
上記のうち内閣官房・内閣府（地方創生部局）※【】内は令和2年度当初予算額

地方創生推進交付金 1,000億円【1,000億円】
地方へのひとの流れの強化 28.9億円【 28.6億円】
地方のしごとづくりと担い手の展開・支援 7.6億円【 7.2億円】
地方を支えるまちづくり 16.5億円【 16.4億円】

合計 1,053億円【1,052億円】
特定地域づくり事業の推進 5.0億円【 5.0億円】

再計 1,058億円【1,057億円】

【基本目標】
１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 1,655億円
２ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 414億円
３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 3,714億円
４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 4,133億円

【横断的な目標】
１ 多様な人材の活躍を推進する 197億円
２ 新しい時代の流れを力にする 1,244億円

【政策パッケージ全般】
地方創生推進交付金 1,000億円

まち・ひと・しごと創生事業費（地方財政計画） 1兆円

令和３年度予算における地方創生予算等の体系
総合戦略を踏まえた政府全体の施策 1兆 2,356億円



（億円）

企業人材等の地域展開促進事業 1.2               

地域の担い手展開推進事業 0.4               

地方版総合戦略推進事業 1.2               

地域金融機関による金融仲介機能の発揮状況等に関する調査・研究（企業アンケート調
査等）

0.2               

Regional Banking Summit 0.2               

放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 1.0               

国際見本市を通じた放送コンテンツの海外展開 1.0               

地域経済循環創造事業交付金（ローカル10,000プロジェクト、分散型エネルギーインフラプ
ロジェクト）

7.0               

外国報道関係者招へい 0.5               

日本特集番組制作支援事業 0.1               

日本産酒類の活用推進 1.0               

琉球泡盛ＰＲ事業 0.0

ODAを活用した中小企業等の海外展開支援（「JICA運営費交付金」の内数） -

地方自治体の国際展開のための自治体間連携セミナー（「JICA運営費交付金」の内数） -

地方自治体と連携した無償資金協力の推進(「無償資金協力」の内数) -

地方創生支援　飯倉公館活用対外発信事業 0.1               

地域の魅力海外発信支援事業 0.3               

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

0.1               

伝統的工芸品の活用推進 0.1               

対日直接投資支援経費 0.0

自由貿易協定・経済連携協定国内関係者への説明会開催経費 0.0

財務省 EPA活用セミナーの開催（内数） -

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 30.2              

共創の場形成支援 ―地域共創分野―（「共創の場形成支援」の内数） -

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース） 13.1              

新卒応援ハローワーク等における支援に必要な経費 101.0            

わかものハローワーク等における支援に必要な経費 29.6              

若年者地域連携事業 12.3              

令和３年度　地方創生予算

まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

厚生労働省

基本目標①
稼ぐ地域をつくるとともに、安心して
働けるようにする 外務省

文部科学省

内閣府

金融庁

総務省

令 和 ３ 年 ４ 月

内 閣 官 房

まち・ひと・しごと創生本部事務局



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

若者職業的自立支援推進事業 51.7              

ジョブ・カード制度の推進を通じたキャリアコンサルティングの普及促進（内数） -

女性の活躍推進 6.5               

高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 76.7              

生涯現役促進地域連携事業 15.9              

障害者就業・生活支援センターによる地域における就労支援 79.1              

障害者の社会参加支援の充実（内数） -

地域雇用活性化推進事業 14.2              

地方就職希望者活性化事業 6.2               

地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース） 17.5              

地域活性化雇用創造プロジェクト 102.7            

中途採用等支援助成金（UIJターンコース） 1.7               

人手不足分野における公共職業訓練の推進 65.4              

求職者支援訓練（保育士・看護師向けの職業訓練コースの実施） 0.9               

認定職業訓練等に対する支援の充実（人手不足分野対応分） 5.8               

良質なテレワーク（雇用型）の推進 28.2              

公共職業訓練（地域レベルのコンソーシアムによる職業訓練の開発実施コース） 3.0               

農業人材力強化総合支援事業 205.0            

経営継承・発展等支援事業のうち推進事務等（内数） -

機構集積支援事業（内数） -

農業農村整備事業（内数） -

農山漁村地域整備交付金（内数） -

農地耕作条件改善事業（内数） -

農業水路等長寿命化・防災減災事業（内数） -

スマート農業総合推進対策事業（内数） -

食料産業・6次産業化交付金（内数） -

水田活用の直接支払交付金（内数） -

麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト（内数） -

「緑の人づくり」総合支援対策 46.6              

経営体育成総合支援事業 6.8               

経営継承・発展等支援事業（経営継承・発展支援）（内数） -

林業成長産業化総合対策（内数） -

強い農業・担い手づくり総合支援交付金（内数） -

厚生労働省

農林水産省

基本目標①
稼ぐ地域をつくるとともに、安心して
働けるようにする



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

新たな資源管理システム構築促進事業 13.5              

漁業構造改革総合対策事業 19.2              

水産バリューチェーン事業のうち魚食普及推進事業（内数） -

水産資源調査・評価推進事業 60.0              

漁業収入安定対策事業 200.5            

浜の活力再生・成長促進交付金（内数） -

スマート水産業推進事業 5.5               

グローバル産地づくり推進事業 12.9              

海外需要創出等支援対策事業 29.2              

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業 9.7               

輸出環境整備推進事業 16.9              

輸出相談窓口の一元化（庁費） 0.6               

新たに農林水産省が行うタイ向け証明書の発給（庁費） 0.2               

農業経営法人化支援総合事業（農業経営者サポート事業）（内数） -

農業経営継承保証保険支援事業 0.3               

ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 10.4              

小規模事業対策推進等事業 53.2              

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業 10.8              

「共創型」サービス・IT連携支援事業 5.0               

地域未来デジタル・人材投資促進事業 11.7              

伝統的工芸品産業支援補助金 3.6               

伝統的工芸品産業振興補助金 7.2               

JAPANブランド育成支援等事業 8.0               

日本発知的財産活用ビジネス化支援事業 1.0               

中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業 2.7               

対内・対外直接投資等促進体制整備事業（内数） -

現地進出支援強化事業 12.2              

地域オープンイノベーション拠点選抜制度に関する事業（「産学融合拠点創出事業」の内
数）

-

グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業（内数） -

中小企業再生支援・事業承継総合支援事業 95.0              

事業承継・世代交代集中支援事業 16.2              

中小企業・小規模事業者人材対策事業（内数） -

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（内数） -

農林水産省

基本目標①
稼ぐ地域をつくるとともに、安心して
働けるようにする

経済産業省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（内数） -

戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 109.0            

建設業・運輸業・造船業等における人材確保・育成 5.0               

木造住宅・都市木造建築物における生産体制整備事業（内数） -

宿泊施設を核とした地域における新たな観光ビジネス展開支援 1.0               

環境省
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（一部経済産業省・国土交通省・厚生労
働省連携事業）(内数)

-

防衛省
退職予定自衛官就職援護業務費補助金（内閣府「プロフェッショナル人材事業」との連携
強化のための経費）

0.0

地方創生に資する地方国立大学の定員増の実現のための調査支援事業 0.5               

地方創生施策の充実・強化に向けた調査・分析事業 0.6               

地方創生国際交流促進事業 0.1               

地方大学・地域産業創生交付金 22.5              

地方大学・産業創生のための調査・支援事業 1.1               

高校生の地域留学の推進のための高校魅力化支援事業 1.6               

地方創生インターンシップ推進事業 0.2               

地方へのサテライトキャンパス設置等に関するマッチング支援事業 0.2               

関係人口創出・拡大のための対流促進事業 1.6               

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）普及促進事業 0.4               

総合戦略に基づく重点施策広報事業 0.2               

地方創生テレワーク推進事業 1.2               

沖縄科学技術大学院大学（沖縄振興策） 190.0            

消費者庁 消費者庁新未来創造戦略本部に関する経費 4.7               

地域おこし協力隊の推進に要する経費 1.5               

「移住・交流情報ガーデン」の運営等に要する経費 0.9               

統計データ利活用の推進 2.1               

関係人口の創出・拡大に要する経費 0.4               

ふるさとワーキングホリデー推進事業 0.3               

都市・農山漁村の地域連携による子供農山漁村交流推進事業 0.3               

文化庁の機能強化と京都への移転の推進 2.0               

私立大学等経常費補助金（内数） -

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

-

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト 2.7               

専修学校による地域産業中核的人材養成事業（内数） -

持続的な産学共同人材育成システム構築事業（内数） -

内閣官房

内閣府

総務省

基本目標①
稼ぐ地域をつくるとともに、安心して
働けるようにする

国土交通省

文部科学省

基本目標②
地方とのつながりを築き、地方への
新しいひとの流れをつくる

経済産業省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

大学による地方創生人材教育プログラム構築事業 2.3               

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 0.2               

大学教育のグローバル展開力の強化（「スーパーグローバル大学創成支援事業」及び「大
学の世界展開力強化事業」の内数）

-

国際バカロレアの推進 1.1               

地域社会に根ざした高等学校の学校間連携・協働ネットワークの構築事業 2.1               

地域との協働による高等学校教育改革推進事業 2.2               

私立学校施設整備費補助金 0.1               

学校教育設備整備費等補助金 0.1               

学校施設環境改善交付金（内数） -

地域と学校の連携・協働体制構築事業 67.6              

社会総がかりで行う高校生国際交流促進事業 1.4               

アジア高校生架け橋プロジェクト 4.9               

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

健全育成のための体験活動推進事業 1.0               

厚生労働省 ユースエール認定企業の認定 5.2               

二地域居住の推進調査 0.1               

空き家等の流通・活用促進事業（内数） -

テレワークの推進による多様な働き方の実現 0.1               

テレワークによる地域活性化等効果検証調査 0.1               

都市再生整備計画事業(内数) -

まちづくりファンド支援事業(内数) -

官民連携まちなか再生推進事業（内数） -

防災・省エネまちづくり緊急促進事業（内数） -

住宅市街地総合整備事業（内数） -

地域航空会社の経営基盤の強化に向けた取組み 0.4               

国立公園等における子どもの自然体験活動推進事業 0.1               

自然公園等事業等（内数） -

防衛省 岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称）の整備に関する経費 90.0              

内閣官房 地方創生の観点からの少子化対策・女性活躍推進事業 0.3               

利用者支援事業（「子ども・子育て支援交付金」の内数） -

子ども・子育て支援新制度の実施（「社会保障の充実」の内数） -

保育士等の処遇改善（「子どものための教育・保育給付交付金」の内数） -

幼児教育・保育の無償化の実施 3,410.0          

基本目標③
結婚・出産・子育ての希望をかなえ
る

文部科学省

内閣府

基本目標②
地方とのつながりを築き、地方への
新しいひとの流れをつくる

国土交通省

環境省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

放課後児童健全育成事業（「子ども・子育て支援交付金」の内数） -

放課後児童クラブ整備費（「子ども・子育て支援整備交付金」の内数） -

地域少子化対策強化事業 8.2               

仕事と生活の調和に関する調査研究 0.1               

女性活躍推進法サイトの管理・運営及び法施行等関連経費 0.1               

地域女性活躍推進交付金 1.5               

妊娠・出産包括支援事業（「母子保健医療対策総合支援事業」の内数） -

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

ひとり親家庭の在宅就業推進事業（「母子家庭等対策総合支援事業」の内数） -

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業（「母子家庭等対策総合支援事
業」の内数）

-

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

-

児童入所施設措置費等国庫負担金（「児童入所施設措置費等国庫負担金」の内数） -

分娩取扱施設 施設整備事業 0.8               

分娩取扱施設 設備整備事業 1.0               

産科医療を担う産科医等の確保事業 0.2               

地域医療介護総合確保基金（内数） -

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

保育人材確保のための総合的な対策（「保育対策総合支援事業」の内数） -

多様な保育サービスの充実（「保育対策総合支援事業」の内数） -

安心かつ安全な保育の実施への支援（「保育対策総合支援事業」等の内数） -

育児・介護休業法対策推進費 0.2               

両立支援等助成金、仕事と家庭両立支援事業費 141.7            

次世代育成支援対策に必要な経費 0.2               

過重労働の解消と仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しの推進 149.4            

内閣官房 産業遺産の世界遺産登録推進事業 0.8               

産業遺産に係る情報収集・情報発信の充実強化に必要な経費 4.4

都市再生の見える化「i-都市再生」の推進事業 0.3

都市再生推進施策にかかる検討 0.0

地域再生支援利子補給金 2.3               

中心市街地活性化推進事業 0.2               

特定地域づくり事業の推進 5.0               

沖縄振興一括交付金（沖縄振興策） 981.0            

沖縄振興事業等（沖縄振興策） 498.9            

基本目標④
ひとが集う、安心して暮らすことが
できる魅力的な地域をつくる

基本目標③
結婚・出産・子育ての希望をかなえ
る

内閣府

内閣府

厚生労働省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

アイヌ政策推進交付金（内数） -

PPP/PFI推進に資する支援事業 1.2               

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

特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 0.1               

交通安全施設等整備事業（内数） -

可搬式速度違反自動取締装置の整備 0.5               

消防団を中核とした地域防災力の充実強化 5.1               

郵便局活性化推進事業（郵便局×地方自治体等×ＩＣＴ） 0.3               

多様な広域連携の推進 0.6               

過疎対策の推進 3.8               

集落ネットワーク圏の推進 4.0               

定住自立圏構想推進費 0.0

地域文化倶楽部（仮称）の創設に向けた調査研究 1.0               

文化芸術創造拠点形成事業 9.8               

国際文化芸術発信拠点形成事業 9.0               

国立文化施設の機能強化 312.3            

劇場・音楽堂等機能強化推進事業 24.3              

文化観光の推進 19.5              

スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業 1.6

スポーツによる地域の価値向上プロジェクト 2.8

大学スポーツ資源の活用による地域活性化拠点形成支援事業 0.9

一般社団法人大学スポーツ協会活動支援事業 1.3

スポーツ産業の成長促進事業(内数) -

Sport in Life推進プロジェクト(内数) -

スポーツスペース・ボーダレスプロジェクト 0.6

地域の課題に対応した障害者スポーツの実施環境・推進体制の整備事業（「障害者ス
ポーツ推進プロジェクト」の内数）

-

運動・スポーツ習慣化促進事業（内数） -

地域運動部活動推進事業 2.0

スポーツキャリアサポート支援事業 0.6               

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 3.4               

地域支援事業（内数） -

国民健康保険保険者努力支援制度 1,411.6          

医療機能の分化・連携に向けた具体的対応方針に対する病院支援事業 1.5               

基本目標④
ひとが集う、安心して暮らすことが
できる魅力的な地域をつくる

内閣府

警察庁

総務省

文部科学省

厚生労働省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

地域医療構想・医師偏在対策推進支援事業 0.8               

地域医療構想の達成に向けたトップマネジメント研修事業 0.1               

入院・外来機能の分化・連携推進に向けたデータ収集・分析 2.5               

保育体制強化事業（「保育対策総合支援事業」の内数） -

農山漁村振興交付金 98.1              

鳥獣被害防止総合対策交付金 110.0            

「森林サービス産業」創出・推進に向けた活動支援事業 0.2               

日本型直接支払（内数） -

森林・山村多面的機能発揮対策 14.0              

食文化等によるインバウンド対応推進事業 0.2               

災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費 10.8              

次世代燃料供給体制構築支援事業費 7.0               

ヘルスケアサービス社会実装事業 7.0               

地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金 34.7              

地域公共交通確保維持改善事業 205.9            

物流生産性向上推進事業 0.5               

「グリーンインフラ」の取組推進による魅力ある地域の創出のための調査・検討経費 0.4               

広域地方計画の推進 0.2               

スーパー・メガリージョンの形成及び効果の広域的拡大の促進 0.5               

「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進 0.4               

離島振興 14.6              

奄美群島の振興開発 23.9              

小笠原諸島の振興開発 10.5              

半島振興 0.8               

豪雪地帯対策 0.2               

不動産証券化手法を活用した地域振興のためのネットワークの形成促進 0.1               

コンパクトシティ形成支援事業 5.0               

都市再生コーディネート等推進事業（内数） -

都市・地域交通戦略推進事業(内数) -

都市構造再編集中支援事業（内数） -

まちなかウォーカブル推進事業(内数) -

復興事前準備主流化検討調査 0.1               

空き家対策総合支援事業 45.0              

基本目標④
ひとが集う、安心して暮らすことが
できる魅力的な地域をつくる

経済産業省

厚生労働省

農林水産省

国土交通省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

空き家再生等推進事業（内数） -

住宅市場を活用した空き家対策モデル事業（内数） -

長期優良住宅化リフォーム推進事業（内数） -

地域居住機能再生推進事業（内数） -

特定施策賃貸住宅ストック総合改善等事業（内数） -

スマートウェルネス住宅等推進事業（内数） -

住宅ストック維持・向上促進事業 （内数） -

観光地域づくり法人（ＤＭＯ)の改革 5.4               

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業 7.7               

JNTO（日本政府観光局）による訪日プロモーション事業 (内数) -

MICE誘致の促進（内数） -

国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業 10.5              

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 22.3              

文化資源を活用したインバウンドのための環境整備 69.7              

「新たな旅のスタイル」促進事業 5.0               

円滑な出入国・通関等の環境整備（内数） -

空港におけるFAST TRAVELの推進（内数） -

公共交通利用環境の革新等（内数） -

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（内数） -

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（内数） -

通訳ガイド制度の充実・強化 0.6               

健全な民泊サービスの普及 1.2               

里山未来拠点形成支援事業（「生物多様性保全推進支援事業」の内数） -

エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業 0.3               

国立公園満喫プロジェクト推進事業 5.4               

ロングトレイル体制強化等推進事業費 0.3               

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

50.0              

地域の再エネ活用推進事業(「パリ協定達成に向けた企業のバリューチェーン全体での削
減取組推進事業」の内数）

-

地方創生カレッジ事業 2.2               

地域経済分析システム（RESAS）による地方版総合戦略支援事業 1.1               

成果連動型民間委託（ＰＦＳ）の普及促進 0.9               

ＰＦＳの活用を検討する地方公共団体の案件形成支援及びＰＦＳ事業による社会的課題
解決に向けた産官学金対話のオンライン等のプラットフォーム形成促進等

0.1               

総務省 JETプログラムによるグローバルな地域活性化の推進 0.1               

基本目標④
ひとが集う、安心して暮らすことが
できる魅力的な地域をつくる

環境省

内閣府
横断的な目標①
多様な人材の活躍を推進する

国土交通省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

総務省 地域運営組織の形成及び持続的な運営に要する経費 0.1               

地方公共団体との連絡協力体制の構築 0.3               

外国人受入環境整備交付金 11.0              

一元的相談窓口への職員の派遣に必要な経費 0.2               

特定技能制度に係る外国人受入れ支援体制について 1.0               

留学生就職促進プログラム 3.7               

障害者等による文化芸術活動推進事業 3.8               

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進 115.8            

生活困窮者の自立支援の推進（内数） -

外国人材への適正な雇用管理等に関する体制整備等 13.9              

外国人の就職促進のための総合的支援の推進 10.7              

外国人に対する就職支援の多言語対応等の推進 8.3               

地域外国人材受入れ・定着モデル事業 7.4               

外国人留学生及び特定技能1号外国人のマッチング支援事業（内数） -

特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース） 14.3              

経済産業省 製造業における外国人材受入れ支援事業 2.2               

国土交通省 観光産業における人材確保・育成事業（内数） -

スーパーシティ構想推進事業 3.0               

未来技術データ活用支援事業 0.1               

未来技術社会実装支援事業 0.3               

地方創生に向けたSDGs推進事業 5.0               

携帯電話等エリア整備事業 15.1              

高度無線環境整備推進事業 36.8              

課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証 60.0              

第5世代移動通信システムの更なる高度化に向けた研究開発（内数） -

モバイル決済モデル推進事業 0.6               

地域情報化の推進（本省） 1.2               

地域情報化の推進（地方） 0.3               

地域ICTクラブの普及促進(デジタル活用共生社会推進事業) （内数） -

ICT基盤高度化事業（内数） -

医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業 5.0               

テレワーク普及展開推進事業 2.6               

サテライトオフィス・マッチング支援事業 0.1               

内閣府

横断的な目標①
多様な人材の活躍を推進する

厚生労働省

総務省

横断的な目標②
新しい時代の流れを力にする

法務省

文部科学省



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

情報信託機能活用促進事業 1.4               

マイナポイントの基盤を活用した個人給付の検討 0.1               

マイナポイントによる消費活性化策 250.0            

デジタル活用環境構築推進事業 0.7               

データ連携促進型スマートシティ推進事業 5.8               

地域防災等のためのＧ空間情報の利活用推進 0.5               

「新たな日常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業 11.0              

GIGAスクールにおける人的支援・学びの充実・通信環境整備（内数） -

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

-

厚生労働省 遠隔医療設備整備事業 6.0               

「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出（内数） -

農林水産研究推進事業（内数） -

研究開発型スタートアップ支援事業 21.4              

学びと社会の連携促進事業 13.1              

無人自動運転等の先進MaaS実装加速化推進事業 57.2              

キャッシュレスによる店舗等運営変革促進事業 1.5               

地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業 5.6               

地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業 5.5               

インフラ・データプラットフォームの構築 0.9               

日本版MaaS推進・支援事業 1.0               

社会資本整備分野における地球温暖化対策のための施策に係る調査・検討経費 0.2               

スマートアイランド推進実証調査（内数） -

スマートシティ実証調査(内数) -

まちづくりのデジタルトランスフォーメーションの推進 0.6               

治水事業等関係費（内数） -

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進による観光サービスの変革と観光需要の創
出

8.0               

低炭素型の行動変容を促す情報発信（ナッジ）等による家庭等の自発的対策推進事業
(内数）

-

脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業（一部経済産業省、国土交通
省連携事業）

65.8              

社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業（国土交通省連携事
業）（内数）

-

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 5.0               

循環型社会形成推進交付金 356.9            

大規模災害に備えた廃棄物処理体制拠点整備事業（廃棄物処理施設整備交付金） 11.0              

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 259.5            

農林水産省

文部科学省

経済産業省

国土交通省

総務省

環境省

横断的な目標②
新しい時代の流れを力にする



まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おける政策パッケージ

担当府省庁 事業名 金額

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 8.0               

「脱炭素×復興まちづくり」推進事業 5.0               

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

12.0              

気候変動影響評価・適応推進事業（内数） -

11,356.4        

その他（政策パッケージ全般） 内閣府 地方創生推進交付金 1,000.0          

12,356.4        計

小計

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

環境省
横断的な目標②
新しい時代の流れを力にする
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