会答申を踏まえ、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある
社会経済を維持するための拠点である「連携中枢都市圏」における取組をはじめとした多様な広域連携を推進。

連携中枢
都市圏



○ 過疎地域等における地域課題解決のための取組を支援することにより、過疎地域の持続的発
展を支援。

○ 過疎市町村が過疎地域にある遊休施設を再活用して地域間交流

及び地域振興、地域課題解決を図るための施設整備に対して補助

（1/3補助）

〈例〉

・テレワーク施設やサテライトオフィス等働く場の整備事業

・地域運営組織等のコミュニティ拠点施設

・食肉、農産物等の加工施設

○ 令和３年度予算案 0.6億円 （令和２年度予算額0.6億円）

○ 過疎地域の地域課題解決を図り、持続的発展に資する取組として、

過疎市町村が実施するＩＣＴ等技術活用事業、都道府県が行う人材

育成事業等を支援。（市町村：定額補助 都道府県：6/10、1/2補助）

※ 過疎地域等自立活性化推進事業を発展的に改組し、事業主体に

都道府県を追加

※ 交付対象経費の限度額 2,000万円

○ 令和３年度予算案 2.3億円 （令和２年度予算額1.4億円）

③過疎地域集落再編整備事業

②過疎地域持続的発展支援事業

④過疎地域遊休施設再整備事業

○ 基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとする「集落

ネットワーク圏」（小さな拠点）において地域運営組織等が行う生活

支援の取組や「なりわい」を創出する活動等を支援。（定額補助）

※ 交付対象経費の限度額 1,500万円

（下記事業については、限度額を上乗せ）

① 専門人材を活用する事業（＋500万円）

② ＩＣＴ等技術を活用する事業（＋1,000万円）

③ 上記（①＋②）併用事業（＋1,500万円）

○ 令和３年度予算案 4.0億円 （令和２年度予算額4.0億円）

①過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業

（まち・ひと・しごと創生総合戦略：「小さな拠点」の形成関連事業）

過疎地域持続的発展支援交付金 R３予算案 ７．８億円
（R２予算額 ６．９億円）

○ 過疎市町村が過疎地域の集落再編を図るために行う次の事業に

対して補助（1/2補助）

・定住促進団地整備事業

・定住促進空き家活用事業

・集落等移転事業

・季節居住団地整備事業

○ 令和３年度予算案 0.9億円 （令和２年度予算額0.9億円）



過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業

〇 「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）において、生活支援や「なりわい」の創出等の地域課題の
解決に資する取組を幅広く支援（特に専門人材やＩＣＴ等技術を活用する場合には上乗せ支援）。

（１）対象地域 過疎地域をはじめとした条件不利地域

（２）事業主体 集落ネットワーク圏を支える中心的な組織

（地域運営組織等）

（３）対象事業 集落機能の維持・活性化プランに基づく取組

（4）交付対象経費の限度額 1,500万円 （定額補助）

※下記事業については、限度額を上乗せ

①専門人材を活用する事業（＋500万円）

②ＩＣＴ等技術を活用する事業（＋1,000万円）

上記（①＋②）併用事業（＋1,500万円）

施 策 の 概 要

① 専門人材活用のイメージ

特産品開発、観光振興、地域交通、地域人材育成、移住定住促進、

ICT技術等に関する専門的知識を有するアドバイザー、事業者 等

② ＩＣＴ等技術活用のイメージ

ドローンを活用した買物支援、センサーを用いた鳥獣被害対策、対話型

アプリを活用した高齢者の見守り、オンラインによる学習環境整備 等

Ｒ３予算案：４．０億円

※範囲は、新旧小学校区、旧町村等を想定

集落ネットワーク圏における取組のイメージ

移動手段の確保
高齢者の

買い物支援

鳥獣被害対策

農業等における
担い手不足の解消 伝統・文化の継承

特産品等の
商品開発

役場所在地域



過疎地域持続的発展支援事業

○ 過疎地域の持続的発展に必要な人材育成事業、ＩＣＴ等技術活用事業等を支援。

（１）対象地域 過疎地域

（２）事業主体 ① 過疎市町村

② 都道府県

（３）交付対象経費の限度額 2,000万円

（４）交付率 ① 定額

② 1/2又は6/10（※）
※財政力指数0.51未満の都道府県に限る

（５）対象事業

施策の概要 人材育成事業のイメージ

ＩＣＴ等技術活用事業のイメージ

【実施例】

複数の過疎市町村を対象とし都道府県主催で行う地域リーダー育成、交

流、分野別人材育成研修事業 等
〇人材育成事業

（主として都道府県実施を想定。ただし、伝統、文化の継承など地域が

特定される場合は、市町村実施も可）

・ 地域リーダーの育成
・ 他地域との交流やネットワークの強化 等
※育成すべき人材（地域のリーダー）のイメージ

様々な地域組織や活動に横断的に関わる人材（横串人材）、地域資源を
活用し、地場産品開発や地域PRができる人材、地域内人材と外部人材を
つなぐ人材、ITリテラシーに長けた人材 等

〇ＩＣＴ等技術活用事業 （過疎市町村のみ）

・ 集落等のテレワーク環境整備
・ オンラインでの健康相談
・ アプリを活用した災害情報などの生活情報配信
・ ドローンを活用した買物等の生活支援
・ センサーを使った鳥獣対策 等

〇その他過疎地域の持続的発展に必要な事業

【実施例】

都市等との交流促進に資するオンライン環境整備、リモートでの医療、教

育、農業等の支援体制の構築 等

Ｒ３予算案：２．３億円



○ ポストコロナ社会を見据え、都市部から過疎地域への移住を推進するとともに、過疎地域におけ
る定住を促進するため、定住促進団地の整備や空き家を活用した住宅整備等を支援

事業のイメージ

（１）事業の種類

① 定住促進団地整備事業

過疎市町村が実施する基幹的な集落等に住宅団地を造
成する事業に対して補助

② 定住促進空き家活用事業

過疎市町村内に点在する空き家を有効活用し、過疎市
町村が実施する住宅整備に対して補助

③ 集落等移転事業

基礎的条件が著しく低下した集落又は孤立散在する住
居の基幹的な集落等への移転事業に対して補助

④ 季節居住団地整備事業

交通条件が悪く、公共サービスの確保が困難な地域に
ある住居を対象にした、冬期間など季節居住等のための
団地形成事業に対して補助

（２）実施主体
過疎市町村

（３）交付率

１／２以内

定住促進空き家活用事業

定住促進団地整備事業

施策の概要

過疎地域集落再編整備事業

交付対象経費の限度額
3,877千円×戸数

交付対象経費の限度額
4,000千円×戸数

過疎地域内の空き家を
移住者等への住宅へ改修

改修前 改修後

過疎地域内で定住促進
のための住宅団地を造成

Ｒ３予算案：０．９億円



過疎地域に数多く存在している廃校舎や使用されていない家

屋等の遊休施設を有効活用し、地域振興、地域課題解決に資

する施設や都市住民等との地域間交流を促進するための農林

漁業等体験施設、生産加工施設、地域芸能・文化体験施設等

の整備事業に対して補助

（１）事業主体

過疎市町村

（２）交付対象経費の限度額

60,000千円

（３）交付率

１／３以内

○ 過疎地域内の遊休施設を有効活用し、地域間交流促進や地域振興に資する施設へ再整備する
取組を支援

施策の概要 事業のイメージ

過疎地域遊休施設再整備事業

過疎地域内の遊休施設

過疎地域内の課題解決に対応した施設へ

改修

使用されて
いない倉庫等

使用されて
いない旧公民館

廃校舎

テレワーク施設や
サテライトオフィス等
働く場の施設整備

地域運営組織等の
コミュニティ拠点施設

食肉、農産物等の
加工施設

Ｒ３予算案：０．６億円



1

ア 事業主体：財政力指数が０．８以下（３か年の平均値）又は条件不利地域（※）の普通地方公共団体・第三セクター
※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯

イ 対象拠点：最大収容者数や利用者数が一定以下の
①防災拠点：避難所・避難場所（学校の体育館及びグラウンド、市民センター、公民館等）、官公署
②被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点：博物館、文化財、自然公園、都市公園 等

ウ 補助対象：無線アクセス装置、制御装置、電源設備、伝送路設備等を整備する場合に必要な費用 等
エ 補 助 率：１／２（財政力指数が０．４以下かつ条件不利地域の市町村については２／３）

公衆無線LAN環境整備支援事業

伝送路設備

制御装置
（センター設備等）

無線アクセス装置
（IEEE802.11ac又は

IEEE802.11ax対応Wi-Fi ）

電源装置

イメージ図

Wi-Fiのメリットとして、災害時には、携帯電話等が輻輳のために利
用できない場合でも、情報収集が可能

ラジオや防災行政無線等の片方向の情報伝達手段と異なり、被災
者のニーズに応じた情報収集が可能

避難所・避難場所 官公署

文化財自然公園・都市公園 博物館

防災拠点、災害対応の強化が望まれる公的拠点

○ 防災の観点から、防災拠点（避難所・避難場所、官公署）及び被災場所として想定され災害対
応の強化が望まれる公的拠点（博物館、文化財、自然公園等）における公衆無線LAN（Wi-Fi）
環境の整備を行う地方公共団体等に対し、その費用の一部を補助する。

http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1280&bih=618&tbm=isch&tbnid=PJuhDKTpfnFGDM:&imgrefurl=http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A12/47/4701/470101/8715071/photo.html&docid=H185-l5blk7vsM&imgurl=http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/8/8715071/87150711000000235.jpg&w=400&h=300&ei=bgxqUuiDMOSDjALy4IHgDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=143&tbnw=207&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:37,s:0,i:197&tx=83&ty=56
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1280&bih=618&tbm=isch&tbnid=PJuhDKTpfnFGDM:&imgrefurl=http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A12/47/4701/470101/8715071/photo.html&docid=H185-l5blk7vsM&imgurl=http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/8/8715071/87150711000000235.jpg&w=400&h=300&ei=bgxqUuiDMOSDjALy4IHgDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=143&tbnw=207&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:37,s:0,i:197&tx=83&ty=56
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1280&bih=618&tbm=isch&tbnid=PJuhDKTpfnFGDM:&imgrefurl=http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A12/47/4701/470101/8715071/photo.html&docid=H185-l5blk7vsM&imgurl=http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/8/8715071/87150711000000235.jpg&w=400&h=300&ei=bgxqUuiDMOSDjALy4IHgDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=143&tbnw=207&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:37,s:0,i:197&tx=83&ty=56
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1280&bih=618&tbm=isch&tbnid=PJuhDKTpfnFGDM:&imgrefurl=http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A12/47/4701/470101/8715071/photo.html&docid=H185-l5blk7vsM&imgurl=http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/8/8715071/87150711000000235.jpg&w=400&h=300&ei=bgxqUuiDMOSDjALy4IHgDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=143&tbnw=207&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:37,s:0,i:197&tx=83&ty=56
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1280&bih=618&tbm=isch&tbnid=PJuhDKTpfnFGDM:&imgrefurl=http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A12/47/4701/470101/8715071/photo.html&docid=H185-l5blk7vsM&imgurl=http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/8/8715071/87150711000000235.jpg&w=400&h=300&ei=bgxqUuiDMOSDjALy4IHgDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=143&tbnw=207&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:37,s:0,i:197&tx=83&ty=56


データ連携促進型スマートシティ推進事業※

地域が抱える様々な課題の解決のため、分野横断的な連携を可能とする相互運用性・拡張性、セキュリティが確保された

都市OS（データ連携基盤）の導入を促進することにより、都市OSを活用した多様なサービスが提供されるスマートシティの実

現を関係府省と一体となって推進。 【令和２年度三次補正（案）1.1億円、令和３年度当初（案）5.8億円】

※令和2年度までの事業名は、「データ利活用型スマートシティ推進事業」

○補助対象：地方公共団体等
○補助率：１／２
○平成29年度から開始

データ連携促進型スマートシティ

近隣自治体等へ
横展開し、波及
効果を最大化

都市が抱える多様な課題解決を実現

都市OS（データ連携基盤）

農林水産

交通

観光

健康・医療

行政 気象多様な主体が参画

様々なデータを収集

主な補助要件
 「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」に基づき、スマートシティの構成要素が明確に整理されており、可視化されていること。
 他の自治体が容易に活用できるよう、データ連携基盤及びアプリケーションをクラウド上で構築すること。
 【新規追加】データ連携基盤、機材や端末などがセキュリティ対策やプライバシー保護を遵守したものであること。

0



地域ICTクラブの普及促進

取組方向性

○全国的なネットワークの構築
・地域ICTクラブ実施団体からなる全国ネットワーク構築

○切磋琢磨できる機会の提供
・全国各地で取組成果を発表する機会の提供や
全国交流会を実施

○学校教育を補完
・指導人材や教材提供の協力、地域活動拠点（公民館、
児童館等）と連携した教育活動の支援（実施モデルの
好事例の提供等）

地域ICTクラブの趣旨

令和3年度予算案 107百万円の内数
（令和２年度予算額： 88百万円の内数）

○地域ICTクラブは、地域で子供たちがプログラミング等ICT活用スキルを学ぶ機会を提供するもので、
地域住民との交流を行ったり、地域課題をテーマ設定するなどして、地域人材の育成にも資するもの

○子供たちが学校教育で学んだものを地域でさらに深め、
興味関心に応じ実践的な学びを行う

（参考）
・全国的な展開に向けて、運営ノウハウや実施方法のモデル化をガイドラインにて提供

講座の様子



テレワーク普及展開推進事業

・テレワークの全国的な定着に向け、
「テレワーク・デイズ」等の広報を通
じたテレワークの呼びかけ、機運醸成
や先進事例の収集・表彰を通じた普及
啓発活動等を実施。

・中小企業を支援する団体と連携した
「テレワーク・サポートネットワー
ク」による地域での支援体制の整備・
運用や、専門家（テレワークマネー
ジャー）派遣を通じたシステム・情報
セキュリティ等に関する相談対応によ
り、企業等のテレワーク導入を支援。

先進事例の収集・表彰
（テレワーク先駆者百選・総務大臣賞）

テレワーク・デイズ等の広報
（テレワーク・デイズポスター）

テレワーク・サポートネットワーク
（機能イメージ）

【Ｒ２当初予算 ２．５億円、 Ｒ３予算案 ２．６億円】

○ ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できるテレワークは、働き方改革の観点に加
え、新型コロナウイルス感染症対策としても有効な手段であることから、テレワークの更
なる推進及び全国的な定着に向け、普及啓発及び導入支援を実施。



＜概要＞

ローカル放送局等と、自治体、地場産業等の関係者が幅広く協力し、ポストコロナも見据え、地域の魅力を

紹介する放送コンテンツを制作、海外発信する取組への支援等を行うことにより、コロナ禍による影響が深刻

化している地域の活性化を図る。

放送コンテンツの海外展開

地域コンテンツの情報発信力の維持・強化

ローカル局
制作会社等

関係省庁
団体

地場産業

自治体

地域コンテンツの制作力強化
• コロナ禍における地域コンテンツの

展開の在り方に関する調査

• ＯＴＴ（インターネットを介した動画配信
サービス）の活用に向けた海外市場の
情報集積

• 人材育成 等

地域コンテンツの
海外流通支援ローカル局等と海外の放送局等が地域の魅力を発信する

コンテンツを制作し、海外に発信

国際番組見本市への出
展に向けた調査等

放送

ネット配信

JAPAN

連動プロジェクト

コンテンツ
を中心とした
地域連携 地域の魅力を

伝える
コンテンツを制作

地域の魅力を発信する多様なコンテンツを世界に発信
日本のソフトパワー・情報発信力を維持・強化

コンテンツによる地域活性化
・地場産品、農産品の販路拡大
・外国人観光客の回復 等

ソフトパワーの強化
・日本文化・日本語の普及
・国際的なイメージの向上 等

放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業等：令和３年度当初予算（案）：２．０億円
（令和２年度三次補正予算（案）： １４.５億円）



高度無線環境整備推進事業

当初予算額スマートホーム

通信ビル

教育ＩｏＴ スマートモビリティ観光ＩｏＴ

農業IoT

コワーキング
スペース

無線局
エントランス

（クロージャ等）

地域の拠点的地点

ア 事業主体： 直接補助事業者：自治体、第３セクター、一般社団法人等、間接補助事業者：民間事業者

イ 対象地域： 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯）

ウ 補助対象： 伝送路設備、局舎（局舎内設備を含む。）等

エ 負担割合：

イメージ図 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路

令和３年度予算（案）：36.8 億円
令和２年度２次補正予算：501.6億円
令和２年度１次補正予算：30.3億円
令和２年度当初予算額：52.7億円

（自治体が整備する場合）

国
２／３

自治体
１／３

国（※）

１／２
自治体（※）

１／２

【離島】

【その他の条件不利地域】

（第３セクター・民間事業者が整備する場合）

国
１／２

３セク・民間
１／２

国
１／３

【離島】

【その他の条件不利地域】

３セク・民間
２／３

（※）財政力指数０．５以上の自治体
は国庫補助率１／３

•5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域において、地方公共団体、電
気通信事業者等による、高速・大容量無線通信の前提となる伝送路設備等の整備を支
援。具体的には、無線局エントランスまでの光ファイバを整備する場合に、その整備費の
一部を補助する。

•また、地方公共団体が行う離島地域の光ファイバ等の維持管理に要する経費に関して、
その一部を補助する。

※離島地域の光ファイバ等の維持管理補助は、収支赤字の1/2



事業名 事業内容 事業主体 補助率

①
基地局施設
整備事業

圏外解消のため、携帯電話等の
基地局施設を設置する場合の整
備費を補助

地方公共
団体

②
伝送路施設
運用事業

圏外解消又は高度化無線通信
を行うため、携帯電話等の基地
局開設に必要な伝送路を整備す
る場合の運用費を補助

無線通信
事業者

③
高度化施設
整備事業

３G・４Gを利用できるエリアで高
度無線通信を行うため、５G等の
携帯電話の基地局を設置する場
合の整備費を補助

無線通信
事業者

④
伝送路施設
設置事業

圏外解消のため、携帯電話等の
基地局開設に必要な伝送路を設
置する場合の整備費を補助

地方公共
団体

携帯電話等エリア整備事業の概要

イメージ図（①②④）

携帯電話交換局等
５Ｇ等対応設備の設置による

施設・エリアの高度化
（３G対応専用設備の４G対応
設備への高度化も含む）

イメージ図（③）

④伝送路施設設置事業（海底光ファイバ）

①基地局施設整備事業

②伝送路施設運用事業
（高度化施設にかかる伝送路整備を行う場合も含む）

地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において携帯電話等を利用可能とするとともに、５Ｇ等の高度化サービスの普及を促進する

ことにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保することを目的とする。

【１者参画の場合】 【複数者参画の場合】

国
１/２

市町村※１

３/１０
都道府県
１/５

５G等対応送受信機を設置

５G等対応アンテナを設置

無線通信事業者

１/３
国

２/３

無線通信事業者

１/２
国

１/２

市町村※１

１/５
国

２/３

都道
府県

２/１５

※２:財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村（全部離島）が設置する場合は4/5、
道府県・離島以外市町村の場合は1/2、東京都の場合は1/3

離島市町村
１/３

国
２/３※２

施策の概要

※１:地方自治法等に基づき一部は携帯電話事業者において負担

無線通信事業者

１/３
国

２/３

【１者整備の場合】 【複数者共同整備の場合】

（注）４Ｇエリアへの５Ｇ基地局の導入については、設置する５Ｇ特定基地局
によるカバーエリアが300世帯未満の場合に限る

令和３年度予算案 １，５１４百万円
（令和２年度予算額 １，５１１百万円）

無線通信事業者

１/２
国

１/２

【100世帯以上300世帯未満の場合】 【100世帯未満の場合】

高度化施設整備事業



４.文部科学省



事業概要

③検討委員会の設置（国に設置）
女性の学びを通じた社会参画支援の在り方や事業の方向性等に関する
助言を得るため、学識経験者、地方公共団体、男女共同参画センター、
ＮＰＯ、関係団体、産業界等の有識者による検討委員会を設置。

②女性の学びサポートフォーラムによる普及啓発（１箇所：委託）
女性の学び直しを通じたキャリア形成支援を図るためのネットワーク
を組織。学び直しやキャリアアップへの関心を高めるとともに、固定
的役割分担意識の解消にも資するよう、SNS等の身近な媒体、イベント
を通じた普及・啓発を年間通して実施。

①多様なチャレンジに寄り添う学び・社会参画支援モデルの構築（２箇所：委託）
大学、男女共同参画センター、企業等の連携により、キャリアアップ・キャリ

アチェンジ等に向けた意識醸成・情報提供、相談体制の整備、学習プログラムの
設計、フォロー等を総合的に支援するモデルを構築。

女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業
令和３年度予算額（案） ２４百万円
(前年度予算額 ３４百万円)

女性の就業に係る現状と課題

少子高齢化、Society5.0 の実現を見据える中、女性活躍の推進は社会・経済の持続可能な発展のために重要。
しかし、女性の就労をめぐり以下への対応が課題。
○女性の管理職割合は14.9％ (2018年)、諸外国と比べても低い割合（米国は40.7%）。
企業が考える女性管理職が少ない理由「必要な知識、経験等を有する女性がいない」（58.3%）(厚労省 2013年)。

〇Ｍ字カーブは解消傾向にあるが、女性就業者の 56.1％は非正規雇用。（男性は22.2%）(2018年)。
・女性が非正規を希望する理由「育児や介護等」が約３割（30～44歳）(2018年)。
・不本意非正規の女性は129万人(2018年)。就職氷河期世代（35～44歳）の非正規（無配偶）女性の貧困率は51.7％ (JILPT 2014年)。
・母子世帯の貧困率は51.4％ (JILPT 2018年)。
→非正規、ひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性やメンタル面での悩みを抱えて社会的に孤立し、
困難な状況にある女性や、子育てが一区切りした中高年女性への支援が重要。

生涯を通じた女性の社会参画の現状

（出典）総務省「労働力調査（基本集計）」（2018年）をもとに内閣府作成

〇学習プログラム提供
例）子育て等の両立可能で、正規雇用化に有効な

資格取得等

〇職務体験プログラム提供
例）企業との連携による多様なインターンシップ等

〇相談体制
例）不安解消等、女性の経験やニーズに応じたキャリ

ア支援、学習メニューの提示

〇意識醸成・情報提供
例）働き方やライフプラン講座、ロールモデルとの対話

両立支援や起業情報等

取組の方向性

人生100年時代において、すべての女性が学業や仕事、子育て、地域活動への参加等、様々な役割を果たしながら自ら多様な選択をできる社会を構築

◆女性活躍加速のための重点方針2020（令和2年7月すべての女性が輝く社会づくり本部決定）
2（７）①女性活躍推進のための「学び直し」
多様な年代の女性の社会参画を推進するため、大学、男女共同参画センター、企業等の連携により、非正規雇

用から正規への転換や起業等のキャリアアップやキャリアチェンジ等に向けた意識醸成や相談体制の充実、イン
ターンシップの活用、学習プログラムの設計等を総合的に支援するモデルを構築する。また、「女性の学びサポ
ートフォーラム」を組織し、オンラインも活用して、学び直しを通じたキャリア形成を支援するとともに、固定
的性別役割分担意識の解消にも資する普及啓発を行う。

◆成長戦略フォローアップ（令和2年7月閣議決定）
１（２）x）女性活躍のさらなる拡大、ダイバーシティ経営の推進
・人生100年時代において、多様な選択ができる社会を構築するため、（略）
キャリアアップを総合的に支援するモデル開発推進、（略）を通じ、子育て中
や子育てが一段落した世代の女性を含む、多様な女性の労働市場への再参入を
推進する。



子供を性犯罪等の当事者にしないための安全教育推進事業 令和3年度予算額（案） 33百万円
( 新 規 )

○子供たちが性犯罪被害に遭う機会が増加。さらに生命、身体、財産等を侵害
する度体が高い重要犯罪が急増。

・児童ポルノ事件の検挙件数は年々増加し、平成30年は3,097件で過去最多
・SNSに起因する児童買春・児童ポルノ被害児童は令和元年度は過去最多
（H26：618件 → R1：1,099件）

・SNSに起因する重要犯罪のうち、強制性交等、略取誘拐、強制わいせつは5
年前と比べおよそ3倍に増加（H26：37件 → R1：110件）

○女性に対する暴力が生まれる背景に女性の人権を軽視する傾向があるとの指
摘（国連、2018）。
・社会全体における男女の地位の平等感について国民の７割が「男性が優
遇」と回答。性別による固定的な役割分担意識が存在（内閣府世論調査、
2019 ）。

・2019年「ジェンダー・ギャップ指数」で日本は過去最低の順位（121位／
153か国中）

Ⅰ 学校における生命（いのち）の安全教育推進事業
【委託：３箇所】

若年層を対象とした性被害・加害を未然に防ぐため、関係省庁や民間
団体の協力の下、新たに性被害の未然防止を目的とした予防啓発教材を
活用したモデル事業を実施し、学校における実証を通じた指導方法の他、
関係機関との連携を含めた指導の充実を図る取組等に関する指導モデル
を開発し、教育機関へ普及・展開を図る。 （小・中・高校対象）

【令和3年度】 教育機関における実証を通じた指導モデルの作成
【令和4年度】 指導モデルを複数の他地域へ展開し、内容を改善
【令和5年度】 全国の小中高の各学校において教育の開始

Ⅱ 学校と地域で育む男女共同参画促進事業（委託）
【委託：２箇所】

関係機関・団体の連携の下、小・中学生を対象に、男女の尊重や自分を
大事にすることの理解、固定的な性別役割分担意識解消の理解を深める教
育プログラムを開発するとともに、保護者向け啓発資料を作成し、性差に
関する偏見や性被害、性暴力の背景にある性差別意識の解消を図る。

（小・中学生対象）
【令和3年度】 児童生徒を対象とした指導教材と保護者向け啓発資料の作成
【令和4年度】 指導教材の実証を通じて改善を図る
【令和5年度】 全国の小中学校への普及・展開を図る

事業概要

現状・課題 取組の必要性

◆「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」
（令和2年6月 性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議）

【教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防】
(学校等における教育や啓発の内容の充実)
…工夫した分かりやすい教材や年齢に応じた適切な啓発資料…等を、…関
係府省において早急に作成・改訂するとともに、文部科学省から教育委員
会や高等教育機関等に周知し、関係者の協力を得て、令和３年度から４年
度にかけて、地域の実情に応じて段階的に教育の現場に取り入れられるよ
うにする。…あわせて、子供たちの指導に役立つプログラムの開発・普及
を通じ、性被害、性暴力の背景にある性差別意識の解消を図る。

◆「骨太方針２０２０」（令和2年7月18日閣議決定）
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき、今後３年間を「集中強
化期間」として、被害者支援の充実、加害者対策、教育・啓発等を強化
する。

◆すべての女性が輝く社会づくり本部における内閣総理大臣発言
（令和２年７月１日）
性犯罪・性暴力対策については、今回の重点方針において、今後３年間
で、集中的に強化することを盛り込みました。…また、性暴力の加害者
や被害者にならないための教育を強化していきます。

現在及び将来にわたり子供たちの安全・安心を守るために
は、性被害・加害を防ぐための年齢に応じた適切な教育・指
導の充実を図るとともに、性被害・性暴力の背景にある性差
別意識の解消を図ることが重要。



地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 令和3年度予算額(案) 338百万円
(前年度予算額 338百万円)

学校、通学路の安全確保に向け、昨今の児童生徒の尊い命を奪う交通事故・事件の発生も踏まえ、スクー
ルガード・リーダー増員による見守りの充実や、スクールガード等のボランティアの養成・資質向上を促進す
ることにより、警察や保護者、PTA等との連携の下で見守り体制の一層の強化を図る。

■実施主体：都道府県及び市町村 ■補助率：国庫補助率1/3、都道府県・市町村各1/3 ※市町村直接実施の場合2/3負担

○スクールガード・リーダーによる指導、見
守り活動に対する謝金、各学校を定期的に
巡回するための旅費等の補助

○学校等の巡回活動等を円滑にするためにス
クールガード・リーダーの連絡会等の開催
を支援、装備品の充実

○通学路で子供たちを見守るスクールガード
の防犯に対する知識、非常時の対応策等を
身に付けさせるための養成講習会を実施

○活動の参考となる資料を配布することによ
る見守りの質の向上

○「登下校防犯プラン」等に基づく、登下校
時のパトロールや地域の連携の場構築など
防犯活動への支援

○子供の見守り活動に係る帽子や腕章など
の消耗品費、ボランティア保険料の補助

「地域の連携の場」
の構築など地域全体
で見守る体制を強化

国公私立学校

警察 地域住民
保護者
PTA

スクールガード・リーダーの
育成支援

スクールガード・リーダーに
対する活動支援

スクールガード（ボランティア）
の養成・資質向上

スクールガード増員による
見守りの強化及び活動に対する支援

○スクールガード・リーダーの資質を備えた
人材（警察官OB・教職員OB・防犯協会役員
等）に対する育成講習会の実施

地域ぐるみで子供の
安全を守る体制構築

スクールガード・リーダー育成
講習会、スクールガード養成講習会
の開催に係る経費を補助し、
見守りの人材確保と質の向上

スクールガード・リーダーが
スクールガードに対して、
見守り活動・警備上のポイントや
不審者対応等について指導・助言

スクールガード
(学校安全ボランティア)地域のつなぎ役

スクールガード・
リーダー

防犯



地域における家庭教育支援基盤構築事業 令和3年度予算額（案） 75百万円
(前年度予算額 75百万円)

背景

事業内容
地域の実情に応じた家庭教育支援の取組を推進するため、真に支援が必要な家庭に寄り添い届けるアウトリーチ型支援の取組を含め、各地方公共団体が実施する家庭教育支援を
担う人材の養成や「家庭教育支援チーム」の組織化等の推進体制の構築、保護者に対する学習機会や情報の提供、相談対応等の取組を支援する。

全国の様々な地域において、それぞれの
実情に応じた家庭教育支援の取組を実施

身近な地域に子育ての悩みや不安を相談できる人が
いる保護者の割合の改善 〔34.2％（H28)〕

家庭・学校・地域の連携・協力の下、社会全体で
子供たちの健やかな育ちを支える環境を構築

背景・
課題

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

●保護者への学習機会の効果的な提供
・就学時健診や保護者会など、多くの保護者が集まる機会を活用した
学習機会の提供

●親子参加型行事の実施
・親子の自己肯定感や自立心などを養成するため、親子での参加型行事や
ボランティア活動、 地域活動等のプログラムを展開

●家庭教育に関する情報提供や相談対応
・悩みを抱える保護者、仕事で忙しい保護者など、様々な家庭の状況に
応じて、家庭教育支援チーム等による情報提供や相談対応を実施

◆地域全体での家庭教育支援の取組推進 ※地域の実情に応じて、以下の取組を行う地方公共団体（都道府県、市区町村）を支援（計1,000箇所）

●家庭教育支援員等に対する研修
・子供の健やかな育ちをめぐる課題への対応(虐待防止等)など
に関する研修の実施

●保護者に寄り添うアウトリーチ型支援
・育児に周囲の協力が得られにくい家庭等、真に支援が必要な家庭へ
個々の情報提供や相談対応等、保護者に寄り添う支援の実施

➣身近に子育ての悩みや不安を相談できる相手がいない
〔地域において子育ての悩みや不安を相談できる人がいる保護者の割合：34.2％(H28)〕

➣児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加
〔児童相談所での相談対応件数：11,631件(H11)→193,780件(R元(速報値))〕

➣コロナ禍での生活不安やストレスによる児童虐待等のリスクの高まりが懸念

●真に支援が必要な家庭へのアウトリーチ型支援の必要性●地域全体で家庭教育を支える必要性

➣全児童・生徒数に占める不登校児童生徒の割合は増加
〔不登校児童生徒の割合：小学生0.32％(H20)→0.83％(R元)  中学生2.89％(H20)→3.94％(R元)〕

➣核家族化や共働き家庭、ひとり親家庭の増加
〔児童(18歳未満)のいる世帯のうち、共働き世帯：949万世帯(H9)→1,245万世帯(R元)〕
〔児童(18歳未満)のいる世帯のうち、ひとり親世帯の割合：4.5%(H10)→6.5％(R元) 【約72万世

帯】〕

＜主な内容＞

家庭教育支援に関する推進体制の構築 家庭教育支援に関する取組の実施
＜主な内容＞

不安や悩みを
抱える家庭

家庭教育・子育てに
関心が高い家庭

専門的な対応が
必要な家庭

家庭教育
支援チー
ム

学びの場や
情報の提供等

アウトリーチ型支援

＜地域における家庭教育支援（イメージ）＞

●家庭教育支援に関わる地域の多様な人材の養成
・子育て経験者や元教員、民生委員・児童委員、保健師等、
地域の多様な人材の参画を促進

●家庭教育支援員等の配置
・小学校等に家庭教育支援員を配置するなど、
身近な地域における家庭教育支援の体制強化

●「家庭教育支援チーム」の組織化
・地域における家庭教育支援が継続的に実施できるようチームの組織化

福祉部局等の専門機関
による対応

真に支援が必要な家庭への対応（アウトリーチ型支援）（児童虐待防止等）

（「学校を核とした地域力強化プラン」事業）



背景 課題あああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああ

地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域の教育力の低下や、学校が抱える課題の複雑化・困難化といった社会的課題の解決を目指すとともに、「社
会に開かれた教育課程」の実現に向けた基盤として、地域と学校が連携・協働し、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていくため、「コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度）」と「地域学校協働活動」の一体的な推進が必要。

事業内容

背景・
課題

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

地域と学校の連携・協働体制構築事業 令和3年度予算額（案） 6,755百万円
（前年度予算額 6,737百万円）

地域学校協働活動
幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域全体で未
来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生するための活動

補助を行う地域学校協働活動
 「学校における働き方改革」を踏まえ

た活動
例）働き方改革答申における以下の活動等を実施。

①登下校に関する対応
②放課後から夜間などにおける見守り、

児童生徒が補導されたときの対応
③児童生徒の休み時間における対応
④校内清掃
⑤部活動の補助

 地域における学習支援・体験活動
（放課後等における学習支援活動等）

××中学校区を統括！
地域学校協働本部のコーディネート機能を担う

○○小学校区

××中学校

地 域 学 校 協 働 本 部
9,000本部

地域学校協働活動推進員を中心に、協働活動支援員や協働活動サポーターなど
様々なボランティアが緩やかなネットワークを構築しながら地域の実情に応じた協働活
動を実施

××中学校区

コミュニティ・
スクールと一体
的に推進

コミュニティ・
スクール

多様な地域学校協働活動のうち、学校・
家庭・地域を取り巻く喫緊の課題の解決に
向けた取組を必須の活動と位置づけ、重
点的に補助を行う。

△△小学校

概要

コミュニ
ティ・

スクール

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

高校生・
大学生

地域
住民

保護者
ＰＴＡ

企業 ＮＰＯ
文化
団体

警察・
消防

スポーツ
団体

社会福祉
協議会

まちづくり
組織

○○小学校

コミュニ
ティ・

スクール地域学校協働活動推進員
△△小学校区

補助事業者：都道府県・指定都市・中核市
補助率：国1/3、都道府県1/3、市町村1/3
（ただし、都道府県･指定都市･中核市(以下「都道府県等」)が行う場合は国1/3、都道府県等2/3）
補助要件：①コミュニティ・スクールを導入していること、または導入に向けた具体的な計画があること

②地域学校協働活動推進員を配置すること

＜事業イメージ＞

○学校・家庭・地域の連携・協働体制が構築され、目標やビジョンを共有し、地域学校協働活動に取り組む地域が増加。
○学校が抱える課題が解消されるとともに、「社会に開かれた教育課程」が実現。
○子供たちが地域に目を向け、地域に愛着を感じるようになり、地域も子供に関わることで地域住民自身の学びにつながる。

事業実施により
期待される効果

（１）地域と学校の連携・協働体制の構築
 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた基盤となる体制を構築

するために、「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」と「地
域学校協働活動」を一体的に推進する。

 都道府県等並びに市町村が、所管する全ての公立学校に学校運営
協議会を設置し、地域とともにある学校づくりを推進するため、効果的
な導入・運営方法等について学校・地域間で情報交換・情報共有
等を行い､総合的な推進方策について検討する。

 地域と学校をつなぐ「地域学校協働活動推進員」を配置し、地域の
実情に合わせた様々な地域学校協働活動の実施及び総合化、ネッ
トワーク化を目指す。

（２）地域学校協働活動の実施

 学校運営協議会をはじめとする学校と地域の様々な協議に基づき、
地域の様々な方々の参画を得て、学習支援や体験活動などの取組
を実施するとともに、学校と地域とが連携・協働し「学校における働き
方改革」を踏まえた活動に取り組む。

※ 新型コロナウイルス感染症予防に配慮しながらの活動の実施のために必要
な経費を支援する。

件数・単価（国庫補助額）：9,000箇所（本部）×約70万円



健全育成のための体験活動推進事業 令和３年度予算額(案） １億円
(前年度予算額 １億円)

（１）宿泊体験事業
①小学校、中学校、高等学校等における取組 〔322校〕
・学校教育活動における２泊３日以上の宿泊体験活動の取組に対する事業費の補助
②学校教育における農山漁村体験活動の導入のための取組 〔134地域〕
・教育委員会が主催する夏休み期間中等に希望者を募って行う取組に対する事業費の補助
・農山漁村体験活動をこれまで実施していない高等学校等の取組に対する
事業費の補助
③教育支援センター（適応指導教室）等における体験活動の取組 〔134地域〕
・教育委員会が主催する教育支援センター（適応指導教室）等における取組に対する
事業費の補助
（２）体験活動推進協議会 〔322地域〕（各都道府県・市区町村）
・各都道府県・市区町村において、様々な体験活動を推進していく上での課題や成果に
ついて協議を行ったり、好事例の収集、各学校への情報提供や取組の普及を図るために
開催する協議会への補助

○子どもたちの豊かな成長に欠かせない、自然体験、農山漁村体験、文化芸術体験などの様々な体験活動を、新型コロナウイルス感染症
対策により失われた体験活動の機会の確保含め、引き続き着実に支援。

学校等における宿泊体験活動の取組に対する着実な支援
経済財政運営と改革の基本方針2020

（R2.7.17閣議決定）
『豊かな感性・創造性を育む文化芸術や自
然体験など子供の体験活動を推進する。』

成長戦略フォローアップ
（R2.7.17閣議決定）

『あわせて、デジタル社会だからこそ重要な
非認知能力向上に資する体験活動を推
進する。』

まち・ひと・しごと創生基本方針2020
（R2.7.17閣議決定）

『子どもの生きる力を育むとともに、将来の
地方へのUIJターンの基礎を形成するため
、農山漁村体験に参加する学校等（送
り側）や体験の実施地域である農山漁
村（受入側）を支援する』

小・中・高等学校等

諸謝金、旅費等

実施主体

補助割合

対象校種

補助対象
経費

都道府県・市区町村

国 １／３



令和２度予算額（案） ８百万円
(前年度予算額 ８百万円)

背景 課題
近年、いじめ、貧困、虐待などに起因する心身の不調、アレルギー疾患、生

活習慣の乱れ、薬物乱用、性の逸脱行動など健康課題が複雑・多様化する
中、児童生徒等の保健指導・保健管理や、校内体制及び学校・家庭・地域
の関係機関との連携・協働した適切な対応が一層求められ、その中核的役割
を担う養護教諭の役割は、一層重要となっているが、養護教諭未配置校や経
験の浅い養護教諭の一人配置校においては、児童生徒等の健康課題に対し
適切な対応が困難な状況となっている。

背景説明

児童生徒等の健康課題に適切に対応するためには、
○校内体制や学校、家庭、地域の関係機関等の連携・協
働体制の構築が必要

○学校、家庭、地域と連携した学校保健活動を推進できる
養護教諭の育成が必要

目的・目標

事業の概要

成果、事業を実施して、
期待される効果 学校、家庭、地域の連携・協働による子供の健康課題への対応の充実

連絡協議会の開催
スクールヘルスリーダーの派遣

（退職養護教諭）

【派遣・指導の例】
健康相談の実施、健康課題への対応、校内研修の実施、学校保健
委員会の運営、学校医と連携した感染症対策、外部専門家と連携した
健康教育、研修による不在時の補充、等

養護教諭未配置校・経験の浅い養護教諭配置校

・指導内容の共通理解
・収集した現状・課題の検討

経験豊富な退職養護教諭の
知見の活用

＜実施主体＞
都道府県又は指定都市（６７箇所）

＜補助率＞
スクールヘルスリーダー派遣、

連絡協議会の開催に係る経費の３分の１を補助

地域と連携した学校保健推進事業



まち・ひと・しごと創生総合戦略 2018改訂版（平成30年12月21日閣議決定）
Ⅲ．３．（２）（ウ）③地元学生定着促進プラン

地元就職に資するキャリア教育の推進や大学進学等を機に地元を離れる高校生を対象とした地元企業へのインターシップ推進
まち・ひと・しごと創生基本方針 2019（令和元年6月21日閣議決定）

Ⅴ．１．（１）◎産業人材の流動化
地方創生インターンシップ等を通じた若年層の地域での生活・就業体験を促進し、人材関連の民間企業等とも連携しつつ、地域企業へ

のUIJ ターン就職の機会拡大や地元定着の推進を図る。
Society 5.0に向けた人材育成～ 社会が変わる、学びが変わる ～（平成30年6月5日 大臣懇談会・省内タスクフォース決定）

第３章（３）②地域の良さを学びコミュニティを支える人材の育成
高等学校と地元市町村・企業等の連携により、地域課題の解決等の探求的な学びを実現する仕組みの構築や、進路決定後に地元を離れる生徒

も対象としたインターンシップを促進

〔取組事例〕
 小・中・高等学校を通じ、地元への理解や愛着を深めるキャリア教

育の推進
 職場体験やインターンシップの受入れ先の開拓及び学校と企業等と

のマッチング
 教職員及び学校に配置された外部人材への支援・相談・情報提供

「キャリアプランニングスーパーバイザー（CPSV）」を教育委員会等に配置し、地元への愛着を深めるキャリア教育の推進等を通じ、
地元に就職し地域を担う人材を育成する。 ＜配置人数：15人＞

キャリア教育の推進等を通じ、
地元に就職し地域を担う人材の育成を図る

（地域におけるキャリア教育推進のための協議会）

出身市町村へ
のＵターン希望

出身市町村
への愛着

高校時代までに（転出前に）地元企業を知ったことが、転出後も出身地への愛
着として残り、Ｕターン希望につながっていることがうかがえる。
※「地方における雇用創出-人材還流の可能性を探る-（独立行政法人労働政策研究・研修機構）」をもとに作成

 生徒へのキャリアカウンセリ
ングや企業の情報提供などの
就労支援

 高校や地域若者サポートス
テーション等と連携し、中退
者や高校卒業後早期離職した
者等への就労支援

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
【学校を核とした地域力強化プランの一部】

令和3年度予算額(案) ８百万円
(前年度予算額 8百万円)

対象
校種

小学校、中学校、義務教育学校
中等教育学校、高等学校等

実施
主体

都道府県
市区町村

補助
割合 補助率（国:1/3 県市:2/3）

補助
対象経費 諸謝金、旅費等



学力向上を目的とした学校教育活動支援
（補習等のための指導員等派遣事業の一部）

公立の小学校、中学校、義務教育学校、
中等教育学校、高等学校、特別支援学校

児童生徒一人一人にきめ細かな対応を実現するため、教師に加えて学校教育活動を支援する人材の配置を支援。
新型コロナウイルス感染症対策として、3密を避けるための環境づくりや習熟度に応じた学習の実施など、

子供の学びの保障を徹底的にサポートするために必要な人材配置を支援するため、

学習指導員等の配置を支援【11,000人】

対象
校種

退職教員、教師志望の学生をはじめとする大学生、
学習塾講師、NPO等教育関係者、
地域の方々など幅広い人材

想定
人材

都道府県
政令指定都市

実施
主体

国 １/３、都道府県・政令指定都市 ２/３補助
割合

専門性をもった外部講師が、体験活動や専門家の出前事業等を通
じた多様な学習活動の充実。
英語の授業等における英語が堪能な地域人材等の活用。

活用
イメージ
（例）

TT指導(team-teaching)や放課後の補習等、きめ細かな学習指
導を実施するために配置。

ステップ授業の進度や内容の充実度な
どに応じて、きめ細かく個別に
フォローに入ります。
また、特別な配慮が必要な子

供たちのケアもしていきます。

家庭連絡や家庭訪問等のきめ細かい対応を通じ、継続的に児童
生徒と関わることで、不登校児童生徒を支援

※教育課程内の授業を単独で学習指導員が行う場合は教員免許状が必要。

習熟度にばらつきが出やすい教科等について、感染症対策も
兼ねて習熟度別学習を実施するために配置

ホップ ジャンプ

自治体の定めによるが、教員免許状は必須ではない。
（教育課程内の授業を単独で行う場合等は、教員免許状は必要）

資格
要件

報酬、期末手当、報償費、交通費・旅費
補助金・委託費

補助
対象経費

令和3年度予算額（案） 39億円
（前年度予算額 32億円）

保護者 支援員

連絡・調整 連絡・調整

学級担任

※支援に際しては、各自治体において客観的な在校等時間の把握等を行っていることを前提とする。

令和2年度第1次補正予算額8億円、令和2年度第2次補正予算額232億円



 本事業では、自然科学に加え、人文・社会科学の知見を活用し、社会の具体的な課題の解決やELSIに対応するために、新たな社会システム（制度や
仕組み等）の創出を目指した研究開発等を推進してきたところ。

 今後もこうした研究開発を着実に推進するとともに、特に新型コロナウイルス感染症による様々な社会事象を踏まえ、コロナ後の実社会における社会
制度上の問題、緊急時における政策判断や人々の行動変容など、人文・社会科学の知見を活用した社会の仕組みや制度による問題などに取り組む
研究開発を重点的に実施する。

戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）

事業概要

背景・課題

 「科学技術基本法等の一部を改正する法律」（令和２年６月に成立・公布）では、「人文科学のみに係るもの」が科学技術の範囲に含まれることになるが、
これは、現代の諸課題に対峙するためには、人文科学を含めた総合的アプローチによる人間や社会に対する深い洞察が必要との認識によるものである。

 「統合イノベーション戦略2020」（令和２年７月17日閣議決定）では、新型コロナウイルス感染症に起因する様々な社会事象により生じた課題をはじめと
した様々な社会課題や、科学技術の進展により生じる倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）に対し、人文・社会科学の知見活用のさらなる強化を図る
こととしている。

 「科学技術・イノベーション基本計画の検討の方向性（案）」（令和２年８月に内閣府が公表）では、複雑化する現代の諸課題に対峙するために人文・社
会科学の特性を活かした研究開発の取組が重要としている。

 こうした法改正、政策決定を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に起因する様々な社会課題を解決するために、人文・社会科学の知見を活用した研究
開発の重点的な実施が急務である。

【取組概要一覧】

○ 研究開発領域・プログラム（委託研究）

「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」(H23～) 

「安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築」研究開発領域(H27～)

「人と情報のエコシステム」研究開発領域(H28～)

「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム」(R1～）

「科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践
研究開発プログラム」（人文社会科学主導型）（R2～）

【R3新規】社会的孤立を生まない社会構築（仮称） (R3～）

○ 俯瞰・戦略ユニット（調査・研究）

○フューチャー・アース構想の推進（H26～）

令和3年度予算額(案) 1,561百万円
(前年度予算額 1,516百万円)

※運営費交付金中の推計額

国

JST
運営費交付金

大学・国立研究開発法人、NPO法人等

委託

＜委託研究部分＞

 対象機関：大学、国立研究開発法人、NPO法人 等
 予算規模：8百万円～30百万円／ＰＪ・年（78課題を実施予定）
 研究期間：半年～3年程度

【これまでの成果】※科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム

 感染症対策における数理モデルを活用した政策形成プロセスの提案と普及のため
の研究開発 代表者：西浦博（北海道大学 教授）

「感染症がどのように伝搬し、感染したヒトがどの程度の期間で
発病し重症化するのか」を数式で記述した数理モデルを開発。
数理モデルをもとに、風疹・麻疹の優先的ワクチン接種層や新
型インフルエンザの被害想定、HIV感染対策等についてエビデ
ンスを提供、施策への反映など感染症の公衆衛生政策に貢献。
PJ終了後も、本数理モデルを活用し、新型コロナウイルス感染
症の施策（被害想定や対応方策）に貢献。

性別・年齢別の風疹に関する
要ワクチン接種層を示すグラフ

※所属・役職はプロジェクト終了時（H29.9）のもの

JST

国
運営費交付金

＜調査・研究部分＞
 予算規模：96百万円（人件費、活動費、調査・研究費等）
 社会課題俯瞰調査
 JST各研究開発部門と連携したELSI等の調査・研究

【事業の主なスキーム】



地域イノベーション・エコシステム形成プログラム

 地方創生を実現するために、科学技術が駆動するイノベーションが重要な役割を果たす
ことが求められている（統合イノベーション戦略2020等）。

 一方、地方大学・研究機関等に特徴ある研究資源があっても、事業化経験・ノウハウ
及び資金等が不足しているため、事業化へのつなぎが進まず、また、グローバルに展開可
能な、社会的インパクトの大きい成功事例も少ない。

 地方大学等の研究成果を事業化につなげるためには、多くの機能支援と資金が必要で
あるが、新型コロナウイルスによる影響で、さらなる支援が必要と叫ばれている。

【事業の目的・目標】

【事業概要・イメージ】

地域の成長に貢献しようとする地域大学に事業プロデュースチームを創設し、地域の競争力の源泉
（コア技術等）を核に、地域内外の人材や技術を取り込み、グローバル展開が可能な事業化計画
を策定し、社会的インパクトが大きく地域の成長とともに国富の増大に資する事業化プロジェクトを推
進する。事業化を通じて、日本型イノベーション・エコシステムの形成と地方創生を実現する。

特徴ある研究資源を有する地域の大学において、事業化経験を持つ人材を中心とした事業プロ
デュースチームを創設。専門機関を活用し市場・特許分析を踏まえた事業化計画を策定し、大学
シーズ等の事業化を目指す。

背景・課題

事業概要

＜地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出にお
ける課題＞（上位２つ）
（文科省アンケート調査）

 応用・実用化研究から
商品化が進まない
【64.4％】

 資金の確保が難しい
【53.3％】

 支援対象：大学・研究開発法人及び自治体が指定する機関等
 事業規模：1.7億円程度／機関・年（継続・２１機関）
 事業期間：平成28年度～ 1件あたり5年間の支援を実施
 補正事業：Ｒ２年度のみ。１機関0.5億円程度

国

補助金

大学・自治体が指
定する機関等

【事業スキーム】

【これまでの成果】
• 平成28年度に４地域、29年度に10地域、30年度に5地域、令和元年度に2地域を
採択。

• 令和2年度には補正予算による新型コロナウイルス対策事業を、採択された１地域で実
施。

• これまでに以下のツールを通じて各地域の事業推進体制を構築。
 事業ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰのﾘｸﾙｰﾃｨﾝｸﾞ、各地域の常時モニタリング

• 地域における取組
 製品版手術用立体内視鏡システム・改良型の完成（浜松）
 高耐久な有機EL青色・黄色発光材料の開発（福岡）
 希少糖の量産を可能とする酵素の選抜に成功（香川）
 ベンチャーを設立し、9億円の外部資金を獲得（つくば）
 高齢者みまもりセンサ機器類の販売、浴室見守りセンサの販売を開始（北九州）

Ⅲ. 2．（４）
地方大学を中核としたイノベーション・エコシステムを構築
し、地方創生を実現するため、地方大学におけるＳＴＥＡ
Ｍ人材の育成や分野融合の教育研究、その成果の社会
実装等の取組を強化する。

統合イノベーション戦略2020
（令和2年7月17日閣議決定）

H29採択

●東工大、川崎市

●福井大、福井県

●山梨大、山梨県

●信州大、長野県

●三重大、三重県

●神戸大、神戸市

●山口大、山口県

●香川大、香川県

●愛媛大、愛媛県

●熊本大、熊本県

H28採択

●（一社）つくばグ

ローバルイノベー

ション推進機構・茨

城県

●静岡大・浜松市

●九州大・福岡県

●九工大・北九州

市

H30採択

●東北大・宮城県

●山形大・山形県

●（地独）神奈川県立産業

技術総合研究所・神奈川県

●金沢大・石川県

●名古屋大・愛知県

R元採択

●北大・北海道

●岩手大・岩手県

R2補正事業

●（地独）神奈川県立産業

技術総合研究所・神奈川県

令和3年度予算額(案) 3,020百万円
(前年度予算額 3,624百万円）

令和2年度第1次補正予算額 46百万円



• 地方大学等を中心とした地域共創拠点に、持続的な運営に必要となる
機能を備えたシステム（地域産学官共創システム）の整備・運営を図る
など、拠点の自立化に向けた取組を推進。

地域内外の研究機関等
も参画し、産学共同
研究開発を推進

背景・課題
 新型コロナウイルス感染症の拡大は、知的・人的・物的リソースを都市部に依存する一極
集中型の日本社会の脆弱性を浮き彫りに。「ウィズ/ポストコロナ」時代を生き抜くため、強
靭性（レジリエンス）を獲得し、新たな感染症などの危機にさらされても持続できる経済・
社会構造への変革が必須。

 地域への分散化を図りリスクを最小化し、都市部の機能低下が地域の機能低下につな
がることのないよう、地域産業・社会の抱える課題に対して、地域が自ら行動して自律
的・持続的に課題を解決することが可能なイノベーション・エコシステムの構築が急務。

 絶えず変化・複雑化する地域の課題に対し、知の拠点である地方大学、地域ニーズを把
握している地方自治体、出口となる企業がそれぞれの立場のみで課題解決やイノベーショ
ンを創出することは限界にきており、地域における産学官の地域共創の場の構築が必要。

【経済財政運営と改革の基本方針2020（令和２年７月17日閣議決定）】
• 感染症拡大を受けて産学連携を促進しスタートアップ活動の停滞を防ぐためにも、社会変革や社会
課題の解決につながる優れた新事業を目指す産学官の共同研究開発の強化や大学発ベンチャー
支援、地方大学を核とした共創の場の構築支援・アントレプレナーシップ教育等を推進。

【まち・ひと・しごと創生基本方針2020（令和２年７月17日閣議決定）】
• 地方公共団体と地方大学が緊密に連携して、中長期的な見通しの下、その地域の活性化及び
地域社会課題の解決に必要な研究シーズの社会実装や、そのために必要な人材を将来にわたっ
て確保するために必要な取組を進めることを支援し、もって地方創生に資する科学技術イノベーショ
ンが地域において自律的・継続的に創出されるエコシステムを構築する。

• 大学と産業界・地方公共団体との連携強化を推進し、地域のニーズを踏まえた人材育成等を促進
するため、各地域における地域連携プラットフォーム（仮称）の構築や、これを活用した地域産業
の推進等に資するエコシステムの構築を推進する。

• 地方大学において、地域の特性やニーズを踏まえた人材を育成し、地域に着実に定着させるとともに、
イノベーションの創出や社会実装により地方における新たな産業や雇用の創出を更に推進するため、
STEAM人材の育成や分野融合の教育研究推進とその成果の社会実装等を強化する地方国立
大学の定員の増員を含め、今後の地方大学の望ましい在り方を実現するための大胆な改革に向け
た検討を速やかに行う。

【事業スキーム】
提案主体：大学等×自治体×企業

育成型： 8拠点程度
支援規模：３千万円程度/１拠点
支援期間：２年度程度

本格型：2拠点程度
支援規模：２億円程度/１拠点
支援期間：最長10年度

（学）
地方大学等

（官）
地方自治体

（産）
産業界

地域拠点ビジョン
提示

地域拠点ビジョン案
政策提言

主体的コミット 企業ニーズの
提示

予算措置
実証フィールドの提供
自治体職員の派遣

共同研究資金の提供
企業人の派遣

学生の企業派遣受入れ

地域拠点ビジョンを実現

・ 地域の社会的課題の解決
・ 地域の経済発展

企業支援プログラム
技術シーズマッチング

（地域共創拠点）

「人が変わる」
SDGs×ウィズ/ポストコロナに
係る地域拠点ビジョンを共有

「地域社会が変わる」
科学技術イノベーションに
よる社会システムの変革

「大学が変わる」
持続的な地域産学官共創
システムの整備・運営

• 「ウィズ/ポストコロナ」時代を生き抜き、地域課題の解決や地域経済の発
展を通じた持続的な地域社会の実現に向け、地域共創の場で地域拠点
ビジョンを策定・共有し、産学官のステークホルダが新たな関係を構築。

• 地域拠点ビジョンからのバックキャストにより、地方大学等の知・人材を活
かして、産学共同研究開発により科学技術イノベーションを創出。産学
官の協力によりビジョン実現に必要な社会実装を図るとともに、地域の
社会システム変革に寄与することを目指す。

共創の場形成支援 ー地域共創分野 －

事業概要
SDGs、ウィズ/ポストコロナ時代をふまえた未来の地域社会のあるべき姿（地域拠点ビジョン）に基づき、大学等と地域のパートナーシップによる地域共創の場を通じて、
地域が自律的に地域課題解決・地域経済発展を進めることができる持続的な地域産学官共創システムを形成し、地域の社会システムの変革に寄与することを目指す。

地域共創の場
（地域共創拠点等に設置し、地域拠点ビジョンの作成
等を実施。地域連携ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑも活用して運用。）

ビジョンの実現に必要な研究
開発成果の社会実装

ビジョンの実現に向けて、必要
な施策立案等を実施

（３つのポイント）

政策への
提言 社会実装に係

る提案

国 JST 委託運営費
交付金 大学等

令和3年度予算額(案) 「共創の場形成支援」 13,734百万円の内数
※運営費交付金の推計額



具体的な支援策

公立学校施設の整備
新しい時代の学びを支える安全・安心な教育環境の実現～令和時代の学校施設のスタンダード～
学校施設は我が国の将来を担う児童生徒の学習・生活の場であり、より良い教育活動を行うためには、その安全性・機能性の確保は不可欠。
ポストコロナの「新たな日常」の実現に向けて、学校においても感染症対策と児童生徒の健やかな学びの保障を両立していくことが必要。

 空調設置（教室、給食施設）
 トイレの洋式化・乾式化
 給食施設のドライシステム化

制度改正：バリアフリー化工事の補助率引上げ（1/3→1/2）
給食施設の空調設置工事補助対象化＜令和2年度第3次補正予算より措置＞

単価改定：対前年度比 ＋4.6％
実践研究：「新しい時代の学び」対応型学校の先導的モデルの開発支援
好事例の横展開：先進事例の発掘、表彰制度の創設等

「新しい生活様式」も踏まえ、健やかに学習・
生活できる環境の整備

防災・減災、国土強靱化

体育館の断熱性を確保し空調を設置
避難所機能としても有効活用

オープンスペースなど自由度の高い空間を整備し、
３密を解消した学習の場として有効活用
対話的・協働的な学習として多様な学習スタイルに対応

ドライシステム化され、空調が整備
された給食施設
災害時にも有効活用（都市ガス、
プロパンガスの2WAY化など）

トイレを洋式化・乾式化し、衛生環境を確保

バリアフリー化により
誰もが安心して学べる場に

普通教室・特別教室に空調を設置し、
子供たちの安全な教育環境を確保

１

 バリアフリー化、特別支援学校の整備
 一人一台端末環境への対応

個別最適な学びを実現する施設環境の整備２

 施設の複合化・共有化と有効活用
 オープンスペースや少人数学習に対応するため
の内部改修

多様な学習活動に対応する施設環境の整備３

 子供たちの生命を守り、地域の避難所となる安全・
安心な教育環境の実現
（体育館の空調設置、防災機能強化等）
 計画的・効率的な長寿命化を図る老朽化対策
（長寿命化改修へのシフト、公的ストックの最適化）

災害・事故等から子供たちの生命を守る

令和時代の学校施設のスタンダード

一人一台端末環境のもと
個別最適な学びの環境を整備

令和2年度
第3次補正予算

令和３年度当初予算額（案）688億円（前年度予算額 695億円）
＜令和２年度第１次補正予算額 57億円、第３次補正予算額 1,305億円＞



SDGs達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業 令和３年度予算額（案）：50百万円
(前年度予算額：50百万円)

 教育委員会や大学等と連携した、学校教師や教員養成課程学生等を
対象としたＥＳＤ研修の実施、及びその成果の発信。

 教育委員会や大学等に対するＥＳＤの普及啓発、指導助言、ネットワー
ク構築等。

 ＳＤＧｓ実現の視点を組み込んだカリキュラム、教材、プロジェクト等の開
発や実施、及びその成果の全国的な発信。

 ＳＤＧｓと地域課題解決・地方創生をテーマとする、民間企業と連携した
プロジェクト・ベースド・ラーニング（ＰＢＬ）。

 2020年度から本格実施の新学習指導要領で、持続可能な社会

の創り手の育成が学校に求められると明記。

 教育振興基本計画やSDGs実施指針改定版（令和元年12月）に

ＳＤＧｓ実現のための教育（ＥＳＤ）の重要性が明記。

 コロナ禍、大規模災害等を受けて、持続可能な社会の担い手育

成の必要が高まっている。

事業の柱 事業趣旨 事業内容（例）

ＳＤＧｓ実現の視点を組み込んだカリキュラ
ム、教材、地域プロジェクト等の開発や教
育実践を行う。

ＳＤＧｓ実現の中核的な担い手となる教師
の資質・能力の向上を図る。

ＥＳＤによる教育（学習）効果や学習者の変
容を測る評価手法を開発・実践し、その普
及を図る。

 評価手法の開発と教育現場での実践（評価）、及び評価手法の汎用性
の向上と教育関係者への普及。

 コロナ禍を受けた持続可能な社会づくりに対する関心、議論

の高まり。

 2019年国連総会及びユネスコ総会における、ESDが全ての

SDGs達成に貢献することを掲げた「ESD for 2030」の採択と、

我が国がユネスコと共に主導するESDの一層の推進

 2017年国連決議「ESDはすべてのSDGs実現の鍵である。」

国際的なニーズ

ＳＤＧｓ実現に向けて、ユース世代によるＥ
ＳＤの取組を加速させる。

 ユース世代によるSDGs実現に向けた自主的・独創的な活動を支援・普
及（能力向上、ネットワーク構築等）

（1）カリキュラム等
開発・実践

（２）教師教育の推進

（３）教育（学習）効果
の評価と普及

（４）ユース世代の活動
の推進

教育を通じたＳＤＧｓの達成！国内のニーズ

○持続可能な開発目標（SDGs）実現に向けた取組が広く普及したことや2020年度から本格実施の新学習指導要領において

「持続可能な社会の創り手の育成」が明記されたこと、さらには、新型コロナウイルスの流行や大規模災害等、予測不可能なこ

とが起こる時代において、持続可能な社会づくりに対する関心とともに、SDGs達成のための教育（ESD）の推進の必要性がより

一層高まっている。

○このことを踏まえ、SDGs実現の担い手に必要な資質・能力の向上を図る優れた取組に対する戦略的な支援を実施。



②ユネスコスクールネットワーク
拠点の運営
ユネスコスクール事務局として、「持続
可能な社会の創り手」育成の拠点とな
るユネスコスクールの活性化を図るた
め、加盟申請や活動支援、講習会や
研修会の開催、ユネスコスクール支援
大学間ネットワーク(ASPUnivNet)の支
援等を行う。
（事業内容）
 ユネスコスクールの加盟申請に係

る業務
 ユネスコスクールの活動を支援す

るための指導・助言や研修等
 ユネスコスクール向けの講習会、

研修会の開催 等

③ユネスコ世界ジオパーク拠点の
運営
日本ジオパーク委員会の事務局として、
ユネスコへの推薦に係る業務、再認定
審査に係る業務、選考基準策定、ユネ
スコとの連絡調整等を行うとともに、我
が国におけるユネスコ世界ジオパーク
活動を推進し情報発信を強化する。（ⅰ）急速な社会変化に即応した恒常的な情報発信、

（ⅱ）民間団体との連携強化、 （ⅲ）国内のユネスコ活
動と国際協力の成果の往還 を通じて、我が国のユネ
スコ活動が我が国やユネスコの優先課題の解決を通
じて持続可能な社会の構築に貢献

期待される効果

＜プラットフォームのイメージ＞

①「ユネスコ未来共創プラットフォーム」事務局の構築・運営
SDGsの実現に向けて積極的に取り組む多様なステークホルダーと連携し、

ユネスコ加盟７０周年やコロナ禍を受けてのユネスコの役割の再認識と「新た
な生活様式」における持続可能な社会の構築を推進するため、ユネスコ活動
の更なる充実や、活動成果の国内外への戦略的発信、先進的なユネスコ活
動の海外展開を一体的に推進することを目的としたプラットフォームを構築・運
営する。

（事業内容）
 SDGｓ実現に向けた全国及び地域ネットワークの構築及び連携強化
 ポータルサイトの構築・運用を通じた国内外への情報発信
 海外展開を行う草の根のユネスコ活動の公募・審査・実施 等

＜事業内容＞

○世界や地域の課題解決に資するユネスコ活動の活性化に向けて、SDGsの実現に向けた取組等を進める多様なステークホル
ダーの知見を得て、国内活動と国際協力の成果の往還に資するよう、国内のユネスコ活動拠点ネットワークの戦略的整備と先
進的なユネスコ活動の海外展開を一体的に推進する体制を構築・運営する。

○コロナ禍によるパラダイムシフトが起こっている社会において、また日本のユネスコ加盟７０周年を機に、ユネスコの役割の再認
識及びユネスコ活動のメリットを生かした地域創成や多文化共生社会の構築、多様なステークホルダーの連携を深める戦略的
なプラットフォームを通じて、ユネスコ活動の活性化を通じた持続可能な社会の構築を推進するとともに、日本の取組を世界に
発信する。

令和３年度予算額（案） ：92百万円（前年度予算額：112百万円）

～世界と地域をつなぐユネスコ活動の推進～ユネスコ未来共創プラットフォーム

ユネスコ協会

自治体

大学

NPO 企業

ユネスコ未来共創
プラットフォーム

事務局
ユネスコスクール拠点

ユネスコ世界ジオパーク拠点
ユネスコエコパーク拠点

事業支援・ネットワーク形成・成果発信

文部科学省
（日本ユネスコ
国内委員会）

ユネスコ

加盟国

④ユネスコエコパーク拠点の運営
日本国内のユネスコエコパークについ
て、国際的な動向を踏まえた管理運営
を推進することを目的とした実務者ワー
クショップを企画・開催する。

海外ユネスコエコパーク実務担当者と
の意見交換等による管理運営ノウハウ
の共有等



文化振興財団等

文化芸術分野の支援に専門性を持つ
独自の職員の配置

助成事業 調査研究
情報発信

文化芸術施策の
立案・遂行

東京2020大会とその後を見据え、地方公共団体が主体となって取り組む文化芸術事業を支援することにより、地方公共
団体の文化事業の企画・実施能力を全国規模で向上させるとともに、多様で特色ある文化芸術の振興を図り、ひいては地
域の活性化に寄与する。

地方公共団体等における文化芸術分野の専門的人材の確保、地域
のアーツカウンシル機能の強化等、地域の文化施策推進体制を構築
する取組を支援（補助率：１／２）

○補助対象事業者：地方公共団体（都道府県、政令指定都市）（８事業程度）
○補助金上限額 ：２千万円
○補助対象経費 ：専門人材及び専門性を有する組織による文化芸術施策の企画立

案・遂行に要する経費、調査研究・情報発信に要する経費 等

【事業内容②】

都道府県・政令指定都市

地方公共団体が主体となり、地域住民や地域の芸・産学官ととも
に取り組む地域の文化芸術資源を活用した文化芸術事業を支援
（補助率：１／２）

地方公共団体

○補助対象事業者：地方公共団体 （６０事業程度）
○補助金上限額 ：３千万円
○補助対象経費 ：文芸費、舞台費、報償費、消耗品 等

【事業内容①】

多様で特色ある文化芸術の振興、地域の活性化 地方公共団体の文化事業の企画・実施能力が向上

UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）開催事業（山口県宇部市）

委託等

【取組例】・地域の音楽、踊り、演劇の公演、ワークショップ、アウトリーチ
・芸術祭、音楽祭、写真展、美術展、メディア芸術の展示 等

音楽、演劇、舞踊、美術、メディア芸術等を中心とする地域の文化芸術資
源を活用した文化事業を実施

「劇場×若者＝地域創生の未来」事業（京都府京都市）

文化芸術創造拠点形成事業
令和3年度予算額（案） 981百万円
（前年度予算額 1,001百万円）



５.厚生労働省



地域活性化雇用創造プロジェクト

○都道府県（※）が地域の協議会の了承を得て提案する事業から、コンテスト方式により正社員雇用の場を確保する効果が高い事業を選抜
※地域雇用活性化コースについては、原則、正社員有効求人倍率が1.0倍未満の都道府県が対象。就職氷河期世代対象の事業を実施する場合のみ１倍以上の都道府県も提案可
〇実施期間は最大３年間、事業費上限は2.5億円。国は都道府県に対し、経費の８割を補助
ただし、新型コロナウイルス感染症対策の特例として、地域雇用再生コースについては経費の９割（ア．事業推進・基盤整備メニューは８割）を補助

事業概要

産業政策と一体となり雇用形態の転換や労働条件の改善等により良質で安定的な雇用機会を確保するとともに、新型コロナウイルス感
染症の影響等を受けた地域雇用を再生することで、雇用の安定、能力開発を推進し、地域における生産性向上・経済的基盤の強化を図る。

事業目的

⑤
実施

※本事業に参加する企業が施設整備と併せて
支援対象者の雇い入れを行った場合、地域
雇用開発助成金（地域雇用開発コース）に
助成額を上乗せ。

厚生労働省

都道府県

①
設
置
・
提

案 ②
了
承

④
選
抜
・
補

助 ③
応
募

・学識経験者
・使用者団体
・労働者団体

第三者委員会

正社員就職・正社員への転換・職場定着のための取組等を支援
（事業例）
・就職支援窓口設置・就職情報提供
・合同企業説明会や面接会等のイベント
開催

・基礎的スキル取得に向けた訓練
・職場体験実習 等

事業主が安定的に雇用確保するための取組等を支援

（事業例）
・働き方改革など雇用管理改善に向けた
コンサルティング

・研修やメンター制度の構築支援
・テレワークやオンライン会議の導入
セミナー 等

ア．事業推進・基盤整備メニュー（両コース共通）
協議会の設置・運営、事業所・求職者等への情報発信、フォローアップ調査の実施等の事業運営、体制整備に係る取組を支援

・受入環境整備の支援セミナー
・受入人材育成制度の構築支援
・職場定着のための伴走支援 等

・職業意識啓発セミナー
・関係機関と連携した就職準備
・自己分析や面接指導 等

地域雇用再生コース：補助率９/10
（新規：令和３年度採択分までの時限措置）

地域雇用活性化コース：補助率 8/10

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、ニーズの高
い分野への転換や進出、多角化を目指す取組等を支援

（事業例）
・マーケティングを活用した市場ニーズの把握や経営戦略策定のためのコ
ンサルティング
・従業員のスキル転換に必要な研修制度の構築支援
・若年層など経験の少ない従業員向けのスキルアップ・定着支援
・ICT活用による業務プロセスの抜本的見直しの専門家支援 等

イ．事業主向け雇用拡大・確保支援メニュー

ウ．求職者向け就職支援・人材育成メニュー
新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等に対する、キャ
リアチェンジや専門的な人材育成を目指す取組等を支援

（事業例）
・実務体験や実践研修を交えた即戦力人材の育成
・大学・大学院等のリカレント教育を活用した専門的な資格取得支援
・有資格者によるキャリアコンサルティングや就職支援の実施
・ニーズに応じた求人開拓や個別企業面接会の実施 等

就職氷河期世代向け支援（新規）
金融機関

経済団体

自治体 有識者

労働者団体

労働局

地域の関係者で構成する協議会

就職氷河期世代向け支援（新規）

業種転換やキャリアチェンジに効果のある取組等を実施

○都道府県が戦略的産業分野として位置づけている業種を指定
（例：農業、建設業、ヘルスケア産業、IT産業、航空・宇宙関連産業 等）

○都道府県が新型コロナウイルス感染症の影響を特に受けた業種
を指定 （例：観光・宿泊業、飲食業、製造業 等）

良質な正社員雇用の創出 業種間・職種間転換の促進

経産局 NPO等

令和３年度予定額 103億円
（令和２年度予算額 47億円）



保育対策総合支援事業費補助金

【事業内容】

○地方自治体の待機児童解消に向けた取組を支援するため、小規模保育や家庭的保育等の改修による受入児童数の拡大を図る。

○総合的な保育人材確保策を講じることにより、保育の受け皿整備に必要となる保育人材の確保を図る。

○障害児の受入れに必要な改修や認可外保育施設職員に対する衛生・安全対策など、保育対策の基盤整備に必要な事業の推進を図る。

【対象事業】

Ⅰ 保育人材確保対策 １６６億円（１６４億円）

①保育士・保育所支援センター設置運営事業【拡充】

②潜在保育士再就職支援事業

③保育士資格取得支援事業

④保育士宿舎借り上げ支援事業【見直し】

⑤保育体制強化事業

⑥保育士養成施設に対する就職促進支援事業

⑦保育士試験追加実施支援事業

⑧保育補助者雇上強化事業【拡充】

⑨若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業【拡充】

⑩保育人材等就職・交流支援事業

⑪保育士・保育の現場の魅力発信事業【新規】

Ⅱ 小規模保育等の改修等【拡充】１８７億円（１７１億円）

①賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業

②小規模保育改修費等支援事業

③幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業

④認可化移行改修費等支援事業

⑤家庭的保育改修費等支援事業

⑥認可外保育施設改修費等支援事業

⑦都市部における保育所等への賃借料等支援事業

Ⅲ その他事業 ４９億円（５９億円）

①民有地マッチング事業

②認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業

③広域的保育所等利用事業【拡充】

④認可外保育施設の衛生・安全対策事業

⑤保育環境改善等事業

⑥家庭支援推進保育事業【拡充】

⑦保育所等における要支援児童等対応推進事業

⑧３歳児受入れ等連携支援事業

⑨保育利用支援事業（予約制）

⑩医療的ケア児保育支援モデル事業【拡充】

⑪保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

⑫放課後居場所緊急対策事業

⑬小規模多機能・放課後児童支援事業

⑭新たな待機児童対策提案型事業

⑮待機児童対策協議会推進事業

（令和２年度予算：394億円 → 令和３年度予算案：402億円）



【趣旨】
市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業及び

保育所等の防音壁設置の実施に要する経費に充てるため、市区町村に交付金を交付する。

（※）市区町村が作成する保育所等の整備に関する計画（市区町村整備計画）による整備等の実施に必要な経費の
一部を支援するため、児童福祉法第56条の４の３に基づく交付金として平成27年度に創設。

◆「新子育て安心プラン」に参加する自治体についても、補助率の嵩上げ（１／２→２／３）等を引き続き実施。

【対象事業】
・保育所整備事業
・認定こども園整備事業（幼稚園型）
・小規模保育整備事業
・防音壁整備事業
・防犯対策強化整備事業

【実施主体】 市区町村

【設置主体】 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等
（保育所及び認定こども園については公立を除く）

【補助割合】 国１／２、市区町村１／４、設置主体１／４
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国２／３、市区町村１／１２、設置主体１／４

保育所等整備交付金

（令和２年度予算）６３８億円 → （令和３年度予算案） ４９７億円
（（令和２年度３次補正予算案）１５８億円）



保育対策総合支援事業費補助金

【事業内容】

○地方自治体の待機児童解消に向けた取組を支援するため、小規模保育や家庭的保育等の改修による受入児童数の拡大を図る。

○総合的な保育人材確保策を講じることにより、保育の受け皿整備に必要となる保育人材の確保を図る。

○障害児の受入れに必要な改修や認可外保育施設職員に対する衛生・安全対策など、保育対策の基盤整備に必要な事業の推進を図る。

【対象事業】

Ⅰ 保育人材確保対策 １６６億円（１６４億円）

①保育士・保育所支援センター設置運営事業【拡充】

②潜在保育士再就職支援事業

③保育士資格取得支援事業

④保育士宿舎借り上げ支援事業【見直し】

⑤保育体制強化事業

⑥保育士養成施設に対する就職促進支援事業

⑦保育士試験追加実施支援事業

⑧保育補助者雇上強化事業【拡充】

⑨若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業【拡充】

⑩保育人材等就職・交流支援事業

⑪保育士・保育の現場の魅力発信事業【新規】

Ⅱ 小規模保育等の改修等【拡充】１８７億円（１７１億円）

①賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業

②小規模保育改修費等支援事業

③幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業

④認可化移行改修費等支援事業

⑤家庭的保育改修費等支援事業

⑥認可外保育施設改修費等支援事業

⑦都市部における保育所等への賃借料等支援事業

Ⅲ その他事業 ４９億円（５９億円）

①民有地マッチング事業

②認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業

③広域的保育所等利用事業【拡充】

④認可外保育施設の衛生・安全対策事業

⑤保育環境改善等事業

⑥家庭支援推進保育事業【拡充】

⑦保育所等における要支援児童等対応推進事業

⑧３歳児受入れ等連携支援事業

⑨保育利用支援事業（予約制）

⑩医療的ケア児保育支援モデル事業【拡充】

⑪保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

⑫放課後居場所緊急対策事業

⑬小規模多機能・放課後児童支援事業

⑭新たな待機児童対策提案型事業

⑮待機児童対策協議会推進事業

（令和２年度予算：394億円 → 令和３年度予算案：402億円）



○妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門家又は子育て経験者やシニア世代等の
相談しやすい「話し相手」等による相談支援を行い、家庭や地域での妊産婦等の孤立感を解消を図ることを目的とする。

○事業の内容
①利用者の悩み相談対応やサポート
②産前・産後の心身の不調に関する相談支援
③妊産婦等をサポートする者の募集
④子育て経験者やシニア世代の者等に対して産前・産後サポートに必要な知識を付与する講習会の開催
⑤母子保健関係機関、関係事業との連絡調整
⑥多胎妊産婦への支援（多胎ピアサポート、多胎妊産婦サポーター等による支援（拡充）
⑦悩みを抱える妊産婦の早期支援（育児用品等による支援）
⑧出産や子育てに悩む父親支援（新規）

○実施方法・実施場所等
①「アウトリーチ（パートナー）型」・・・実施担当者が利用者の自宅に赴く等により、個別に相談に対応
②「デイサービス（参加）型」・・・・・・・公共施設等を活用し、集団形式により、同じ悩み等を有する利用者からの相談に対応

○実施担当者 (1)助産師、保健師又は看護師
(2)子育て経験者、シニア世代の者等
（事業内容②の産前・産後の心身の不調に関する相談支援は、(1)に掲げる専門職を担当者とすることが望ましい）

○補助率等 （補助率：1/2）

（平成２６年度より、妊娠・出産包括支援モデル事業の一部として事業開始。令和元年度は501市町村において実施）

○身近に相談できる者がいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊産婦及びその家族。

対象者

事業目的等

事業の概要

○市区町村 （本事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる団体等に事業の全部又は一部を委託することができる）

実施主体

産前・産後サポート事業 Ｒ３予算案：18億円（Ｒ２予算額：17億円）



産後ケア事業の全国展開

○事業内容
退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を実施する。（利用期間は原則７日以内）

原則として①及び②を実施、必要に応じて③から⑤を実施。
①褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導（乳房マッサージを含む）
②褥婦に対する療養上の世話 ④褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
③産婦及び乳児に対する保健指導 ⑤育児に関する指導や育児サポート等

○実施方法・実施場所等
(1)「宿泊型」 ・・・ 病院、助産所等の空きベッドの活用等により、宿泊による休養の機会の提供等を実施。
(2)「デイサービス型」 ・・・ 個別・集団で支援を行える施設において、日中、来所した利用者に対し実施。
(3)「アウトリーチ型」 ・・・ 実施担当者が利用者の自宅に赴き実施。

○実施担当者 事業内容に応じて助産師、保健師又は看護師等の担当者を配置。
（宿泊型を行う場合には、２４時間体制で１名以上の助産師、保健師又は看護師の配置が条件）

○補助率等 （補助率： 1/2） （ R３基準額案 ： 人口10 ～ 30万人未満の市の場合 月額2,023,300円）
（利用料については、市町村が利用者の所得等に応じて徴収）
（平成２６年度は、妊娠・出産包括支援モデル事業の一部として事業開始。令和元年度は９４１市町村において実施）

○家族等から十分な家事及び育児など援助が受けられない褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児であって、次の(1)又
は(2)に該当する者 (1)産後に心身の不調又は育児不安等がある者 (2) その他特に支援が必要と認められる者

対象者

事業の概要

○市区町村 （本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる団体等に事業の全部又は一部の委託が可能）

実施主体等

○ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産
後ケア事業について、今般の少子化の状況を踏まえ、誰もがより安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村
の努力義務となった当事業の全国展開を図り、子育て世代包括支援センターにおける困難事例や、新型コロナウイルスに
対して不安を抱いている妊産婦等への対応の強化に対する受け皿としても活用する。

事業目的

※産後ケア事業を行う施設の整備については、次世代育成支援対策施設整備交付金において補助

Ｒ３予算案：42億円（Ｒ２予算額：27億円）



保健所
児童相談所

子育て支援機関

医療機関
（産科医、小児科医

精神科医等）

①妊産婦等の支援に必要な実情の把握

②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要

な情報提供・助言・保健指導

③支援プランの策定

④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調

整

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援

障害児支援機関

民間機関・関係団体

その他の
専門職看護師助産師保健師

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
必
須
）

子育て世代包括支援センターの体制強化

○ 今般の新型コロナウイルス感染症の状況により、不安を抱える妊産婦や家庭がある中で、誰もがより安心・安全な子育て環境を整える
ため、保健師等を配置して、妊産婦等からの相談に応じ、健診等の「母子保健サービス」を提供することなどに加え、新型コロナウイルス
感染症に不安を抱える妊産婦、特定妊婦や、産後うつ、障害がある方への対応といった多様なニーズに対応できるよう、子育て世代包
括支援センターに専門職を配置することで、相談支援の機能を強化する。

○ 具体的には、子育て世代包括支援センターに、専門職（ＳＷ、PSW、心理職等）を配置し、特定妊婦等に対するSNS・メール等での即時
の相談対応、アウトリーチによる支援や、市区町村子ども家庭総合支援拠点や要保護児童対策地域協議会との連携強化を行う。

産後ケアセンター

市町村保健センター

子育て世代包括支援センター

困難事例への対応等の支援

相
談
支
援
の
強
化

（
必
須
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
）

【専門職が行う業務】

○妊産婦からの問い合わせに即時対応可能とするため、

SNS等を活用した即時の相談支援及び多職種でのアウトリーチによる支援

○市区町村子ども家庭総合支援拠点、要保護児童対策地域協議会や精神科

医療機関との連携の強化

○嘱託医師との連携によるケース対応等の実施

精神保健福祉士社会福祉士

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築

市区町村子ども家
庭総合支援拠点

要保護児童対策
地域協議会

■実施主体：市区町村 ■補助率：２／３
■設置自治体・箇所数1,288自治体、2,052箇所（R2.4.1時点）
■令和３年度単価（案）：専門職の配置による増額 14,209千円

その他の
専門職



１．ひとり親家庭等生活支援事業
(1) １か所当たり最大 11,482千円
(2)地域の民間団体の活用等による出張・訪問相談、同行支援、見守り支援を行う場合に①に加算する額 4,332千円

２．子どもの生活・学習支援事業
(1) 事務費 １実施主体当たり 2,727千円
(2) 事業費（集合型） １実施主体当たり 7,674千円

実施日数に応じて①に加算する額 105～156日：3,836千円、157～208日：7,673千円、209日以上： 11,510千円
(3) 事業費（派遣型）

１回の訪問が１日の場合：10,180円 × 訪問延回数 １回の訪問が半日以内の場合： 6,570円 × 訪問延回数
(4) 実施準備経費（１実施場所当たり）

① 改修費等 4,000千円
② 礼金及び賃借料（実施前月分） 600千円

（５）新型コロナウイルス感染拡大防止 500千円（令和２年度第３次補正予算案）

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村（事業の全部又は一部を民間団体等に委託可）
【補助率】 国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２ 国１／２、都道府県１／４、市区町村１／４
【実施自治体数】939か所《平成30年度》

１．ひとり親家庭等生活支援事業
① 相談支援事業：育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供等を実施する。また、地域の実情に

応じて、地域の民間団体の活用等による訪問・出張相談、同行支援や継続的な見守り支援を実施する。
② 家計管理・生活支援講習会等事業：家計管理、子どものしつけ・育児や養育費の取得手続等に関する講習会の開催等を実施する。
③ 学習支援事業：高等学校卒業程度認定試験の合格等のためにひとり親家庭の親に対して学習支援を実施する。
④ 情報交換事業：ひとり親家庭が互いの悩みを打ち明けたり相談しあう場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換を実施する。

２．子どもの生活・学習支援事業
ひとり親家庭の子どもに対し、放課後児童クラブ等の終了後に基本的な生活習慣の習得支援、学習支援や食事の提供等を行う。また、新型コロナウイル

スの感染拡大を防止する観点から、マスクの購入等に必要な経費を補助する。

ひとり親家庭等生活向上事業【拡充】

○ ひとり親家庭等は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理、子どものしつけ・育児又は自身や子どもの健康管理など様々な面において困難に直面
することとなる。また、ひとり親家庭の親の中には高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が
生じている。このため、生活に関する悩み相談、家計管理・育児等に関する専門家による講習会の実施、高等学校卒業程度認定試験合格のための学習支援
等を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図る。

目 的

事業内容

実施主体等

補助基準額（案）

【令和３年度予算案： 158億円の内数＋0.7億円（令和2年度第３次補正予算案）（母子家庭等対策総合支援事業）】



地方自治体（実施主体）

発注企業在宅就業希望者

ひとり親家庭の在宅就業推進事業

業務分配
報酬支払

委託

業務開拓
検品・納品

連携・協力
業務サポート
（訓練提供可）

就業支援
専門員

相談支援
情報提供

連携
在宅就業コーディネーター

○ 在宅での就業を希望するひとり親に対し、在宅業務を適切に行うために必要なノウハウ等を習得するための在宅就業コー
ディネーターによる支援を通じ、自営型の在宅就業や企業での雇用（雇用型テレワーク）への移行を支援する。
（在宅就業に必要な基本的なスキルの習得が必要な場合には、母子家庭等就業・自立支援センター事業で行われている訓練等
を活用）

目 的

○ 実施主体又は委託を受けた事業実施者は、在宅就業希望者等を対象としたセミナーや在宅就業者同士の情報共有に資する
サロンの開催、在宅就業に係る業務の調達、在宅就業者への業務発注、在宅就業者が納入した業務の検収と納品等を行う。

○ 在宅就業コーディネーター（在宅就業に関する知識やひとり親家庭への自立支援に理解を有する者等）を配置し、発注業者
との契約締結の方法や業務スケジュールの管理等在宅就業者へのサポートを行う。

事業内容

○ 事前に在宅就業希望者等からの相談に応じ、その者が望む在宅
就業の形態等を聞き取り、職業経験、技能、取得資格等を的確に
把握し、一定の知識や技術等を有することを確認する。

○ 在宅就業希望者等と請負契約を結んだ上で、発注、報酬の支払
いを行う。その際、在宅業務の内容、実施方法（業務の作業手順
等）等の説明を行う。

○ 事業実施者及び発注企業のインセンティブを高めるため、支援
対象者数等に連動した委託費の支払や多数の業務を発注した企業
の公表を行う。

実施体制・実施方法

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・一般市等
（事業の全部又は一部を委託可）

【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市・一般市等1/2
【R3予算案】母子家庭等対策総合支援事業(158億円)の内数
【H30実施か所】7都県市区（青森県、東京都、名古屋市、大阪市、八戸

市、八王子市、練馬区）
（注）下線の都県区は、在宅就業コーディネーターを配置

事業実施者

○在宅就業希望者等に対し、
・必要なノウハウを習得するための支援
・必要な知識及び技能を習得するための情報提供
・必要な助言その他の援助 等を実施

・

※平成27年度から実施



社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 等 【 拡 充 】

①社会的養護自立支援事業≪拡充≫
里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて１８歳（措置延長の場合は２０歳）到達後も原則２２歳の

年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供する事業に要する費用を補助。
［拡充内容］

・自助グループが特定日に児童養護施設等に赴いて入所児童の自立に向けた相談支援を行う場合に必要となる経費を補助する。
・メンタルケア等、医療的な支援が必要な者が適切に医療を受けられるよう、医療連携に必要な経費（嘱託医との契約等）を補助する。
・一定期間一人暮らしを体験し、安定した退所後の生活を確保するため、民間アパート等の借り上げに必要な経費を補助する。
・法律相談が必要となるケース（金銭・契約トラブル等）に対応するため、弁護士等と契約に必要な経費を補助する。

②身元保証人確保対策事業≪拡充≫
児童養護施設や婦人保護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際に、施設長等が身元保証人となる場合の損害保険契

約を全国社会福祉協議会が契約者として締結する。その保険料に対して補助を行う。
［拡充内容］

・保証人の対象範囲を拡大し、退所者支援を行う民間団体等を追加するとともに、同一の保証人から複数の保証を受けられるよう運用改善を行う。
・入院時の身元保証に対する補助を行う。

①都道府県・指定都市・児童相談所設置市（民間団体等に委託して実施することも可）※母子生活支援施設：市及び福祉事務所設置町村
②都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市・市及び福祉事務所設置町村

国：１／２、都道府県･指定都市･中核市･児童相談所設置市：１／２（国：１／２、都道府県：１／４、市及び福祉事務所設置町村：１／４）

１．事業内容

２．実施主体

３．補助基準額

【令和３年度予算案】２１３億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

４．補助率

①社会的養護自立支援事業

・支援コーディネーター配置
１か所当たり年額 6,232千円

・居住費支援 １人当たり月額 90千円（里親）
397千円（児童養護施設） 等

・生活費支援 １人当たり月額 51,870円（就学・就労をしていない者）
11,310円（就学している者） 等

・生活相談支援
賃 金 １か所当たり年額 10,212千円（常勤２名以上配置）

6,981千円（上記以外）
事務費 １か所当たり年額 4,860千円（対象者が気軽に集まれる場を常設する場合）

2,166千円（上記以外）≪拡充≫
・医療連携支援１か所当たり年額 5,900千円≪新規≫

・就労相談支援 １チーム当たり年額 5,739千円
・学習費等支援

特別育成費 基本額 １人当たり年額 24,420円
資格取得等特別加算 １人当たり年額 57,610円
補習費 １人当たり年額 20,000円
補習費特別分 １人当たり年額 25,000円

就職支度費 一般分 １人当たり年額 82,760円
特別基準分 １人当たり年額 198,530円

大学進学等自立生活支度費
一般分 １人当たり年額 82,760円
特別基準分 １人当たり年額 198,530円

・退所後生活体験支援 １人当たり月額 53,700円≪新規≫
・法律相談支援 １か所当たり年額 3,000千円≪新規≫

②身元保証人確保対策事業

・就職時の身元保証 年間保険料10,560円
・賃貸住宅等の賃借時の連帯保証 年間保険料19,152円

・大学・高等学校等入学時の身元保証 年間保険料10,560円
・入院時の身元保証 年間保険料 2,400円≪新規≫



社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 の 実 施 イ メ ー ジ

①支援コーディネーター（全体を統括）

＜児童相談所等
＞

※ 児童の措置解除前に、支援担当者会議を開催し、退所後の生活等を考慮した継続支援計画を作成
※ 関係機関と連携しながら、継続支援計画に基づく支援状況を把握し、生活状況の変化などに応じて計
画を見直し

措
置
解
除

22
歳

②生活相談支援担当職員（生活相談支援）

③就労相談支援担当職員（就労相談支援）

（施設等の入所児童）
⑥住居費支援（里親・施設の住居費費を支援）
⑦生活費支援（大学進学者等の生活費を支援）
⑧学習費等支援（進学希望者の学習塾費等を支援）

＜民間団体への委託等＞

（引き続き施設等に居住する児童）

※ 家庭復帰・自立した者の家賃・生活費については、「自立支
援資金貸付事業」の活用が可能

※ 措置解除後も特に支援の必要性が高く、施設等において居
住の場を提供する場合、措置費に準じて居住費等を支給。

※ 措置費による支弁

※ 居住、家庭、交友関係・将来への不安等に関する生活上の相談支援
※ 対象者が気軽に集まる場を提供する等の自助グループ活動の育成支援

※ 安定した退所後の生活を確保するため、退所後の一人暮らし体験の支援 等

※ 雇用先となる職場の開拓 ・就職面接等のアドバイス
※ 事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップ 等

対象者の状況に応じて必要な支援を実施

⇒ 自助グループが特定日に児童養護施設等に赴いて入所児童の自立に
向けた相談支援を行う場合に必要となる経費を補助

（家庭復帰又は自立した児童）

④嘱託医等（医療連携支援）
※ 嘱託医等と契約するなど、医療的な支援が必要な者に対する支援を行う

※ 弁護士等と契約し、法律相談が必要となるケース（金銭・契約トラブル等）への
対応を行う

⑤弁護士等（法律相談支援）



里親委託費・児童入所施設措置費等国庫負担金

（令和２年度予算額） （令和３年度予算案） 対前年度増減額

１３５，４８０百万円 → １３５，５６４百万円 （＋８４百万円）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度予算案

予算額
１２２，７１６

【１２３，４６６】
１２６，６４７ １３１，６５７ １３５，４８０ １３５，５６４

（単位：百万円）

※ 【 】内は補正後予算額等

○ 里親委託費・児童入所施設措置費等は、都道府県等が児童福祉法に基づき里親への委託や児童養護施設等への入所等の措置を行った場合、

又は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して

入所した場合等に、その措置等に要する費用及び母子保護の実施、助産の実施若しくは児童自立生活援助の実施等に要する費用として、都道

府県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。

法律補助（児童福祉法第53条） 国１／２、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市１／２

国１／２、都道府県１／４、市及び福祉事務所設置町村１／４※

※ 市及び福祉事務所設置町村が市町村立・私立の母子生活支援施設及び助産施設に入所させる場

合。市（指定都市、中核市含む）町村において保育の措置を実施する場合は市町村。

１．予算額の推移

２．事業の目的

３．補助根拠 ４．補助率



ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
※平成27年度から実施

○ ひとり親家庭の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした
就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給する。

目 的

○ ひとり親家庭の親又は児童であって、次の要件の全てを満たす者。ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している者
は対象としない。
① ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。
② 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就く
ため必要と認められること

対象者

○ 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）とし、実施主体が適当と認めたもの。
ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学

支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

対象講座

① 受講修了時給付金
受講費用の４割（上限１０万円）

② 合格時給付金
受講費用の２割（受講修了時給付金と合わせて
上限１５万円）
※受講修了日から起算して２年以内に高卒認定試験に
全科目合格した場合に支給

支給内容・実施主体等

【実施主体】都道府県・市区・福祉事務所設置町村
【補助率】国３／４、都道府県等１／４
【R3予算案】母子家庭等対策総合支援事業(158億円)の内数
【H30実施自治体数】304自治体
【H30支給実績】事前相談：163人 支給者数：46人

高卒認定試験
合格講座受講
（通信教育可）

高卒認定試験
受験（年２回）

高卒認定試験
合格

より良い就業
・高度な

職業訓練へ

①受講費用の４割
（上限１０万円）
を支給

②受講費用の２割
を支給

①＋②最大、受講費用の６
割を支給（上限15万円）

（イメージ
図）



工賃向上計画支援等事業の概要

就労継続支援事業所等の利用者の工賃・賃金向上等を図るため、事業所に対する経営改善や商品開発等に対
する支援、共同受注窓口による情報提供体制の整備、在宅障害者に対するＩＣＴを活用した就業支援体制の構築
や販路開拓等の支援及び農福連携の取組への支援等を実施する。

事業目的

事業の実施主体

○ 都道府県

令和２年度予算額 令和３年度予算案 差引増▲減額
598,138千円 → 639,395千円 ＋41,257千円

（地域生活支援促進事業）

（１）基本事業（補助率：１／２）

1.経営力育成支援
○ 事業所等の経営力育成・強化に向け、専門家等による効果的な工賃向
上計画の策定や管理者の意識向上のための支援を実施
※ 対象に共同受注窓口を追加

2.品質向上支援
○ 事業所が提供する物品等の品質向上に向け、共同受注窓口と専門家等
の連携による技術指導や品質管理に係る助言等の支援を実施

○ 事業所の職員を対象に、商品開発や販売戦略、生産活動への企業的手
法の導入などに係る研修会を開催

3.事業所職員の人材育成支援

③共同受注窓口の機能強化事業

○ 関係者による協議体の設置により共同受注窓口の機
能を強化することで、企業等と障害者就労施設等との
受発注のマッチングを促進し、障害者就労施設等に対
する官公需や民需の増進を図ることに加え、農福連携
に係る共同受注窓口の取組を行うことを支援する。

○ 都道府県域を越えた受発注を推進するため、各共同
受注窓口間の連携に係る支援を行う。

農福連携による就農促進プロジェクト

○ 専門家を派遣することによる農業・林業・水産業
等に係る技術指導や６次産業化に向けた支援、農業
に取り組む事業所によるマルシェの開催支援を実施

○ 過疎地域における農福連携の取組を後押し。

○ 芸術文化も含めた商品やサービスのＰＲを行うとともに、販売会・商
談会を実施

4.販路開拓支援

②在宅就業マッチング支援等事業

○ 在宅障害者に対するＩＣＴを活用した就業支援体制の構築や販路開拓等を
行うことにより、在宅障害者が能力等に応じて活躍できる支援体制の構築を
支援

（２）特別事業（補助率：10/10）

①工賃等向上事業



在宅就業マッチング支援等事業（工賃向上計画支援等事業②）

仕事をする意欲と能力はあるものの、就労時間や移動に制約があるなどの事情で一般就職や施設利用が困難な障
害者もいることから、在宅障害者に対するＩＣＴを活用した就業支援体制の構築や販路開拓等を行うことにより、
在宅障害者が能力等に応じて活躍できる支援体制の構築を支援する。

目 的

○実施主体:都道府県 ○補助事業者:社会福祉法人等の民間団体 ○負担割合：国１／２、都道府県１／２

実施主体・負担割合等

令和２年度予算額 令和３年度予算案 増▲減額
40,000千円 →       20,000千円 ▲20,000千円

（地域生活支援促進事業）

事業概要

都道府県

補
助

○ 関係者による検討会
○ ニーズ調査や実態調査

等を実施

企
業
か
ら
発
注

さ
れ
た
仕
事
の

マ
ッ
チ
ン
グ

 企業への普及・啓発
 相談支援
 発注企業の開拓

 ＩＣＴ技術等のスキル
アップ支援

 ＩＣＴネットワークの構築

在宅障害者

企業

社会福祉法人等の民間団体

○ 都道府県においては、地域の実情に応じて、以下の取
組を選択して実施することにより、在宅就業を推進して
いく。

・ 在宅就業を希望する障害者に対するＩＣＴ技術等の
スキルアップ支援

・ 在宅就業の障害者に対する仕事の発注促進などの企
業への普及・啓発

・ 発注企業の開拓・企業に対する発注への相談支援

・ 在宅障害者と企業から発注された仕事の効率的な
マッチング体制の構築

・ 在宅就業の障害者が受注した仕事を支援する体制の
構築

・ 企業と在宅就業の障害者をつなぐＩＣＴネットワー
クの構築

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://rtparkwatch.com/august2015/&psig=AFQjCNHuCctRbuOmLa82Nw35HusecS3rsQ&ust=1472188938476896
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYmbyFh9rOAhUEKpQKHT2TCtoQjRwIBw&url=http://industry-illustration.com/05-industry/082-industry.html&bvm=bv.130731782,d.dGo&psig=AFQjCNEmawuaTZEgjOMlVEaVajghRiK14A&ust=1472128044090694


共同受注窓口の機能強化事業（工賃向上計画支援等事業③）

共同受注窓口 設置 関係者による協議会

・官公需及び民需の拡大に向けた協議・連絡調整
・地元企業等との協力・協働関係の構築 等

障害関係団体
行政機関

（都道府県内全て）
企業団体等 その他関係者

協議会への参画、障害者就労施設が提供する物品等の情報提供等

障害者就労施設 障害者就労施設 障害者就労施設

○ 共同受注窓口において、官公需や民需に係る関係者が参画する協議会を設置し、障害者就労施設等への発注拡大のための
連絡調整や協議の場として活用するなど、障害者就労施設等が提供する物品等の情報提供等を行う体制を構築。

○ 協議会では、官公需及び民需の拡大に向けて、地元企業等との協力・協働関係の構築を図ることにより、ワークシェアリングや
地元企業等との協働による製品開発、新たな官公需や民需の創出などを検討する（必要に応じて、協議会の下に専門家等で構
成するＷＧを設置し、品質向上や販路拡大などにも取り組む）。

○ 併せて、農福連携に係る共同受注窓口の取組を行うこととする。

厚生労働省補助（補助率１／２）都道府県

協
議
会
・Ｗ
Ｇ
の
設
置
・運

営
に
係
る
経
費
の
補
助

協議会への参画、事業所間での連絡調整・情報交換、仕事の分配等

ワーキンググループ

※必要に応じて協議会の
下にＷＧを設置し、品質向
上等の取組を実施

ワーキンググループ

令和２年度予算額 令和３年度予算案 増▲減額
52,217千円 → 53,189千円 ＋972千円

（地域生活支援促進事業）

農協 商工会



農福連携による障害者の就農促進プロジェクト（工賃向上計画支援等事業特別事業）

事業の趣旨

実施主体

都道府県
※社会福祉法人等の民間団体へ委託して実施することも可

農業・林業・水産業等の分野での障害者の就労を支援し、障害者の工賃水準の向上及び農業等の支え手の拡大を図るとともに、
障害者が地域を支え地域で活躍する社会（「１億総活躍」社会）の実現に資するため、障害者就労施設への農業等に関する専門
家の派遣や農福連携マルシェの開催等を支援する。また、過疎地域における取組を後押しする。

補助内容・補助率

○農業等の専門家派遣による６次産業化の推進
農業等に関するノウハウを有していない障害者就労施設に対する技術

指導・助言や６次産業化に向けた支援を実施するための専門家の派遣
等に係る経費を補助する。

○農福連携マルシェ開催支援事業
農業等に取り組む障害者就労施設による農福連携マルシェの開催に係

る経費を補助する。（ブロック単位でも開催可）

○意識啓発等
農業等に取り組む障害者就労施設の好事例を収集し、セミナー等を開

催する経費を補助する。

○マッチング支援
農業等生産者と障害者就労施設による施設外就労とのマッチング支援

を実施する経費を補助する。

※過疎地域における取組を優先的に補助。

＜事業のスキーム＞

厚生労働省

都道府県

補助 補助率：１０／１０

障害者就労施設

農業の取組推進⇒６次産業化

農福連携マルシェへの参加

農福連携マルシェの
開催※委託による実施可

専門家の派遣等の
支援等※委託による実施可

令和２年度予算額 令和３年度予算案 増▲減額
279,310千円 → 337,645千円 ＋58,335千円

（地域生活支援促進事業）



６.農林水産省



６次産業化の推進
【令和３年度予算概算決定額 2,347（3,065）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
需要に応じた新たなバリューチェーンの創出に向けて、農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地域資源を活用した新商品開発や販路開拓等の取組、
加工・販売施設等の整備、６次産業化サポートセンターによる農林漁業者等の育成、外食・中食等における国産食材の活用を支援します。

＜政策目標＞
６次産業化に取り組んでいる優良事業体数の増加（93事業体［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．食料産業・６次産業化交付金
業務用需要に対応したBtoB（事業者向けビジネス）の取組、「農泊」と連携した
観光消費の促進及び農福連携の発展に資する新商品開発や販路開拓等の取組、
加工・販売施設等の整備を重点的に支援します。
なお、非接触・非対面での作業に対応した加工・販売施設等の整備も可能です。

２．６次産業化サポート事業
① 都道府県サポートセンターが、中央サポートセンターと連携して、６次産業化に取
り組む事業者の経営改善に資する質の高いサポートを実施します。
また、経営やサプライチェーン全体を見渡せるエグゼクティブプランナーを選定・
派遣し、支援を受けた事業者を地域の優良事業者に育成する取組を支援します。

② 優良事例の表彰等を通じて、６次産業化や地産地消等の普及啓発を行います。
③ 農林漁業者と外食・中食事業者のマッチング、ジビエ肉の商談会の開催、情報
共有体制の構築を支援します。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

交付
（定額）

委託

定額

定額

（１の事業）

（２①の事業の一部）

［お問い合わせ先］
（１、２①②の事業）食料産業局産業連携課（03-6738-6473）
（２③の事業） 食品製造課（03-6744-7177）

都道府県等 農林漁業者の
組織する団体

民間団体等

定額、1/2以内、
1/3以内、3/10以内

民間団体等
（２①の事業の一部）
（２③の事業）

（２②の事業）

業務用需要に対応した
BtoBの取組の推進

「農泊」と連携した
観光消費の促進

１．食料産業・６次産業化交付金（６次産業化関係の重点支援分野）

２．６次産業化サポート事業

①６次産業化サポートセンター事業

加工・販売の事業と一体的に
行う加工・収穫体験等の提供

高い品質管理下での業務用
一次加工品等の製造・供給

②６次産業化普及啓発委託事業

優良事例
の表彰等

農福連携の発展

農
林
漁
業
者
等

（
支
援
希
望
者
）

中
央
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

中央プランナー又は
エグゼクティブプランナー

による支援

支援要請
都
道
府
県

サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

１ 支援対象者の選定

２ 支援対象者へのサポート活動

３ 支援による成果の把握

企画推進員＋地域プランナー等による支援チーム

障害者との協働による商品化

⇒ 新たな商流の形成につながる場の設定

マッチング等
（農林漁業者）

地場産食材の販路拡大
（外食・中食事業者）
特色ある食材のニーズ

③外食・中食等における国産食材活用促進事業



地域の食品加工業者と連携し、地域の特色ある
農産物を加工し、原料としてメーカーに供給

地元産食材と先端技術を掛け合わせた
フードテックの展開を地元産学官金連携で推進

地元産食材を使った郷土料理弁当、健康な
食事・食環境メニューの開発・販売先確保

地域食農連携プロジェクト（ＬＦＰ）推進事業
【令和３年度予算概算決定額 222（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
地域の農林水産物が地域産業の中で有効活用されるように、地域の食と農に関する多様な関係者が参画した地域食農連携プロジェクト（ＬＦＰ）を構

築し、地域の関係者が自発的に企画・実行する持続的なビジネスの創出を支援します。

＜事業目標＞
地域食農連携プロジェクト（ＬＦＰ）に取り組む都道府県数（47都道府県［令和４年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域食農連携プロジェクト推進事業 152（ー）百万円

地域の農林水産物を活用した持続的なローカルフードビジネスを創出するため、
地域の農林漁業者や食品関連企業等のネットワークを構築し、マッチング、プロジェ
クト経費（試作品製造等）を支援します。

２．地域食農連携プロジェクト推進委託事業 70（ー）百万円

地域食農連携プロジェクト（ＬＦＰ）の組成や事業戦略の検討に関する地域
コーディネーター派遣、新規ビジネスに結実したプロジェクトに対するクラウドファンディ
ングを活用したスタートアップ支援を行います。

［お問い合わせ先］食料産業局産業連携課（03-6738-6473）

地
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資
源
を
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造
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事
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原
材
料
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保

商
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製
造

１.プロジェクト推進事業
（定額、都道府県）

●地域コーディネーター派遣
（現地シーズ発掘活動）

●地域コーディネーター派遣（事業戦略ハンズオン）
●クラウドファンディング専門家派遣
●LFP推進委員会（フォローアップ等）

(LFP:Local Food Project)

２.プロジェクト推進委託事業
（民間団体等）

●プラットフォーム形成 マッチング、
研修 ●プロジェクト経費（試作品製造、デザイン作成等）

＜事業の流れ＞

民間団体等
定額

民間団体等
委託

（２の事業）

（１の事業）
定額

国

都道府県



１．バイオマス利活用高度化の推進（ソフト）
① 事業化の推進
バイオマス利活用施設の導入に向けて、関係者との調整、事業性の評価、
設計等を支援します。
② 効果促進対策
整備済みのバイオマス利活用施設において、災害時の稼働方策、熱の多
面的利用、発電効率の改善や原料の多様化等、施設の導入効果を高め
るための実証・検証等を支援します。

２．バイオマス利活用高度化施設整備（ハード）
バイオマス利活用の高度化のため、以下の施設整備を支援します。
① 生産基盤強化モデル
農業生産活動から発生するバイオマスを活用したエネルギーと肥料等の複
合利用等
② 地域一体モデル
地域が一体となった地域内へのエネルギー供給（地産地消）及び災害
時のレジリエンス強化等
③ スマート技術モデル
新たな資源・新技術を活用した新たな利用モデルの構築

＜対策のポイント＞
「グリーン社会」の実現に向けて、バイオマス利活用の高度化に必要な施設整備を支援するとともに、施設整備の効果を最大限発揮するための効果促進対
策を支援します。

＜事業目標＞
バイオマス利用量の拡大（約2,600万トン（炭素量換算）［令和７年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］ 食料産業局バイオマス循環資源課（03-6738-6479）

バイオガス
プラント

もみ殻
農作物残渣
家畜排せつ物
等

（電気・熱・ガス）

生産基盤強化モデル
（交付率1/3以内(※)）

地域一体モデル（交付率1/3以内(※)）

スマート技術モデル（交付率1/3以内(※)）

再生敷料

肥料

事業化の推進（調査・設計）（交付率1/2以内）

効果促進対策（交付率定額）

×

【検証】
・災害時稼働実証
・電気と熱の多面的利用
（近隣の農業用ハウスへの熱供給等）
・発電効率の改善、原料の多様化
等

エネルギー・肥料の複合利用

地域一体のバイオマス利用（肥料化）

新たな原料・技術の
利用

モデルの構築

全国へ普及
モデルを全国各地へ波及

バイオマス利用量の増加

農家の所得向上、農村の振興（効果検証）

×
停電時等に
地域で利用

蓄電池

食料産業・６次産業化交付金のうち

バイオマス利活用高度化対策 【令和３年度予算概算決定額 1,894（2,534）百万円の内数】

農林漁業者等

農業ハウス加工施設等

(※) 以下に該当する場合は交付率1/2以内
①災害時のエネルギー供給 ②中山間地等の条件不利地域

エリアンサス 亜臨界水処理装置

地域内への
エネルギー供給

国 都道府県等

交付
（定額）

民間団体等

定額、1/2以内、
１/3以内



強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦
【令和３年度予算概算決定額 16,214（20,020）百万円】

（令和２年度第３次補正予算額（農畜産物輸出拡⼤施設整備事業） 7,987百万円）
＜対策のポイント＞
産地の収益⼒強化と担い⼿の経営発展のため、産地・担い⼿の発展の状況に応じて必要な農業⽤機械・施設の導⼊を切れ⽬なく⽀援します。また、地域

農業者の減少や労働⼒不⾜等生産構造の急速な変化に対応するための⽣産事業モデルや農業⽀援サービス事業の育成を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大（98万トン［2017年度］→145万トン［2030年度まで］）
○ １中央卸売市場当たりの取扱金額の増加（695億円［2016年度］→719億円［2024年度まで］ ）
○ 意欲ある担い⼿の育成・確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域の創意⼯夫による産地競争⼒の強化と担い⼿の経営発展の推進
① 産地基幹施設等⽀援タイプ
ア 産地農業において中⼼的な役割を果たしている農業者団体・農業法⼈等による集出荷貯
蔵施設等の産地の基幹施設の導⼊を⽀援します。
イ 品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場施設、産地・消費地での共同配送等に必要な
ストックポイント等の整備を⽀援します。

② 先進的農業経営確⽴⽀援タイプ
広域に展開する農業法⼈等の経営の⾼度化に必要な農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援し
ます。

③ 地域担い⼿育成⽀援タイプ
ア 農業者の経営基盤の確⽴や更なる発展に向けた農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援します。
イ ⼩規模・零細地域における、意欲ある経営体の共同利⽤機械・施設の導⼊を⽀援します。

２．⽣産構造の急速な変化に対応するための⽣産事業モデル等の育成
① ⽣産事業モデル⽀援タイプ
核となる事業者が連携する生産者の作業支援など様々な機能を発揮しつつ、安定的な
⽣産・供給を実現しようとする⽣産事業モデルの育成を⽀援します。
② 農業⽀援サービス事業⽀援タイプ
農業⽀援サービス事業の育成に必要な農業⽤機械等の導⼊を⽀援します。

＜事業の流れ＞
［お問い合わせ先］

（１①ア、２①の事業）生産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
（１①イの事業） 食料産業局食品流通課 （03-6744-2059）
（１②③の事業） 経営局経営政策課担い⼿総合対策室（03-6744-2148）
（２②の事業） 生産局技術普及課生産資材対策室 （03-6744-2111）

国
都道府県 市町村交付（定額）

１/２、３/10以内等

（１の事業）

（２の事業）

１/２、３/10以内等

農業者等

農業者等
１/２、３/10以内等

定額、１/２以内

【国直接採択】

② 先進的農業経営確⽴⽀援タイプ

① 産地基幹施設等⽀援タイプ

※ 助成対象者は⼈・農地プランの中⼼
経営体

・助成対象︓農業用機械・施設（耐用年数5〜20年）
・補助率 ︓融資残額 （事業費の3/10以内）等
・上限額 ︓個⼈1,000万円、法⼈1,500万円等

・助成対象︓農業用の産地基幹施設
（耐用年数5年以上）

・補助率 ︓1/2以内等
・上限額 ︓20億円等

＜優先枠の設定等により、輸入農畜産物の国産への
切替え、中山間地域の競争⼒強化、集出荷・加工
の効率化に向けた再編合理化等の取組を推進＞

③ 地域担い⼿育成⽀援タイプ
・助成対象︓農業用機械・施設（耐用年数5〜20年）
・補助率 ︓融資残額（事業費の3/10以内）等
・上限額 ︓300万円等

※ 助成対象者は⼈・農地プランの中⼼
経営体
＜優先枠を設定し、ロボット技術・ICT
機械等の導入や、中山間地域を含め集約型の農業経営を行う担い⼿の経営発展を推進＞

産
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・
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実
質
化
の
推
進
と
連
携

【都道府県向け交付⾦】

・助成対象︓推進事業（実証等）
農業用機械・施設
（耐用年数5年以上）

・補助率 ︓定額、1/2以内
・上限額 ︓推進事業5,000万円

④ ⽣産事業モデル⽀援タイプ

⑤ 農業⽀援サービス事業⽀援タイプ

・助成対象︓農業用機械等
・補助率 ︓1/2以内
・上限額 ︓1,500万円

モ
デ
ル
等
の
育
成

産地のニーズに合わせた
農業支援サービスを提供

（農機シェアリング、データ分析 等）

農業支援サービス
事業体

A産地
B産地

C産地



野菜・施設園芸支援対策事業（時代を拓く園芸産地づくり支援等）
【令和３年度予算概算決定額 1,059（1,114）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
実需者ニーズに対応するとともに、園芸作物の生産を拡大するため、水田を活用した新たな園芸産地の育成、まとまった面積での機械化一貫体系等の導入、
端境期の出荷等に取り組む産地の育成等を支援します。

＜事業目標＞
加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大（98万トン［平成29年度］→145万トン［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水田における園芸作物の導入支援
水田農業における高収益な園芸作物の導入・産地化を実現するため、新たに園

芸作物を導入する産地における合意形成や、園芸作物の本格的な生産を始める
産地における機械・施設のリース導入の取組等を支援します。

２．労働生産性を抜本的に高めた野菜のモデル産地形成支援
一定規模以上（露地野菜５ha以上、施設園芸１ha以上）での水田転換や

ほ場整備と併せて、機械化一貫体系の導入や生育予測システムの導入等の取組を
支援します。（農地耕作条件改善事業により支援）

３．国産が需要に応え切れていない端境期の野菜の生産拡大支援
実需者からの国産野菜の安定調達ニーズに対応するため、需要に応え切れていな

い品目や作型（端境期）の出荷に必要な新たな生産・流通体系の構築や作柄安
定技術、新たな作型の導入等を支援します（15万円/10a）。
※ 対象品目として、にんにく・しょうが・アスパラガス・さといも・えんどう等5品目を追加
（R2:14品目→R3:19品目)

（関連事業）
スマート農業総合推進事業のうち次世代につなぐ営農体系確立支援
施設園芸産地におけるデータ収集・分析機器の活用、既存ハウスのリノベーショ
ンなど、データを活用して生産性・収益向上につながる体制づくり等を支援します。

１ 水田での園芸作物の導入支援

２ 労働生産性を高めたモデル産地形成支援

３ 端境期の野菜の生産拡大支援

＜事業の流れ＞

国
都道府県 生産者団体、

協議会

民間団体等

交付 定額、１／２

定額、１／２

定額、１／２

（１の事業、関連事業）

（１、関連事業のうち
全国推進、３の事業） ［お問い合わせ先］ 生産局園芸作物課（03-3501-4096）
（２の事業）

産地の合意形成
土壌改良資材

○本格的な園芸作物生産への支援

試験栽培

作柄安定技術の導入

〈取組主体〉

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
貯蔵 出荷 播種 収穫 貯蔵

播種 出荷
普通作型 播種 定植

端境期

作型
出荷

予冷庫・貯蔵庫のリース端境期

生産者、実需者
等から構成される

協議会
機械・施設の
リース導入

生育予測システム

全自動移植機畝立同時施肥機 収穫機

機械化一貫体系

国内産が需要に応え切れていない端境期に
輸入が増加

端境期

(t)

○園芸作物の新たな導入への支援
〈取組主体〉

○水田転換やほ場整備と併せた機械化一貫体系や生産予測システムの導入への支援
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９ 茶・薬用作物等支援対策
【令和３年度予算概算決定額 1,367（1,370）百万円】

＜対策のポイント＞
茶や薬用作物、甘味資源作物等の地域特産作物について、消費者や実需者のニーズに対応した高品質生産、産地の規模拡大及び担い手の育成などを
強力に推進するため、地域の実情に応じた生産体制の強化、需要の創出など生産から消費までの取組を総合的に支援します。

＜事業目標＞
○ 茶の生産量の増加（8.6万t［平成30年度］→ 9.9万t［令和12年度まで］）
○ 茶の輸出額の増加（153億円［平成30年］ → 312億円［令和７年まで］）
○ 薬用作物の栽培面積の拡大（550ha［平成30年度］→ 630ha［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．全国的な支援体制の整備
茶や薬用作物などの地域特産作物の生産性の向上や高品質化等を図るため、
全国組織等による民間企業とのマッチング、機械・技術の改良、技術や経営の指
導、需要拡大等を行うための取組を支援します。

２．地域における取組の支援
新植や改植、有機栽培や輸出向け栽培等への転換、実証ほの設置等の生産
体制の確立、省力化・低コスト化のための農業機械等の改良・リース導入、生産
安定技術の確立、人材確保策の検討、消費者・実需者ニーズの把握、実需者
等と連携した商品開発、製造・加工技術の確立、消費者等の理解促進等の取
組を支援します。
※ 国内外の多様化するニーズに対応するため、新たに茶の輸出向け栽培体系の転換等
を支援
※ 生産・流通・消費の関係者が連携し、専門家等を活用したモデル的な産地の取組を
含めて総合的に支援
※ 中山間地農業ルネッサンス事業優先枠を設定

３．甘味資源作物等の支援
でん粉原料用いもの適正生産技術の実証、でん粉工場の品質管理機器の整
備、さとうきびの安定生産に向けた機械化一貫体系を前提とした作業受託組織
等の育成・強化のための生産体制等の実証、農業機械等の導入を支援します。

１．全国的な支援体制の整備

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］ （茶、薬用作物等） 生産局地域対策官 （03-6744-2117）
（甘味資源作物等） 政策統括官地域作物課（03-3501-3814）国 民間団体等

定額、1/2以内等

情報の共有化、
技術指導等

全国組織等民間企業（機械メーカー、
加工業者等）

連携

連携
担い手 産地

２．地域における取組の支援

① 生産体制の強化

蛍光シルクによる新需要の創出

＜機械等のリース導入＞

＜実証ほの設置＞ ＜ニーズ把握＞＜茶の新植・改植＞
② 需要の創出

課題の
把握

＜商品開発＞

ドラム式萎凋機



持続的生産強化対策事業のうち

生産体制・技術確立支援 【令和３年度予算概算決定額 31（63）百万円】

＜対策のポイント＞
生産者及び実需者をはじめとする関係者が連携して、新品種・新技術の評価等を行うとともに、産地・実需者等とのマッチングを行うことで、 「強み」のある

産地形成に資する品種・技術の導入を促進する取組を支援します。

＜事業目標＞
新品種・新技術の導入を各地で実現

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．新品種・新技術等の特性把握

○ 新品種・新技術の導入に向けた、品種・技術の特性把握、産地・実需者の意
向・ニーズ等調査、産地・実需者等とのマッチング活動等の取組を支援します。

２．産地・実需者等が連携して行う実証等を通じた生産技術の確立

○ 適応性試験、生産性向上・経営改善効果分析、産地として導入を進めるべき
品種・技術の選定等の取組を支援します。

３．新品種・新技術の普及等に関する手引きの作成

○ 実需者ニーズに合わせるための工夫・調整や、産地・市場の関係者の連携等の
情報を含めた新品種・新技術の普及等に関する手引きの作成を支援します。

新品種・新技術の実用化、他産地への普及

生産者

実需者

新品種・新技術の導入

産地の形成

現地栽培試験

成分分析等

生産技術の確立

品種・技術の評価、
特性把握 ニーズ調査・

マッチング

関係機関等による検討

※新品種・新技術の例
研究機関等で開発された品種、
埋もれた品種・技術、
輸出・地球温暖化に対応する品種・技術、
機能性表示を検討する品種等

普及すべき
品種・技術の選定

マニュアル作成

新品種・新技術※

［お問い合わせ先］生産局技術普及課普及活動推進班（03-3593-6497）

＜事業の流れ＞

国
市町村都道府県定額

農業協同組合連合会

中間事業者

農業協同組合



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．施設園芸における廃プラスチック対策の推進 4（5）百万円

○ 農業者やリサイクル業者、行政等が連携して、廃プラスチックの排出抑制、循環
利用の促進のための技術実証等の取組を支援します。
２．生分解性マルチ導入の推進 ２（2）百万円

○ 生産現場で生分解性マルチの耐久性や強度に関する現地実証等を行い、生分
解性マルチの利用拡大を推進します。
３．畜産における廃プラスチック対策の推進 ２（2）百万円

○ サイレージ用ラップフィルムの過剰包装抑制のための適切な使用方法、生分解

性飼料梱包材等の使用効果に係る実証を行い廃プラスチック対策の推進に向けた
基礎を構築します。
４．プラスチックを使用した被覆肥料の実態調査 ２（2）百万円

○ プラスチックを使用した被覆肥料の被膜殻のほ場(水田)からの流出実態を調査し
ます。

＜対策のポイント＞
令和元年5月に閣僚会議で決定された「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」等に基づき、農林水産省としても「新たな汚染を生み出さない世界」の実
現を目指し、所管する各業界におけるプラスチックごみ対策を強力に推進します。

＜政策目標＞
2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減

【令和3年度予算概算決定額 8（11）百万円】

農林水産分野における持続可能なプラスチック利用対策事業のうち

農畜産業プラスチック対策強化事業

国

定額

＜事業の流れ＞

【適正処理】
• 熱回収も含
めたリサイク
ル率を上昇

【流出防止】
• 被覆肥料に由
来するマイクロプ
ラスチックの海洋
への流出を抑制

【排出抑制】
• 施設園芸におけるプラスチック排出の減少
• 生分解性マルチの年間利用量を増加
• 畜産分野における廃プラスチックの排出削減

１．施設園芸における廃プラスチック対策の推進

３．畜産における廃プラスチック対策の推進

２．生分解性マルチ導入の推進

生分解性マルチの現地実証

委託

（１〜３の事業）

（４の事業）

民間団体等

民間団体等

４．プラスチックを使用した被覆肥料の実態調査

サイレージ用ラップフィルムの過剰包装抑
制等の現地実証

油 油化、ペレット
化によるエネル
ギー循環利用

使用済フィルム

排出時期の
ピークカットや
減容化等によ
る排出抑制

［お問い合わせ先］（１の事業） 生産局園芸作物課 （03-3593-6496）
（２の事業） 生産局農業環境対策課（03-6744-2114）
（３の事業） 生産局飼料課 （03-6744-7192）
（４の事業） 生産局技術普及課 （03-6744-2435）

被覆肥料の被膜殻のほ場（水田）
からの流出実態調査



62ー３ 日本型直接支払のうち

環境保全型農業直接支払交付金 【令和３年度予算概算決定額 2,450（2,451）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るために､農業生産に由来する環境負荷を軽減するとともに、地球温暖化防止や生物多様性

保全等に効果の高い農業生産活動を支援します。

＜事業目標＞
温室効果ガス排出削減への貢献、生物多様性保全の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．環境保全型農業直接支払交付金 2,360（2,360）百万円

① 対象者︓農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等
② 支援の対象となる農業者の要件
ア 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
イ 国際水準ＧＡＰを実施していること

※ 指導や研修に基づく取組の実践です。認証取得を求めるものではありません。

ウ 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)
に取り組むこと

③ 支援対象活動
化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う
地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動

２．環境保全型農業直接支払推進交付金等 90（90）百万円

都道府県、市町村等による環境保全型農業直接支払交付金事業の推進を
支援します。
また、本交付金の効果の検証に必要な調査・分析を実施します。

国 都道府県 農業者団体等

＜事業の流れ＞
定額 定額

市町村等
定額

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-6744-0499）

化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う以下の取組

▶ 全国共通取組

▶ 地域特認取組

支
援
対
象
と
な
る
取
組 地域の環境や農業の実態等を踏まえ、都道府県が申請し、

国が承認した、地域を限定した取組（冬期湛水管理等）

✤

交
付
単
価

リビングマルチ 草生栽培

全国共通取組 交付単価
（円/10a）

有
機
農
業

そば等雑穀、飼料作物以外 12,000円
このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施
する場合注１）に限り、2,000円を加算。
そば等雑穀、飼料作物 3,000円

堆肥の施用 4,400円
カバークロップ 6,000円
リビングマルチ
（うち、⼩麦・大麦等）

5,400円
(3,200円)

全国共通取組 交付単価
（円/10a）

草生栽培 5,000円
不耕起播種 注2） 3,000円
長期中干し 800円
秋耕 800円

配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。
本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する
仕組みです。申請額の全国合計が予算額を
上回った場合、交付金が減額されることがあります。

✤

地域特認取組

交付単価は、都道府県が設定します。

※ 国際水準の有機農業を実施していること。
有機JAS認証取得を求めるものではありません。

注１）土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、
カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培の
いずれかを実施していただきます。

注２）前作の畝を利用し、畝の播種部分のみ耕起
する専用播種機により播種を行う取組です。

有機農業※ 堆肥の施用 カバークロップ 長期中干し

不耕起播種 秋耕

国が定めた全国を対象とする取組



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

＜対策のポイント＞
我が国における国際水準の有機農業の取組を推進するため、有機農業指導員の育成、新たに有機農業に取り組む農業者の技術習得等による人材育成を
推進するとともに、実需ニーズも踏まえたオーガニックビジネスの拠点的な産地づくりによる有機農産物の安定供給体制の構築、国産有機農産物等の流通、加
工、⼩売等の事業者と連携して行う需要喚起等の取組を支援します。

持続的生産強化対策事業のうち

有機農業推進総合対策事業

② 有機農業新規参入者技術習得等支援事業
ア 新たに有機農業に取り組む農業者に対し、有機JASの制度や技術的基準に関する研修や
初回のほ場実地検査（有機JAS認証検査）を受講・受検する取組を支援します。
イ 新たに有機農業に取り組む農業者が営農しやすい環境を整備するため、市町村等が、複数
の耕作放棄地等をまとめて有機JASほ場に転換する試行的取組を支援します。

① 有機農業推進体制整備交付金
都道府県が、有機JAS制度等について農業者に指導・助言を行う人材（有機農業指導

員）を育成する取組等を支援します。

○ 有機農産物安定供給体制構築事業
実需ニーズも踏まえたオーガニックビジネスの拠点的な産地づくりを推進するため、技術研修会
の開催、販路確保に向けた取組、生産・出荷拡大に必要な機械のリース導入等を支援するとと
もに、農業者等と実需者とのマッチング、雑草対策や流通の効率化などの技術課題の実証、産
地や自治体間の連携を促す取組を支援し、有機農産物の安定供給体制の構築を推進します。

〇 国産有機農産物等バリューチェーン構築推進事業
国産有機農産物等のバリューチェーンに関わる流通、加工、小売等の事業者と連携して行う、
国産有機農産物等の消費者需要及び加工需要を喚起し、事業者間のマッチングを促進する
取組を支援します。

都道府県

国
定額

市町村等 (１の②のイの事業)

民間団体等
定額

(１の②のアの事業)農業者等
定額

協議会、民間団体等
定額、1/2

民間団体等
定額

定額

(１の①の事業)

(２の事業)

(３の①事業)

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-6744-2114）

１．人材育成

２．産地育成

３．バリューチェーン構築

【 21（ 23 ）百万円】

【 42（ 45 ）百万円】

【 80（ 75 ）百万円】

【 11（ 10 ）百万円】

（関連事業）強い農業・担い手づくり総合支援交付金
産地基幹施設等支援タイプにおいて有機農業の優先枠を設定。

スマート農業技術の開発・実証プロジェクト【令和2年度第3次補正予算】
作物を認識し雑草のみを除草できる有機栽培向け⼩型除草ロボット等の開発を支援

1.⼈材育成

2.産地づくり

共同出荷等
安定供給化

・指導員の育成
・有機JAS等の習得
・営農しやすい環境整備

・国産有機農産物等の需要喚起

有
機
農
業
の
取
組
拡
大
へ

・実需ニーズも踏まえた
オーガニックビジネスの拠点的な産地づくり

3.バリューチェーン構築

【令和３年度予算概算決定額 153（ 153 ）百万円】



40 ＧＡＰ（農業生産工程管理）拡大の推進
【令和３年度予算概算決定額 273（283）百万円】

（令和２年度第３次補正予算額 1,538百万円の内数）
＜対策のポイント＞
持続可能な農業構造の実現や、コロナ禍を踏まえた新しい生活様式への対応を図る観点から、ＧＡＰ認証審査のオンライン化や団体認証の取得推進、農
業教育機関や輸出に取り組む農業者等への支援など、国際水準ＧＡＰの取組の拡大に向けた取組を支援します。

＜政策目標＞
○ ほぼ全ての国内の産地で国際水準ＧＡＰを実施［令和12年度まで］
○ 日本発ＧＡＰ認証（ＡＳＩＡＧＡＰ）をアジアで主流の仕組みとする［令和12年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．ＧＡＰ拡大推進加速化 273（283）百万円
① 国際水準ＧＡＰ普及推進交付金

国際水準ＧＡＰの取組の拡大に向け、指導員による指導活動や農業教育機関
の認証取得を都道府県向け交付金により機動的に支援します。
② 畜産ＧＡＰ拡大推進加速化

畜産ＧＡＰの普及・推進体制の強化に向け、指導員等の育成やＧＡＰ認証取
得等の取組を支援します。
③ ＧＡＰ認証審査のオンライン化推進

新しい生活様式に対応したオンラインでの認証審査体制の確立に向け、現地審査
との比較検証や先行事例に関する調査等の取組を支援します。
④ 団体認証の取得推進による産地全体のリスク低減実証
産地におけるＧＡＰの団体認証取得等を通じて、農作業事故等の産地リスクを

分析評価し、低減する取組を支援します。
⑤ 国際水準ＧＡＰガイドライン普及促進
国際水準ＧＡＰガイドラインを普及促進するための研修を全国で開催する取組

を支援します。
⑥ 日本発ＧＡＰの国際化推進

日本発ＧＡＰ認証（ＡＳＩＡＧＡＰ）の利用拡大及び輸出促進のため、海
外実需者に対する研修等の取組を支援します。

２．グローバル産地づくり緊急対策事業（令和２年度第３次補正予算）のうち
有機ＪＡＳ認証、ＧＡＰ認証取得等支援 1,538百万円の内数
農産物の輸出拡大に向け、ＧＡＰ認証（ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.、ＡＳＩＡ

ＧＡＰ）の取得や審査員候補者の育成、審査機関の新規参入等の取組を支援
します。

（関連事業）
日・アセアン連携によるＧＡＰ理解度向上推進 23（ー）百万円

日本発ＧＡＰ認証の理解度向上のため、アセアン各国の意向に応じた研修開催
や専門家派遣等に係る調整を行う調整員をアセアン事務局に派遣します。

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-6744-7188）
畜産振興課 （03-6744-2276）

認証取得支援に関する事業
○ 【農産】農業教育機関への認証取得支援
国 都道府県 (1①の事業)農業教育機関
○ 【農産】 ＪＡ等による団体認証を通じた産地リスク低減
国 民間団体等 (1④の事業)産地（ＪＡ等）

○ 【農産・畜産】輸出に取り組む農業者等への認証取得等支援

国
民間団体等 (２の事業)農業者等

都道府県 (1②の事業)農業者等
農産
畜産

農産

農産

指導・普及、審査体制、国際化に関する事業
○ 【農産・畜産】ＧＡＰ指導活動等の推進
国 都道府県

○ 【農産】ＧＡＰ認証審査体制の強化(オンライン化、審査員育成、審査機関参入)

国

(1⑤の事業)国(1①の事業)
(1②の事業) 民間団体等

○ 【農産】ＡＳＩＡＧＡＰの普及拡大による国際化推進
国 民間団体等 (1⑥の事業)

○ 【畜産】畜産ＧＡＰの普及・推進体制の強化を図るための取組の支援
国 民間団体等

定額

定額

定額

定額

定額

定額

定額、1/2

定額

定額

定額

定額

定額

定額

審査員候補者等

審査員の育成・充実、畜産ＧＡＰ国際規格化に向け
た協議、飼養管理の研修、認証審査のオンライン化等

(1②の事業)
(1③の事業)

(関連事業)国 アセアン事務局拠出金

定額、1/2 (２の事業)

(1③の事業)民間団体等
民間団体等



環境負荷軽減に向けた酪農経営支援対策
【令和３年度予算概算決定額 6,048（6,183）百万円】

＜対策のポイント＞
酪農経営における飼養規模の拡大等による環境問題に対処するため、ふん尿の還元等に必要な飼料作付面積の確保を前提として酪農家が行う環境負荷
軽減の取組（資源循環促進、地球温暖化防止、生物多様性保全等）を支援します。

＜事業目標＞
酪農に起因する環境負荷の軽減（温室効果ガス削減量︓12.5万ｔ（CO２換算）［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．環境負荷軽減型酪農経営支援（エコ酪事業）
ふん尿の還元に必要な飼料作付面積を確保しながら環境負荷軽減に取り組んで

いる酪農家に対し、飼料作付面積に応じて交付金を交付します。
また、有機飼料生産の取組に交付金を追加交付します。
① 対象者の要件

ア 飼料作付面積が北海道で40ａ／頭以上、都府県で10ａ／頭以上
イ 環境負荷軽減に取り組んでいること（10メニューから２つ選択）

② 交付金単価

ア 飼料作付面積 1.5万円／１ha（※）
※作付面積の拡大に伴う効率化を考慮し係数を乗ずる

【係数】 200ha超400ha以下の部分：1ha×1.1

400ha超の部分：1ha×1.2

イ 有機飼料作付面積 1.5万円＋３万円／１ha（追加交付）

２．環境負荷軽減型酪農経営支援推進
環境負荷軽減型酪農経営支援の実施のための推進活動、
要件確認、事業効果の測定等を支援します。

＜事業の流れ＞

国
都道府県協議会

生乳生産者
定額

定額

（１の事業）

（２の事業）
［お問い合わせ先］生産局畜産企画課（03-3502-0874）

目的 取組メニュー

資源
循環
促進

① 堆肥の適正還元の取組

② 国産副産物の利用促進

③ スラリー等の土中施用

④ サイレージ生産の適正管理

地球
温暖化
防止

⑤ 温室効果ガス放出量削減の取組

⑥ 化学肥料利用量の削減

⑦ 連作防止の実施

⑧ 放牧の実施

⑨ 不飽和脂肪酸カルシウムの給与（新設）

生物
多様性
保全

⑩ 農薬使用量の削減

堆肥

有
機
飼
料
生
産
の
取
組
（
追
加
交
付
）

施肥設計

飼料に不飽和脂肪
酸カルシウムを添加
し、ゲップ中のメタ
ンガスを削減します。

○ 取組メニューごとに効果を測る指標を設定し、取組実績に応じた効果を測定
○ 生産者は、効果の測定に必要なデータを提出



【令和３年度予算概算決定額 887（900）百万円】

＜対策のポイント＞
家畜の増頭と併せ⾁⽤⽜・乳⽤⽜・豚・鶏の改良や飼料作物の優良品種の利⽤を推進するとともに、⾁⽤⽜の繁殖肥育⼀貫経営や地域内⼀貫⽣産、和
⽜の信頼確保のための遺伝⼦型の検査、国産飼料の⼀層の増産・利⽤のための体制整備により、畜産物の生産⼒及び生産体制の強化を図ります。

＜事業⽬標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○生乳生産量︓728万トン→780万トン ○⽜肉生産量︓33（48）万トン→40（57）万トン ○豚肉生産量︓90（128）万トン→92（131）万トン
○鶏肉生産量︓160万トン→170万トン ○鶏卵生産量︓263万トン→264万トン ○飼料自給率︓25％→34％ ※（）は枝肉換算

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜能⼒等向上強化推進
遺伝⼦解析技術等を活⽤した新たな評価⼿法や始原生殖細胞（PGCs）保存
技術等により、⽣涯⽣産性の向上、遺伝的多様性を確保した家畜の系統・品種の
活⽤促進、⾁質・繁殖能⼒の改良の加速化等を推進する取組を支援します。
２．繁殖肥育⼀貫経営等育成⽀援
⾁⽤⽜⽣産の構造改⾰を進め繁殖基盤の強化を図るため、⾁⽤⽜肥育経営に
おける⼀貫化や地域内⼀貫⽣産を推進する取組を支援します。
３．和⽜の信頼確保対策
我が国の貴重な知的財産である和⽜の⾎統に関する信頼を確保するため、遺伝
⼦型の検査によるモニタリング調査を推進する取組を支援します。
４．草地⽣産性向上対策
不安定な気象に対応したリスク分散等により粗飼料の安定的な収穫を確保する
ため、草地改良や飼料作物の優良品種利⽤・安定⽣産、飼料⽤種⼦の備蓄の取
組を支援します。
５．飼料⽣産利⽤体系⾼効率化対策
飼料⽣産組織の作業効率化・運営強化、国産濃厚飼料の⽣産振興の取組を

支援します。
６．国産飼料資源⽣産利⽤拡⼤対策
放牧、未利⽤資源の新たな活⽤・⾼品質化の取組を支援します。

７．持続的飼料⽣産対策
温室効果ガス削減飼料の流通量等のデータ収集・分析等の取組を推進します。

[お問い合わせ先] （１~３の事業）生産局畜産振興課（03-6744-2587）
（４~７の事業） 飼料課 （03-6744-7192）

４．気象リスク分散によ
る安定的な収穫確保 ５．飼料⽣産の効率化 ６．放牧、未利⽤資源の

活⽤

９⽉

８⽉

６⽉

７⽉

転
換
後
の
収
穫
期

イ
メ
ー
ジ

OG︓１番草

OG︓２番草

OG︓３番草

TY︓２番草

TY︓１番草

（注）OG︓オーチャード、TY︓チモシー

未利用地に
おける放牧

飼料資源として活⽤する
ための取組を⽀援

複数草種の導⼊等により収穫
適期を拡⼤し、天候不順による
影響を緩和する取組を⽀援

自動操舵
装置

⼦実用とうも
ろこしの収穫

優秀な⽜

普通の⽜

能⼒不明
の⼦⽜

遺伝⼦解析技術を
活⽤した選抜イメージ

２．肥育経営に
おける⼀貫化

生
産

【交雑種♀】
受精卵移
植を⽀援

１．家畜能⼒等の向上強化

【⿊⽑和種⼦⽜】

価格の⾼
い⿊⽑和
種雌⽜の
代りに、
受卵⽜と
しての交
雑種雌
⽜の導⼊
を⽀援優秀な⽜と同じなので、この⼦⽜は「優秀」と予測

３．和⼦⽜の
遺伝⼦型の検査

⿐粘膜

DNA採材

DNA情報から
親⼦判定

ICTによる作業の効率化、
飼料⽣産組織の運営強化
の取組を⽀援

未利用資源の
新たな活用・
高品質化

国 民間団体等
生産者
集団等

＜事業の流れ＞ （１、３〜7の事業）民間団体等
定額、1/2以内

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（２の事業）
定額

（４〜６の事業）

１ 畜産⽣産⼒・⽣産体制強化対策事業



経営継承・発展等支援事業
【令和３年度予算概算決定額 1,503（503）百万円】

＜対策のポイント＞
農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、実質化された⼈・農地プラ
ンに基づき、国と地方が一体となって、家族農業経営を始めとする担い手の経営を継承し発展させる取組を支援します。

＜事業目標＞
担い⼿が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．経営継承・発展支援
地域の中心経営体等（実質化された⼈・農地プランにより位置づけ。畜産経営を

含む。）の後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画（販路の開拓、新品
種の導入、営農の省⼒化等）を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要と
なる経費を市町村と一体となって支援（100万円上限（国、市町村がそれぞれ
１/２を負担））します。

２．推進事務
１の事業の事務局を担う民間団体等の事務費を措置します。
また、⼈・農地プランの実質化が遅れている地域の活動を支援します。

＜事業の流れ＞

国 市町村
（※）

民
間
団
体
等

中⼼経営体等定額、
１/２以内

定額

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-6744-0575）

1/2以内

【後継者】

経営継承

【現経営者】

【市町村】 実質化された⼈・農地プランの取りまとめ・公表、同プランに基づく地域の
中⼼経営体等の育成・確保の取組への支援

・地域の農業者・農地の状況把握
・地域での話合いに基づき、地域の農地利
用等を担う中⼼経営体を位置づけ、育成・
確保

中心経営体等

地域の農地等の引受け

【各地域】

【国】

経営継承後の経営発展
に向けた計画を策定

・販路の開拓
・ＧＡＰ等の認証取得
・新品種の導入
・営農の省⼒化
・デジタル技術の活用
・経営管理の高度化 等

経営継承・発展に
向けた取組を支援

地域の中⼼経営体等
として発展

※２の事業のうち、⼈・農地プランの実質化に取り組む活動経費は、民間団体等から都道府県にも補助。

定額



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業経営者サポート事業
都道府県レベルに設置された農業経営相談所が関係機関と連携して行う、農業経
営の法⼈化、円滑な経営継承等に関する経営相談、経営診断、巡回指導等の取
組を支援します。また、新規就農相談センターの機能を農業経営相談所に一元化し、
就農相談や定着、農業者の経営改善に関する相談会等の取組を強化します。

２．農業経営法人化支援事業
経営相談等をした集落営農等が法人化する取組（定額25万円）を支援します。

３．法人化推進委託事業
農業経営の高度化や継承に向けた事例等の調査・分析、対応方向の検討を行い
ます。

４．担い手サミット・優良経営体表彰事業
「全国農業担い⼿サミット」を開催し、全国の優れた農業経営体を表彰します。

農業経営法人化支援総合事業
【令和３年度予算概算決定額 538（593）百万円】

＜対策のポイント＞
農業経営の法⼈化、円滑な経営継承など農業経営者が抱える農業経営の諸課題や新規就農者が就農から定着までに抱える課題に対して、農業経営
相談所の専門家チームがアドバイスする取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ 法⼈経営体数の増加（５万法⼈［令和５年まで］）
○ 新規就農し定着する農業者を倍増し、40代以下の農業従事者の拡大（40万⼈［令和５年まで］）

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-6744-2143）

＜事業の流れ＞

（２の事業）

（１、３の事業）

（１の事業）
定額

国
民間団体等（公募）

都道府県

集落営農法⼈等都道府県

民間団体等
定額

定額

定額

定額
民間団体等

定額

民間団体等
定額

（４の事業）

経営相談等をした集落営農等が法⼈化する取組（定額25
万円）を支援農業経営法⼈化支援事業

農
政
局
、
都
道
府
県
、
市
町
村

・多様な相談内容に対応
・課題毎に専門家が連携
した支援チームを構築

農業経営の法⼈化、円
滑な経営継承、就農定
着等農業経営に関する
様々な課題が存在

農業者・就農希望者
農業系
団体

商工系
団体 普及組織

農地中間
管理機構

都道府県農業会議
農協中央会
法⼈協会 等

６次産業化
サポートセン
ター 等

専門家

農業経営者サポート事業

認定農業者、
補助金等の
情報を提供

市町村の認定
審査会、経営
改善（フォロー
アップ）の支援

相談

農業経営相談所新規就農
相談センター

一元化

経営診断・
事業計画

中⼩企業
診断士

経営継承

経営コンサ
ルタント

資金調達

JAバンク
公庫
地銀

技術指導

ＪＡ営農指導員
指導農業士

税務・法務・
事業計画

税理士
公認会計士
行政書士
司法書士

６次産業化

６次産
業化プ
ランナー

支援チーム※

コーディネーター
（士業等）

※農業者の相談内容に応じオーダーメイド
方式でチームを編成、普及組織はチーム員
として専門家の活動をバックアップ

法⼈化

先駆的
農業法⼈

知的財産

弁理士

労務・⼈材

社会保険
労務士



農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化
【令和３年度予算概算決定額［執行見込額］ 23,912（23,606）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の生産性を高め、競争⼒を強化していくためには、担い⼿への農地集積・集約化を更に加速し、生産コストを削減していく必要があります。このため、

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を更に推進するとともに、農地利用の最適化に向けた農業委員・農地利用最適化推進委員の
積極的な活動を支援します。

＜政策目標＞
担い⼿が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜事業の全体像＞

農 地 中 間 管 理 機 構市町村・農業委員会等 関 連 対 策

農地中間管理機構事業
農地中間管理機構が、農地の集積・集約化に取り組む
ために必要となる事業費等を支援

機構集積協力金交付事業
機構に対し農地を貸し付けた地域等を支援

経営継承・発展等支援事業(うち推進事務)
⼈・農地プランの実質化が遅れている地域に
おける話合い活動等を支援

農地利用最適化交付金
農業委員・農地利用最適化推進委員による
農地利用の最適化（担い⼿への農地集積・集
約化等）のための積極的な活動を支援

農業委員会交付金
農業委員会法に基づく農業委員会の事務
の円滑な処理のための支援

￮ 農地の大区画化の推進<公共>

￮ 農地耕作条件改善事業

￮ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金

￮ 持続的生産強化対策事業

地域内の分散・
錯綜した農地利用

担い手ごとに集約化
した農地利用Ａ

Ｂ Ｃ
農地の集積・集約化
でコスト削減

農地中間管理機構を中心とする関係者の連携
で農地の集積・集約化を推進

令和５年度８割に向け集積・集約化

うち、果樹支援対策、茶・薬用作物等支援対策

機構集積支援事業
農業委員会等が農地法等に基づく業務を効
果的・効率的に遂行できるようにするための支援

都道府県農業委員会ネットワーク
機構負担金・農地調整費交付金

（令和２年度第３次補正予算額 1,117百万円）



農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化のうち
人・農地プランの実質化を踏まえた農地中間管理機構等による担い手への農地集積・集約化の加速化

【令和３年度予算概算決定額［執行見込額］
18,614（18,302）百万円】

＜対策のポイント＞
農地の集積・集約化に向け、地域の特性に応じて、農地バンク、市町村、農業委員会、ＪＡ、土地改良区等が一体となって、実質化された⼈・農地プランに
位置付けられた担い手への農地の集積・集約化を更に推進します。引き続き地域集積協力金の単価を平均２割引き上げ、中山間地域の最低活用率要件
を平地の1/5に緩和等を行います。

＜政策目標＞
担い⼿が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜事業の流れ＞

国 市町村

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農地中間管理機構事業 ［執行見込額］6,024（6,200）百万円

※各都道府県の基金及び令和３年度予算で運用
機構の事業（農地賃料、保全管理費等）及び事業推進を支援します。

機構の農地買入等に対する利⼦助成を行います。
※機構が新規就農者向けの農地をまとまって保有できるよう見直し。

２．機構集積協力金交付事業 ［執行見込額］4,622（4,036）百万円
※各都道府県の基金及び令和３年度予算で運用

① ⼈・農地プランを実質化し、まとまった農地を機構に貸し付けた地域等に対し、
協⼒金を交付します。
※令和３年度から集積タイプと集約化タイプを同時に交付等が可能となるよう要件改定

② 基盤整備事業の農業者負担を軽減するため、協⼒金を交付します。
３．機構集積支援事業等 2,791(3,021）百万円

【令和２年度第３次補正予算】 1,117百万円
所有者等の農地利用の意向調査、所有者不明農地の権利関係調査、地域

の話合いのための地図作成、タブレット端末の整備、農地情報公開システムの改
修（Ｒ２補正）及び保守点検等を支援します。

４．農地利用最適化交付金 ［執行見込額］5,176（5,045）百万円
農地利用の最適化のための農業委員及び農地利用最適化推進委員の積極

的な活動に要する経費を交付します。
（関連事業）

経営継承・発展等支援事業（うち推進事務）
⼈・農地プランの実質化が遅れている地域において、継続して実質化に取り組む市町

村、都道府県の活動を支援します。

農業委員会
地域・農業者

都
道
府
県

農地中間管理機構交付等
（定額等）

等

［お問い合わせ先］ （１、２①の事業）経営局農地政策課 （03-6744-2151）
（２②の事業） 農村振興局農地資源課（03-6744-2208）
（３の事業） 経営局農地政策課 （03-6744-2152）
（４の事業） 農地政策課 （03-3592-0305）

＜５年後見直しを踏まえた主な改善点＞

○ 機構集積協力金交付事業の改善・重点化
〇集 積 タ イ プ ※中山間地農業ルネッサンス事業に位置付け６割を優先枠化
①単価︓固定化、平均２割引き上げ
②要件︓中山間地域を平地の1/5に緩和（機構の最低活用率４％）
〇集 約 化 タ イ プ 担い⼿同士の農地交換も支援
【経営転換協⼒金】 令和５年度までに段階的に縮減・廃止
【農地整備・集約協⼒金】 対象︓「農地耕作条件改善事業」

○ 実質化された人・農地プランの実行
【機構集積支援事業 等】
実質化された⼈・農地プランの実行に必要な意向把握等への支援

○ 人・農地プランの実質化による交付基準への反映
【農地利用最適化交付金】
実質化したプランに位置付けられた集積の予定面積を成果として評価等
【地域集積協⼒金】 実質化したプランの策定地域を対象

（令和２年度第３次補正予算額 1,117百万円）



農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化のうち
農業委員会による農地利用の最適化の推進等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業委員会交付金 4,718（4,718）百万円
農地法等に基づく業務を行うための農業委員会の職員の設置、農業委員及び

農地利用最適化推進委員の⼿当に必要な経費を交付します。
２．機構集積支援事業（再掲） 2,791（3,021）百万円

３．農地利用最適化交付金（再掲）

［執行見込額］5,176（5,045）百万円

４．都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 523（523）百万円
都道府県農業委員会ネットワーク機構が行う農地法に規定された業務に要する

経費を支援します。
５．農地調整費交付金 57（63）百万円

農地の利用関係の調整等に要する都道府県等の経費を交付します。
6．農地情報一元的管理加速化事業 【令和２年度第３次補正予算】

1,117百万円
農地情報公開システムを地理情報共通管理システム（デジタル地図）及び共

通申請サービスと連携するための改修を支援します。

［お問い合わせ先］ （１、３、４の事業） 経営局農地政策課（03-3592-0305）
（２の事業） 農地政策課（03-6744-2152）
（５の事業） 農地政策課（03-6744-2153）

＜事業の流れ＞

国 都道府県
都道府県農業委員会
ネットワーク機構

市町村（農業委員会）交付等（定額）

全国農業
委員会ネット
ワーク機構

・集落での話合い 等・農地所有者の意向把握
農業委員・推進委員による最適化活動

農 業 委 員 会

都道府県農業
委員会ネット
ワーク機構

サポート農地法等に基づく
業務を支援

機構集積支援事業

委員の積極的な
活動を支援

農地利用最適化交付金

○ 農地法等に基づく業務（農地の権利移動に係る許可、遊休農地に係る調査 等）
○ 農地利用の最適化のための活動（農地集積・集約化、遊休農地解消 等）

【令和３年度予算概算決定額［執行見込額］
13,266（13,370）百万円】

＜対策のポイント＞
農地利用の最適化のための農業委員・農地利用最適化推進委員の活動等に必要な経費を支援することにより、担い⼿への農地集積・集約化を更に加速
し、生産コストを削減していきます。

＜政策目標＞
担い⼿が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

（令和２年度第３次補正予算額 1,117百万円）



農業人材力強化総合支援事業のうち

農業次世代人材投資事業
【令和３年度予算概算決定額 15,240（16,006）百万円】

＜対策のポイント＞
・次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。
・新規就農者の早期の自立と経営発展を促す観点から、地域のサポート体制の充実強化を図ります。
＜事業目標＞
40代以下の農業従事者の拡大（40万⼈［令和５年まで］）

＜事業の概要＞ ＜主な交付要件＞ ＜交付停止 ・返還等＞

［お問い合わせ先］
経営局就農・女性課
03-3502-6469

準備型

経営開始型

１ 独立・自営就農※１又は雇用就農又は親元就農※２

を目指すこと
※１ 就農後５年以内に認定新規就農者又は認定農業者になること
※２ 就農後5年以内に経営を継承すること（法⼈の場合は共同経営

者になること）

２ 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上
かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること

３ 常勤の雇用契約を締結していないこと
４ 原則、前年の世帯（親⼦及び配偶者の範囲）所
得が600万円以下であること

５ 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

１ 適切な研修を行っていない場合
２ 研修終了後１年以内に49歳以下で就農しなかった場合
３ 交付期間の1.5倍 （最低2年間）の期間、農業を継続

しない場合
４ 独立・自営就農者について、就農後５年以内に認定新

規就農者又は認定農業者にならなかった場合
５ 親元就農者について、就農後５年以内に経営を継承し

なかった場合（法⼈の場合は共同経営者にならなかった
場合）

１ 認定新規就農者であること
２ 経営開始５年目までに農業で生計が成り立つ実現
可能な計画を策定していること

３ 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営
リスク（新規作目の導入など）を負うと市町村に認
められること

４ 人・農地プランに中心経営体として位置付けられて
いる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けて
いること

５ 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

１ 原則、前年の世帯所得が600万円（次世代資金含
む）を超えた場合

２ 適切な経営を行っていない場合
３ 中間評価において、経営発展する意欲が乏しく、所得
目標の達成が見込まれないと市町村に判断された場合

次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自
営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の
営農を継続しなかった場合

交付対象者︓独立・自営就農時に49歳以下
の者

交付額︓経営開始１～３年目150万円/年
経営開始４～５年目120万円/年

（最長５年間・前年の所得によらず定額）
交付主体 ︓市町村

交付対象者︓就農予定時に49歳以下の者
交付額︓最大150万円/年（最長２年間）
交付主体︓都道府県

青年農業者等育成センター
市町村
農業委員会ネットワーク機構

＜事業の流れ＞

国 全国農業委員会
ネットワーク機構

都道府県等

定額
新規就農者等

定額定額
市町村

定額
定額

定額

返 還

交付停止

返 還

サポート体制・中間評価
１ 市町村は、サポート体制を整備し、サポート計画を策定
２ 経営開始３年目終了後に、所得水準等を含む共通の

評価基準に基づき中間評価を実施し、支援方針を決定

就農に向けて必要な技術等を習得するために
研修を受ける者に対し、資金を交付



農業人材力強化総合支援事業のうち

農業教育高度化事業
【令和3年度予算概算決定額 549（349）百万円】

＜対策のポイント＞
農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化を図るため、農業教育カリキュラムの強化、国際的な⼈材の育成に向けた海外研修、リカレント教育の
充実、若者の就農意欲を喚起する活動、研修用機械・設備の導入等を支援します。

＜事業目標＞
40代以下の農業従事者の拡大（40万⼈［令和５年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．全国段階の取組支援

先進的かつ時勢に適応した農業知識に関するオンライン講座の提供、研修教育機
関の指導者向け研修、各地域で農業を学ぶ学生の交流・能力向上に向けたオンライ
ン研修の実施等を支援します。

２．地域段階の取組支援

地域の担い⼿育成の課題等を踏まえ、各都道府県ごとに目指すべき農業教育の全
体像を明確にした農業教育高度化プランを作成。
プランの実現に向けた、農業大学校・農業高校等の農業教育機関における農業教

育の高度化、充実のための取組を支援します。

〔事業メニュー〕
・スマート農業、経営管理等の教育カリキュラムの強化
・研修用機械、設備の導入による研修環境の改善
・国際的な⼈材育成等に向けた海外研修
・社会⼈へのリカレント農業教育の充実
・高校等への出前授業などの若者の就農意欲を喚起するための活動
・eラーニング導入等学びやすい環境の整備 等

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

都道府県 農業教育機関等
定額、1/2

定額

※農業機械、設備等の購入は補助率1/2以内 ［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-6744-2160）

定額、1/2

地域段階

オンライン講座のコンテンツ作成・提供

全国段階

研修機関の指導者向け研修や学生向
け研修の実施

オンライン講座

高校への出前授業

スマート農業のカリキュラム強化

eラーニングの導入

○○県農業教育高度化プラン
1.地域の課題
2.農業教育の目的
3.目標
4.農業教育機関の役割分担・重点
教育機関

5.高度化する農業教育及び必要な
取組
・スマート農業カリキュラム強化
・eラーニングの導入
・高校への出前授業

指導者研修

都道府県が農業教育での必要な取組を明確化
した計画（農業教育高度化プラン）を作成

都道府県の実情に応じた農業教育の高度化



日本型直接支払のうち

中山間地域等直接支払交付金
【令和３年度予算概算決定額 26,100（26,100）百万円】

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動を支援します。

＜事業目標＞
耕作放棄を防止し、中山間地域等の農用地7.5万haの減少を防止［令和６年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中山間地域等直接支払交付金 25,900（25,900）百万円
第５期対策（令和２～６年度）のポイント
① 対象地域に棚田地域振興法の指定棚田地域（保全を図る棚田等に限る）を
追加
② ６〜10年後を見据えた集落の将来像の明確化を促進するため、体制整備単価
要件を「集落戦略の作成」に一本化

③ 農業生産活動の継続に向けた前向きな取組への支援を強化するため、集落協定
の広域化や集落機能の強化、農業生産性の向上等の加算措置を新設・拡充
④ 農業者等が安⼼して取り組めるよう交付金返還措置の見直し 等

２．中山間地域等直接支払推進交付金 200（200）百万円
制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県、市町村等の推進体制を強化します。

「農業生産活動等を継続するための活動」のみを行う場合は交付単価の８割（基礎単価）、
これに加えて「集落戦略の作成」を行う場合は交付単価の10割を交付（体制整備単価）

国 市町村都道府県
定額 定額

農業者等
定額

＜事業の流れ＞

10m

0.5m

田︓急傾斜
（傾斜︓1/20）

21,000円/10a

地目 区分 交付単価
（円/10a）

田
急傾斜（1/20〜） 21,000
緩傾斜（1/100〜） 8,000

畑
急傾斜（15度〜） 11,500
緩傾斜（８度〜） 3,500

畑︓急傾斜
（傾斜︓15度）

11,500円/10a

2.7m

10m

【主な交付単価】

【対象地域】 中山間地域等
（地域振興８法と棚田法等指定地域及び知事が定める特認地域）

【対 象 者】 集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

【加算措置】
加算項目（取組目標の設定・達成が必要） 10a当たり単価

棚田地域振興活動加算
棚田地域振興法に基づく認定棚田地域振興活動計画の対象棚田
等（田1/20以上、畑15度以上）の保全と地域の振興を支援
〔超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

10,000円
（田・畑）

超急傾斜農地保全管理加算
超急傾斜農地（田1/10以上、畑20度以上）の保全や有効活用
を支援

6,000円
（田・畑）

集落協定広域化加算 【上限額︓200万円/年】
広域で集落協定を締結し、将来の集落維持に向けた活動を支援

3,000円
(地目にかかわらず)

集落機能強化加算 【上限額︓200万円/年】
新たな⼈材の確保、営農以外の組織との連携体制の構築等の取組を
支援
生産性向上加算 【上限額︓200万円/年】
農地の集積・集約や所得向上、省⼒化技術の導入等の取組を支援

① 農業生産活動等を継続するための活動（耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理活動等）
② 農業生産活動等の体制整備のための取組（集落戦略の作成）

【集落協定等に基づく活動】

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）



中山間地農業ルネッサンス事業＜一部公共＞
【令和３年度予算概算決定額 40,602（44,200）百万円】

＜対策のポイント＞
中山間地において、清らかな水、冷涼な気候、棚田の景観等の中山間地の特色をいかした多様な取組に対し、各種支援事業における優先枠の設定や支
援の強化等により後押しすることで、中山間地農業を元気にします。

＜政策目標＞
中山間地域の特色を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

本事業の取組に係る国の指針に即して、複数の市町村単位等で中山間地農
業の振興を図る地域別農業振興計画を都道府県が策定し、この計画に基づき支
援事業の優先採択等を行います。

１．中山間地農業推進対策
① 地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組等の支援と、棚田保全活動
や複合経営の実践等の推進をモデル支援するほか、都市部と農村部の連携
強化・持続化に向けた取組等を支援します。（中山間地農業ルネッサンス推
進事業）

② 特色ある農業者や農村の課題を解決するための、地元密着型の支援体制を
整備・強化します。（地域密着型農業者等サポート体制強化事業）

２．多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
中山間地域の特色をいかした農業や、観光、福祉、教育等と連携した都市農
村交流や農村への移住・定住に向けた取組を推進します。

３．地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
地域の共同活動を支援する多面的機能支払交付金等による取組を推進し、
兼業農家も含めた⼩規模な農業者も地域の重要な一員として支援します。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村・地域協議会

定額

定額定額

（１の事業）

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3502-8359）

中山間地農業推進対策
○ 計画策定・体制整備等を支援する中山間地農業ルネッサンス推進事業
元気な地域創出モデル事業︓具体的な取組を後押しし、優良事例の創出を加速
地域レジリエンス強化事業︓都市部と農村部の連携強化・持続化を支援

○ 中山間地域の農業者の様々な課題を支援する地域密着型農業者等サポート体制強化事業

※ ２、３の事業の流れは事業ごとに異なります。

地域を下支え

[連携事業] 農山漁村振興交付金 （山村活性化対策）

・ 強い農業・担い⼿づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
・ 機構集積協⼒金交付事業のうち地域集積協⼒金交付事業
・ 農業農村整備関係事業
・ 農業経営法⼈化支援総合事業のうち農業経営法⼈化支援事業
・ 持続的生産強化対策事業のうち果樹支援対策（未来型果樹農業等推進条件整備事業）
・ 持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等支援対策
・ 食料産業・６次産業化交付金のうち

６次産業化施設整備事業、バイオマス利活用高度化施設整備事業
・ 農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策等）

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援

[支援事業]
優先枠
優遇措置

・ 多面的機能支払交付金
・ 環境保全型農業直接支払交付金
・ 鳥獣被害防止総合対策交付金のうち整備事業
・ 畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資源生産利用拡大対策

（肉用⽜・酪農基盤強化対策（放牧活用型））
・ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

[支援事業]
優先枠
優遇措置

[連携事業] 中山間地域等直接支払交付金



農⼭漁村振興交付⾦のうち

農泊の推進
【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農⼭漁村の活性化と所得向上を図るため、地域における実施体制の構築、観光コンテンツの磨き上げ、多⾔語対応やワーケーション対応等の利便性向上、
滞在施設等の整備等を一体的に支援するとともに、国内外へのプロモーションや地域が抱える課題解決のための専⾨家派遣等を支援します。

＜事業⽬標＞
都市と農山漁村の交流⼈⼝の増加（1,540万⼈［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農泊推進事業
① 農泊の推進体制構築や魅⼒ある観光コンテンツの開発、新たな取組に必要な⼈材確保、インバウンド受⼊
環境の整備等を⽀援します。
【事業期間︓２年間、交付率︓定額（上限500万円/年等）】
② 実施体制が構築された農泊地域を対象に、多⾔語対応やワーケーション受⼊対応、地元⾷材・景観等を活
⽤した⾼付加価値コンテンツ開発等を⽀援します。
【事業期間︓上限２年間、交付率︓1/2等】

２．施設整備事業
① 農泊を推進するために必要となる古⺠家等を活⽤した滞在施設、⼀棟貸し施設、体験・交流施設の整備や、
活性化計画に基づく農産物販売施設等の整備を⽀援します。
（活性化計画に基づかない事業）
【事業期間︓２年間、交付率︓1/2（上限2,500万円、5,000万円、１億円）】
（活性化計画に基づく事業）
【事業期間︓原則３年間、交付率︓1/2等】
② 地域内で営まれている個別の宿泊施設の改修を⽀援します。（農家民泊から農家民宿へ転換する場合、促
進費の活用可能）【事業期間︓１年間、交付率︓1/2（上限1,000万円/経営者、5,000万円/地域）】

３．広域ネットワーク推進事業
戦略的な国内外へのプロモーション、農泊を推進する上での課題を抱える地域への専⾨家派遣・指導、農泊
の成果や利⽤者のニーズ等の調査を⾏う取組等を⽀援します。【事業期間︓１年間、交付率︓定額】

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）

国 農林漁業者の
組織する団体等

1/2

定額、1/2

（３の事業）

交付

定額

中核法⼈等

地域協議会、DMO（観光地域づくり法⼈）等

地方公共団体

民間企業等

1/2等

（１の事業）

（２の事業）

インバウンド受⼊環境の整備

トイレの洋式化Wi-Fi環境の構築多⾔語への対応

課題に応じた専門家の派遣・指導

古民家を活用した滞在施設

地元食材・景観等を活用した高付加価値コンテンツの開発

※下線部は拡充内容



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
（農業競争力強化対策）
担い⼿への農地集積や農業の高付加価値化を図るため、農地
中間管理機構との連携等により、農地の大区画化や汎用化・畑
地化、畑地かんがい施設の整備等を推進します。また、水利用の
高度化や水管理の省⼒化を図るため、パイプライン化やICTの
導入等により、新たな農業水利システムの構築を推進します。

２．農業水利施設の戦略的な保全管理、防災・減災対策
（国土強靱化対策）
農業水利施設の更新・長寿命化・耐震化、農地の湛水防止
対策、ため池の防災・減災対策、農業用ダムの洪水調節機能
強化等を推進します。

３．農村整備（田園回帰・農村定住促進）
農村に⼈が安⼼して住み続けられる条件を整備するため、集落
排水施設や農道等の整備を推進します。

既に標準耐用年数
を超過した施設
5.0兆円

（全体の26％）

さらに今後10年のうちに
標準耐用年数を超過する

施設を加えると
7.8兆円（全体の40％）

全体
19.3兆円

農業農村整備事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 333,256（326,436）百万円】

（令和２年度第３次補正予算額 185,519百万円）

＜対策のポイント＞
農業の競争力強化のための農地の大区画化や汎用化・畑地化、新たな農業水利システムの構築、国土強靱化のための農業水利施設の適切な更新・長
寿命化、ため池の防災・減災対策や農業用ダムの洪水調節機能強化、集落排水や農道等の生活インフラの整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ 担い⼿が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合の増加
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
○ 農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局設計課（03-3502-8695）

農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
農業水利施設の
戦略的な保全管理

農業・農村の強靱化に
向けた防災・減災対策

農地整備を通じた農地集積・集約化の例

農業競争力強化対策

汎用化の例

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：自家消費希望者

凡 例

Ａ経営体 55ha

Ｂ経営体 83ha

Ｃ経営体 43ha

自家消費農家 51ha

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：集落営農参加合意者

：自家消費希望者

計画現況

大区画化の例

事業実施前 事業実施後 汎用化水田でのレタスの栽培

水管理のICT化

土地改良区による管理 大規模・少数の
担い⼿による管理

自動ゲート化

新たな農業水利システム（イメージ）

分水
施設

取水
施設

水位･水温の確認
用排水の遠隔操作

面的集積

田 大
豆

麦

調整
施設

自動給水栓

水路のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ化

中央管理所

ため池の整備

施設の耐震化

耐震化後の頭首工堰柱

農業水利施設の
戦略的な保全管理

農業・農村の強靱化に
向けた防災・減災対策

国土強靱化対策

堰柱を拡幅

耐震化前の頭首工堰柱

改修後の堤体

改修前の堤体

基幹的農業水利施設の
標準耐用年数の超過状況

農業水利施設補修による
長寿命化対策

水路の機能診断

補修

注）受益面積100ha以上の農業水利施設の
資産価値（再建設費ベース）

※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）



農地耕作条件改善事業
【令和３年度予算概算決定額 24,790（24,990）百万円】

＜対策のポイント＞
農地中間管理事業の重点実施区域等において、地域の多様なニーズに応じたきめ細かな耕作条件の改善を機動的に実施し、農地中間管理機構による担
い手への農地集積の推進、高収益作物への転換、麦・大豆の増産、営農定着に必要な取組を支援します。

＜事業目標＞
担い⼿が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域内農地集積型
畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等の
きめ細かな耕作条件の改善を機動的に支援します。

２．高収益作物転換型
基盤整備を機動的に進めるとともに、輪作体系の検討や
実証展示ほ場の運営、高収益作物への転換に向けた
計画策定から営農定着に必要な取組をハードとソフト
を組み合わせて支援します。

３．未来型産地形成推進条件整備型
水田転換や既存産地の改良とともに、省力技術・作業機械等を面的に導入し、労働生産性を抜本的に高めた
モデル産地を形成する取組を支援します。また、果樹については、早期成園化等の取組を併せて支援します。

４．スマート農業導入推進型
基盤整備と一体的に行うGNSS基地局の設置等のスマート農業の導入について支援します。

※ １と２の型では、リタイア農家が所有する農地等を機構を介して担い⼿に円滑に集約できるよう、機構集積協⼒金交
付事業の農地整備・集約協⼒金により、農業者負担の軽減を図ることが可能です（整備費の最大12.5％）。

＜事業の流れ＞

国 全国団体

1/2、定額 等

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）
生産局園芸作物課 （03-3502-5957）

検討会 技術研修会

畦畔除去 土層改良暗渠排水

きめ細かな耕作条件改善の支援

高収益作物への転換に向けた取組支援

スマート農業導入の支援

労働生産性を抜本的に高めたモデル産地形成

GNSS基地局設置 自動操舵システム導入

省⼒樹形導入（りんご
の超高密植栽培）

作業機械導入
（スピードスプレーヤー）

①事業対象地域︓農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域等（１〜４の事業）
※ ２〜４の事業はこれに加え、実質化された⼈・農地プランの対象区域等も対象とする。

②総事業費200万円以上、③農業者数２者以上、④スマート農業導入推進計画を策定（４の事業）等

【実施要件】

都道府県
都道府県

市町村 等
農業者の組織
する団体 等

1/2、定額 等

定額

1/2、定額

1/2、定額

園芸作物・畑作物を作付する農地の排水改
良・除礫等のための共同利用機器導入を支援

［麦大豆増産プロジェクト関連］

疎水材投入機器 弾丸暗渠機器 除礫機器

（３の事業）

（１、２及び４の事業）

※ 下線部は、拡充内容



① 地域内農地集積型 最大５年（ハードは最大３年）
きめ細かな整備とともに、農地中間管理機構による地域内への担い手への農地集積を推進します。

○ 我が国農業の競争⼒を強化するためには、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を行い、農地中間管理機構等による担い⼿への
農地集積を推進するとともに、営農定着に必要な取組を支援することが重要。

○ このため、多様なニーズに沿ったきめ細かな耕作条件の改善や、高収益作物への転換、モデル的な産地形成、スマート農業の導入促
進に向け、ハードとソフトの両面から機動的支援。

農地耕作条件改善事業（１／３）

(ハード)農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、区画整理、
農作業道、農地造成、農用地の保全、営農環境整備
(ソフト)ICTによる水管理や防草対策等の維持管理の省⼒
化支援、条件改善促進支援 等

定額助成 定率助成（※２）

(ハード)区画拡大、暗渠排水、湧水処理、客土、除礫、末端
畑地かんがい施設、用排水路や農道の更新整備（※１）

(ソフト)１地区当たり上限300万円（年基準額）の条件改善
促進支援 等

畦畔除去

暗渠排水

土層改良

きめ細かなハード整備

(※１) 定額助成単価は現場条件等に応じた標準的な工事費の１／２相当
区画拡大（6.5万円/10a等）、暗渠排水（10.0万円/10a等）など

①共通

●対象区域︓農地中間管理事業の重点実
施区域等（農地中間管理機構との連携概
要を策定）
●事業費200万円以上●農業者２戸以上
●事業主体︓農地中間管理機構,都道府
県,市町村,改良区,農業協同組合,農業法⼈
等

②高収益作物転換型 ④ｽﾏｰﾄ農業導入推進型③

●実質化された⼈・農地プラン
策定地域も対象区域とできる
●農地耕作条件改善のハード
事業を実施
●作付面積のうち1/4以上を新
たに高収益作物に転換 等

●実質化された⼈・農地プラン
策定地域も対象区域とできる
●スマート農業に適した基盤
整備事業が実施されていること
●スマート農業導入推進計画
を提出 等

●実質化された⼈・農地プラン
策定地域も対象区域とできる
●未来型産地形成推進条件
整備計画を提出
●面積要件は、果樹は２ha以
上、野菜は露地５ha以上、施
設１ha以上 等

採択要件 （地域内農地集積型） 未来型産地形成推進条件整備型

水路の更新

(※２) 定率助成の補助率は、平地50％、中山間地域55％ など

排水対策等の強化（拡充）
園芸作物・畑作物を作付する
農地の排水改良・除礫等のた
めの共同利用機器導入を支援
（定率助成）

額縁明渠 弾丸暗渠 疎水材投入機器 弾丸暗渠機器 除礫機器

※ 麦・大豆増産プロジェクト関連



農地耕作条件改善事業（２／３）
②高収益作物転換型 最大５年(ハード最大３年)
地域内農地集積型の支援内容、高収益作物転換のための計画策定から営農定着まで必要な取組を支援します。

(定額助成)高収益作物作付のための先進的な技術導入に向
けた専門家による事業実施主体への高度な技術指導※３

高収益作物転換プラン作成支援（最大２年） 高度な技術指導(最大３年)※４
(定額助成)プラン作成に係る調査・調整、農産物の需給動向
把握、輪作体系の検討、販売先の調査等※３

高収益作物導入支援（最大５年）
(定額助成)技術習得方法検討と実践、技術者育成、試験販売等の経営展開支援、現場での研修会等※３

(定率助成)実証展示ほ場の設置・運営、導入１年目の種⼦・肥料等への支援、農業機械のリース 等
(※４）施設園芸における地中熱ヒートポンプ（浅層採熱方式）の導入など、先進技術の導入のための専門家による技術指導に係る経費を支援

検討会

高収益作物導入

④ スマート農業導入推進型
スマート農業に適した基盤が整備された地区に、GNSS基地局等先進的な省力化技術を導入します。

スマート農業導入推進支援
（定率助成）GNSS基地局の設置と、これと併せて導入するトラクタへの自動操舵システム等

③ 未来型産地形成推進条件整備型
省力技術・作業機械等を面的に導入し、労働生産性を抜本的に高めたモデル産地を形成する取組を支援します。

スマート農業導入推進計画
 対象地区における基盤整備の状況（大区画ほ場、圃場内耕作道、用排水路パイプライン化、ターン農道 等）
 導入するスマート農業の内容と、経済性の検討 ● 地域の収益⼒向上に向けた取組方針※６ 等を記載

(※６)地域内での高収益作物への取組方針等を記載

新産地育成型 既存産地改良型

園芸作物導入型

技術研修会

GNSS基地局設置

自動操舵システム導入

省⼒樹形導入（りんご
の超高密植栽培）

作業機械導入
（スピードスプレーヤー）

未来型産地形成

ｽﾏｰﾄ農業導入

(定率助成) ⼩規模園地整備（盛土等）
機械・施設のリース導入等

(定額助成)
● 新植（例︓りんごの超高密植栽培 71万円/10a）
● 新植に伴う幼木の管理（果樹 22万円/10a）
● 早期成園化、経営の継続・発展に係る取組
大苗の育成︓20万円/10a
省⼒技術研修︓３万円/10a

果樹・茶
(定率助成) ⼩規模園地整備（園内道整備等）

機械・施設のリース導入等
(定額助成)
● 改植（例︓かんきつの根域制限栽培 111万円/10a）
● 改植に伴う幼木の管理（果樹 22万円/10a）
● 早期成園化、経営の継続・発展に係る取組
大苗の育成︓20万円/10a
代替農地での営農︓28万円/10a
省⼒技術研修︓３万円/10a

最大23万円/10a※５
最大51万円/10a

野菜・花き
(定額助成)実需者ニーズに対応した品種の導入試験、

GAP・トレーサビリティ⼿法の導入 等
(定率助成)農業用ハウス等施設・農業機械のリース導入

園芸作物導入型の要件
・実需者と協議会を構成し、協議会内実需者に産地規模の30%
以上で契約取引を行うこと

（※５)水田の場合、水田活用の直接支払交付金の水田農業高収益化推進助成
と合わせて最大40.5万円/10aを支援。

(※３）１地区あたり合計で上限300〜500万円（年基準額）を支援



農地耕作条件改善事業（３／３）（農地整備・集約協力金）

○ 基盤整備が進んだ地域に取り残された未整備農地は、周囲と比較し条件が悪いことから担い⼿が引き受けられず、結果として荒廃農
地となって害虫や鳥獣被害の発生源となる等周辺の担い⼿の経営環境にも負の影響を及ぼすおそれが高いが、周辺の担い⼿に集約し
やすい立地条件にあり、基盤整備によって担い⼿へ集約することで、地域全体として、農業生産性が一層向上することが期待される。

○ 農地耕作条件改善事業の農業者の費用負担に対し、担い⼿への農地集積・集約率に応じて協⼒金を交付することにより、このような
未整備農地の整備と担い⼿への集積・集約化を一層推進する。

農地整備・集約協⼒金

(交付金額)
農業者の事業費負担の軽減を

目的として、目標年度における担い
⼿への農地集積率に応じて交付

目標年度における
担い手の農地集約率

１００％ １２．５％

９０％以上 ８．５％

８０％以上 ５．０％

交付率
（整備費に対する割合）

本協⼒金を活用する地区の特例ガイドラインを適用
過去に整備済みのほ場

取り残された
未整備ほ場

協力金交付

農家負担ゼロの基盤整備

実施主体：都道府県、市町村、土地改良区、農業協同組合等

対 象：地域内農地集積型及び高収益作物転換型

要 件：・農業者３者以上、面積10ha未満（中山間地域5ha未満）

・過去に国費が投入された基盤整備事業の完了地区に内在又は隣接する未整備農地であること

・全ての事業対象農地について、①農地中間管理権を15年以上設定、 ②人・農地プランを実質化、③目標年度までに担い手に集積・集約、すること

・事業対象農地を借り受ける担い手は、借り受ける面積以上の経営面積を有していること（ただし新規就農者にあってはその限りではない）

・事業申請日から５年以上、農地賃借料を無償又は物納とすること

・本協力金と経営転換協力金は重複して交付しないこと

高収益作物転換型

地域内農地集積型
定率助成のハード整備

対 象 事 業

定率助成のハード整備

概 要

国 都道府県 市町村 地 元

50% 27.5% 10% 12.5%
国 都道府県 市町村 地 元

市町村営

改良区営

市町村営
特例
本協力金

通 常

改良区営

都道府県営 50% 27.5% 10% 12.5%
50% 14% 21% 15%
50% 14% 13% 23%

都道府県営

50% 15% 22.5% 12.5%

通常のガイドライン 本協⼒金を活用する場合のガイドライン



農業水路等長寿命化・防災減災事業
【令和３年度予算概算決定額 25,813（25,813）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の持続的な発展を後押しするため、農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な機動的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を、早期
に効果が発現する地区を対象にきめ細かく実施します。

＜事業目標＞
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
○ 農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村等

1/2、定額等 ［お問い合わせ先］農村振興局水資源課 （03-3502-6246）
防災課 （03-6744-2210）
設計課 （03-6744-2201）
地域整備課 （03-6744-2209）

ため池の保全・避難対策

ため池の廃止

施設情報整備・共有化対策

漏水防止のための整備

老朽化した施設の機能診断
洪水を安全に流下

堤体を開削

ため池の現地パトロール

ため池の整備

施設情報等の地理情報システム化

機動的な防災減災対策きめ細やかな長寿命化対策
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．きめ細やかな長寿命化対策
① 機能診断・機能保全計画に基づいた補修や更新、分水ゲートの自動化、パイプライン化、水
管理のICT化、自動給水栓の導入などによる水管理・維持管理の省⼒化を支援します。

② ハード対策を行うための機能診断・機能保全計画の策定等を支援します。
２．機動的な防災減災対策
① 災害の未然防止に必要な施設整備、リスク管理のための観測機器の設置、ため池の廃止等
の防災減災を支援します。（ため池廃止の定額助成限度額を引き上げ）

② ハード対策を行うための耐震性点検・調査等を支援します。
③ 浄化槽法により単独処理浄化槽を廃止し農業集落排水管路へ接続する経費を支援します。
３．ため池の保全・避難対策

ハザードマップの作成、監視・管理に必要な研修の開催、管理者への指導・助⾔等の経費を
支援します。
※ ため池工事特措法期間内は２、３のため池対策を定額支援。

４．施設情報整備・共有化対策
農業水利施設情報等の地理情報システム化を支援します。

【実施要件】 １、２の対策︓総事業費200万円以上、受益者数２者以上、
工事期間３年（ため池の場合は５年以内）以内 等

【実施区域】 農振農用地、生産緑地 等

1/2、定額等

※事業実施年度での採択申請が可能（複数回受付）

※下線部は拡充内容



農山漁村地域整備交付金＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 80,725（94,275）百万円】

＜対策のポイント＞
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を支援します。

＜事業目標＞
○ 担い⼿が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 木材供給が可能となる育成林の資源量が20.7億m3に増加するよう林道等の路網整備を推進［令和５年度まで］
○ 大規模地震が想定されている地域等において海岸堤防等の整備を推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．都道府県又は市町村は、地域の実情に応じて農山漁村地域整備の目
標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業を実
施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現場
の強化や防災力の向上のための事業を選択して実施することができます。
① 農業農村分野︓農地整備、農業用用排水施設整備、

海岸保全施設整備等
② 森 林 分 野︓予防治山、路網整備等
③ 水 産 分 野︓漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等

３．都道府県又は市町村は、自らの裁量により地区ごとに配分できます。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県、市町村

市町村等

交付

交付交付（1/2等）

［お問い合わせ先］
（農業農村分野に関すること）農村振興局地域整備課（03-6744-2200）
（森林分野に関すること） 林野庁計画課 （03-3501-3842）
（水産分野に関すること） 水産庁防災漁村課 （03-6744-2392）

交付金を活用した事業の実施例

【農業農村基盤整備】 【水産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業生産性の向
上と秩序ある土地利用の推進

老朽化した用水路の整備・更新

津波・高潮対策としての水門整備津波、高潮による被害を未然に
防ぐため海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難地、避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

林道等の整備により効率的な
間伐材等の搬出を実現

治山施設による山地災害の未然
防止



農山漁村振興交付金のうち

情報通信環境整備対策
【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
⼈⼝減少、高齢化が進行する農村地域において、農業水利施設、農業集落排水施設等の農業農村インフラの管理の省力化・高度化を図るとともに、地域
活性化やスマート農業の実装を促進するため、情報通信環境の整備を支援します。

＜事業目標＞
農業農村インフラの管理省⼒化等を図る情報通信環境の整備に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（50地区［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．計画策定
情報通信環境に係る調査、計画策定を支
援します。

２．情報通信環境整備
① 農業農村インフラの管理の省力化・高度

化に必要な光ファイバ、無線基地局等の情

報通信施設の整備を支援します。

② ①の情報通信施設を地域活性化やスマー
ト農業に有効利用するための附帯設備の整

備を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局地域整備課（03-6744-2209）

排水機場

ファームポンド

P

給水栓・落水⼝

分水ゲート

光ファイバ

水位・流量
パイプライン

鳥獣罠
センサー

頭首工

ため池

P

無線
基地局

無線
基地局

農道橋

公衆無線
LAN

排水路

ハウス
環境計測

揚水機場

活性化施設の
公衆無線LAN

農作業体験施設

林間広場施設

※ 無線基地局は地域の実状を踏まえて適切な
通信規格（LPWA、BWA、Wi-Fi等）を選定

直売所

自動走行農機
（VRS利用）

地域活性化・
スマート農業

集 落

農業体験等での活用

地域活性化

鳥獣罠センサー

農業農村インフラの管理の省力化・高度化

集落排水

無線
基地局

活性化施設の
公衆無線LAN

無線
基地局

自動走行農機
での活用

スマート農業

分水ゲートの
監視・制御農道橋の監視集落排水施設の監視

排水機場の
監視・制御

国
都道府県

都道府県

市町村等

定額、1/2等

定額、1/2等定額、1/2等



農山漁村振興交付金のうち

最適土地利用対策
【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農村における所得向上、雇用創出など、地域コミュニティ機能の維持・強化に向けて、地域ぐるみの話合いを通じ、重要な地域資源である農地の有効活用
や粗放的な利用によるモデル的な取組を支援し、土地利用の最適化を推進します。

＜事業目標＞
地域コミュニティ機能の維持や強化に取り組み、事業目標を達成した地区数（100地区［令和８年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農地等活用推進事業
市町村や地域協議会等が、重要な地域資源である農地等を有効活用するため、
地域ぐるみの話合いを通じ、生産基盤や周辺環境を整備するなど、地域の特性を
活かした農業の展開や、地域資源の付加価値向上を推進します。
ア 専門家を入れた話合いや地域の特性を活かした整備計画の策定
イ 水田の畑地化や高収益作物の導入等に係る農地の簡易な整備
ウ 簡易ハウスや簡易トイレ等農業参入しやすい環境の整備

２．低コスト土地利用支援事業
市町村や地域協議会等が、重要な地域資源である農地等を低コストで維持する
ため、粗放的な利用（放牧や環境保全効果が期待される蜜源対策等）による
モデル的な取組を支援するとともに、感染症の流行などによる食料不⾜等の有事を想
定し、当該農地の生産性や有用性を検証します。
① 粗放的農地利用型
ア 専門家を入れた話合いや粗放的利用に係る土地利用計画の策定
イ 粗放的利用を行うための農地の刈払いや電牧柵等条件整備
ウ 蜜源作物の種苗費や省⼒化機器の導入等粗放的利用の実証に必要な経費
② 生産性検証（食料自給力確保）型
ア 専門家を入れた有事を想定した安定的な食料生産の実証計画の策定
イ 食料生産の実証に必要となる土壌改良や簡易な施設整備
ウ 食料生産の実証に必要となる生産コストや流通コスト等への支援

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県 市町村、地域協議会等

市町村、地域協議会等

1/2、定額等

定額

（１、２①の事業）

（２②の事業）
［お問い合わせ先］ 農村振興局地域振興課（03-6744-2665）

農
村
に
お
け
る
多
様
な
土
地
利
用
方
策
の
取
組
支
援

水田の畑地化
（畦畔除去、客土を実施し

最適土地利

樹園地団地化
（荒廃農地の解消後樹園地化）

最適土地利用整備事業

放牧管理ゾーン
（畜舎建設等生産対策を併せて実施）

集積

鳥獣害緩衝帯ゾーン

【専門家を入れた話合い】 【土地利用計画、整備計画の策定】

【農地の簡易な整備】 【蜜源作物の取組】 【放牧の取組】

【高収益作物の導入】 【生産性の検証】

農村における所得向上、雇用創出など、地域コミュニティ機能の維持・強化

【景観作物の取組】



 日本型直接支払のうち
多面的機能支払交付金 【令和３年度予算概算決定額 48,652 （48,652）百万円】

＜対策のポイント＞
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援します。

＜事業目標＞
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の向上
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面積の割合の向上

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適用］
※１：➋、❸の資源向上支払は、➊の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：➊､➋と併せて❸の長寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適用
※３：❸の長寿命化において、直営施工を行わない等の場合は、5/6単価を適用

都府県 北海道

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
(共同)

❸資源向上支払
(長寿命化)

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
(共同)

❸資源向上支払
(長寿命化)

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400
畑 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600
草地 250 240 400 130 120 400

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

（円/10a）

定額
市町村都道府県

定額 定額
農業者等

＜事業の流れ＞

国

実 施 主 体：農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農用地：農振農用地及び多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農用地

農地維持支払
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持
等
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域
資源の保全管理に関する構想の策定 等

資源向上支払
・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生
態系保全などの農村環境保全活動 等
・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
補修 等

水路の泥上げ農地法面の草刈り 農道の路面維持 水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2197）

項目 都府県 北海道

多面的機能の更なる増進
多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等
※「鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化」の中で「鳥獣緩衝帯の
整備・保全管理」も対応可

田 400 320

畑 240 80

農村協働力の深化
上記の支援を受けた上で、構成員のうち非農業者等が４割以上を占め、かつ実践
活動に構成員の８割（役員に女性が２名以上参画している場合は６割）以上
が毎年度参加する場合

草地 40 20

水田の雨水貯留機能の強
化（田んぼダム）の推進 資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の１/２以上で取り組む場合 田 400 320

小規模集落支援 既存活動組織が、地域資源の保全管理が困難な小規模集落を取り込み、集落
間連携により保全管理を行う取組を支援

田 1,000 700
畑 600 300
草地 80 40

（円/10a）

項目 都府県 北海道 交付金（定額）

広域化への支援 広域活動組織の面積規模等に応じ
た交付額

３集落以上または50ha以上 ３集落以上または1,500ha以上 ４万円/年・組織
200ha以上 3,000ha以上 ８万円/年・組織
1,000ha以上 15,000ha以上 16万円/年・組織

【加算措置】

２．多面的機能支払推進交付金 1,602（1,602）百万円

都道府県、市町村等による事業の推進を支援します。

１．多面的機能支払交付金 47,050 （47,050）百万円
① 農地維持支払
地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える共
同活動を支援します。

② 資源向上支払
地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化
のための活動を支援します。



特殊自然災害対策施設緊急整備事業
【令和３年度予算概算決定額 300（300）百万円】

＜対策のポイント＞
火山活動による降灰被害を受ける地域おいて、農作物への被害を防除・最小化するために必要な施設等を支援します。

＜事業目標＞
農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

活動火山対策特別措置法に基づき都道府県知事が作成す
る防災営農施設整備計画の対象地域において、降灰による
被害を防除・最小化するために必要となる洗浄用機械施設等
の整備や関連して行う基盤整備等を支援します。

１．降灰被害を防除・最⼩化するために必要な洗浄用機械施
設整備等を実施

２．１．に関連する整備等を一体的に実施

［お問い合わせ先］農村振興局防災課（03-3502-6430）

都道
府県

＜事業の流れ＞

【１．施設整備等】

【２．関連整備等】

・乗用型洗浄用機械施設により、農作物に付着した
火山灰を洗浄し、収量及び商品性の低下を防止します。

・ 農作物の洗浄のための用
水を供給する施設により、
洗浄効果を高め、収量及
び商品性の低下を防止し
ます。

農業協同組合、
農業生産法⼈等

１/２
以内

農作物への降灰
（茶、露地野菜等）

洗浄された農作物

火山の噴火 ＜事業の実施＞

・工場の据置型の洗浄
用機械施設により、
農作物に付着した火山
灰を洗浄し、商品性の
低下を防止します。市町村

市町村都道
府県

１/２
以内

国

桜島

茶

キャベツ

エンドウマメ

露地野菜洗浄用機械（乗用型）

茶

キャベツ

エンドウマメ

茶葉洗浄用機械（乗用型）

据置型洗浄用機械

洗浄用水供給施設



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

水田活用の直接支払交付金
【令和３年度予算概算決定額 305,000（305,000）百万円】

＜対策のポイント＞
米政策改革の定着と水田フル活用の推進に向け、食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色を
いかした魅力的な産地づくり、高収益作物の導入・定着等を支援します。また、都道府県が転換拡大を独自に支援する場合に、国が追加的に支援します。
＜政策目標＞
○ 飼料用米、米粉用米の生産を拡大（飼料用米：70万トン、米粉用米：13万トン［令和12年度まで］） ○ 飼料自給率の向上（34%［令和12年度まで］）
○ 担い手の飼料用米の生産コストを10年間で５割程度削減［令和７年度まで］○ 麦・大豆等の作付面積を拡大（麦30.7万ha、大豆17万ha［令和12年度まで］）

１．戦略作物助成
水田を活用して、麦、大豆、飼料作物、ＷＣＳ用稲、加工用米、
飼料用米、米粉用米を生産する農業者を支援します。
２．産地交付金

地域の作物振興の設計図となる「水田収益力強化ビジョン」に基づき、
高付加価値化や低コスト化を図りながら、地域の特色のある魅力的な
産品の産地を創造するため、二毛作や耕畜連携を含め、地域の裁量で
産地づくりに向けた取組を支援します。
３．水田農業高収益化推進助成

都道府県が策定した「水田農業高収益化推進計画」に基づき、
高収益作物の導入・定着等を図る取組を支援※します。
※国のみならず地方公共団体等の関係部局が連携し、基盤整備、栽培技術
や機械・施設の導入、販路確保等の取組と併せて、水田での高収益作物
への転換等を計画的かつ一体的に推進。

４．都道府県連携型助成
都道府県が転換拡大に取り組む生産者を独自に支援する場合に、
国が追加的に支援します。

交付対象者

販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農

国
農業再生協議会等

農業者

営農計画書・交付申請書等の取りまとめ

交付

申請

［お問い合わせ先］政策統括官付穀物課（03-3597-0191）

＜事業の流れ＞

戦略作物助成
対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物※１ 3.5万円/10a
ＷＣＳ用稲 8.0万円/10a
加工用米 2.0万円/10a
飼料用米、米粉用米 収量に応じ、5.5万円～10.5万円/10a※２

産地交付金

＜飼料用米・米粉用米の収量と交付単価の関係＞

取組内容 配分単価

飼料用米、米粉用米の複数年契約（３年以上の契約） 1.2万円/10a
そば・なたね、新市場開拓用米の作付け（基幹作のみ） 2.0万円/10a

○ 国から配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域農業再生協議会毎に「水田収益力強化ビジョン」
において支援内容（対象作物や単価等）を設定（一定割合以上は都道府県段階で支援内容を決定）。

○ また、「転換作物拡大計画」に基づき、地域農業再生協議会毎の拡大面積に応じて以下を年度当初に配分。
① 転換作物拡大加算（1.5万円/10a）
主食用米が減少し、転換作物の面積が前年度より拡大した場合。

② 高収益作物等拡大加算（3.5万円/10a）
主食用米が減少し、高収益作物等※４の面積が前年度より拡大した場合。

○ さらに、当年産の以下の取組に応じて追加配分。

※１：飼料用とうもろこしを含む
※２：標準単収以上の収量が確実だった者には、自然災害等の場合でも、

特例措置として、標準単価（８万円/10a）で支援

単収
（kg/10a）

10.5万

8.0万

5.5万

+150-150

数量払いの単価（傾き）：約167円/kg

標準
単収値※3

助成額
（円/10ａ）

※３：地域ごとに設定

※４：高収益作物等；
高収益作物（園芸作物等）、
新市場開拓用米、加工用米、
飼料用とうもろこし

水田農業高収益化推進助成
○ 「推進計画」に位置付けられた産地における以下の取組を支援。
① 高収益作物定着促進支援（2.0（3.0※５）万円/10a×５年間）
高収益作物の新たな導入面積に応じて支援。（②とセット）

② 高収益作物畑地化支援（17.5万円/10a）高収益作物による畑地化の取組を支援※６。
③ 子実用とうもろこし支援（1.0万円/10a）子実用とうもろこしの作付面積に応じて支援。
都道府県連携型助成

○ 都道府県が転換作物を生産する農業者を独自に支援する場合に、当該支援の対象農業者に対して、前年
度からの拡大面積に応じて、都道府県の支援単価と同額（上限：５千円/10a）で国が追加的に支援。

※５：加工・業務用野菜等の場合
※６：R5年度までの時限措置とし、

その他の転換作物に係る畑地化も
同様の単価で支援



「緑の人づくり」総合支援対策 【令和３年度予算概算決定額 4,657,832（4,685,649）千円】
（令和２年度第３次補正予算額 235,000千円）

＜対策のポイント＞
新規就業者の確保・育成や林業への就業前の青年に対する給付金の支給を行うとともに、高校生や社会人等が先進的技術を学ぶインターンシップ、

森林経営管理制度の運用に当たって市町村への指導・助言を行える技術者の養成等に取り組みます。
＜事業目標＞
○ 新規就業者の確保（1,200⼈［令和３年度］）
○ 林業労働災害死傷者数（平成29年比５％以上減少［令和４年まで］）
○ 林業労働災害死亡者数（平成29年比15％以上減少［令和４年まで］）
○ 森林経営管理制度の支援を行える技術者の育成（１,000⼈［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

1．森林･林業新規就業支援対策 4,616,627（4,644,444）千円
① 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業 4,183,000（4,230,000）千円
就業ガイダンスや林業作業士（フォレストワーカー）研修、造林作業者の育成

等に必要な経費を支援します。
② 緑の青年就業準備給付金事業 413,139（376,139）千円

林業大学校等において、林業への就業に必要な知識・技術等の習得を促進し、
将来的に林業経営をも担い得る有望な人材として期待される青年を支援します。
③ 未来の林業を支える林業後継者養成事業 20,488（38,305）千円
高校生や社会人が先進的技術を学ぶインターンシップ等の実施、地域の中核と

なる女性の活躍の促進の取組、林業グループの育成に対する取組等を支援します。

2．森林経営管理制度推進事業 41,205（41,205）千円
森林経営管理制度を円滑に運用できるよう、市町村の森林・林業担当職員を支

援する技術者を養成するとともに、全国の知見・ノウハウを集積・分析し、市町村等
に提供します。
＜事業の流れ＞

国
民間団体等

都道府県等

林業経営体

給付対象者

定額 定額

定額

委託

（１①の事業）

（１②の事業）

［お問い合わせ先］（１の事業）林野庁経営課 （03-3502-8048）
（２の事業） 森林利用課（03-6744-2126）

民間団体等

民間団体等

定額

定額

（１③の事業）

（２の事業）

就業ガイダンスの開催、トライアル雇用（最長３ヶ月の短期研修）

林業大学校等で学ぶ青年への給付金の支給
（最大155万円／年・人 最長２年支給）

１．森林･林業への新規就業の支援

就業前

↓

就業後
フォレストワーカー研修

（最大約137 万円／年・人（１経営体に研修生２名で、１年目研修生の場合））

※造林作業者を育成する研修を含む

※山間部での定着に向けた導入研修を含む

フォレストワーカー研修
（集合研修とOJTを組み合わせた３年間の体系的な研修）

（最大約137 万円／年・人（１経営体に研修生２名で、１年目研修生の場合））

高校生・社会人に対するインターンシップ等

２．森林経営管理制度推進事業

地域の森林・林
業行政の支援体
制を構築森林経営管理制度に関する知見・ノウハウを

集積・分析し、市町村等に提供

市町村を指導できる技術者を養成する研修
の実施

※このほか、令和２年度補正予算「「緑の雇用」新規就業者育成推進事業」においてト
ライアル雇用等を支援。



林業成長産業化総合対策のうち

林業・木材産業成長産業化促進対策 【令和３年度予算概算決定額 8,185（8,604）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 500百万円）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．持続的林業確立対策
意欲と能⼒のある林業経営者を育成し、持続的な林業経営を確立するため、出
荷ロットの大規模化等によるマーケティング力の強化、路網の整備・機能強化、高
性能林業機械等の導入、間伐材生産、主伐時の全木集材と再造林の一貫作業、
コンテナ苗生産施設の整備、森林境界の明確化、自伐林家等への支援等を推進
します。
２．木材産業等競争力強化対策
木材産業等の競争⼒強化を図るため、意欲と能⼒のある林業経営者との連携を
前提に行う木材加工流通施設、木造公共建築物、木質バイオマス利用促進施設、
特用林産振興施設の整備を支援します。
３．林業成長産業化地域創出モデル事業
森林資源の利活用により地域の活性化に取り組むモデル的な地域を優先的に支
援し、優良事例の横展開等を図ります。

［お問い合わせ先］林野庁計画課 （03-6744-2300）

連携
川 中

製材業者、
合板業者等

連携
川 下
木材
需要者

川 上

森林組合、素材生産業者、自伐林家等
意欲と能⼒のある林業経営者

川上から川下までの連携により木材の安定供給や流通コストの削減を図り、
生産流通構造改革を推進

持続的林業確立対策 木材産業等競争⼒強化対策

林業成長産業化地域創出モデル事業

路網の整備・機能強化
高性能林業機械導入（購入、リース）
搬出間伐の推進
資源高度利用型施業
・主伐時の全木集材、それと一貫して行う再造林の実施
コンテナ苗生産施設や幼苗生産高度化施設等の整備
・幼苗生産段階における種⼦選別機や環境制御室等の導入等
マーケティング⼒ある林業担い⼿の育成
森林整備地域活動支援対策等
・施業の集約化に向けた境界の明確化
・山村地域活性化の担い⼿となる自伐林家等への支援
林業成長産業化地域保全対策事業
・山村地域の防災・減災対策
・森林資源保全対策
（鳥獣害、病害虫対策等）

木材加工流通施設等の整備
・需要者ニーズに対応した木材製品の安定的・効率的
な供給体制を構築（労働環境の向上に資する施設の
導入支援を含む）

木造公共建築物等の整備
・CLTの活用など木材利用のモデル性が高い施設の木
造化・木質化を重点的に支援

木質バイオマス利用促進施設の整備
・地域連携の下で熱利用又は熱電併給に取り組む
「地域内エコシステム」を重点的に支援

特用林産振興施設の整備
・地域経済で重要な役割を果たすきのこのほだ場など
特用林産物の生産基盤等の整備を支援

事業構想（都道府県が作成する５年間の取組方針）

＜対策のポイント＞
意欲と能⼒のある林業経営者を育成し、木材生産を通じた持続的な林業経営を確立するため、主伐と再造林を一貫して行う施業、路網の整備・機能
強化、高性能林業機械の導入、木材加工流通施設や木造公共建築物の整備等、川上から川下までの取組を総合的に推進します。
＜政策目標＞
○ 国産材の供給・利用量の増加（30百万m3［平成30年］ → 40百万m3 ［令和７年まで］）
○ 間伐材生産に係る経費の低下（平成30年度比１割［令和７年度まで］）
○ 高性能林業機械を整備した事業体の労働生産性の向上（整備前から２割［令和９年度まで］）
○ 木材加工流通施設の原木処理量の増加（整備前から２割［令和９年度まで］）
○ 公共建築物における木材利用の増加（累積15,000m3［令和４年度まで］）
○ 木質バイオマス利用促進施設における木材利用の増加（55万m3／年 ［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

都道府県 林業経営体等
定額（1/2、1/3以内等）等

委託

（１、２、３の事業）

（３の事業の一部）

定額（1/2、1/3以内等）等

※ 国有林においては、直轄で実施

※このほか、令和２年度補正予算「林業経営体能⼒向上支援対策」において造林等の
原木生産を伴わない森林整備を支援。



林業成⻑産業化総合対策のうち

⽊材産業・⽊造建築活性化対策（拡充） 【令和３年度予算概算決定額1,250,559（1,310,000）千円】
（令和２年度第３次補正予算額 36,265,200千円の内数）

＜対策のポイント＞
都市部における木材需要の拡大に向け、⽊質建築資材の利⽤の実証への支援や⼤径材の需要拡⼤に向けた技術開発等への支援、 CLT・LVL等の建築
物への利⽤環境整備への支援を行います。あわせて、需給情報の共有やマッチングの取組を推進し、効率的なサプライチェーンを構築します。

＜政策⽬標＞
国産材の供給・利用量の増加（30百万m3 ［平成30年］→ 40百万m3 ［令和７年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．都市の⽊造化促進総合対策事業 330,000（300,000）千円
都市部における⽊質建築資材（JAS構造材、⽊質耐⽕部材、内装材等）の利⽤実証を、

⼭元還元を促進する優先枠（SCM推進フォーラム等）を設けて支援します。
大径原木や⽻柄材・内装材等の利⽤拡⼤等に向けた取組を支援します。
また、川上から川下までの事業者が連携した顔の見える木材を使用した構造材、家具・建具

等の普及啓発等の取組を支援します。
２．CLT・LVL等の建築物への利⽤環境整備事業 721,273（661.273）千円

CLTを用いた先駆的な建築物の設計・建築や街づくり等の実証、建築物へのCLT・LVL等
の利用促進や設計の容易化、設計者・施工者の育成等の普及・拡大を支援します。
⽊質建築資材の低コスト化・検証を⽀援するとともに、品質を保証するための仕組みの開
発等を実施します。

３．⽣産流通構造改⾰促進事業 199,286（201,060）千円
SCM推進フォーラムの設置・運営による川上から川下までのマッチングや、⽊材需給情報を

収集・分析し発信する取組等を⽀援します。あわせて、中高層建築物における木材の利用環
境整備、製材品等の流通実態の調査を実施します。また、木材加工設備等導入の利⼦助
成・リース、森林認証材の普及啓発等の取組を支援します。

※ このほか、令和２年度補正予算「合板・製材・集成材国際競争⼒強化・輸出促進対策」に
おいて木材製品の消費拡大対策等を実施。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
民間団体等

民間団体等

委託

定額

定額

事業費の定額、2/3、1/2、3/10、1/10

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-3502-8062）
国

民間団体等

SCM推進フォーラムの設置・運営

部材のデータ収集木質建築資材の開発

都市の木造化に向けた取組 顔の見える木材を使用した構造材・家具等の普及啓発

ＣＬＴ

LVL被覆
1時間耐火柱

需給情報の収集・分析

CLTを活用した街作りの実証

需給情報DB

各地区における情報活用支援

SCM推進フォーラム

ー3ー



林業成長産業化総合対策のうち

木材需要の創出・輸出力強化対策
【令和３年度予算概算決定額 506（700）百万円】

（関連事業）【令和３年度予算概算決定額 104（－）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 36,265百万円の内数）

＜対策のポイント＞
林業の成長産業化を実現するため、公共建築物等の木造化・木質化、木質バイオマスのエネルギー利用、民間セクターによる非住宅建築物等への木材利
用や木材利用に対する消費者等の具体的行動の促進等の様々な分野における木材需要の創出・輸出力強化を支援します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（30百万m3 ［平成30年］→40百万m3 ［令和７年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．民間部門主導の木造公共建築物等整備推進事業 45（45）百万円
民間事業者等が主導する公共建築物等の木造化・木質化を推進するため、地域
への専門家派遣や地域での取組を分析・普及する取組等を支援します。
２．「地域内エコシステム」推進事業 240（269）百万円
木質バイオマスの熱利用を行う「地域内エコシステム」の構築に向け、地域における
合意形成や技術開発、技術面での相談・サポート等の取組を支援します。
３．「クリーンウッド」普及促進事業 51（57）百万円
木材関連事業者の登録を推進するため、幅広い関係者へのクリーンウッドの普及
啓発の取組への支援をします。また、国別・地域別の違法伐採関連情報を提供します。
４．民間セクターによる非住宅建築物等木材利用促進事業 150（201）百万円
木材利用に取り組む民間企業ネットワークの構築、内装木質化等の促進、普及
啓発活動等の木材利用拡大に向けた取組を支援します。
５．広葉樹を活用した成長産業化支援対策事業 22（24）百万円
特用林産物に関する情報の収集・分析・提供、国産特用林産物の競争力の強化
に向けた実証、需要拡大と担い手確保を一体的に行う取組等を支援します。

（関連事業）
官民一体となった海外での販売力の強化のうち高付加価値木材製品輸出促進事業

104（－）百万円
木材製品の輸出拡大を図るため、企業間の連携によるモデル的な輸出の取組、高
耐久木材の輸出環境調査、日本産木材製品のPR等の取組を支援します。

［お問い合わせ先］ （木材関係） 林野庁木材利用課（03-6744-2120）
（特用林産物関係） 経営課 （03-3502-8059）国 民間団体等

定額、委託
＜事業の流れ＞

公共建築物の木造化・木質化
のための技術支援を推進

【地域協議会】
事業の理解・合意形成
主体意識づくり

川上：燃料供給

川中：燃料製造
川下：エネルギー利用

「地域内エコシステム」の構築のため
の川上、川中、川下の連携を推進

「クリーンウッド・ナビ」において
合法伐採木材関係情報を提供

民間企業ネットワークにより民間
建築物の木造化等の実現を推進

高付加価値きのこ等の生産・
加工・流通に係る実証等を推進

情報技術も活用した木材利用
の効果的な普及啓発を推進

※このほか、令和２年度補正予算「合板・製材・集成材国際競争⼒強化・輸出促進
対策」において流通木材の合法性確認システム構築に向けた調査等を実施。



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．全国規模の緑化運動の促進 31,792（31,792）千円
全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭等の開催を通じて、森林空間利用や
緑化をはじめとした森林と⼈との関わりに対する国民の理解醸成を図ります。

➀ 全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭等の全国規模の緑化行事の開催
② 全国規模の緑化行事を効果的に行うための関連イベント等の実施

２．「森林サービス産業」創出・推進に向けた活動支援事業
20,843（55,000）千円

健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を活用して、新たな雇用と収入機
会を生み出す「森林サービス産業」の創出・推進の取組を支援します。

① 「森林サービス産業」モデル事業（ワーケーションの推進を含む。）の実施
② 「森林サービス産業」創出に向けた課題解決型研修会の実施
③ 課題共有・解決のための効果分析・情報発信

３．森林景観を活かした観光資源の整備事業 29,157（33,740）千円
「日本美しの森 お薦め国有林」において、外国⼈旅行者を含めた観光利用を推進
するため重点的な環境整備等を実施します。

① 多⾔語による情報発信や木道整備等の実施
② 安全に利用できるための通話可能エリアマップ等の整備
③ 「新たな日常」を見据えたワーケーション環境の整備等

［お問い合わせ先］（１、２の事業） 林野庁森林利用課（03-3502-0048）
（３の事業） 林野庁経営企画課（03-6744-2323）

新たな森林空間利用創出対策（拡充）

＜対策のポイント＞
地方の活性化に向けた「関係⼈⼝」の創出・拡大のため、森林空間を多様な分野で活用する「森林サービス産業」の創出・推進の取組や、「日本美しの森
お薦め国有林」の重点的な環境整備を行うとともに、森林と⼈との関わりに対する国民理解の醸成を図るため、全国規模の緑化行事の開催を支援します。
＜事業目標＞
○ 新たに「森林サービス産業」の創出・推進に向けて取り組む地域数（30地域以上 [令和４年度まで]）
○ 重点整備された「日本美しの森 お薦め国有林（レクリエーションの森）」の利用者数（ 平成29年度比50%以上増 ［令和６年度まで］）

【令和３年度予算概算決定額 81,792（120,532）千円】

＜事業の流れ＞

にっぽんうつく

全国規模の緑化運動の促進

国土緑化運動
による国民理
解の醸成

全国植樹祭 全国育樹祭 緑の少年団交流会 みどりの感謝祭

「森林サービス産業」創出・推進に向けた
活動支援事業

「森林サービス産業」の創出・推進に向けた取組の支援

モデル事業・課題解決型研修会の実施

【内容】
民間企業等と地域協議会
等が、「企業の健康経営」に
よる森林空間利用を核とし
た「森林サービス産業」の創
出・推進に向けた課題解決
に取り組むためのモデル事業
や研修会の実施

効果分析・情報発信

【内容】
・効果の検証、先行事例等の分析
・企業等のニーズ側への効果の発信
・山村等の供給側への具体的実施⼿段の共有

森林景観を活かした観光資源の整備事業

(Uni-Voiceコード)

ワーケーション環境の
整備（Wi-Fi整備）

通話可能エリアマップの整備

動画によるPR

木道の整備

森林セラピー等

研修会

定額
国 民間団体等 地域協議会等

定額
（１、２の事業） （２の事業の一部）

※３の事業は、直轄で実施



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．森林・山村多面的機能発揮対策交付金 1,393（1,344）百万円
① 地域住民や地域外関係者（関係⼈⼝）等による３名以上で構成する活動組
織が実施する里山林の保全、森林資源の利活用等の取組を支援します。
② 里山林の保全等（メインメニュー）の活動に組み合わせて実施する、路網の補修、
関係人口の創出・維持等の活動（サイドメニュー）を支援します。
※ 森林経営計画が策定されていない0.1ha以上の森林を対象に支援します。採択
に当たっては３年間の活動計画等が必要です。
※ 地方公共団体の支援のある活動や地域コミュ二ティの活性化を図るため中山間
地域における農地等の維持保全にも資する取組、有人国境離島地域で計画され
た活動等を行う場合は、優先的に支援します。

２．森林・山村多面的機能発揮対策評価検証事業 11（9）百万円
① 森林・山村多面的機能発揮対策交付金による活動の成果を評価・検証します。
② 地域協議会、活動組織を集めた活動内容の報告・意見交換会等を開催します。

森林・山村多面的機能発揮対策
【令和３年度予算概算決定額 1,404（1,353）百万円】

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］林野庁森林利用課（03-3502-0048）

このボックス内は12pt 枠の上下幅調整可 上下中央揃え

事業の定量的な目標を１行程度で記載（体言止め）

＜対策のポイント＞
森林の多面的機能発揮とともに関係⼈⼝の創出を通じ、山村地域のコミュニティの維持・活性化を図るため、地域住民や地域外関係者等による活動組織が
実施する森林の保全管理、森林資源の活用を図る取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ 各支援メニューごとに設定された森林の多面的機能の発揮に関する目標を達成した活動組織の割合（８割 ［令和３年度まで］）
○ 地域外からの活動参加者数（関係⼈⼝を含めた活動への参加者数）が増加した活動組織の割合を毎年度増加

国

国 民間団体等
委託

地域協議会 活動組織
（１の事業）

定額、1/2、1/3以内

都道府県 市町村
定額定額

（２の事業）

定額、1/2、1/3以内 自ら設定する成果目標に基づき活動組織が事業
の自己評価（モニタリング調査等）を実施

①メインメニュー

②サイドメニュー（メインメニューと組み合わせて実施）

森林・山村多面的機能発揮対策交付金

評価検証事業 ・活動の成果の評価・検証（モニタリング調査の分析等を含む）
・地域協議会、活動組織を集めた報告・意見交換会等

里山林景観を維持する
ための活動

最大12万円/ha

侵入竹の伐採・
除去活動

最大28.5万円/ha

しいたけ原木などとして
利用するための
伐採活動

最大12万円/ha

森林資源利用タイプ 地
域
協
議
会

都
道
府
県
・
市
町
村

・
活
動
組
織
へ
の
支
援
等・路網の補修・機能強化等を支援 ・関係⼈⼝の創出・維持等の活動を支援

・機材及び資材の整備を支援

サイドメニュー

地域環境保全タイプ



浜の活力再生・成長促進交付金
【令和３年度予算額 2,655（2,004）百万円】

＜対策のポイント＞
漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン（浜プラン）」の着実な推進を支援するため、浜プランに位置付けられた共同利用施設の整備、密漁防止
対策、浜と企業の連携推進、水産業のスマート化の推進等の取組を支援します。

＜事業目標＞
浜の活⼒再生プランを策定した漁村地域における漁業所得向上（10％以上［取組開始年度から５年後まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．浜の活力再生プラン推進等支援事業
浜プランの着実な推進を図るため、漁村女性の経営能力の向上や女性を中心と
したグループによる実践的な取組、漁業等への参入を希望する企業等と漁村地域
とのマッチング等を支援します。

２．水産業強化支援事業
漁業所得の向上を図るため、共同利用施設の整備、コスト削減・作業の軽労化な
ど水産業のスマート化を推進する取組に必要な施設・機器の整備、産地市場の統
廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去、漁村交流人口の増加に
向けた施設の整備やプラン策定地域における密漁防止対策等について支援します。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

民間団体等

事業実施主体
1/2、4/10、1/3等交付

（１の事業）

（２の事業）

交付（定額,1/2）

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-6744-2391）

１．浜の活⼒再生プラン推進等支援事業

・地域自ら策定する「浜の活⼒再生のための行動計画」
・漁業所得10%以上向上させることが目標

浜の活⼒再生プラン（浜プラン）

課題 検討 プラン作成 実践

＜以下の事業により、浜プランの推進を支援＞

２．水産業強化支援事業
＜ハード事業＞
・漁業収益⼒や水産物流機能の強化のための共同利用施設等の整備を支援
・産地市場の電⼦化や生産コストの削減、作業の軽労化等に必要な施設・機器の整備を支援
・産地市場の統廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去を支援
・種苗放流、環境整備等水産資源の増大のための施設の整備を支援
・漁港漁場の機能高度化、漁業地域の防災減災等に必要な整備を支援
・漁村交流⼈⼝の増加に向けた施設の整備を支援（令和３年度から）

＜ソフト事業＞
・漁場の利用調整、密漁防止対策、境界水域における操業の管理徹底等を支援
・内水面の調査指導、生産履歴の記録等の取組を支援
・地域資源の活用推進、災害の未然防止、被害の拡大防止、ハザードマップ作成等を支援

荷さばき施設 種苗生産施設 津波避難タワー鮮度保持施設 荷受け情報の電⼦化



経営体育成総合支援事業
【令和３年度予算概算決定額 677（691）百万円】

（参考：令和２年度第３次補正予算額（漁業担い手確保緊急支援事業）104百万円）

＜対策のポイント＞
漁業・漁村を支える⼈材の確保・育成を図るため、新たな生活・生産様式への転換の対策の一環として、漁業への就業前の者への資金の交付、漁業現場で
の長期研修を通じた就業・定着の促進、海技士免許等の資格取得及び漁業者の経営能力の向上等を支援します。

＜事業目標＞
毎年2,000⼈の新規就業者を確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁業担い手の確保・育成支援

① 漁業学校等で学ぶ者に就業準備資金を交付するとともに、通信教育等を通じた
夜間・休日の受講を支援します。
② 就業希望者への就業相談会の開催等、就業情報の提供等を支援します。
③ 新規就業者の漁業現場での長期研修について支援するとともに、雇用就業者の
独立・自営経営起ち上げに向けた研修を支援します。
④ 若⼿漁業者の収益⼒向上のため、経営・技術の向上を支援します。

２．水産高校卒業生を対象とした海技士養成支援

海技士資格取得のための履修コースの運営等を支援します。

１．国内人材確保に向けた支援

２．海技士免許取得に必要な乗船履歴を短期に取得するコースの運営等を支援

［お問い合わせ先］（１の事業）水産庁企画課 （03-6744-2340）
（２の事業） 研究指導課 （03-6744-2370）

＜事業の流れ＞
定額 定額

国 民間団体等 漁業者・漁協等
研修生

雇用型（雇用型、幹部養成型）
独立型（独立型、実践型、雇用就業者の独立・自営の立ち上げも適用）

就業準備資金の交付（最
大150万円、最長2年間）

就業相談会の開催等
（漁業への新規参入促進）

長
期
研
修

経営・技術の向上を支援

就
業
前

担
い
⼿
と
し
て
定
着

就
業
後

夜間・休日等
の学習支援

受講生募集等 乗船実習コース 海技士の受験資格を取得

雇
用
型

雇用型
漁業経営体への就業を目指す
最長１年間※、最大14.1万円/月を支援

幹 部
養成型

沖合・遠洋漁船に就業し、幹部を目指す
最長２年間※、最大18.8万円/月を支援

独
立
型

実践型〔水揚目標等を定めた経営計画の実証〕
研修最終年の実践研修経費を交付
最長1年間、最大150万円/年

独立・自営を目指す
最長３年間※、最大28.2万円/月を支援

※就業準備
資金の交付
期間が１年
以下の場合、
長期研修の
研修期間を
最長１年間
延長可能

雇用就業者の独立・自営経営起ち上げに向けた研修（最長２年間）
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水産バリューチェーン事業 【令和３年度予算概算決定額 601（742）百万円】
（参考：令和２年度第３次補正予算額（水産物輸出拡大連携推進事業） 600百万円）
（参考：令和２年度第３次補正予算額（特定水産物供給平準化事業） 522百万円）

＜対策のポイント＞
競争⼒のある加工・流通構造の確立や水産物の消費拡大のため、生産・加工・流通・販売が連携しマーケットニーズに応えるバリューチェーンの構築を支援

するとともに、加工原料の安定供給を図る取組や「新しい生活様式」の下での消費者の家庭食需要等に対応した水産物消費を推進する取組等を支援します。

＜事業目標＞
魚介類（食用）の年間消費量の増加（46.4kg/⼈［令和９年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．バリューチェーン連携推進事業
マーケットインの発想に基づく「売れるものづくり」をする上で支障となる課題を、水産
バリューチェーン関係者が連携し、情報流・物流の高度化や先端技術の活用等を図
ることで、克服しようとする取組等を支援します。

２．流通促進・消費等拡大対策事業
① 加工・流通業者等が、加工原料を新たな魚種に転換する取組等を支援するととも

に、消費者への魚食普及の取組を支援します。
② 水産加工業者等への原料魚の安定供給等のための調整保管を支援します。
③ 「新しい生活様式」の下での消費者の家庭食需要等に対応した鮮魚店等が行う

生鮮魚介類の安全・安心・簡便な提供を定着させるための取組を支援します。

３．産地水産加工業イノベーションプラン支援事業
水産加工業者団体等が行う中核的人材育成に必要な専門家の派遣、関係機

関や異業種と連携した取組を支援します。

＜事業の流れ＞

国

定額 定額、1/2

委託、定額、1/2 ［お問い合わせ先］水産庁加工流通課（03-3502-8203）

民間団体

民間団体

漁業者団体等

沖合漁業

養殖業

沿岸漁業
物流

外食・給食・⼩売等

生産・加工・流通・販売の連携

高鮮度保持等
加工機器導入

魚
食
普
及

販
路
拡
大

産地加工業者

加工・流通生産 販売・輸出 消費者

浜活交付金により、浜プランに位置付
けられた共同利用施設の整備等（漁
業者と連携した取組等）を支援

中核的⼈材等 異業種商工会議所等
関係機関

協業化等イノベーションＰＬＡＮ

加工原料の
安定供給

消費者の
内食需要
に対応

安
全
・
安
⼼
・

簡
便
な
提
供

輸出先国



漁業構造改革総合対策事業

＜対策のポイント＞
我が国漁業・養殖業を収益性の高い構造へ改革するため、高性能漁船の導入等や大規模沖合養殖システムの導入等による収益性向上や、居住性・安全
性・作業性の高い漁船の計画的・効率的な導入手法、マーケット・イン型養殖業等の実証の取組を支援します。

＜事業目標＞
収益性の高い操業・生産体制への転換等を促進するための実証に取り組む漁業者等の償却前利益の確保（80％以上［令和６年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁業改革推進集中プロジェクト運営事業
漁獲から流通に至る操業・生産体制を改革し、収益性向上等を図る改革計画の策
定等を支援します。

２．漁業構造改革推進事業（もうかる漁業創設支援事業等）
① 資源管理や漁場環境改善に取り組む漁業者による革新的な操業・生産体制への
転換等を促進するため、高性能漁船の導入等や大規模沖合養殖システムの導入
等による収益性向上や、居住性・安全性・作業性の高い漁船の計画的・効率的な
導入手法等の実証の取組を支援します。
② 認定された養殖業改善計画に基づくマーケット・イン型養殖業等の実証に必要な
資材・機材の導入費を養殖経営体・グループに支援します。

国 特定非営利活動法⼈
水産業・漁村活性化推進機構

定額

＜事業の流れ＞

・用船料等相当額（1/3以内等）
・運転経費

・資材・機材の導入費等（1/2以内）

漁業協同組合等
定額

養殖経営体等
1/2

［お問い合わせ先］水産庁研究指導課（03-6744-0205）
栽培養殖課（03-6744-2383）

改革計画の策定

漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者、造船業者、行政等が一体となり、地域
の漁業・養殖業の収益性向上等を図る改革計画を策定

改革型高性能漁船

◌ 省エネ船型／推進機関
◌ 省⼒型漁労機器
◌ 高鮮度保持魚倉
◌ 高機能冷凍設備 等

労働環境改善型漁船

◌ 居住性・安全性・作業性
の高い漁船

◌ 資源管理型漁労機器
◌ 船内インターネット環境 等

大規模沖合養殖システム

◌ 耐波浪性大型養殖施設
◌ 省⼒・省⼈化給餌施設
◌ 漁場環境・生産情報モニ
タリングシステム 等

もうかる漁業創設支援事業の実施（漁船漁業の場合）

漁業協同組合等が認定改革計画に基づく収益性向上等の実証事業を実施

水揚金
⼈件費、燃油費、えさ代、
氷代、魚箱代、その他の
資材費、販売費 等

<運転経費>

漁船減価償却費、漁具等
減価償却費、消耗品費、
通信費、修繕費 等

<用船料等
相当額>

用船料等相当額
の1/3以内等を
基金から助成

基金に返還

返還は不要

基金から全額助成

【令和３年度予算概算決定額 1,916（2,984）百万円】
（令和２年度第３次補正予算概算決定額 6,300百万円）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁獲情報デジタル化推進事業
改正漁業法に基づく漁獲報告について、生産現場の事務的な負担を軽減しつつ電
⼦的な報告を可能とするとともに、収集・蓄積した漁獲データを資源評価等へも利用で
きる電子的情報収集・提供体制の整備に向けたシステムの構築や、資源評価に必要
な各種データを効率的に収集するためのICT機器等を開発・実証します。

２．数量管理システム強化事業
TAC魚種等の漁獲情報の収集･分析等に対応したシステムの改修、漁獲成績報告
の電⼦化システムの実装等を行います。

３．スマート水産業推進基盤構築事業
データ利活用のガイドラインやデータ標準化の充実、資源評価・管理の高度化と水
産業の生産性の向上に資するデータ連携の取組を推進します。

４．ICTを利用した漁業技術開発事業
沿岸漁業において、ICTを利用した７日先までの漁場探索の「見える化」を推進し、
資源管理を図りつつ、沿岸漁業の操業の効率化等を支援します。

民間団体等

［お問い合わせ先］ （１、３の事業）水産庁研究指導課（03-6744-0205）、漁場資源課（03-6744-2377）
（２の事業） 管理調整課（03-5510-3303）、国際課 （03-6744-2364）
（４の事業） 研究指導課（03-3591-7410）

スマート水産業推進事業
【令和３年度予算概算決定額 554（689）百万円】

＜対策のポイント＞
新たな資源管理システムに対応しつつ、生産現場の事務的な負担軽減にも資する電子的情報収集体制を構築します。また、データのフル活用を可能とする
環境整備やICTを活用した漁場の見える化技術の高度化を図るなど、資源評価・資源管理の高度化と生産基盤の強化を一体的に推進します。

＜事業目標＞
○ 主要な漁協・市場からの水揚げ情報を電⼦的に収集する体制を整備（400市場以上［令和５年度まで］）
○ 漁獲量ベースで８割をTAC魚種とする［令和５年度まで］
○ 経験が少ない漁業者でも、資源管理を図りつつ、漁場到達できるシステムを確立し、全国の海域に拡大［令和５年度まで］

＜事業の流れ＞

国
委託

＜目的＞資源評価・資源管理の高度化
・資源評価の精度向上
・資源評価対象魚種の拡大
・適切な数量管理の実現
・資源管理の徹底

１．漁獲情報デジタル化推進事業
・産地市場・漁協からのデータ収集体制整備
に向けた国のシステムの構築
・資源評価用のデータ収集ツールの開発

２．数量管理システム強化事業
・TAC魚種及び国際資源に係る漁獲情報の
収集、情報システムの保守管理・改修等を
実施
・漁獲成績報告の電⼦化システムの現場実
装

３．スマート水産業推進基盤構築事業
・データ利活用の推進に向けたガイドラインの策定やデータの標準化の推進
・水産業データ連携基盤を活用した資源評価・管理、漁業・養殖業の生産性向上の取組の推進

＜目的＞漁業・養殖業の生産性向上
・勘と経験に基づく漁業からの脱却
・スマート水産技術の生産現場への展開

４．ICTを利用した漁業技術開発事業
・ICT技術により7日先までの漁場の「見える
化」を図る
・資源管理を図りながら漁場予測海域を全国
の海域に拡大

水産資源の持続的利用
のための取組

水産業の成長産業化
に向けた取組

スマート水産業の推進



漁業収入安定対策事業 【令和３年度予算概算決定額 20,049（14,200）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 42,489百万円）

（令和２年度予備費 27,656百万円）

＜対策のポイント＞
記録的な不漁や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う水産物の需要減などに見舞われる中で、計画的に資源管理等に取り組む漁業者の経営を支えるため、
漁獲変動等による減収を補塡します。

＜事業目標＞
漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［令和４年度まで］ ）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．資源管理等推進収入安定対策事業費

＜積立ぷらす＞
計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、収入が減少した場合に、漁業者

が拠出した積立金と国費により補塡します。（漁業者と国の積立金の負担割合は
１︓３）

２．漁業共済資源管理等推進特別対策事業費

＜共済掛金の追加補助＞
計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、共済掛金の上乗せ補助をします。

（国の補助は共済掛金の30％（平均）程度）

３．収入安定対策運営費

事業を運営するために要する経費について補助します。

＜事業の流れ＞

国 漁業共済組合
連合会 漁業者

定額
共済掛金の
上乗せ補助

収入減少を補塡 ［お問い合わせ先］水産庁漁業保険管理官（03-6744-2356）

積立ぷらすの
発動ライン

漁業共済の
発動ライン

収入変動

○ 積立方式（積立ぷらす）
・ 漁業者自身の積立と国費の積立（１︓３相当）が
補塡原資

○ 保険方式（漁業共済）
・ 漁業者が支払った保険料が補塡原資。共済掛金に
上乗せ補助

漁業共済で
補塡可能な
部分

自己負担部分

漁業者

１

国

３

平均70％程度

掛金の負担割合（模式図）
法定
補助金

(平均40％)
自己
負担

基準収入（※）

90%（原則）

100%

80%（原則）

減

収

収安
補助金

(平均30％)

※基準収入︓個々の漁業者の直近５年の収入のうち、
最大値と最⼩値を除いた中庸３カ年の平均値



７.経済産業省



地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業
令和3年度予算案額 5.6億円（5.0億円）

地域経済産業グループ
地域産業基盤整備課 03-3501-1677

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要
 地域・社会課題が多様化・複雑化する中、地方公共団体による課題対応が
困難になっており、地域で持続的に課題解決を行うためには、ビジネスモデル
創出が必要です。このため、地域内外の中小企業等※が、地方公共団体等
の地域内の関係主体と連携しつつ、地域・社会課題解決と収益性との両立
を目指す取組（地域と企業の持続的共生）を支援します。

 少子高齢化、過疎化が進行する中、地域住民に必要な日常生活サービス
機能を維持・継続するためには地域内外の関係主体の連携体制の構築が重
要です。連携体制の中で中心となる組織（オーガナイザー）立ち上げの事業
計画を策定し、モデルとして提示することにより、オーガナイザーを中心とした連
携体制構築を促進します。

成果目標
 本事業を通して、地域・社会課題をビジネス目線で解決するサービスモデルの
構築、収益性や地域課題解決の効果の検証とその自立化・展開を目指し、
課題解決事業の定着率を令和６年度に60％にすることを目指します。

ベンチャー・中小企業等が、自らもしくは複数社で連携し、 複数地域（5地
域以上）で抽出して束ねられた課題解決・付加価値向上に資する取組に
必要な経費の一部を支援します。
また他の企業との連携等により更なる広域展開を行う場合は、支援を拡充
します。
【補助率：２／３以内、補助対象者：中小企業等】

買い物弱者対策や高齢者見守りなどの地域・社会課題解決において、オー
ガナイザーの立ち上げに関する事業計画を策定します。具体的には、地域内
のニーズ調査、課題整理、関係主体との調整等を行い、オーガナイザーが収
益を確保しつつ、持続的に事業継続していくための計画を策定し、今後の組
織の立ち上げに繋げます。

（１）課題解決プロジェクトの実証

国

（１）補助（定額）

民間事業者等

（１）補助（２/３以内）

民間事業者等
（プロジェクト実証
事業者等）

※中小企業等：創業者、中小企業、地域未来牽引企業、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等

AI配車システム交通弱者

大手デイサービス
事業者

病院・商店等

配車要請

配車依頼
地域の交通公共機関
の衰退による交通弱者
支援

【地域課題】

デイサービス送迎車の空席と、
移動希望者の最適マッチン
グ機能を備えたAI配車シス
テムの活用により、地域の交
通弱者の移動を支援する。

【課題解決】

イメージ例

（２）委託

（２）地域・社会課題に向けた計画策定



８.国土交通省



○ 立地適正化計画等の計画策定や、医療、福祉施設、居住機能の移転の促進等、コンパクトなまちづくりを推進する自治体に対して、
重点的な支援を実施。（計画変更や防災指針作成にも支援できる）

１【計画策定の支援】

■計画策定の支援

３【誘導施設等の移転促進支援】
誘導施設等の跡地の除却処分・緑地等整備の支援
- 医療施設、社会福祉施設等（延床面積1,000㎡※ ）
- 商業施設（上記と一体的に立地するもの）

コンパクトシティ形成支援事業の概要

■誘導施設等への支援

コンパクトシティ形成支援事業

５【居住機能の移転促進に向けた調査支援】
防災対策を位置付けた立地適正化計画に基づく居住誘導区域外の

災害ハザードエリアから、居住誘導区域内への居住機能の移転促進に
向けた調査を支援

■居住機能への支援

※人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の都市のみ、550万円まで全額補助

※人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の都市のみ、延べ床面積500㎡以上へ緩和

計
画
を
作
り
た
い

移
転
を
促
進
し
た
い

市町村都市再生協議会

PRE活用協議会

鉄道沿線まちづくり協議会
地方公共団体

①立地適正化計画※

②PRE活用計画

③広域的な立地適正化の方針

④低炭素まちづくり計画

補助対象者

２【コーディネート支援】
計画に基づく各種施策の推進のための合意形成等を支援

４【建築物跡地等の適正管理支援】
立地適正化計画に跡地等管理区域として位置付けられた区域等に

おける建築物跡地等の適正管理を支援

※上限500万円／年

■補助率
【１について】

補助対象者：地方公共団体等
補 助 率 ：1/2

ただし、立地適正化計画は人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の
地方公共団体について550万円まで全額補助

【２～４について】
補助対象者：地方公共団体と民間事業者等
補 助 率 ：1/2

ただし、地方公共団体の補助を受けて民間事業者等が実施する事業は、
地方公共団体が民間事業者等へ補助する経費の1/2以内かつ事業費の1/3以内

【5について】
補助対象者：地方公共団体と民間事業者等
補 助 率 ：1/2 かつ

１地方公共団体につき年間500万円



スマートシティ実証調査

○ スマートシティモデルプロジェクトをより深化させるため、先駆的な取組を行うモデルプロジェクトの貫徹に向けた継続的な
支援に加え、「3D都市モデル」を活用した新たなモデルプロジェクトを創出することにより、「まちづくりのデジタルトランスフォ
ーメーション」を強力に推進。

■スマートシティ実行計画の事例

実現するまちのビジョン

社会実装までのスケジュール

健康寿命が全国平均を下回り、政令市の中でも下位に位置している現状に対し、
市民参加型のスマートシティにより健康と賑わいの向上を目指す。

●ICTにより健康・快適を実現する市民参加型スマートシティ実行計画（札幌市）

健康アプリ
2022年実装

ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞアプリ拡充

アプリによる健康アドバイス

ポイント付与による歩行の促進

アプリを活用したイベントの情報提供等
によるにぎわい・回遊促進

移動データを活用したスマートプランニ
ングによる歩きたくなる空間の整備インセンティブ

の付与

健康・賑わいの向上

スマホを活用して市民の歩数を計測
し、歩数に応じて公共交通等で使

える「健幸ポイント」を付与

2021年実装

健康アプリ

市民参加・行動変容
ポイント付与による公共交通利用の促進

ダッシュボード

スマートウェルネスシティ協議会（札幌市、日建設計総合研究所、 つくばウェルネスリサーチ タニタヘルスリンク等）

出典：公益財団法人都市活力研究所、道路行政セミナー 2014. 10
地下歩道

地下歩道

公共交通

北三条広場

健康アプリ

スマートプランニング

ダッシュボード
（効果予測の可視化）

イベントの
情報提供

移動データの活用

歩きたくなる空間の整備

■まちづくりへの実装に向けたロードマップ

センシング技術・３D都市モデルの高度活用により、「新たな日常」の実現等に向け
た都市の課題解決にも対応できる先駆的な全国展開モデルを創出し、社会実装

◇スマートシティ先行モデルプロジェクト
・データや新技術を駆使した都市アセットの利活用に関するサービス等の先駆的実証実験

を行い、スマートシティ実装に向けたノウハウ・課題を蓄積

Step 0
官民体制の構築

Step 1
ビジョン（実行計画）の策定

Step 2
社会実験

・スマートシティの実現を支える都市空間情報の基盤としての３D都市モデルのモデル事例
の構築、技術構築【R2】

官民体制の構築、実行計画の策定【R1】

３D都市モデルを活用し
た実証実験の実施【R3】

各種公共事業等
を活用した支援

Step 3
まちづくりへの実

装

■支援イメージ
都市空間（センシング）とサイバー空間（3D都市モデル）の両方を

高度に活用した実証実験を実施

技術の実装に向けた実証実験の実施【R2～】

※スーパーシティの取組も支援

都市空間 サイバー空間

3D都市モデル水位混雑状況



官民連携・分野横断により、積極的・戦略的に緑や水を活かした都市空間の形成を図るグリーンインフラ※の整備を支
援することにより、都市型水害対策や都市の生産性・快適性向上等を推進する。

グリーンインフラ活用型都市構築支援事業

施策の概要

※グリーンインフラ：社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

◆事業目的
① 公園緑地が有する多様な機能を引き出し、戦略的に複数の地域課題の解決を目指す
② 官民連携による都市公園の整備や民間建築物又は公共公益施設の緑化を総合的に支援

緑の基本計画等に基づいた目標達成に必要なグリーンインフラの導入計画を策定

複数の地域課題（例）
課題① 豪雨時に浸水する恐れがあり、総合的な治水対策が必要【浸水被害軽減】
課題② 賑わいある空間づくりが必要【生産性向上】
課題③ 夏でも滞在できる地域の空間づくりが必要【暑熱対策】

◆事業スキーム

目標（例） 目標の具体的な内容 目標達成に必要なグリーンインフラ

目標①
雨水流出の抑制 下水道施設への負荷軽減量 都市公園の整備

レインガーデンの整備

目標②
都市の生産性向上 事業実施区域内の店舗出店数・歩行者数 建築物の緑化

芝生広場の整備

目標③
暑熱対策による都市環境改善 夏季における事業実施区域内の気温低減 公共公益施設の緑化

建築物のミスト付き緑化

■目標と具体的に必要なグリーンインフラのイメージ

グリーンインフラの導入計画に基づく官民連携の取り組みをハード・ソフト両面から支援

① 公園緑地の整備
② 公共公益施設の緑化
③ 民間建築物の緑化（公開性があるものに限る）
④ 市民農園の整備
⑤ 既存緑地の保全利用施設の整備（防災・減災推進型に限る）
⑥ 緑化施設の整備（ ①～⑤の整備を併せて整備することで目標達成に資するものに限る）

♠ 緑や水が持つ多面的機能の発揮を目的とした目標を３つ以上設定し、そのうち２つ以上は定量的な目標であること
♠ ①～⑥のうち２つ以上の事業、又は複数の事業主体で取り組むグリーンインフラ導入を支援
♤ グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 :  民間事業者等へ補助（直接補助：1/2）
♤ 都市公園・緑地等事業 ： 地方公共団体へ補助（直接補助：1/2、間接補助：1/3）

■支援対象

⑦ グリーンインフラに
関する計画策定

⑧ 整備効果の検証

ハード ソフト

グリーンインフラを戦略的に都市づくりに取り入れ、自然環境が有する機能
を社会資本整備や土地利用等にうまく生かすことで、より効果的・効率的
に持続可能で魅力ある都市づくりを進めることができる

◆事業実施イメージ



サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型） 令和３年度予算案：74.9億円の内数

先導性の高い住宅・建築物の省エネ・省ＣＯ２プロジェクトについて民間等から提案を募り、支援を行う

事業の成果等を広く公表することで、取り組みの広がりや社会全体の意識啓発に寄与することを期待

【概要と目的】

【省エネ・省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクトのイメージ】

「先進性」と「普及・波及性」を兼ね備えたプロジェクトを先導的と評価

【対象となる事業】

【補助額・スケジュール等】

＜補助対象＞ 設計費、建設工事費等のうち、先導的

と評価された部分

＜補 助 率＞ 補助対象工事の１／２ 等

＜限 度 額＞ 原則５億円／プロジェクト 等

＜事業期間＞ 採択年度を含め原則４年以内に完了

建築物（非住宅） 住宅

一般
中小規模
建築物

一般
（共同、戸建）

LCCM住宅
（戸建）

賃貸住宅
TR事業者

新築 ○ ○ ○ ○ ○

改修 ○ － ○ － －

省CO2に係るﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの整備や技術の検証事業も対象

先導技術の一例

サステナブル 省CO2検索

地中熱

■パーソナル空調、照明の
可変・ゾーニング制御等の
ウェルネス空間の創出

■避難者受け入れ等の
BCP・LCPの拠点の整備

■熱・電力融通、エリア
熱回収等の広域での
エネルギーマネジメント

■生ゴミ発電、井水HP等の
未利用エネルギーの活用

帰宅困難者
受け入れ

電力・
熱融通

ウェルネス
オフィス

■地域の卓越風
の最適利用に
よる省エネ化

■太陽光発電と
蓄電池の併用
によるレジリエ
ンス性の向上

■高い断熱性能
による省エネ化

■HEMSによる
エネルギー消
費の最適制御

建築物 住宅

※過去の採択事例や技術の詳細、Q&A等は、建築研究所のHPに掲載しております。

「まちづくり等への面的な広がり」「非常時のエネルギー自立」「被災地における
復興」「地方都市での技術の普及」等に資するプロジェクト等も積極的に評価

https://www.kenken.go.jp/shouco2/



改修を伴わない場合における既存住宅・建築物の省エネ診断・表示に対する支援を行う。

【要件】 300㎡以上の既存住宅・建築物における省エネ性能の診断・表示

※ 「省エネ性能の診断」については、エネルギー使用量の実績値の算出ではなく、
設計図書等を基にした、設計一次エネルギー消費量の計算とする。

※ 「表示」については、建築物省エネ法に基づく第三者認証等とする。（基準適合認定表示、BELS等）

【補助率】 １/３（特に波及効果の高いものは定額）

■補助対象となる費用
①設計一次エネルギー消費量、ＢＥＩ等の計算に要する費用
②基準適合認定表示、BELS等の第三者認証取得に必要な申請手数料
③表示のプレート代など

■表示の例（広告チラシやフロアマップ）

○○百貨店

ガーデニング雑貨やナチュラル雑貨、そして、
その雑貨にピッタリのグリーンを集めています。
モスポット、ブリキやアイアン雑貨、キャベツボッ
クス、ジャンク雑貨などナチュラルガーデニング
に欠かせないアイテムを数多く取り揃えていま
す。

スーツやフォーマルはもちろん、洋品、靴にいたるま
で、紳士服、レディース用品の全てが揃います。ハン
カチ、ソックス、ジャケット、スラックスからスーツまで、
トータルにおしゃれを演出。取り扱いブランドもマクレ
ガーを中心に、世界の一流品をラインアップ。

○○書店のこだわりである「愚直なまでに“本”
の品揃えにこだわる」「図書館に負けない快適
さ」を実現するために、本店一同日々努力して
います。 皆様のご来店、心よりお待ち申しあげ
ております。

流行の新作レディースファッションなどが大集
合！サイズ別にも品数豊富に取り揃え。オシャ
レなトレンドアイテムいっぱい。

スカーフや傘などの婦人雑貨、国内
外の約60のブランドを揃えるハンド
バッグ、ラグジュアリーブランドが充実
するアクセサリーフロア。指輪やペア
リング、ネックレス、ピアスなども多数
ご用意しております。誕生日プレゼン
トや記念日の贈り物にも。

1北欧・カフェ系のおしゃれなソファや使
いやすいサイズのダイニングテーブル
から色やサイズの種類豊富なチェア
やキャビネット、テレビボードまで好み
に合わせてインテリアを選べます。

当店の省エネ性能

毎日の食品や日用品が、いつだってカカ
クヤスク。商品豊富に揃ってます。スー
パーのお得な特売チラシをネットでご覧
頂けます。ツイッターの激安タイムセー
ル情報も配信.

建築物エネルギー消費性能基準
適合認定建築物

所在地：東京都千代田区丸の内○丁目１−○ 電話：03-5253-○○○○
HP：http://.+++.*?¥¥¥.com/<>?_**lkjhno/○○百貨店

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

＜波及効果の高いものとして想定される取組み※の例＞

下記のような取組みを一体的に行う場合

・企業の環境行動計画への位置付け
・広告チラシやフロアマップに表示を掲載
・建物エントランスの目立つ場所にプレートを表示
・環境教育の取り組みと連携して表示を活用
（エコストアガイドマップの作成と表示、エコストア探検ツアー等） 等

★事例の詳細は下記ＨＰに記載

※取り組みの波及効果については、専門家等の判断による。

https://www.kkj.or.jp/kizon_se/kizon2020-seinoushindan_dl.html

省エネ性能
の表示

令和３年度予算案：74.9億円の内数既存建築物省エネ化推進事業（省エネ性能の診断・表示に対する支援）



■基本的ストレスフリー環境整備

案内表示の多言語化 決済端末等の整備

■バリアフリー環境整備
客室のバリアフリー化 トイレのバリアフリー化

等

訪日外国人旅行者受入環境整備に積極的に取り組む地域において、観光地及び公共交通機関におけるストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備するため、
地方自治体や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、旅館・ホテル、交通事業者その他の民間事業者等が行う、多言語での観光情報提供機能の強化、無料Wi-Fiサービス
の提供拡大、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、「新しい生活様式」に対応した感染症対策等に関する個別の取組を支援する。

○地方での消費拡大に向けた取組を支援

○宿泊施設での滞在時の快適性の向上に向けた取組を支援

等

等

外国人観光案内所等の
整備・改良等及び
災害等の非常時対応の強化

案内標識の多言語化
無料公衆無線LAN
環境の整備

非常用電源装置多言語翻訳システム
機器の整備

等

デジタルサイネージ
の整備

■混雑状況の「見える化」

■サーモグラフ
ィー等の導入

■公衆トイレの洋式便器の整備
及び清潔等機能向上

観光スポットの
段差の解消

等

等

タブレット端末の整備

食堂の段差の解消浴室のバリアフリー化

サーモグラフィ等の導入
混雑状況の「見える化」

非接触型チェックインシステムやキーレスシステムの導入

■非接触式等の先進
的決済環境の整備

多言語表記 無料Wi-Fiの整備 トイレの洋式化及び機能向上 全国共通ＩＣカード、
ＱＲコード決済等の導入

移動円滑化

○移動に係る利便性及び快適性の向上に向けた取組を支援

感染症対策多言語案内用タブレット
端末等の整備

感染症対策

無料Wi‐Fiの整備

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 観光庁（参事官（外客受入担当））：3,383百万円

注：補助対象は、観光地の「まちあるき」の満足度向上支援事業の対象となる地域を除き、着地型整備に積極的に取り組んでいる地域において実施されるものに限る。
また、非常用電源装置と感染症対策については、地域要件の対象外

補助率： 1/2 1/3
(例：非常用電源等) (例：案内標識の多言語化等)

等

拡充



主動線

副動線

集中的整備区域

外国人
観光案内所

観光案内板
キャッシュレス端末、
多言語対応機器の集中整備

公衆トイレWi-Fi
各種
誘導看板

まつり広場

〇〇寺

旧〇〇邸
（古民家）

〇〇公園

〇〇商店街

△△商店街

サイクル
ポート

旧○○邸
（古民家）

サイクル
ポート

サイクル
ポート

ＩＣＴ等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」の満足度向上

○ 訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等において、公共交通機関の駅等から個々の観光スポットに至るまで、ICTも活用して、多言語案内標
識や無料エリアWi-Fiの整備、域内の小売・飲食店を挙げたキャッシュレス決済対応、スマートごみ箱の整備、混雑対策の推進等のまちなかにおける
面的な「まるごとインバウンド対応」や、これらと一体的に行う外国人観光案内所や「道の駅」等の機能強化、古民家等の歴史的資源や自転車の活用
等を集中的に支援し、「まちあるき」の満足度の向上を目指す。あわせて、観光地の災害等の非常時の対応能力の強化を図る。

■デジタルサイ
ネージの整備

■AI・チャットBotの整備
■オンラインコンテンツの
整備（拡充）

■多言語音声
ガイドの整備

■免税対応端末、
手ぶら観光

■ＶＲ機器
の整備

○多言語表示の充実・改善

■観光スポットの
掲示物・HP等の
多言語化

■二次元コードも活用
した多言語観光案内
標識の一体的整備

○エリア無料Wi-Fiの整備

■無料公衆無線
ＬＡＮ環境の
整備

◯トイレの洋式便器の整備及び
清潔等機能向上

■洋式便器の整備及び清潔等機能向上
（光触媒タイルの活用等）

■多言語翻訳システム機器の整備
■多言語案内用タブレット端末の
整備

■無料公衆無線
LAN環境の整備

地域の観光スポットに基づいた散策エリアと一体的整備イメージ■まちなかの周遊機能の強化（まるごとインバウンド対応） ■観光地のゲートウェイとしての外国人観光案内所等
の機能の強化

◯情報発信機能の強化

◯訪日外国人旅行者への対応力の強化

◯外国人観光案内所等の
情報提供基盤の強化

■多言語翻訳システム機器の整備
■多言語翻訳用タブレット端末の整備
■メニューのオンライン化（拡充）

■先進的な決済環境
の整備

■免税店電子化対応
環境の整備等（拡充）

○飲食店、小売店等も含めた地域における多言語対応、
先進的決済環境の整備

補助率 ２分の１(多言語表示の充実等)
３分の１(歴史的観光資源の高質化等)

事業主体

（１）地方公共団体（港務局を含む。）

（２）民間事業者（公共交通事業者等を含む。）

（３）航空旅客ターミナル施設を設置し、又は管理する者

（４）協議会等

地域要件

以下を含む、訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込みがある観
光地として観光庁が指定するもの

○ 訪日外国人旅行者の評価が既に高い観光地

○ 重要な文化財や国立公園が所在する地域

○ 国際的なイベント・会議の開催等により、訪日外国人旅行者の来訪が多

く見込まれる観光地

■「道の駅」インバウンド対応拠点化整備事業

■外国人観光案内所の
整備・改良等

■洋式便器の整備及び
清潔等機能向上

■多言語翻訳システム機器等の整備
■多言語翻訳用タブレット端末の整備

等

等

等

観光庁（参事官（外客受入担当））：1,037百万円

■段差の解消

◯観光スポットの
段差の解消、ゴミ対策（拡充）

■地域におけるコト消費
促進のための環境整備 等

■多様な宗教・
生活習慣への
対応力の強化

■ＨＰ・コンテンツ作成
■案内放送の多言語化
■掲示物等の多言語化

■先進的な決済環境の整備
■免税店電子化対応環境の
整備

○電線の地中化や軒下・
裏配線等の無電柱化

■古民家等の歴史的資源の活用による
観光まちづくり

○古民家等の観光資源化

実施要件 ・Aを１つ以上実施した場合、Bの事業も整備可能
・Cについては、メニュー単独での整備も可能

■デジタルサイネージを活用した
災害時情報発信機能の整備

◯非常時情報発信機能の整備C

A B

◯混雑対策の
推進（拡充）

スマートごみ箱 混雑の見える化対象地

■ワーケーション
環境の整備
（拡充）

PACIFIC CYCLING ROAD
1,400 km

200m

多言語案内看板 サイクルラックの設置

■先進的なサイクリング
環境整備事業

■走行環境整備
■受入環境整備
■魅力づくり
■情報発信

○歴史的観光資源の高質化

■おむつ交換台の整備
（拡充）
■授乳室の整備（拡充）



⑦大きな荷物を持ったインバウンド旅客
のための機能向上

■段差解消やスーツケース置き場の確保

■観光列車 ■サイクルトレイン■魅力ある
観光バス

⑧移動そのものを楽しむ取組や
新たな観光ニーズへの対応

⑥非常時のスマートフォン等の
充電環境の確保

■非常用電源装置
・携帯電話充電設備等

（あわせて⑥～⑨を支援可能）

or or

１/２
（①～⑤のうちのいずれかを実施済の場合は、 １/３）

補助率 補助対象事業者

公共交通事業者、旅客施設の設置管理者等

①～⑤をセットで整備（３点以上）

空
港
・
港
湾

周
遊
地
域

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の

来
訪
が
特
に
多
い

観
光
地
等

空
港
・
港
湾

ア
ク
セ
ス

長
距
離
移
動

（
交
通
拠
点
間
）

二
次
交
通

○ 新型コロナウイルス感染症の事態収束を見据えた反転攻勢に転じつつ、地方部への訪日外国人旅行者の誘致の加速化に向け、我が国へのゲート
ウェイとなる空港・港湾から訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等に至るまでの既存の公共交通機関等について、感染症拡大防止対策を講じ
た上で、訪日外国人旅行者のニーズが特に高い多言語対応、無料Wi-Fiサービス、トイレの洋式化、キャッシュレス決済対応等の取組を一気呵成に推進
する。

○ あわせて、二次交通について、多様な移動ニーズにきめ細やかに対応する新たな交通サービスの創出等を促進し、訪日外国人旅行者の移動手段の
選択肢を充実させるとともに、観光地の公共交通機関のweb等での検索を可能とするデータ化の取組等を支援。

■多言語表記等 ■タブレット端末、携帯型翻訳機、
多言語拡声装置等の整備

■スマートフォンアプリの活用
等による案内放送の多言語化

②無料Wi-Fiサービス

■旅客施設や車両等の
無料Wi-Fiの整備

■QRコードやクレジットカード
対応企画乗車船券のICカード化

■全国共通ＩＣ
カードの導入■洋式トイレ、

多機能トイレの整備

④キャッシュレス決済対応

■レンタカーの
キャッシュレス対応

■多言語バスロケーション
システムの設置

①多言語対応（事故・災害時等を含む）

※通常は整備が想定されない場合（例：②無料Wi-Fiサービス（レンタカー等）、③トイレの洋式化（バス、タクシー、レンタカー等）等）については、適用除外とする。
※①、④、⑤については、少なくともいずれか１つ実施。

（ＬＲＴシステム
の整備）

（インバウンド対
応型バス）

（荷物置き場
の設置）

（インバウンド
対応型タクシー）

（旅客施設の段
差解消） ■オンデマンド交通

（予約システム、
住民ドライバー研修費）

■手荷物配送
（予約システム）

■超小型モビリティ・
シェアサイクル等
（サイクルポート等）

⑨多様なニーズに対応する
新たな交通サービスの創出等

or

公共交通利用環境の革新等

⑤感染症拡大防止対策③トイレの洋式化

■車内の抗菌・
抗ウイルス対策

■ターミナル等の
衛生対策

観光庁（参事官（外客受入担当））：1,240百万円

拡充



国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業

スノーリゾートは地方での長期滞在や消費拡大に向けての有力なコンテンツ。スキー・スノーボードを楽しむ訪日外国人旅行者が増
加する中、スノーリゾートへのインバウンド需要をタイムリーかつ的確に取り込むため、インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャルの
高い地域における国際競争力の高いスノーリゾート形成のための取組を促進する。

観光庁（観光地域振興課）：1,050百万円

事業内容

・補助対象事業：
地域の関係者が一体となって策定した「国際競争力の高い
スノーリゾート形成計画」に位置づけられた以下の取組

○アフタースキーのコンテンツ造成

○グリーンシーズンのコンテンツ造成

○受入環境の整備
（多言語対応、Wi-Fi整備、キャッシュレス対応、公衆トイレの洋式化等）

○外国人対応可能なインストラクターの確保

○二次交通の確保（スキー場間の周遊等のためのバス運行の実証実験）

○情報発信（プロモーション資材の作成等）

○スキー場インフラの整備
（索道施設（ゴンドラ・リフト）の撤去、搬器の更新（機能向上分）、
高機能な降雪機の導入、ICゲートシステムの導入）
※訪日外国人旅行者の誘客に地域一丸となって取り組む地域に絞って支援

・補助対象者：
観光地域づくり法人（DMO）、民間事業者等

※インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャル
が高い地域の「国際競争力の高いスノーリゾート
形成計画」に位置づけられた事業の実施主体に限る。

形成計画に位置づけ
られた取組を支援

観
光
庁

〔取組例〕

アフタースキーを楽しめる環境を整備し、
外国人観光客の長期滞在を促進

索道の再編や搬器の大型化・高速化により、
混雑を改善し、快適性・満足度を向上

形成計画の策定・提出

高機能な降雪機の導入により、
営業期間を最大化・明確化

・補助率： 事業費の１/２

グリーンシーズンも楽しめる環境
を整備し、通年での誘客を促進



支援制度

少人数、貸切に対応した
ガイドツアー

事業概要

・補助率：

定額（①調査・戦略策定）
事業費の1/2（②滞在コンテンツの充実、③受入環境整備、④旅行商品流通環境整備、⑤情報発信

・プロモーション）※継続事業については2年目:2/5、3年目:1/3

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業

訪日外国人旅行者及び日本人国内旅行者の「新たな旅のスタイル」に対応するため、観光地域づくり法人
（DMO）が中心となり、地域が一体となって行う、調査・戦略策定、滞在コンテンツの充実、受入環境整備、
旅行商品流通環境整備、情報発信といった取組に対して総合的な支援を行う。

地域独自の観光資源を
活用した滞在コンテン
ツで、三密を避けるな
ど、新たな生活様式を
実践したコンテンツの
造成を支援

地域内の感染症対策や観光
地の混雑状況の情報提供な
ど、安心して観光を楽しめ
る環境づくりを支援

「新たな旅のスタイ
ル」への対応がなさ
れた旅行商品の国内
外OTAへの掲載、旅
行会社との商談会な
どを支援

・補助対象者：

登録DMOが定めた事業計画に位置づけられた
事業の実施主体（登録DMO、地方公共団体）

・補助対象事業：
登録DMOが中心となって実施する「新たな旅のスタイル」に対応するため

の以下の取組。（ただし、地方ブロック毎に開催される連絡調整会議におけ

る調整を行ったものに限る。）

①調査・戦略策定

②滞在コンテンツの充実

③受入環境整備

④旅行商品流通環境整備
⑤情報発信・プロモーション

「新たな旅のスタイル」に対応するための取組の例
②滞在コンテンツの充実 ③受入環境整備 ④旅行商品流通環境整備

自然を活かしたアクティビティ
安全に関する情報の発信

連絡調整会議

事業計画 事業計画事業計画

有識者

広域連携DMO地域連携DMO

とりまとめ 策定 とりまとめ 策定とりまとめ 策定

DMO実施事業

地方公共団体
実施事業

DMO実施事業

地方公共団体
実施事業

DMO実施事業

地方公共団体
実施事業

地域DMO

関係事業者 観光庁
日本政府観光局

・事業計画の調整の実施
・国による調査事業の実施・共有

地方運輸局

観光地の混雑状況の情報提供 旅行会社との商談会



新たなインバウンド層の誘致のためのコンテンツ強化等

○ 2030年訪日外国人旅行消費額15兆円の目標の達成及び新たな体験型観光コンテンツの造成による地方を含む全国
各地での消費機会拡大に向け、いわゆるアドベンチャーツーリズムのような３密を避けつつ日本の本質を深く体験・
体感する、Withコロナ時代における新たなインバウンド層への訴求力が高い体験型観光コンテンツ等を造成する。

【事業内容】
○ アドベンチャーツーリズム（自然×文化×アクティビティ）のモデルツアーの造成・ガイド人材の育成、世界レベ
ルの宿泊施設の誘致・整備促進に向けた自治体とディベロッパーやホテルブランドとのマッチング、新たなインバウ
ンド層の細かなニーズに対応し、満足度の高いサービスを提供できる人材の育成（専門家派遣・海外研修派遣）等を
実施する。

観光庁（観光資源課、参事官（観光人材政策担当）、
観光地域振興課）：2,225百万円

その他、地域ならではの豊かな資源（城泊・寺泊、海の魅力、インフラ等）を活用し、日本の本質を深く
体験・体感する体験型観光コンテンツ等を観光地域づくり法人（DMO）とも連携し造成。

アドベンチャーツーリズム等長期滞在型観光の強化

観光放流

地域における世界に誇る宿泊施設の創出

○新たなインバウンド層誘致のための長期滞在型・高付加価値
コンテンツの造成等

自然文化 1
3

45①トレッキング＠旭岳
一面の雪景色・噴煙

③ダイヤモンドダストの中の
カヌー＠屈斜路湖
白鳥の求愛ダンスの観察

④流氷クルーズ
＠羅臼
欧州富裕層に人気
のオジロワシ観察

⑤流氷ウォーキング
＠網走
ドライスーツ着用
巨大な浮氷を散策

②アイヌ文化体験
＠阿寒

観光体験・アクティビティ

2

※アドベンチャーツー

リズムの世界サミット
開催
＠北海道（2021年秋）

○世界的ホテルブランド等と自治体のマッチング
○地域の宿泊施設に対する研修プログラム提供等
（専門家派遣・海外研修派遣）例（ツアーイメージ）：北海道冬のアドベンチャーツーリズム（10日間、70万円/人）

海外のホテルスクール等への
研修派遣（イメージ）

マッチングのプレゼンテーション
（イメージ）



日本博を契機とした観光コンテンツの拡充

文化資源を活用したインバウンドのための環境整備

文化財・博物館等のインバウンド対応Living History
（生きた歴史体感プログラム）

文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的な
ものとするための取組(Living History)を支援
することなどにより、文化財のインバウンド活用による
地域活性化の好循環を創出

・訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を
向上させるため、文化財の多言語解説を整備
・上質な文化観光コンテンツの造成等を支援し、文化
施設や文化資源の高付加価値化を促進

（二条城の寛永行幸の時代に
実施された茶会を再現）

日本文化の魅力発信
日本の歴史・文化・芸術の魅力を先端技術(AR・高精細画像等)も
駆使しながら、主要空港で発信

【目指す姿】

・観光客の滞在期間
長期化＆リピーター増

・地域活性化
・特別料金の徴収等

（火焔型土器を使った調理など
縄文時代の生活を実際に体験）

（史跡における当時の様子を
ARを活用して体験）

【目指す姿】 観光客数増
・観光客の満足度向上

文化財の
付加価値を

高める

増えた収益を
文化財に再投資

好循環の
創出

・観光客の滞在期間
長期化＆リピーター増

・地域活性化
・特別料金の徴収等

ARを活用した歴史資料体験作品

ロビーにおける高精細映像の展示
（仙台空港）

屏風型高精細画像の展示
（羽田空港）

アイヌ文化をテーマとした演出
（新千歳空港）

空港等における文化財の魅力発信

（2次元コードから、多言語解説に
よる音声が読み上げられる）

日本博の開催を契機として、これまでにない形で文化資源を活用した観光コンテンツ
を創出し、地方誘客・消費拡大を促進

○文化庁、国立博物館等が所蔵する
地域ゆかりの文化財を各地方で展示

地方博物館

文化庁・国立
館・三の丸尚蔵
館・有名美術館
等から地域ゆ
かりの文化資
産を貸与

地域の歴史文化の
魅力的な展示

（AR等技術を使用した多言語解説） （夜間等の特別解説ツアー等の実施）

○我が国が誇る文化資源の集中展示やダイジェスト版公演、体験プログラム
の創出など日本文化の魅力を実際に体感できる取組の推進に加え、国内
外の多くの方々が自宅等でも日本博を楽しむことができるよう、多様な映像
コンテンツの制作・発信等に積極的・戦略的に取り組む。

ＪＮＴＯと連携し日本文化の魅力をオンラインでも発信
旅前・旅後の情報発信

＜多言語による映像コンテンツ発信＞

＜VRなどの最先端技術を活用した映像コンテンツ発信＞

＜国内外へ映像コンテンツ発信＞

＜バーチャル展覧会＞

おうちで体感！ 日本の伝統芸能 ＶＲ

観光庁（文化庁）：6,969百万円



政府は省エネルギー、温室効果ガス（ＣＯ２）排出削減等政府方針実現のため、次世代自動車の普及を促進

成長戦略フォローアップ（令和2年7月17日閣議決定）
運輸部門における省エネの推進 → 2030年までに新車販売に占める次世代自動車の割合を５～７割とすることを目指す。

地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）
運輸部門におけるエネルギー起源ＣＯ２削減 → 2030年度に2013年度比約28％減。

交通政策基本計画（平成27年2月13日閣議決定）
持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり → さらなる低炭素化、省エネ化等の環境対策を進める

地域の計画と連携した取組みを支援するとともに、段階的に次世代自動車の本格的普及を実現

地域の計画と連携して、環境に優しい自動車の集中的導入や、買い替えの促進を図る事業を
対象として支援を実施。車両価格低減及び普及率向上の実現により、段階的に補助額を低減。
電気自動車及びハイブリッド自動車等は、災害時等において電力供給による支援が可能。

燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッド
バス、超小型モビリティ

電気タクシー、電気トラック（バン）、プラグインハイブ
リッドタクシー

【 第 Ⅰ 段 階 】 【 第 Ⅱ 段 階 】 【 第 Ⅲ 段 階 】
概要

補助
上限

車両・充電設備等価格の１／３ 車両・充電設備等価格の１／４～１／５ 通常車両との差額の１／３

対象

車両

地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車普及促進事業

車種ラインナップが充実し競争が生まれ、通常車両
との価格差が低減

市場に導入された初期段階で、価格高騰期にあり、
積極的な支援が必要

通常車両との価格差がさらに低減し、本格的普及
の初期段階に到達

国土交通省の補助事業 「地域交通グリーン化事業」

令和３年度予算案額 ４７４百万円

ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、
天然ガストラック



グリーンインフラの推進

令和元年東日本台風時に、公園と一体となった遊水
地が鶴見川の水を一時貯留し災害の発生を防止

グリーンインフラ主流化のための環境整備 グリーンインフラ推進のための支援の充実

○ 「グリーンインフラ」とは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力
ある国土・都市・地域づくりを進める取組

○ 気候変動に伴う自然災害の頻発・激甚化、国際的な都市競争の激化、人口減少・少子高齢化の進展に伴う低未利用地の増加、地域コミュニ
ティの消失など様々な課題への対応が急務となっている中、グリーンインフラは複数の地域課題の同時解決にアプローチする手法として有効

グリーンインフラに関する評価手法の開発等

○ 「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」の設立（令和２年３月１９日設立）

多様な主体の積極的な参画及び官民連携によるグリーンインフラの取組を推進するため、
国、地方公共団体、民間企業、学術団体、市民団体、個人等から構成されるプラットフォー
ムを設立し、3つの専門部会（企画・広報、技術、金融）の活動を通して、持続可能で魅力あ
る国土・都市・地域づくりを加速

企画・広報部会
ＧＩの社会的な普及

・情報発信の充実
・アドバイザー制度の構築
・ＧＩ大賞の創設 等

技術部会

ＧＩに係る調査・研究
・要素技術集の作成
・ＧＩの効果、評価手法の検討
・ケーススタディでの検証 等

金融部会

ＧＩの資金調達の検討
・金融支援制度の事例紹介
・ＧＩの経済効果の検討
・ＥＳＧ投資等の促進検討 等

○ 「先導的グリーンインフラモデル形成支援」（令和２年度開始）
グリーンインフラを推進する地方公共団体を対象に、専門家を派遣する等の支援を行い、先導
的グリーンインフラモデルを形成し、モデルは他の自治体に横展開し取組を加速

支
援
内
容

基本構想の策定
自治体において推進するGIの取組
の基本指針となる『グリーンインフラ
基本構想』を策定

国、地方公共団体、民間企業、学術団体、市民団体、個人等

官民連携・分野横断によるグリーンインフラの取組を推進官民連携・分野横断によるグリーンインフラの取組を推進

アドバイスの実施
関係部局間の調整、各種計画への位
置づけ、支援制度、効果測定の調査企
画等についてアドバイス実施

○評価手法の開発（科学的根拠やエビデンスの整理、評価して投資判断を行う手法等）
○グリーンインフラの計画等に活用可能なツールの開発、各種計画等への位置づけ

（５）人口減少等に伴う低未利用地の利活用と地方創生

（６）都市空間の快適な利活用

（７）生態系ネットワークの形成

（８）豊かな生活空間の形成

（１）気候変動への対応

（２）投資や人材を呼び込む都市空間の形成

（３）自然環境と調和したオフィス空間等の形成

（４）持続可能な国土利用・管理

グリーンインフラを

活用すべき場面

○ 「グリーンインフラ推進戦略」（令和元年７月策定）に基づき、自然環境が有する多様な機能を活用しつつ、多様な主体の幅広い連携のもとに行うグ
リーンインフラの取組を、社会資本整備や土地利用等を進める際の検討プロセスにビルトインするという基本方針のもと、下記の取組を推進

緑や水が豊かな都市空間が、環境に高い関心を有す
る人材、企業、民間投資を呼び込み経済を活性化

荒廃した水田を美しい景勝地として整備することで、
観光地としてのブランド力を高め、地域活性化に寄与

緑地や水辺の維持管理、環境教育、各種イベント、
レクリエーション等を通じて地域コミュニティを形成

気候変動への対応

鶴見川多目的遊水地
（神奈川県横浜市）

投資や人材を呼び込む
都市空間の形成

大手町の森
（東京都千代田区）

人口減少等に伴う低未利用地
の利活用と地方創生

立梅用水土地改良区
（三重県多気町）

豊かな生活空間の形成

地域住民による緑地の維持管理
（新潟県見附市）



混雑を回避した移動や、パーソナルな移動など、with/afterコロナにおける新たなニーズに対応した
MaaS※を推進するため、こうした公共性の高い取組への支援の他、MaaSの実現に必要となる基盤整
備や、法改正で新設された計画認定・協議会制度の活用等について支援等を行う。

令和３年度予算額 １００百万円

感染症の拡大を踏まえた混雑回避等の新たなニーズに対応したＭａａＳの推進

① 混雑を分散させる取組
 混雑情報の提供、混雑回避ルートの提案による

行動変容の促進等

② 接触を避ける取組
 顔認証、スマートフォン画面の提示、キャッシュレ

ス決済によるサービス利用等

③ パーソナルな移動環境の充実のための取組
 AIオンデマンド交通、超小型モビリティ、シェアサ

イクル等の従来よりもパーソナルな移動手段を組
み合わせた提供等

これまでの実証実験の成果や、感染症拡大により明らかとなっ
た新たなニーズ・課題に対応する以下のような取組を含むMaaS
を支援すること等により、with/afterコロナ時代に求められている
MaaSの構築を図る。

MaaSの円滑な普及に向けた基盤づくり

交通、バリアフリー関連情報のデータ整備
への支援、データガイドラインの深化・普及
促進等、MaaSの基盤となるデータ環境整備
を促進する他、改正地域公共交通活性化再
生法による新モビリティサービス事業計画策
定や協議会設置の普及支援等により、円滑
なMaaSの実現を図る。

新たなニーズに対応した取組の推進

地域や観光地におけ
る移動の利便性向上

既存公共交通の
有効活用

新しい生活様式
への対応

（３密の回避等）

スーパーシティ／
スマートシティの

実現

地域が抱える課題の解決

外出機会の創出と
地域活性化

with/afterコロナにおける解決策となるMaaSの推進



＜支援の内容＞
○ 地域における一層の連携・協働とイノベーションに向けた取組の促進を図るための「地域公共交通計画」の策定に資する調査等

＜支援の内容＞

○ 高齢化が進む過疎地域等の足を確保するための幹線バス交通や地域内交通の運行
・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入、貨客混載の導入を支援

・過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の地域内交通の運行や
車両購入、貨客混載の導入を支援

○ 離島航路・航空路の運航
・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援

地域公共交通確保維持事業
（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）

＜支援の内容＞

○ 高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、福祉タクシーの導入、
鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

地域公共交通バリア解消促進等事業
（快適で安全な公共交通の実現）

地域公共交通確保維持改善事業の概要

※国の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画、地域公共交通利便増進実施計画等に基づく事業（地域鉄道の上下分離、利便性向上・運行効率化等のため
のバス路線の再編、旅客運送サービス継続のためのデマンド型等の多様なサービスの導入等）について、まちづくりとも連携し、特例措置により支援

地域公共交通調査等事業
（持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画策定等の後押し）

線
路
側

ホ
ー
ム
側

○ 地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促進方針・基本構想の策定に係る調査

※交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向け、都道府県と複数市町村を含む協議会が主体となった協働による取組に対し、
計画の策定やバス等の運行への支援の特例措置により後押し（地域公共交通協働トライアル推進事業）

令和３年度予算案 ２０６億円

 地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービスの確保・充実に向けた取組を支援

（上記取組を促進するため、地域公共交通活性化再生法の枠組みを強化（令和２年１１月２７日施行） ）



９.環境省



背景・目的 事業概要
国立公園や棚田地域等において、自然観光資源を活用し

た地域活性化を推進するため、魅力あるプログラムの開発、
ガイド等の人材育成などの地域のエコツーリズム（ジオ
ツーリズムを含む。以下同じ。）の活動を支援する。

事業スキーム
【請負、交付】

○エコツーリズム地域活性化支援事業(交付金)
エコツーリズム推進協議会等に対して、推進体制の強化、資源調査、

ルールづくり等に要する経費の１／２を支援する。

期待される効果
自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の場として自然観光

資源を持続的に活用することにより、魅力的な地域づくりや地域活性化
が推進されることにつながる。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円
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のうち

エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業
事業目的・概要等

イメージ

令和3年度予算（案）
28百万円（28百万円）

様式６

環境省 民間事業者等

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法
の
基
本
理
念

で
あ
る
自
然
環
境
の
保
全
、
観
光
振
興
、

地
域
振
興
、
環
境
教
育
の
場
と
し
て
の

活
用
に
寄
与

エコツーリズム地域活性化支援事業 （交付金）
地域が取り組む魅力あるエコツアープログラムづくり
等への支援
・エコツーリズムに取り組む地域協議会等へ支援
・地域協議会は多様な主体で構成(市町村の参加は必須)
・国が地域協議会に対しエコツーリズム推進全体構想の

作成やプログラムづくり等に要する経費の２分の１を
交付

プログラムづくり
エコツーリズム推
進全体構想の作成

課題

魅力的なエ
コツアー等
の不足



背景・目的 事業概要

事業スキーム

政府の重要課題である「自然と人間が共生する社会」の実現
のため、地方公共団体が行う国立公園、国定公園等の整備を支
援し、地域の特性を生かした自然とのふれあいの場の整備や自
然環境の保全・再生を推進する。

●自然環境整備交付金
○国立公園整備事業
・国立公園における利用施設の国際化対応や老朽化対策のための公園
事業施設の整備

○国定公園等整備事業
・国定公園における公園事業施設及び生態系維持回復事業に係る施設
の整備

・長距離自然歩道（国立・国定公園区域と重複する区間を除く）の歩
道、標識等の整備

・国指定鳥獣保護区（既着手事業の区域に限る）の自然再生施設の整
備及び調査等

●環境保全施設整備交付金
・国立公園における利用施設の長寿命化に資する施設整備

期待される効果
地域の自然環境及び生物多様性の保全を推進し、自然共生社会づくり

に寄与する。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円自然環境整備交付金・環境保全施設整備交付金
事業目的・概要等

A県

民間企業等
環
境
省

【交付】

A県事業

C市事業

B県

【都道府県の
裁量で配分】

【一般競争入札等】

※負担割合：国立公園整備事業、長寿命化対策整備事業 総事業費の２分の１
国定公園等整備事業 総事業費の100分の45

（標識等の多言語表記）

（園地等の再整備）

国立公園整備事業

（公衆トイレの洋式化）

（公衆トイレの整備） （長距離自然歩道の整備）

国定公園等整備事業イメージ

（植生保護のための
シカ柵の整備）

長寿命化対策整備事業

（ビジターセンターの長寿命化対策）

（展望台の長寿命化対策）



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

海岸漂着物等地域対策推進事業

事業イメージ

補助事業

国内外で関心が高まっているプラスチックを始めとする海洋ごみ問題への対策のた
め、海岸漂着物処理推進法第29条に基づき、都道府県や市町村等が実施する海洋ご
みに関する地域計画の策定、海洋ごみの回収・処理、発生抑制対策に関する事業に対
し、補助金による支援を実施する。補助率は、地域の実情に合わせ、離島や過疎、半
島地域等において嵩上げを実施する。
（補助率）
○地域計画策定事業（都道府県のみ） ・・・補助率 １／２、定額※①
※①流域圏を含む地域計画を策定する場合は10百万円を上限とする補助。

○回収・処理事業、発生抑制対策事業 ・・・補助率 ９／１０～７／１０、定額※②
北朝鮮由来の確認漂着木造船については補助率９.５／１０～８.５／１０
※②漁業者等が行うボランティアにより回収された海底・漂流ごみの処理を行う

場合は10百万円を上限とする補助。
さらに、自治体負担分の８割（確認漂着木造船は10割）が特別交付税で措置。

近年、海洋ごみによる海岸機能の低下や環境・景観の悪化、船舶航行の妨げ等が懸念されている。都道府県や市町村等
が実施する海洋ごみ対策への支援を通じて海洋ごみの削減を図り、もって海洋環境保全に資する。

【令和３年度予算（案） 170百万円（ 3,695百万円）】
【令和2年度3次補正予算（案）3,525百万円】

都道府県（市町村事業は都道府県を通じた間接補助事業）

平成２7年度～

環境省 水・大気環境局 水環境課 海洋環境室 電話：03-5521-9025

■補助対象

海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）の回収・処理や発生抑制対策を推進するため、地方公共団体を支援します。

環境省

漂流・漂着・海底ごみ
の及ぼす様々な影響

海洋ごみの回収処理
事業等の推進

補助金

都道府県、市町村などによる回収処理事業等の実施

海洋環境、沿岸居住環境、
観光・漁業、船舶航行

全国の漂流・漂着・海底ごみ対策の推進により、
海洋環境の保全等を図る。

事業計画 事業実績報告

重機やボランティアに
よる海洋ごみの回収処
理活動



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

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

事業イメージ

交付金・間接補助事業（交付・補助率1/2、1/3、定額）

近年、気象災害が激甚化しており、台風や豪雨等により大きな被害がもたらされている。今後、
気候変動により更に災害リスクが高まると予測されており、「気候変動×防災」の観点で災害に
強く環境負荷の小さい地域づくりが国を挙げての喫緊の課題となっていることから、再生可能エ
ネルギーや未利用エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入や省エネ効果に優れた先
進的設備の導入支援が必要である。具体的に、以下の事業の一部を補助する。
（１）交付金
・新設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2、1/3交付
・改良（エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設）：1/2交付
・計画・調査策定（計画支援・長寿命化・集約化）：1/3交付

（２）補助金
①新設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2、1/3補助
②改良（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2補助
③電線、変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用するための設備：1/2補助
（災害時の非常用電源となるEV収集車・船舶：差額の2/3補助、蓄電池：1/2補助）

④熱導管等廃棄物の処理により生じた熱を利活用するための設備：1/2補助
⑤廃棄物処理施設による未利用熱及び廃棄物発電の有効活用に係るFS調査：定額補助

① 廃棄物処理施設で得られるエネルギーを有効活用し、エネルギー起源CO2の排出抑制を図りつつ、当該施設を中心
とした自立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を進める。

② 廃棄物処理施設で生じた熱や電力を地域で利活用することによる脱炭素化や災害時のレジリエンス強化等にも資す
る取組を支援する。

自立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を支援します。

【令和３年度予算（案） 25,950百万円（25,950百万円）】

上記2．(1)、(2)①② ：市町村等
(2)③④⑤エネルギー供給側：市町村等

エネルギー需要側：市町村等･民間団体等
平成27年度～

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-9273

■対象

廃棄物処理施設を中心とした自立・分散型の
「地域エネルギーセンター」「災害時のレジリエンス強化」

の構築

高効率ごみ発電設備等の導入により、周
辺施設への電気・熱供給を可能とする。

電
気
・
熱
の
供
給

公共施設への
エネルギー供給

熱供給(プール、
浴場、冷暖房等)

産業へのエネルギー供給

製造、加工
(高温利用）

●工場等への大規模熱供給

熱のカスケード利用

生産(温室への低温利用等）
●熱需要施設の組み合わせ利用

ごみ収集

公園

災害時
送 電

ごみ処理施設
市役所

廃棄物発電電力を災害時の非常用電源として有効活用

ごみ収集

EV収集車

送 電

ごみ
処理施設

充電設備

充電済電池

平常時

例 EV収集車による収
集運搬低炭素化

充電済電池

充電設備



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

循環型社会形成推進交付金（廃棄物処理施設分）

予算額の推移、補助対象の例

交付金（補助率１／３（一部１／２））

市町村等が行う一般廃棄物処理施設の整備には一時的に莫大な費用を
要するため、本交付金による支援が不可欠である。具体的には、以下の
施設整備事業の一部を補助する。

・エネルギー回収型廃棄物処理施設（焼却施設、メタンガス化施設等）
・最終処分場
・マテリアルリサイクル推進施設
・有機性廃棄物リサイクル推進施設
・上記に係る調査・計画支援事業 等

①市町村等が廃棄物の３R（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するため、市町村の自主性と創意工
夫を活かした広域的かつ総合的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備を支援する。

②平成当初以降にダイオキシン類対策のために整備した廃棄物処理施設の老朽化による、ごみ処理能力の不足や事故リ
スク増大といった事態を回避し、生活環境保全・公衆衛生向上を確保し、地域の安全・安心に寄与する。

③災害時のための廃棄物処理施設の強靱化及び地球温暖化対策の強化を推進する。

一般廃棄物処理施設の整備を支援します。

市町村等

平成１７年度～

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-8337

■交付対象

老朽化及び対策不足の
ため、災害時の事故リ
スクが懸念されている

施設の整備



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

浄化槽の整備（循環型社会形成推進交付金（浄化槽分））

補助対象、事業イメージ

交付金（補助率1/3（一部1/2））

市町村が実施する浄化槽の整備に関する事業（①浄化槽設置整備事業（個人の浄化槽の設置に対し
て補助する事業）、②公共浄化槽等整備推進事業（市町村が公共事業として浄化槽を整備する事
業））の実施に要する費用の一部を交付金として交付する。
令和３年度においては、国土強靱化に備えた公共浄化槽の長寿命化への支援、配慮が必要な特定地

域への環境配慮・防災まちづくり事業の適用拡大について補助メニューの見直し等を行う。

１．浄化槽長寿命化計画に基づく公共浄化槽の改築への支援等（市町村設置型）(交付率1/3)
市町村が効率的・計画的な更新、改築を図るために策定する「長寿命化計画」に基づき、市町村

整備推進事業により整備された既設の浄化槽を改築する事業を補助メニューに追加。
併せて、浄化槽整備効率化事業(交付率1/3)に市町村が定める浄化槽長寿命化計画策定に必要な

調査等に要する費用を補助対象として拡充。

２．環境配慮・防災まちづくり事業の要件見直し等（個人設置型、市町村設置型）
過疎地域における集落再構築に必要な浄化槽による汚水処理の普及を図るための設置要件の適用

の見直しとともに、東日本大震災により被害を受けた地域の浄化槽整備について対象に拡充。

① 全国に約400万基の単独処理浄化槽が残存しており、昨年度実施した緊急点検の結果として老朽化し破損している浄化槽が多数残存。浄化槽
法が改正され、特定既存単独処理浄化槽の制度もできたところであり、早期に合併処理浄化槽への転換を行う必要がある。
また、改正浄化槽法では、公共浄化槽制度の創設や浄化槽台帳整備等も規定されたところであり、これらの政策目的を実現し、汚水処理の
リノベーション、最適化を推進する必要がある。

② 東日本大震災により被害のあった地域、過疎地域の実情にあった浄化槽普及を推進する必要がある。

単独処理浄化槽を災害に強く早急に復旧可能な合併処理浄化槽へ転換する事業等の支援を行います。

地方公共団体
平成17年度～

■交付対象

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 電話：03-5501-3155

【令和３年度予算（案） 8,613百万円（9,613百万円） 】
【令和２年度３次補正予算（案） 1,000百万円】

１０(１５)／３０
国

○浄化槽のイメージ

○事業スキーム

環境省
交付金

市町村
設置

助成
個人設置型

市町村設置型
交付率1/3

(1/2)

1/3(1/2)
国

2/3(1/2)
市町村個人負担（６割）

助成対象額（４割）○浄化槽設置整備事業（個人設置型）

１７(１２)／３０
市町村負担

国庫助成対象額（１０割）

個人負担
（１割）

○公共浄化槽整備推進事業（市町村設置型）

個
人
宅
等



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

大規模災害に備えた廃棄物処理体制拠点整備事業

事業イメージ

交付金（補助率１／３（一部１／２））

令和2年7月豪雨等により廃棄物処理施設が被災し生活ごみ等の処理
が滞った事態を受け、大規模災害時において廃棄物の受入対応など地域
の災害対応拠点となり得る廃棄物処理施設の整備を緊急に支援すること
で、災害時においても迅速な復旧・復興を可能にする。

＜交付対象事業＞
・災害廃棄物処理計画策定支援事業
・マテリアルリサイクル推進施設
・エネルギー回収型廃棄物処理施設
・最終処分場
・基幹的設備改良事業 等

①生活環境の保全と衛生が保たれるよう、大規模災害時において廃棄物の受入対応など地域の災害対
応拠点となり得る廃棄物処理施設の整備を緊急支援する。
②災害時においても迅速な復旧・復興を可能にし、災害廃棄物処理体制を強化する。

災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を実施し、早期の復旧・復興につながる体制整備・強化を図ります。

市区町村等

令和２年度

■交付先
環境省 市町村等

交付金

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-8337

災害廃棄物の大量発生 地域の災害対応拠点
となり得る廃棄物処
理施設の整備を支援



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

浄化槽の整備（省エネ型浄化槽システム導入推進事業）

補助内容

間接補助事業（補助率1/2）

① 51人槽以上の既設合併処理浄化槽にかかる、省CO₂型の高度化設備
（高効率ブロワ等)の改修費用について、1/2を補助する。

② 建築基準法に定める旧構造基準及び新構造基準の浄化槽（ブロワを使
用するものに限る）のうち60人槽以上の既設合併処理浄化槽から構
造や本体のコンパクト化によってエネルギー削減効果の高いと見込ま
れる浄化槽への交換及び平成12年度より販売の性能評価型の浄化槽
のうち、初期型の合併処理浄化槽から60人槽以上の最高水準の省エ
ネ技術を用いた先進的省エネ浄化槽への交換に係る費用について、
1/2を補助する。

既設の中・大型浄化槽に付帯する機械設備の省エネ改修や古い既設合併処理浄化槽の交換を推進することにより、浄化
槽システム全体の大幅な低炭素化を図るとともに老朽化した浄化槽の長寿命化を図る。

浄化槽の改修又は更新による低炭素化を支援します。

【令和３年度予算（案） 1,800百万円（1,800百万円）】

○省エネ型浄化槽システム導入支援
・浄化槽設備では浄化槽本体の入替え

・大型浄化槽の機械設備の例

（高効率ﾌﾞﾛﾜ) (ｽｸﾘｰﾝ) (ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御装置)
民間事業者・団体、地方公共団体等

平成29年度～令和3年度

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 電話：03-5501-3155

■補助対象



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

マルチベネフィットの達成

廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業

事業イメージ

間接補助事業（補助率 １／３、１／１０）

（１）廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業
廃棄物エネルギーを有効活用し社会全体での脱炭素化に資する事業のうち、地元

自治体と災害廃棄物受入等に関する協定を結ぶことで地域のレジリエンスの向上に
貢献し、かつ、地域内での資源・エネルギーの循環利用による地域の活性化や地域
外への資金流出防止等に資する以下の事業を支援する。
① 廃熱を高効率で熱回収する設備（高熱量の廃棄物の受入量増加に係る設備を含む）の設

置・改良（熱や電気を施設外でも確実に利用すること）
② 廃棄物から燃料を製造する設備（製造した燃料が確実に使用されること）及び廃棄物燃

料を受け入れる際に必要な設備の設置・改良
（２）中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業

PCBが使用されている古い照明器具は、災害時に有害な廃棄物となりうるとともに
漏洩等により周辺の生活環境を害する可能性がある。PCB使用照明器具のLED照明へ
の交換事業のうち、発生するPCB廃棄物の早期処理による災害時の環境汚染リスク
低減、省エネ化によるGHG排出削減、地域外への資金流出防止等の政策目的を同時
に達成することが確実な事業に対し、PCB使用照明器具の有無の調査及び交換する
費用の一部を補助する（中小企業等限定。リースによる導入も補助対象）。

廃棄物エネルギーの有効活用等により、地域循環共生圏構築に資する廃棄物処理事業を支援します。

【令和３年度予算（案） 2,000百万円 (1,950百万円)】

（１）民間事業者・団体、（２）中小企業等

（１）令和２～６年度、（２）令和２～４年度

■対象

地域循環共生圏の構築

災害廃棄物処理体制構築・
PCB廃棄物の早期処理による防災対策

脱炭素化

廃棄物エネルギーの有効活用による地域活性化・
廃棄物燃料活用及び省エネによる資金流出防止

廃棄物エネルギーの
有効活用

環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課（03-5501-3157） 又は 廃棄物適正処理推進課（03-5521-9273）

PCB使用照明器具の
LED化

① 廃棄物エネルギーを有効活用（発電等）等することで化石燃料の使用量を削減し、社会全体での脱炭素化を進める。
② 災害廃棄物の受入に関する地元自治体との協定の締結や地元産業へのエネルギー供給を交付の条件とすることなど
により、低炭素化以外の政策目的の達成を図り、地域循環共生圏の構築を促進する。



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

「脱炭素×復興まちづくり」推進事業

事業イメージ

（１）委託事業、
（２）計画策定（2/3 上限1,000万円）、導入等補助（1/2、2/3、3/4）

（１）「脱炭素×復興まちづくり」に資するFS事業
福島での「脱炭素社会」の実現と福島の「復興まちづくり」と両方を着実に実現するた
め、民間企業が保有するCO2削減効果のある再生可能エネルギーや廃棄物の適正処理に
関する先端的な技術等を用いて、福島県浜通り地域で新たな産業を社会実装することを
目指し、その事業の実現可能性を調査するFS（フィージビリティー・スタディー：実現
可能性調査）事業を実施する。

（２）「脱炭素×復興まちづくり」に資する計画策定、導入等補助
福島での「脱炭素社会」の実現と福島の「復興まちづくり」の両方を着実に実現するた
め、福島県が策定した「再生可能エネルギー推進ビジョン」や自治体等が宣言する「ゼロ
カーボンシティ」で示された方針に沿って、これらの実現に向けた計画策定と、その計画
に位置づけられた自立・分散型エネルギーシステムの導入の支援を行う。
事業の実施にあたっては、当該箇所の市町村が2040年又は2050年を見据えた再生可能
エネルギーの利用の促進に関する目標と具体的取組を定めた構想等の策定（又は策定予
定）を要件とする。

• 原子力災害以降、環境再生事業の実施にあたって、周辺市町村や住民には苦渋の決断と多大な負担を強い
ており、住民の帰還や産業の再建が道半ばである状況の中で、今後、復興まちづくりを進めつつ、脱炭素
社会の実現を目指す際には、大きな困難が伴う。このため、福島での自立・分散型エネルギーシステム等
の導入に関して、地方公共団体、民間事業者等の「調査」「計画」「整備」の各段階で重点的な支援を行
い、これらの両立を後押しする。

福島での「脱炭素社会」の実現と福島の「復興まちづくり」の両方の着実な実現を支援します。

【令和３年度予算（案） 500百万円（新規）】

令和３年度～令和７年度

環境省 環境再生・資源循環局 特定廃棄物対策担当参事官室 電話：03-3581-2788
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課温暖化対策事業室 電話：03-5521-8339

■委託先・補助対象

「脱炭素×復興まちづくり」を支援

民間事業者・団体・大学・地方公共団体



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

・実施計画の策定
・ニホンジカ・イノシシの捕獲
・ＣＳＦ発生地域における野生イノシシの捕
獲の強化

・認定鳥獣捕獲等事業者等の育成

事業イメージ

都道府県等が計画に基づき行う指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の捕獲等を支援します。

【令和３年度予算（案） 100百万円（2,300百万円）】
【令和２年度第３次補正予算（案） 2,400百万円】

指定管理鳥獣捕獲等事業費

○令和５年度末までにニホンジカ・イノシシの個体数を半減させる目標の達成及びＣＳＦウイルスの拡散防止を目的と
した野生イノシシの捕獲強化に向けて、都道府県等が行うニホンジカ・イノシシの捕獲事業等を交付金により支援す
る。

ニホンジカ及びイノシシの半減目標の達成及びＣＳＦウイルスの拡散
防止に向けてなお一層の捕獲を行う必要があることから、都道府県等が
行う以下の取組の一部又は全部について、交付金により支援する。

①指定管理鳥獣捕獲等事業に係る実施計画策定等
②指定管理鳥獣の捕獲等
③効果的な捕獲の促進（捕獲手法の技術開発・市町村連携による捕獲）
④認定鳥獣捕獲等事業者等の育成（捕獲技術向上のための研修会等）
⑤ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成（食肉衛生の講習会等）
⑥ジビエ利用拡大等のための狩猟捕獲支援（捕獲個体の搬入への支援
及び捕獲強化のための狩猟捕獲経費補助等）

交付金（補助率１／２、２／３、定額）

都道府県、協議会

平成26年度～令和５年度（予定）

半減目標の達成・ＣＳＦの拡散防止

交
付
金
に
よ
る
支
援

都道府県等

ニホンジカ・イノシシの捕獲促進

国

狩猟者に対する支援
ジビエ利用拡大等に関する取組

年度 事業概要

Ｒ４ 半減目標の達成に向けた捕獲等の促進

Ｒ５ 半減目標の達成に向けた捕獲等の促進

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 電話：03-5521-8285

■交付対象



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

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

事業イメージ

委託事業

気象災害の激甚化や「新たな日常」への移行等を踏まえ、自治体が活用できる気候変動対策に関する基礎情報・ツールを
整備し、地域における脱炭素化（ゼロカーボンシティの実現）を促進する 。
※ゼロカーボンシティ：｢2050年までにCO2排出量実質ゼロ｣を表明した自治体（令和2年12月15日現在 192自治体が表明 人口規模約8,986万人）

自治体における脱炭素化（ゼロカーボンシティの実現）のための基礎情報を整備・提供します。

【令和3年度予算（案）８００百万円（新規）】

ゼロカーボンシティ実現や再エネ導入のための情報基盤整備

民間事業者・団体／研究機関

令和３年度～令和7年度
環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話：03-5521-8235、
地球環境局総務課脱炭素化イノベーション研究調査室：03-5521-8247

■委託先

現
状
把
握

計
画
策
定

合
意
形
成

地方公共団体実行計画策定・実施等支援システム
温室効果ガスインベントリ

自治体の政策立案や再エネ導入の円滑な推進に活用

実行計画ガイドライン

自治体の現状の見える化

地域経済循環分析

EADAS
（環境アセスメントデータベース）

地域への再エネ導入等のための合意形成

①自治体の気候変動対策や温室効果ガス排出量等の現状把握（見える化）支援
ゼロカーボンシティ実現のため、地方公共団体実行計画策定・実施等支援システム

の整備や地域の温室効果ガスインベントリの提供により、自治体の気候変動対策や温
室効果ガス排出量等の現状把握（見える化）を支援する。併せて環境省としても自治
体の施策の実施状況を把握する。
②ゼロカーボンシティの実現に向けたシナリオ等検討支援
ゼロカーボン実現に向けた長期目標･シナリオ、具体的対策に関する調査検討や、統

合モデル・シミュレーション開発を通じた経済活動回復と脱炭素化を両立するための
転換シナリオ検討等を踏まえつつ、自治体向けの計画策定ガイドライン等として取り
まとめ、自治体等へフィードバックを行う。
③ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の合意形成等の支援
ゼロカーボンシティ実現のために必要となる地域における徹底した省エネと再エネ

の最大限の導入を促進するため、地域経済循環分析やEADAS（環境アセスメントデー
タベース）等を地元との合意形成ツールとして整備する。

地域におけるゼロカーボン
に向けた計画策定



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

動物収容・譲渡対策施設整備費補助

事業のイメージ

直接補助事業、間接補助事業（補助率：１／２以内）

(1)都道府県等が実施する動物収容・譲渡施設の新築、改築、改修の事業に対
して、補助金を交付する。（補助率：１／２以内）

(2)災害時におけるペット連れ被災者の一時預かり拠点施設の整備に対して、
補助金を交付する。（補助率：１／２以内）

・動物愛護管理基本指針（令和２年４月改正）…都道府県が引き取った犬猫
について令和12年度の殺処分数約２万頭（平成30年度比50%減）を目標。

・引き取った犬猫を収容し譲渡会等の取組を促進する施設の確保が喫緊の課
題だが、施設老朽化による更新時期にあり、短期間で集中的な整備が必要。

・近年多発する災害時における被災ペット対策として、ペットの一時預かり
機能を備えた拠点施設を整備する必要性の高まり。

① 都道府県等が引き取った犬猫を収容し馴致訓練や譲渡会等の取組を促進する施設の整備を図ることで、返還・譲渡
の機会増大につながり、もって、返還・譲渡率の増加による殺処分数の削減に寄与する。

② 災害時におけるペット連れ被災者の円滑な避難と広域的な視点体制の推進整備を図る。

自治体が行う動物収容・譲渡対策施設の整備に対し、補助を行います。

【令和３年度予算額 174百万円（174百万円）】

環境省 自治体

都道府県、政令市及び中核市、等
平成21年度～

環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室

■補助事業

◇災害時におけるペット連れ被災者の
一時預かり拠点施設の整備
（避難所では周りの人への配慮と
ペットの健康管理が必要）

◇保管施設の新築・改築・改修
（動物保護の観点から十分な保管
スペース、空調設備等が必要）

(1)・(2)に関する事業の
補助金交付申請交付申請書を審査

交付決定通知
事業開始
終了後実績報告
補助金請求

実績報告審査、交付



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

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

支援対象

間接補助事業 ①補助率1/3、1/2又は2/3 ②1/2（上限：500万円/件）

地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設に、再生可能
エネルギー設備等の導入を支援し、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエ
ネルギー供給等の機能発揮を可能とする。
①公共施設（避難施設、防災拠点等）に防災・減災に資する再生可能エネルギー設備、
未利用エネルギー活用設備、及びコジェネレーションシステム（CGS）並びにそれら
の附帯設備（蓄電池、充放電設備・充電設備、自営線、熱導管等）等を導入する費用
の一部を補助（※１） 。CO2削減に係る費用対効果の高い案件を採択することにより、
再エネ設備等の費用低減を促進。また、自治体にとって初期費用のかからないビジネ
スモデル（例：エネルギーサービス、リース・ESCO等）により導入する等の場合に優
先採択。
※１ 補助率は、都道府県・政令市・指定都市：1/3、市区町村（太陽光発電又は

CGS）：1/2、市区町村（地中熱、バイオマス熱等）及び離島：2/3
（注）共同申請する民間事業者も同様。

※２ EVについては、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給
電可能なEVに従来車から買換えする場合に限り、蓄電容量の1/2×2万円/kWh
補助する。

②①の再生可能エネルギー設備等の導入に係る調査・計画策定を行う事業の費用の一
部を補助。

昨今の災害リスクの増大に伴い、災害・停電時の避難施設等へのエネルギー供給等が可能な再エネ設備等を整備し、併せて避
難施設等への高機能換気設備の導入の推進や感染症対策を踏まえた地域の防災体制構築を推進することにより、地域のレジリエ
ンス（災害や感染症に対する強靱性の向上）と脱炭素化を同時実現する地域づくりを推進する。

感染症対策を推進しつつ災害・停電時にも避難施設等へのエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導
入を支援します。

【令和３年度予算（案） 5,000百万円（新規）】
【令和２年度３次補正予算（案） 5,500百万円】

地方公共団体、民間事業者・団体等（エネルギーサービス・リース・ESCO等を想定）

令和３年度～令和７年度

環境省大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8233

■補助対象

民間企業
（エネルギーサービス、リース、
ESCO等)

※災害時にも活用できる
再エネ設備等

地方公共団体

※公共施設等
(避難施設、防災拠点)

エネルギー
費用を支払い

※初期費用のか
からない事業モ
デルを推進

エネルギーサービ
スの提供



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

(３)地域再エネ事業の持続性向上のための
地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）

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

事業イメージ

(1)間接補助(定率、定額), (2)間接補助（定率）, (3)委託事業

新型コロナウイルス感染症による地域経済のダメージや気候変動に伴う災害の激甚化を踏まえ、地域経済の活性化・新
しい再エネビジネス等の創出・分散型社会の構築・災害時のエネルギー供給の確保につながる地域再エネの最大限の導
入を促進するため、地方公共団体による地域再エネ導入の目標設定や合意形成に関する戦略策定の支援を行うとともに、
官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援や持続性向上のための地域人材育成の支援を行う。

再エネの最大限の導入と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づくりを支援します

【令和３年度予算（案）１,２００百万円（新規）】
【令和２年度３次補正予算（案） ２,５００百万円】

(1), (2)地方公共団体, (3)民間事業者・民間団体等

令和３年度～令和５年度

環境省大臣官房 環境計画課 電話：03-5521-8234、環境影響評価課 電話： 03-5521-8235

■補助対象

地域に根ざした地域再エネ事業を推進するには、地方公共団体が地域関係者と連携
して、地域に合った再エネ設備の導入計画、地域住民との合意形成、生産した再エネ
消費先確保・再投資、持続的な地域再エネ事業の経営に関する課題を解決する必要が
あるため以下の事業を実施する。
（１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援
①2050年を見据えた地域再エネ導入目標策定支援
②円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
（２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援
地域再エネ導入目標に基づき再エネ導入促進エリア等において地域再エネ事業を実
施・運営するための官民連携で行う事業スキーム（電源調達～送配電～売電、需給
バランス調整等）の検討から体制構築（地域新電力等の設立、自治体関与）までを
支援

（３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）

地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するため
の地域人材のネットワーク構築や相互学習等を行う

再
エ
ネ
普
及
・
域
内
経
済
循
環

の
拡
大
・
地
域
人
材
の
活
躍

(
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地方公共団体 地域新電力等



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

間接補助（定率３／４、定額）

① 2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援
中長期的に脱炭素化を図り持続可能でレジリエントな地域を実現し、地域循環共生圏
を構築するため、長期目標として2050年を見据えて、どの再エネを、どれくらい、
どのように導入し、有効活用するかについて、地域全体で合意された目標を定めるた
めの調査検討や合意形成を支援する
②円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
地域が主導し、地域が裨益する円滑な再エネ導入が期待できるエリアである促進エリ
ア設定等に向けたゾーニング等の取組と、それに向けた調査検討や、地域住民等によ
る合意形成等を支援する。
＜補助率について＞
◆小規模自治体：定額（①上限1,000万円、②上限3,500万円）
◆都道府県・指定都市・中核市・特例市：定率3/4

地方公共団体における2050年までの二酸化炭素削減目標を見据えて地域への再エネ導入のプランを明確にすることに
加えて、再エネ導入を促すエリアの設定に係る合意形成等を支援することで、地域再エネの最大限の導入を図る。

地域への再エネ導入目標の策定や再エネ導入促進エリアの設定における合意形成等を支援します。

１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援

地方公共団体

令和３年度～令和５年度

■補助対象

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のうち、

出典:長野県気候危機突破方針

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

間接補助（定率２／３、１／２、１／３）

地域再エネの地産地消とそこで得られた収益を地域再エネ電源の開発等に還元する
ことによって、地域の脱炭素化と地域活性化に貢献し、地域エネルギー収支の改善に
資する事業実施・運営体制を構築するため、
以下の業務について支援を行う。
・事業スキーム検討（例：再エネ調達方法（自社開発、地域内企業との協定締結によ
る調達など）、地域内での需要確保、収益の地域還元方法）

・事業性検討（例：事業の採算性評価、出資主体間の合意）
・事業体（地域新電力等）設立（例：需給管理、顧客管理体制の構築）
・専門人材確保（例：事業運営に必要な人材の専門分野の特定、雇用確保）
＜補助率について＞事業の実施の結果として構築される実施・運営体制に対して以下の出資比率により算出
◆地方公共団体若しくは地域金融機関又はこれらの両方が出資し、かつ、当該地方公共団体、
地元企業（地域金融機関を含む。）・団体及び一般市民の出資額が資本金額の50％を上回る場合は２／３

◆地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の50％を上回る場合並びに地方公共団体が出資する場合１／２
◆上記以外の場合１／３

地方公共団体、地域金融機関、地元企業、市民等の地域のステークホルダーが参画・関与して、地域雇用による内発的
な再エネ開発により、「地域の稼ぎ」を生み出し、さらにその稼ぎを再エネに再投資する持続的な事業実施・運営する
ための体制構築（事業スキーム、事業性等に係る検討、事業体（地域新電力等）の設立及び専門人材確保を含む。）を
支援する。

地域の内発的な再エネ導入事業を持続的に行うための実施・運営体制の構築を支援します。

２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援

地方公共団体

令和３年度～令和５年度

■補助対象

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のうち、

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235

事業イメージ

事業体設立
（地域新電力等） 域内再エネ

市民地域
金融機関 地元企業地方

公共団体

参画・関与
（出資等）

事業スキーム検討
（再エネ調達、収益還元）

事業性検討
（事業採算性、合意形成）

域内需要家

専門人材確保

電力供給

再エネ
開発等

料金

電力供給

地産地消

地域への還元



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

委託

・地域再エネ事業の持続的な実施に必要な地域中核人材等に対し、他地
域の中核人材とのネットワーク構築や相互学習をサポートする。
（例：実際の再エネ電源開発の合意形成等に係るノウハウの継承・蓄

積、需給予測、VPPなどAI・IT技術を応用した事業性強化のた
めの研修の実施、同じ地域課題を抱える地域人材のネットワー
ク構築・相互学習）

・地域再エネ導入目標、ゾーニング等の合意形成、地域再エネ事業の実
施・運営体制構築に係る事例をガイド等として取りまとめ、他地域で
の展開を図る。

・地域への再エネ導入の主体となる地域新電力等が事業の実施に必要とする地域中核人材等に対し、他地域の中核人材
とのネットワーク構築や相互学習をサポートすることで、効果的な人材育成の広域的展開を図る
・地域再エネ導入目標、ゾーニング等の合意形成、地域再エネ事業の実施・運営体制構築に係る事例をガイド等として
取りまとめ、他地域での展開を図る。

地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するための地域人材のネットワーク構築
や相互学習等を行います。

３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互学習等）

民間事業者、団体等

令和３年度～令和５年度

■補助対象

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のうち、

目指す人材像＝

事業者 金融機関

コンサル

地域に根ざした再生可能エネルギー
事業の組成・運用支援

自治体

ネットワーク構築
相互学習をサポート

地元企業

メーカー

地権者

地域住民地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

環境で地方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

事業イメージ

共同実施／請負事業

「第五次環境基本計画」（平成30年４月閣議決定）では、地域の活力を最大
限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱した。これを受け、地
域循環共生圏づくりプラットフォームを構築し、①～④の業務を行う。

①地域循環共生圏の創造に向けて取り組む地域・自治体の人材の発掘、地域の
核となるステークホルダーの組織化や、事業計画策定に向けた構想の具体化
などの環境整備を推進する。

②地域・自治体が、地域の総合的な取組となる事業計画を策定するにあたって、
必要な支援を行う専門家のチームを形成し派遣する。

③先行事例を詳細に分析・評価し、その結果を他の地域・自治体に対して
フィードバックすることにより、取組の充実を促す。

④ライフスタイルシフト等に向けた戦略的な広報活動（シンポジウム等の開催、
国内外への発信）等を実施することにより、取組の横展開を図る。

① 地域循環共生圏創造に向けた環境整備
② 地域循環共生圏創造支援チーム形成
③ 総合的分析による方策検討・指針の作成等
④ 戦略的な広報活動

地域循環共生圏の創造を強力に推進するため、地域循環共生圏づくりプラットフォームを構築します。

【令和３年度予算（案） 500百万円（500百万円）】

地方公共団体／民間事業者・団体

令和元年度～令和５年度（予定）

環境省大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8328

■共同実施先・請負先

地域循環共生圏

民間団体
地域循環共生圏づくり
プラットフォーム

地域
・

自治体

事業スキーム

環境省

NPO/NGO 等経営の専門団体 …

請負 支援

派遣指示登録



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 
荒瀬ダム地区生物多様性保全回復整備事業
（熊本県、H24～R1）
・役割を終えた荒瀬ダムの撤去により、河川の生物の生息
空間を整備し、生物多様性の保全を図るもの。

・ダムの撤去により、瀬（浅く流れが速い）や淵（深く流
れが緩い）、中洲や河原など本来の河川構造が回復。

・河川構造の回復にしたがい、生物（水生昆虫の幼虫等の
底生動物）の種数もダム貯水時に比べて増加。

生物多様性保全回復整備事業費

活用事例

交付金（交付率1/2）

○生物多様性保全のための物理的・生態学的なつながりの健全性の確保が課題。
・生物多様性基本法において、国は、生物多様性保全上重要な地域について、
地域間の生物の移動その他有機的なつながりを確保しつつ、一体的に保全す
るために必要な措置を講ずる等とされている。
・生物多様性条約COP10で採択された愛知目標を受け、保全区域のみならず、
これと連続する地域も含めた生物多様性保全の必要性が指摘されている。

○この対応に必要な下記の事業に対し、事業費の1/2を支援。
対象地域：生物多様性保全上重要と認められる地域と生態学的に密接な関連

を有する地域で、条例等に基づき指定された保護地域その他重要
な自然環境を有する地域として選定された里地里山、湿地等
（※国立・国定公園、国指定鳥獣保護区等を除く）

事業内容：生態系の保全・回復を図るための植栽、水路の整備、その他生物
の生息空間の整備

① 地域の生物・生態系の有機的なつながりの確保による一体的な生物多様性の保全・回復の促進。

生態系の保全・回復を図るための施設又は生物の生息空間の整備に関する事業を支援します。

【令和３年度予算（案） 25百万円（31百万円）】

都道府県

平成25年度～

環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室 03-5521-9108

■交付対象

撤去前 撤去後



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

生物多様性保全推進支援事業

活用事例

交付金（直接交付による。交付率は3/4、1/2又は定額）

・「生物多様性地域連携促進法（平成23年施行）」「生物多様性国家戦略2012
-2020（平成24年閣議決定）」において、地方公共団体や事業者、民間団体、
地域住民等の多様な主体の連携・協働による活動の促進が必要とされている。

・法に基づく指定種や保護地域に係る取組、法定計画の策定とそれに基づく取組
等、国としても促進すべき下記事業を地域が行う場合に、短期的に支援。
1.地域における生物多様性の保全再生に資する活動（交付率1/2、原則2年）
①特定外来生物対策 ②重要地域の保全・再生
③広域連携生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ構築 ④地域・民間の連携促進活動

2.動植物園等による生息域外保全（定額:上限200万円、原則3年）
3.国内希少種の保全活動（定額:上限250万円又は上限150万円、原則3年）
4.地域における特定外来生物の早期防除計画策定（定額:上限250万円、原則1年）
5.重要里地里山等における社会経済的課題と環境的課題を統合的に解決しようと
する活動（交付率3/4、原則２年）

① 地域の自然特性に応じた、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動の支援により、国土全体の生物多様
性の保全・再生を推進。

② 地域による自立的・効果的な取組の継続を促進、早期対策により被害等の拡大を抑制し将来の取組コストも低減。

地域における生物多様性の保全・再生に資する取組を支援します。

【令和３年度予算（案） 172百万円（136百万円）】

事例1 能勢の里山活力創造推進事業（H30～R２）
（能勢の里山活力創造推進協議会）

生物多様性地域連携促進法に基づく「地域連携保全活
動計画」を策定。また同計画に基づき、観光や農林業、
住民等との連携による里山資源の保全と活用を推進。

事例２ 大阪府クビアカツヤカミキリ防除対策推進事業
（R1）（大阪府）

サクラ等のバラ科樹木に猛威を振
るう外来カミキリムシの早期発見・
対策を進めるための防除計画の策
定、防除の担い手育成等。

事例3 ﾌｻﾋｹﾞﾙﾘｶﾐｷﾘの住み続ける草原の生息環境保全
（H30～R2）（岡山県真庭市）

日本固有種で生息地が極めて限られる
草原性の希少昆虫「ﾌｻﾋｹﾞﾙﾘｶﾐｷﾘ」の
生息環境維持・改善（火入れ等）。

非営利団体、地方公共団体一般、民間事業者 等

平成20年度～

環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室 電話：03-5521-9108

■交付対象



⑥ 無電柱化など引き算の景観改善 ＜新規＞
無電柱化やアスファルト舗装面の緑地化、通景伐採など「引き算」の取組により、個々の建築物にとどまらない、拠点

内の面的景観や、山・湖への眺望景観を総合的に改善。

⑤ ワーケーション受入事業支援＜新規＞
ウィズコロナ・ポストコロナの新たな時代にふさわしい、「３密」を避けられる 公園ならで

国立公園ならではの滞在環境を実現するため、ワーキングスペースを設ける
空き家など既存施設の改修・機能転換や、感染防止に資する改修を支援。

国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業
【背景】
国立公園の利用拠点では、インバウンド対応や個人旅行など旅行ニーズの変化への対応が遅れ、廃屋化した建物が自然の魅

力を著しく妨げている。また、自然環境と地域独自の文化資産が相まった魅力を旅行者が体感できていない。
【課題】
□地域主導の取組に加え、外部の民間事業者によるワーケーション事業など新たな経済活動の意欲を積極的にとらえて
利用拠点を上質化する施策を強化していく必要がある。

□既存メニューに加え、無電柱化などの景観改善を地方から求められているが、十分対応できていない。

令和３年度予算（案）
18.2億円（21.1億円）
（拡充）

【事業内容】
Ⅰ 利用拠点計画策定

地元自治体（市町村）が主体となり、環境省や既存民間事業者等と協議して策定
② インバウンド機能向上

Wi-Fi、多言語サイン、トイレ洋式化

＜継続＞

④ 既存施設の観光資源化
利用が停止又は利用機会が減少した施設のインバウンド受入環境整備を前提とした施設の機能転換または強化
内装及び設備（文化資源活用または体験・学習ツアーと連携して実施）

ワーケーション受入事業の支援により、滞在環境等を上質化し、
「３密」を避けられる国立公園での滞在を促進

【効果】
外国人旅行者の満足度向上、滞在時間、リピーター増加
+ まずは国内旅行者増による地域経済と雇用の下支え・回復

【事業実施スキーム】
直轄事業（Ⅱ①のみ）、
補助事業（補助率：１／２）

③ 文化的魅力の活用
地域文化が体感できるまちなみ改善

① 廃屋の撤去
民間事業者の導入を前提とした撤去

Ⅱ
事
業



国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業（核心地の利用施設）

【効果】
外国人旅行者の満足度向上、滞在時間の増

加、リピーターの確保
+ まずは国内旅行者増による地域経済と雇用
の下支え・回復

Ⅲ 事業計画の策定
地元自治体(都道府県・市町村）が主体となり、既存民間事業者等と協議して策定

＜継続＞

① 核心地の利用施設の上質化事業
国立公園の自然景観を眺望できる、公園内の核心地や一等地（奥地、湖畔、砂浜、岬など）に位置する、展望所・

休憩所などの利用施設は、利用及び滞在拠点として重要であるが、立地条件が厳しいため、利用環境整備に要する事業
費の負担が通常よりも大きくなるケースが多く、老朽化が進んでいるものの更新整備等が難しい状況。
そのため、このような核心地に位置する施設の内外装の改修や、快適かつポストコロナの新たな時代のニーズに合った利用

空間の創出、民間事業者の導入によるサービスの向上等に関する事業を支援し、国立公園ならではの雄大な景観を快適
な利用環境で体験できるよう、利用施設の上質化させ、満足度の向上を図る。

【事業内容】
・ 建物の外装、内装、設備の改修等。
（施設内のWi-Fi整備・多言語サイン・トイレ洋
式化、調理場等の改修を含む）

・運営を、地元自治体及び民間事業者が協力して
実施するものを想定。

令和３年度予算（案）
1.8億円（2.0億円）
（継続）

改修

眺望できる景観

民間による質の高いサービスの提供【イメージ】

【事業スキーム】
国から地方公共団体へ１／２補助 （改修費）



【事業内容】
これまでの観光庁多言語事業の成果を活用しつつ、国立公園、国定公園等の案内板やビジターセンター等の展示物、その他
各種関係コンテンツ等について、ICTなども活用し、英語・中国語・韓国語等の多言語にて、外国人目線で分かりやすく魅力的
な多様な解説整備をエリア一帯で促進。

国立公園等多言語解説等整備事業

【背景・課題】
国立公園、国定公園等の自然体験拠点における案内板やビジターセンター等の展示物については、主に日本語での解説が多

く、外国人旅行者に国立公園等の自然などの魅力が十分伝わらない。また、国立公園では英語解説文の整備は進みつつあるも
のの、利用者の多様な言語には未対応であり、国定公園等では英語解説文の整備が十分に進んでいない。
国立公園では一定の整備が進みつつある中、訪日外国人利用者が多く見込める自然体験拠点における多言語化の効果を高

めるには、国定公園等の自然体験拠点についても対象とし、自然公園全体で取り組みを進めることが必要。

（令和３年度拡充内容）
・国定公園及びロングトレイル（長距離自然歩道）内及びこれらへの誘客を目的
とした多言語解説等整備を補助事業の対象とする。

【効果】
各国立公園等にて魅力的な多言語解説が整備されることによる、
訪日外国人の国立公園、国定公園等での体験滞在の満足
度の向上、滞在の長時間化、ひいては消費額の増大に資する。

Uni-codeを活用した4言語によ
る自然の解説

【事業実施スキーム】
＜直轄＞ 環境省 → 民間事業者 ※国立公園のみ
＜補助＞ 環境省 → 中間執行団体

→ 地方公共団体、観光協会やDMO等の団体、
民間事業者等

補助率：２／３
※国立公園以外で多言語解説文作成を行う場合は、観光庁の作成指針等

を活用すること等を要件とする

多様な媒体を活用し国立公園等の魅力を多言語で解説

令和３年度予算（案）
10.0億円（10.0億円）
（拡充）



国立公園利用促進事業

【事業内容】
① 外国人観光客が、国立公園の自然について学んだ上でフィールドに入ることで、国立公園の自然そのものをより楽しむ事が

出来ることから、ビジターセンター、世界遺産センターなどの利用の起点で、自然のメカニズムを解りやすく解説するデジタル展
示を導入し、国立公園を楽しむための解説の充実化を図る。

② 外国人観光客を国立公園の他地域や近隣の他の国立公園へ誘導するために、インバウンド利用が多く、効果が期待出
来る地区において、国立公園の魅力を紹介するデジタル展示を導入する。

【効果】
訪日外国人観光客の

国立公園の利用の促進
がはかられ、滞在時間の
延長やそれに伴う消費額
の増、次回訪日時の候
補地となる可能性の増加、
満足度向上によるリピー
ターの増につながる。
＋まずは国内旅行者増
による地域経済と雇用の
下支え・回復

【事業スキーム】
（直轄） 国→民間事業者等 【工事/導入に関する調査設計請負・一般競争】
（補助） 国→地方公共団体 ＜補助率：1／2＞

②国立公園利用の拡大（他地域への誘導）

【想定場所】

阿寒摩周国立公園は、知床国立公園や釧路湿原国立
公園とも距離が近く公園同士で連携することで、効果的な
情報発信が可能

【背景・課題】
・外国人観光客の国立公園の利用が、物見遊山的な観光となっており、同じ国立公園の中でも観光地として有名な場所に
利用が偏っており、国立公園全体の利用の広がりに課題がある状況。
国立公園の利用を促進するために、自然そのものを楽しめる取組、仕掛けが必要。

①国立公園を楽しむための解説の充実

Ａ地域 Ｂ地域

○○国立公園

誘導

（次の行先検討中の）
観光客

【観光客が集まる場所】
デジタル展示
（A～Cの魅力発信）

利用の多い地区

【想定場所】

国立公園の利用の起点になる場所（ビジターセン
ターなど）

360°映像を回転操作

令和３年度予算（案）
1.7億円(3.3億円）

（継続）

C：
近隣の別の
国立公園



【背景・課題】
圧倒的な自然環境を有する国立公園内での魅力的な自然体験等のコンテンツは、訪日外国人の旅行消費額や延

べ宿泊者数の増加に向けて大きなポテンシャルを有しているが、十分に整備・展開されていない。また、各国立公園をブ
ランディングし、地域のテーマやストーリーを踏まえたコンテンツをより効果的に提供するためには、既存コンテンツ等の状況
も踏まえた計画づくりと情報の一元的な提供等の地域一体となった受入れ体制の整備等が必要である。

【事業内容】
①コンテンツの造成

従前より取り組んでいるグランピング、地場産品、ナイトタイム、野生動物観光に加え、ロングトレイルや里地里山の
暮らし体験、ワーケーション等の滞在型コンテンツに係る企画検討、ファムトリップの実施、プロモーション等を支援。
②地域一体となった効果的なコンテンツ提供の検討
地域協議会等における地域内の複数コンテンツを効果的に提供
するための受入れ体制の整備や地域のテーマやストーリーを踏まえ
たコンテンツの統一的なブランディング等に係る計画策定等。
③地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備

②の検討に基づく、ビジターセンター等における情報提供、感染症
防止対策、体験フィールドの環境整備、自然情報の収集と事業
者への提供、多言語対応等の人材育成、二次交通の構築等。

【事業スキーム】
直轄・補助

【効果】
効果的なコンテンツの提供推進による、訪日外国人観光客の

宿泊数の増加や消費額の増加

国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業

グランピング

星空観
察

ナイトタイム

地場産品

野生動物観光

令和３年度予算（案）
１４.８億円
（新規）



国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業

【事業内容の詳細】
１．コンテンツの造成

対 象：グランピング、地場産品、ナイトタイム、野生動物観光、ロングトレイル、里地里山の暮らし体験、ワーケー
ション等の滞在型コンテンツ（関連する国立公園区域外の活動や野生動物観光、温泉地についても対象とする）

スキーム：地方公共団体や民間事業者等への補助（1/2）
内 容：コンテンツの立ち上げ、高付加価値化、インバウンド対応に係る支援

①企画検討
②テストマーケティング、ファムトリップ
③プロモーション（情報発信媒体の整備等）、キャッシュレス化

環境省

効果的なコンテンツ提供の検討
コンテンツ提供体制の整備

DMO 民間事業者

地域協議会等

地方公共団体

専門家

【事業イメージ】

・複数コンテンツを効果的に提供するため
の受入れ体制整備

・地域のテーマやストーリーを踏まえたコ
ンテンツの統一的なブランディング

グランピング

星空観
察

ナイトタイム

地場産品

野生動物観光

個々の滞在型コンテンツの造成

・一元的な情報提供や二次
交通の改善等でコンテンツ
間をつなぐことによる更なる
滞在時間や満足度向上

・地域で統一的な自然、歴
史、文化の解説等によるブ
ランディング など

各コンテンツの
効果的な提供に
よる副次的効果



国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業

【事業内容の詳細】
２（１）．地域一体となった効果的なコンテンツ提供の検討

対 象：地域協議会等における地域内の複数コンテンツを効果的に提供するための受入れ体制の整備や地域の
テーマやストーリーを踏まえたコンテンツの統一的なブランディング等に係る計画策定・改定等

スキーム：直轄（国立公園等）
地方公共団体等への補助（1/2）

内 容：国立公園ならではのテーマやストーリー、既存の地域コンテンツの状況等を踏まえた計画の策定・改定の
ため調査、インバウンド促進・地域経営能力を有する人材の招へい、地域内の合意形成、計画検討等

２（２）．地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備
対 象：２（１）の検討に基づく、ビジターセンター等における情報提供、感染症防止対策、体験フィールドの環

境整備（清掃・修繕等）、自然情報等の収集と事業者への提供、人材育成、二次交通の構築等
スキーム：直轄（国立公園ビジターセンター等を活用）

地方公共団体や民間事業者等への補助（1/2）
内 容：コンテンツの立ち上げ、高付加価値化、インバウンド対応に係る支援

①ビジターセンター等におけるアクティビティ情報の一元的な提供等
②新型コロナウイルス感染症の防止対策（利用者数コントロールのための調査・対策実施など）
③複数事業者が活用する体験フィールドの環境整備（清掃、簡易修繕など）
④自然環境情報等の収集とコンテンツ事業者への提供
⑤インバウンド対応のためのコンテンツ事業者向けの人材育成
⑥コンテンツ提供のための二次交通の構築に向けたトライアル実施


	令和３年度�地方創生に資するＳＤＧｓ関連予算一覧
	１.内閣府
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スーパーシティ構想推進事業
	２.消費者庁
	スライド番号 13
	３.総務省
	４.文部科学省
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	５.厚生労働省
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	在宅就業マッチング支援等事業（工賃向上計画支援等事業②）
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	６.農林水産省
	７.経済産業省
	スライド番号 53
	８.国土交通省
	スマートシティ実証調査
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	国土交通省の補助事業 「地域交通グリーン化事業」
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	９.環境省



