
省庁名 事業名

H27予算額
（単位：百万円）
（　　）は内数。

※H26補正含む
（H27予算合算）

H28概算要求
額

（単位：百万円）
（　　）は内数

概要
　　　事業の実施主体
①国
②地方公共団体
③その他

　　【分野】（複数回答可）
①教育・文化
②共生・パラリンピック
③スポーツ
④その他

内閣官房
ホストシティ・タウン調査
推進事業（仮称）

- 63

ホストシティ・タウンの円滑な立ち上げを図るため、モデル団体
を選定し、調査研究を行い、取組をモデル化。また、成果を他団
体に展開するためのプロモーション活動を実施。

① ①、②、③

総務省
(外務省、文
科省、(一財)
自治体国際
化協会と共

管)

JETプログラム
(語学指導等を行う外国
青年招致事業)

地方交付税措置
による

地方交付税措
置による

海外青年を日本に招致し、小中高校での外国語指導や自治体
での国際交流業務に活用

②
①、②、③、④国際交流

総務省

グローバルコミュニケー
ション計画の推進 -多言
語音声翻訳技術の研究
開発及び社会実証-

1,383 2,070

多言語音声翻訳の対応領域、対応言語を拡大し、翻訳精度を
高めるための研究開発を推進するとともに、産学官の連携によ
り、病院、商業施設、観光地等において、多様なアプリケーショ
ンの社会実証を実施

①、③公募により選定され
る委託先事業者（メーカー、
大学等研究機関など）

①、②、③
※上記項目に直接資するも
のではなく、来訪する選手
や観客とホストシティ・タウ
ンの円滑なコミュニケーショ
ンを支援するもの。

総務省
観光・防災Wi-Fiステー
ション整備事業

1,050 1,000

訪日外国人に強いニーズが存在する無料公衆無線ＬＡＮ環境
について、地域活性化等の観点から、地方公共団体等が観光・
防災拠点における公衆無線ＬＡＮの整備を行う場合に、その事
業費の一部を補助する。（補助率：地方公共団体：１／２、第三
セクター：１／３）。

②、③第三セクター
①、②、④観光振興、地域
活性化

外務省
地方創生支援　飯倉公館
活用対外発信事業

23 80
地方自治体の首長と共催で，在京外交団等を飯倉公館に招
き，地方の様々な魅力を内外に発信する事業。 ①②

④（県産品，地場産品，伝
統文化，観光客・企業・投
資誘致等のＰＲ）

外務省
地方の魅力発信プロジェ
クト

197 207
地方自治体等が在外公館と共催し，在外公館施設（大使館，総
領事館，公邸等）を活用して実施する地域の物産や観光などの
プロモーション活動。

①②
④（県産品，地場産品，伝
統文化，観光客・企業・投
資誘致等のＰＲ）

ホストシティ・タウン構想推進に資する関係府省庁の取組について
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外務省 地域の魅力発信セミナー 0 14
外務省と地方自治体が協力して在京外交団に対し，各地方自
治体がそれぞれの特色・施策（産業，観光，投資・企業誘致等）
に関する情報を発信するセミナ－。

①②
④（県産品，地場産品，伝
統文化，観光客・企業・投
資誘致等のＰＲ）

文部科学省
オリンピック・パラリンピッ
ク・ムーブメント調査研究
事業

（スポーツ・
フォー・トゥモロー
等推進プログラ
ム：1,225百万円

の内数）

-

　オリンピック・パラリンピック・ムーブメントを全国展開すること
を目指し、各学校におけるオリンピック・パラリンピック教育の推
進方策や、パラリンピックへの関心向上のための効果的手法を
はじめとするオリンピック・パラリンピック・ムーブメントの推進に
関する調査研究を実施する。

① ①、②、③

文部科学省
オリンピック・パラリンピッ
ク・ムーブメント全国展開
事業

-

（スポーツ・
フォー・トゥモ

ロー等推進プロ
グラム：1,271百
万円の内数）

 オリンピック・パラリンピック・ムーブメントを全国に波及させ、２
０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に資す
るため、コンソーシアムを形成し、オリンピアン・パラリンピアンと
の交流、市民セミナー、オリパラ推進校等の取組を推進するこ
とで、オリンピック・パラリンピック教育を展開する。

① ①、②、③

文部科学省
スポーツによる地域活性
化推進事業

306 535
　誰もがスポーツを通じて、いつまでも健康で活力ある生活が
営めるような街づくりや地域スポーツコミッションの活動を支援
し、一体感や活力のある地域社会を目指す。

② ③

文部科学省
学校・家庭・地域の連携
協力推進事業

5,079 7,027
　地域人材の参画による学校の教育活動等の支援など、学校・
家庭・地域が協働で教育支援に取り組む仕組みづくりを推進
し、地域力の強化及び地域の活性化を図る。

② ①

文部科学省
地域の豊かな社会資源を
活用した土曜日の教育支
援体制等構築事業

1,261 1,560

　地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の協力により、
土曜日ならではの教育活動を行う体制を構築し、学校と地域が
連携した取組を支援することなどを通じて、地域の活性化を図
る。

② ①
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文化庁
文化芸術立国に向けた
文化プログラムの推進

12,717 17,743

　文化芸術立国の実現に向けて、２０２０年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会の機会を活かし、多様な文化芸術の発展
や文化財の活用を推進するため、リーディングプロジェクトや地
域の文化芸術活動の取組への重点的な支援を行う。
（１）リーディングプロジェクトの推進
（２）国が地方自治体、民間とタイアップした取組の推進
（３）文化プログラムのための基盤整備

（１）リーディングプロジェク
トの推進・・①
（２）国が地方自治体、民間
とタイアップした取組の推
進・・②、③（劇場、美術館・
博物館、実行委員会等）
（３）文化プログラムのため
の基盤整備・・①（国立文化
施設）、②、③（劇場、美術
館、博物館、実行委員会
等）

①

農林水産省
都市農村共生・対流総合
対策交付金

2,000 2,050

本交付金は、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教
育、福祉等に活用する都市と農山漁村の交流に資する地域の
手づくり活動を支援するものであり、その一環として訪日外国人
旅行者の受入のための体制整備や外国人旅行者向けのプロ
モーション等のインバウンドの拡大に向けた取組を推進。

③（集落が市町村、ＮＰＯ等
の多様な主体と連携する集
落連合体）

②

農林水産省
農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金

6,150 6,250

本交付金は、農山漁村活性化法に基づいて市町村等が作成す
る活性化計画の実現に向けて、施設整備を中心とした総合的
な取組を支援するものであり、その一環として訪日外国人を農
山漁村に呼び込むための受入側の農家民宿、伝統文化継承施
設等の整備を支援。

②、③（農業協同組合、森
林組合、漁業協同組合、農
林漁業者等の組織する団
体等）

②

経済産業省
地域ストーリー制作支援
事業（ホストシティ・タウン
構想関連）

0 (2,700)

ホストシティ・タウン（ＨＣＴ）構想に取り組む地域の経済活性化
のため、関係者の連携の下、様々な地域資源をストーリーで一
体化し、またそれを発信することで、地域ブランド構築を促進す
る取組を支援する。

③民間事業者 ④地域活性化
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経済産業省
JAPANブランド等プロ
デュース支援事業

(1,610) (2,700)

【H27年度】
海外ニーズ等に詳しい外部人材を活用し、日本の技術や生活
文化の特色を活かした魅力ある商材「ＪＡＰＡＮブランド」の海外
販路開拓プロデュース事業を支援。ＷＥＢやイベントを通じた国
内外のＰＲもサポート。
【H28年度】
海外現地のニーズ等に詳しい外部人材の活用によって、日本
の特色を活かした商材の海外展開に向けた市場調査、改良、
PR・流通まで一貫したプロデュース活動や海外向け販路開拓、
外国人観光客による国内消費の喚起に向けた地域ネットワー
クが行う地域資源等の磨き上げや海外向けPR活動を支援。

③中小企業事業者等
④地域資源等に関する情
報発信

経済産業省
中小企業等支援人材育
成事業（タウンマネー
ジャー研修）

156 (2,550)

【H27年度】
まちづくりに関する豊富な知識やノウハウ、事業を興せるような
まちづくり特有のスキルを有するタウンマネージャー等の育成
支援。
【H28年度】
H27年度事業のまちプロデュース活動支援事業を中小企業・小
規模事業者人材対策事業に大括り化し、左記事業名で要求

③民間事業者 ④地域活性化

国土交通省
公共交通施設や建築物
等のバリアフリー化の推
進

- -

地域公共交通確保維持改善事業（非公共）や社会資本整備総
合交付金（公共）等による、旅客施設及び車両（鉄道、自動車、
船舶、航空）、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等のバリ
アフリー化の推進

①、②、③（交通事業者等）
等

②

国土交通省 心のバリアフリーの推進 - -
地方局によるバリアフリー教室の開催等による、バリアフリー化
の推進に関する国民の理解・協力の促進等

① ②

環境省

2020年東京オリンピック
に向けた都市圏における
環境対策評価検証等事
業

151 28

ロンドン大会での導入実績、リオ・デジャネイロ大会での導入予
定対策について調査し、東京大会で有効と思われる環境対策
について検討を行う。検討の結果、導入可能な環境対策につい
ては、関係各主体への導入を促進する。また、平成27年度に策
定する東京都市圏を対象とした統合的アプローチによる環境対
策の評価検証ガイドラインを活用し、普及啓発活動を行い環境
対策の推進を図っていく。

① ①

環境省
東京オリンピックに向けた
熱中症に関する普及啓発
事業

15 54

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会
に向けて、平成27年度に作成予定の夏期の大規模イベント等
における熱中症対策に関する指針を検証するとともに、日本の
夏になれていない海外からの旅行客等に向けた熱中症対策の
普及啓発手法の検討を行う。

① ①
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