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ガイドブック」に掲載しています。

ふるさとづくり有識者会議委員の
取組の紹介

「ふるさとづくり有識者会議」のメンバーである有識者が、

「ふるさとづくり」において行った取組の事例を紹介します。

ふるさとづくり有識者会議　委員名簿
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「5つのかかわり」別  施策一覧
「ふるさとづくり」に関する施策を「5つのかかわり」ごとに分類し、

該当事例がある場合は頁数を記載しています。

【表の見方】

事業の詳しい内容を記載
しています。

複数の「かかわり」にまたがっており、この項の
前にも記載があることを示しています。

関係する省庁と連絡先を
記載しています。

該当する事例が掲載されている
頁数を記載しています。

1-1　自然景観の保全
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

地域間連携協定（再掲） 地域間連携協定に基づく自然環境保護を目的としたボラ
ンティア活動を支援。

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

57
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1 環境的かかわり
1-1　自然景観の保全

事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

地域間連携協定 地域間連携協定に基づく自然環境保護を目的としたボランテ
ィア活動を支援。

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

57

1-2　地場の力の再生
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

都市再生整備計画事業

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれ
るまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進す
ることにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会
の活性化を図ることを目的とし、都市再生整備計画に位置づ
けられたまちづくりに必要な幅広い対象事業に対し、交付金
を交付。
（補助率：概ね40％以内、45％以内、1／2以内）

国土交通省
都市局市街地整備課
03-5253-8412

58

まち・住まい・交通の
創蓄省エネルギー化
モデル構築支援事業

低炭素社会の実現に向けて、まち・住まい・交通の一体的な
創蓄省エネルギー化を総合的に推進するため、地方自治体、
民間事業者等の取組を構想段階から支援することなどによ
り、都市規模、地域特性等に応じた先導的なモデル構築及び
全国的な普及促進を図る。

国土交通省
総合政策局環境政策課
03-5253-8268
low-carbon@mlit.go.jp

59
60

街なみ環境整備事業

地区の固有の資源である良好な景観や歴史的街並みの保全・
再生に、地域が一体となって取組み、魅力あるふるさとづく
りを推進。
（補助対象者：地方公共団体、法定協議会、補助率：1/2、
1/3）

国土交通省
住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室
03-5253-8517
juushi@mlit.go.jp

61

1-3　農林水産業による環境保全
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

都市農村共生・対流
総合対策交付金

都市と農山漁村の共生・対流において、農山漁村の持つ豊か
な自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する地域の手づ
くり活動を支援。
・事業実施主体：地域協議会、農業法人、NPO等
・補助率：定額
・上限額：1地区当たり800万円

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課
03-3502-5946

62

「農」のある暮らしづくり
交付金

都市及び都市近接地域において、公益的機能を発揮する田畑
等を保全するため都市の農業者と地域住民が共同で行う農地
の保全・管理活動や「農」の持つ公益的機能を維持増進する
ための景観形成・生態系保全施設等の整備を支援。
・事業実施主体：民間団体、NPO、市町村等
・補助の要件：都市計画区域内
・補助率：推進対策 定額、整備対策1/2以内
・上限額：推進対策　1地区当たり400万円（うち簡易な施設
整備100万円)

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課都市農業室
03-3502-0033

63

43



中山間地域等直接支払
交付金

地域振興8法で指定された条件不利地域内の傾斜農用地等に
おいて、農業生産活動や農道・水路の適切な管理などを5年
以上継続して取り組むことについて協定を締結した農業者に
対して、傾斜度に応じ一定額の交付金を交付。
集落において、地域の実情に即した持続的な農業生産活動等
の体制整備や都市住民との交流、自然生態系保全等について
話し合いを行い活動を実施。
・事業実施主体：協定を締結した農業者等
・補助率：定額

農林水産省
農村振興局農村政策部
中山間地域振興課
中山間整備推進室
03-3501-8359

東北農政局整備部地域整備課
022-221-6293
関東農政局整備部地域整備課
048-740-0487
北陸農政局整備部地域整備課
076-232-4726
東海農政局整備部地域整備課
052-223-4639
近畿農政局整備部地域整備課
075-414-9553
中国四国農政局整備部
地域整備課
086-224-9422
九州農政局整備部地域整備課
096-211-9788
内閣府沖縄総合事務局
農林水産部経営課
098-866-1628

64

農地・水保全管理支払
交付金

農業者と非農業者で行う、地域共同による農地・農業用水等
の資源の基礎的な保全管理活動や農村環境の保全のための活
動、老朽化が進む施設の長寿命化のための活動、水質、土壌、
生物多様性等の地域環境の保全に資する高度な保全活動に対
して支援。
・事業実施主体：農業者等の組織する団体等
・補助率：定額

農林水産省
農村振興局整備部農地資源課
03-6744-2447

東北農政局整備部農地整備課
022-221-6291
関東農政局整備部農地整備課
048-740-0049
北陸農政局整備部農地整備課
076-232-4725
東海農政局整備部農地整備課
052-223-4638
近畿農政局整備部農地整備課
075-414-9541
中国四国農政局整備部
農地整備課
086-224-9423
九州農政局整備部農地整備課
096-211-9816
国土交通省北海道開発局
農業水産部農業振興課
011-700-6768
内閣府沖縄総合事務局
農林水産部土地改良課
098-866-1652
北海道農政部農村振興局
農村設計課
011-204-5399

65

農山漁村活性化
プロジェクト支援交付金

農山漁村における定住・地域間交流を促進するための生産施
設や地域間交流拠点施設等の整備を支援。
・事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織す
る団体等

・補助率：1/2等

農林水産省
農村振興局整備部農村整備官
03-3501-0814

66

森林・山村多面的機能
発揮対策

地域住民が中心となった民間協働組織（活動組織）による里
山林等の森林保全管理等山村の活性化に資する取組に対し、
一定の費用を国が支援。
・事業実施主体：活動組織
・補助の要件：３名以上で組織を構成、森林所有者との協定
締結等

・補助率：定額（1/2相当）
・上限額：1活動組織当たり500万円

農林水産省
林野庁森林整備部森林利用課
03-3502-0048

67
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水産多面的機能発揮対策

①水産業・漁村の持つ多面的機能の効果的・効率的な発揮
に資する地域の取組を支援するため、漁業者、地域住民、
PTA、NPO等で構成する活動組織が行う多面的機能の発揮
のための 1. 国民の生命財産の保全、2. 地球環境保全、3. 漁
村文化の継承 にかかる活動に対し支援。
②水産業・漁村の多面的機能に資する活動を全国的に推進す
るため、技術的事項についての講習会、技術サポート等を
行う民間団体等への支援。

・事業実施主体：①地域協議会、都道府県、市町村
②民間団体等

・補助率：①及び②ともに定額
・上限額：①１活動組織当たり国費2,000万円

農林水産省
水産庁漁港漁場整備部計画課
03-3501-3082

68

都市再生整備計画事業
（再掲）

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれ
るまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進す
ることにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会
の活性化を図ることを目的とし、都市再生整備計画に位置づ
けられたまちづくりに必要な幅広い対象事業に対し、交付金
を交付。
（補助率：概ね40％以内、45％以内、1／2以内）

国土交通省
都市局市街地整備課
03-5253-8412

58

1-4　その他
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

景観・歴史を大切にした
まちづくり
（景観まちづくりの推進）

景観法に基づき地方公共団体が「景観計画」を策定し、定め
られた基準に適合するよう建築等行為のデザインや色彩を制
限する等により良好な景観形成を推進。

国土交通省
都市局公園緑地・景観課
03-5253-8954

69

景観・歴史を大切にした
まちづくり
（歴史まちづくりの推進）

歴史まちづくり法に基づき、市町村が策定する歴史的風致維
持向上計画を国（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）
が認定し、祭礼行事等の伝統活動と歴史的建造物等の保全を
一体的に推進。

国土交通省
都市局公園緑地・景観課
03-5253-8954

70

景観・歴史を大切にした
まちづくり（歴史的風致
維持向上推進等調査）

町家等の歴史的建造物の滅失を防ぎ、歴史的まち並みを保存・
活用するため、その隘路となる課題について、実証的に調査
解決等を行う地域の取組を募集し、優れた提案を国からの委
託調査により推進。

国土交通省
都市局公園緑地・景観課
03-5253-8954

71

景観・歴史を大切にした
まちづくり（景観まちづ
くり教育の推進）

行政向け、学校向け、市民向けの景観まちづくり教育ツール
を提供することで、良好な景観形成に関する意識の啓発、知
識の普及等を行っている。
例えば、学校において「総合的な学習の時間」を用いて展開
できるような、景観まちづくり学習のモデルプログラム等を
開発し、手引きとしてまとめ、事例集も含めて広く周知する
ことで景観まちづくり教育を推進。

国土交通省
都市局公園緑地・景観課
03-5253-8954

72

2 文化的かかわり
2-1　伝統文化の保存

事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

地域伝統芸能まつり
全国を代表する地域伝統芸能・文化、古典芸能等が一堂に会
して実演を披露、地域伝統芸能等についての国民の再認識を
促すことなどを通じ、地域の活性化に関する国民的機運を盛
り上げる。

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

73

文化遺産を活かした
地域活性化事業

地方公共団体が策定する計画に基づき実施される伝統行事・
伝統芸能の公開、後継者育成、子供達が親とともに地域の伝
統文化に触れる体験教室など、地域の文化遺産を活用した特
色ある総合的な取組を支援する。

文部科学省
文化庁文化財部伝統文化課
03-5253-4111（内線4786）

74
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日本食文化ナビ

地域の伝統的な食文化を次世代に守り伝え、それらを活用し
て地域活性化に取り組むためのナビゲーション「日本食文化
ナビ」の活用促進。
・対象者：地方公共団体、事業者、学校関係者、団体、個人
など地域活性化に取り組むすべての方

・入手方法：①ダイジェスト版　冊子で配布中
②全体版　農林水産省ホームページに掲載中
（http://www.maff.go.jp/j/study/syoku_vision/
manual/index.html）

農林水産省
大臣官房政策課
食ビジョン推進室
03-6738-6120

75

街なみ環境整備事業
（再掲）

地区の固有の資源である良好な景観や歴史的街並みの保全・
再生に、地域が一体となって取組み、魅力あるふるさとづく
りを推進。
（補助対象者：地方公共団体、法定協議会、補助率：1/2、
1/3）

国土交通省
住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室
03-5253-8517
juushi@mlit.go.jp

61

景観・歴史を大切にした
まちづくり（歴史まちづ
くりの推進）（再掲）

歴史まちづくり法に基づき、市町村が策定する歴史的風致維
持向上計画を国（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）
が認定し、祭礼行事等の伝統活動と歴史的建造物等の保全を
一体的に推進。

国土交通省
都市局公園緑地・景観課
03-5253-8954

70

都市再生整備計画事業
（再掲）

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれ
るまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進す
ることにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会
の活性化を図ることを目的とし、都市再生整備計画に位置づ
けられたまちづくりに必要な幅広い対象事業に対し、交付金
を交付。
（補助率：概ね40％以内、45％以内、1／2以内）

国土交通省
都市局市街地整備課
03-5253-8412

58

2-2　世代間の文化伝承
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

日本食文化ナビ（再掲）

地域の伝統的な食文化を次世代に守り伝え、それらを活用し
て地域活性化に取り組むためのナビゲーション「日本食文化
ナビ」の活用促進。
・対象者：地方公共団体、事業者、学校関係者、団体、個人
など地域活性化に取り組むすべての方

・入手方法：①ダイジェスト版　冊子で配布中
②全体版　農林水産省ホームページに掲載中
（http://www.maff.go.jp/j/study/syoku_vision/
manual/index.html）

農林水産省
大臣官房政策課
食ビジョン推進室
03-6738-6120

75

農山漁村活性化
プロジェクト支援交付金
（再掲）

農山漁村における定住・地域間交流を促進するための生産施
設や地域間交流拠点施設等の整備を支援。
・事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織す
る団体等

・補助率：1/2等

農林水産省
農村振興局整備部農村整備官
03-3501-0814

76

水産多面的機能発揮対策
（再掲）

①水産業・漁村の持つ多面的機能の効果的・効率的な発揮
に資する地域の取組を支援するため、漁業者、地域住民、
PTA、NPO等で構成する活動組織が行う多面的機能の発揮
のための 1. 国民の生命財産の保全、2. 地球環境保全、3. 漁
村文化の継承 にかかる活動に対し支援。
②水産業・漁村の多面的機能に資する活動を全国的に推進す
るため、技術的事項についての講習会、技術サポート等を
行う民間団体等への支援。

・事業実施主体：①地域協議会、都道府県、市町村
②民間団体等

・補助率：①及び②ともに定額
・上限額：①１活動組織当たり国費2,000万円

農林水産省
水産庁漁港漁場整備部計画課
03-3501-3082

68

2-3　その他
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

国宝重要文化財等
保存整備費補助金

国指定等文化財の所有者等が文化財の保存・継承・活用等を
行うために必要な経費を補助する。（補助率原則50％、上限
は85％）

文部科学省
文化庁文化財部伝統文化課
03-5253-4111（内線2871）

77
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3 教育的かかわり
3-1　地域に関する学習を通した、地域社会に対する誇りと愛情の育成

事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

地域伝統芸能まつり
（再掲）

全国を代表する地域伝統芸能・文化、古典芸能等が一堂に会
して実演を披露、地域伝統芸能等についての国民の再認識を
促すことなどを通じ、地域の活性化に関する国民的機運を盛
り上げる。

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

73

景観・歴史を大切にした
まちづくり（景観まちづ
くり教育の推進）（再掲）

行政向け、学校向け、市民向けの景観まちづくり教育ツール
を提供することで、良好な景観形成に関する意識の啓発、知
識の普及等を行っている。
例えば、学校において「総合的な学習の時間」を用いて展開
できるような、景観まちづくり学習のモデルプログラム等を
開発し、手引きとしてまとめ、事例集も含めて広く周知する
ことで景観まちづくり教育を推進。

国土交通省
都市局公園緑地・景観課
03-5253-8954

72

3-2　学校と地域社会の連携
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

子ども農山漁村交流
プロジェクト

農山漁村での様々な体験を通じて子どもたちの生きる力を育
成するとともに、都市と農山漁村の交流を創出することによ
り農山漁村地域の再生や活性化を図るもの。
【特別交付税措置】
自治体の地方単独事業に対して、特別交付税による財政支援
（算入率2分の1）

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

85

文化財建造物等を
活用した地域活性化事業

重要文化財建造物、登録有形文化財建造物又は重要伝統的建
造物群保存地区の公開活用を推進する事業等に必要な経費を
補助する。

文部科学省
文化庁文化財部参事官付
（建造物担当）
03-5253-4111（内線3160）

78

地域の特性を活かした
史跡等総合活用支援推進
事業

「公開活用」のための史跡等の復元整備、「安心・安全」のた
めの石垣の崩落防止装置などの防災対策等を支援。

文部科学省
文化庁文化財部記念物課
03-5253-4111（内線4767）

79

地域と共働した美術館・
歴史博物館創造活動
支援事業

美術館・歴史博物館を地域の文化の拠点として活性化すると
ともに、地域との共働の下、美術館・歴史博物館が有する多
面的な可能性を生かした事業の展開を支援する。

文部科学省
文化庁文化財部美術学芸課
03-5253-4111（内線2833）

80

劇場・音楽堂等
活性化事業

文化拠点である劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信や
専門的人材の養成、普及啓発事業、劇場・音楽堂等間のネッ
トワーク形成を支援すること等により、劇場・音楽堂等の活
性化や地域コミュニティの創造と再生を推進（補助対象経費
の2分の1（劇場・音楽堂等間のネットワーク形成への支援は
事業に要する旅費及び運搬費の合計額）を上限に補助）。

文部科学省
文化庁文化部芸術文化課
03-5253-4111（内線3163）

81

地域発・文化芸術創造発
信イニシアチブ

地方公共団体が企画する文化芸術に関する事業を支援するこ
とにより、地域文化の再生やコミュニティの再構築、地域の
活性化を推進（補助対象経費の2分の1を上限に補助）。

文部科学省
文化庁文化部芸術文化課
03-5253-4111（内線2836）

82

都市農村共生・対流
総合対策交付金（再掲）

都市と農山漁村の共生・対流において、農山漁村の持つ豊か
な自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する地域の手づ
くり活動を支援。
・事業実施主体：地域協議会、農業法人、NPO等
・補助率：定額
・上限額：1地区当たり800万円

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課
03-3502-5946

83

手づくり郷土賞
（てづくりふるさとしょう）

「手づくり郷土賞」は昭和61年度に創設され、平成25年度で
28回目の開催となる国土交通大臣表彰。地域の魅力や個性を
創出している良質な社会資本及びそれと関わりを持つ優れた
地域活動を一体の成果として発掘し、「手づくり郷土賞」とし
て表彰するとともに、好事例として広く紹介することにより、
各地で個性的で魅力ある郷土づくりに向けた取組が一層推進
されることを目指している。

国土交通省
総合政策局
公共事業企画調整課
03-5253-8912

84
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「域学連携」地域づくり
支援事業

大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域の住民やNPO等
とともに、地域の課題解決や地域づくりに継続的に取組、地
域の活性化や人材育成に資するもの。
【特別交付税措置】地方公共団体と大学等の両者が負担して
いる経費のうち、地方公共団体が一般財源から支出した宿泊
費、旅費、会場費等が対象
※算定額＝対象経費×0.8（算入率）×財政力補正

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

86

栄養教諭を中核とした食
育推進事業

栄養教諭を中核とした食育推進のための実践的な取組と教育
委員会における地域の食育推進機能の強化等に対する支援を
充実し、地域人材や地元の食材を活用した学校における食育
の充実を図る。

文部科学省
スポーツ・青少年局
学校健康教育課
03-5253-4111（内線2095）

87

学校給食における地場産
物の活用促進事業

地場産物に関する食育教材の開発等を行うほか、地場産物を
活用した学校給食のメニュー開発コンテストや調理員を対象
とした調理講習会を開催するなど、総合的に地場産物活用を
推進することにより食育の推進を図る。

文部科学省
スポーツ・青少年局
学校健康教育課
03-5253-4111（内線2694）

88

学校・家庭・地域の連携
協力推進事業

地域住民等の参画による「学校支援地域本部」、「放課後子供
教室」などの学校・家庭・地域の連携協力による様々な取組
を支援することにより、社会全体の教育力を向上させ、地域
の活性化を図るとともに、子供が安心して暮らせる環境づく
りを推進する。

文部科学省
生涯学習政策局社会教育課
03-5253-4111（内線3260）

89

地（知）の拠点整備事業
（大学COC（Center of 
Community）事業）

大学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研
究・地域貢献を進める大学等を支援することで、課題解決に
資する様々な人材や情報・技術が集まる、地域コミュニティ
の中核的存在としての大学の機能強化を図る。

文部科学省
高等教育局大学振興課
03-5253-4111（内線3321）

90

都市農村共生・対流
総合対策交付金（再掲）

都市と農山漁村の共生・対流において、小学校をはじめとす
る子どもの農山漁村における体験教育活動等の取組を支援。
・事業実施主体：地域協議会、農業法人、NPO等
・補助率：定額
・上限額：1地区当たり800万円

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課
03-3502-5946

91

「農」のある暮らしづくり
交付金（再掲）

都市及び都市近接地域の小中学校等において、地元農業者・
PTAの参加を得て行う学童農園の開設・運営活動や農園の整
備を支援。
・事業実施主体：市町村、学校法人等
・補助の要件：都市計画区域内
・補助率：推進対策 定額、整備対策 1/2以内
・上限額：推進対策 1地区当たり400万円（うち簡易な施設整
備100万円）

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課都市農業室
03-3502-0033

92

3-3　ふるさとづくりを推進する人材の育成
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

地域おこし協力隊

地方自治体が、3大都市圏をはじめとする都市圏から都市住
民を受入れ、｢地域おこし協力隊｣ として委嘱。隊員が、住
民票を異動させ、概ね１年以上３年程度地域で生活し、地域
協力活動に従事。
【特別交付税措置】
隊員の募集等に要する経費、隊員の活動等に要する経費等
が特別交付税の算定対象
隊員1人あたり400万円（報償費等200万円）を上限
募集に係る経費として、1自治体あたり200万円を上限

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

93

集落支援員

地方自治体が、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関し
てノウハウ・知見を有した人材を「集落支援員」として委嘱。
集落への「目配り」として、集落の状況把握、集落点検、住
民と住民、住民と市町村の間での話し合いの促進等を実施。
【特別交付税措置】
集落支援員の設置、集落点検及び話し合いの実施に要する
経費等が特別交付税の算定対象
支援員1人あたり350万円を上限（兼任の場合、1人あたり
40万円を上限）

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

94
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復興支援員

被災自治体が、被災地内外の人材を被災地のコミュニティの
再構築のために、「復興支援員」として委嘱（期間は概ね1年
以上最長5年以下）。復興支援員は、被災地に居住して、被災
者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の「復興に伴う
地域協力活動」を実施。
【特別交付税措置】
復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協
力活動に要する経費が特別交付税の算定対象　
支援員1人につき、報酬等＋活動費（必要額）を措置

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

95

外部専門家

市町村が、地域活性化の活動実績があり、一定の知見を有す
る外部専門家（※地域人材ネット登録者）を年度内に延べ10
日以上活用。
【特別交付税措置】
上記の取組（地域独自の魅力や価値を向上させる取組に要
する経費（旅費、謝金（報償費））が特別交付税の算定対
象
専門家活用区分、財政力指数に応じて一定額を上限

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

－

地域資源・事業化支援
アドバイザー

　地域資源の発掘や事業化に向けた取組に係る助言等を行う
ことにより、地方公共団体を核として地域での資金循環や付
加価値の増加、雇用拡大につながる取組を促進するため、ア
ドバイザーを派遣。
【平成25年度予算額　300百万円】

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

96

ふるさと担い手育成対策 農林水産業の担い手を育成するための現場における研修並び
に専門的知識及び技能を習得するための研修の支援。

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

97

都市農村共生・対流
総合対策交付金（再掲）

都市と農山漁村の共生・対流において、地域外の人材の活用、
意欲ある都市の若者の長期的受入れ等の取組を支援。
・事業実施主体：地域協議会、農業法人、NPO等
・補助率：定額
・上限額：1地区当たり250万円

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課
03-3502-5946

98

地域づくり情報局
（Repis:Regional Planning 
Information System）

平成17年にホームページを開設し、地域づくりの先進事例や
活動のノウハウをキーパーソンに聞き紹介している。また、
各省庁の地域づくりに関する記者発表へのリンク集である「地
域づくり記者発表」の更新も行っている。
さらに、地域づくりの先進事例や活動のノウハウについては、
メールマガジンによる情報発信も実施している。
（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/chiiki-

joho/）

国土交通省
総合政策局
公共事業企画調整課
03-5253-8912
chiiki-joho@mlit.go.jp

99

3-4　その他
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

知の蓄積等による
地域づくり

知の蓄積・交流による地域づくりのため、地方公共団体が行
う職員体制の強化やソフト事業の充実等を図るもの。
【普通交付税措置】300億円程度　平成23年度～
【特別交付税措置】250億円程度　平成23年度から3カ年

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

－

4 経済的かかわり
4-1　誇りある生活の場の再生

事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

過疎地域等自立活性化
推進交付金

過疎地域の自立・活性化に資する、先進的で波及性のある事
業、集落を維持・活性化するために総合的に取り組む事業、
定住促進及び遊休施設の再整備等を支援。
【平成25年度当初予算　5.5億円】　

総務省
地域力創造グループ
過疎対策室
03-5253-5536

100
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若手企業人地域
交流プログラム

地方の元気づくりを推進するとともに、地方と大都市圏の交
流の架け橋となる人材を受け入れるため、大都市圏の企業に
勤務する若手企業人を、一定期間（1～ 3年間）自治体に受
け入れるもの。
【特別交付税措置】
若手企業人を受け入れる自治体の財政負担に対して１名当
たり350万円

総務省
地域力創造グループ
地域自立応援課

101

街なみ環境整備事業
（再掲）

地区の固有の資源である良好な景観や歴史的街並みの保全・
再生に、地域が一体となって取組み、魅力あるふるさとづく
りを推進。
（補助対象者：地方公共団体、法定協議会、補助率：1/2、
1/3）

国土交通省
住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室
03-5253-8517
juushi@mlit.go.jp

61

4-2　自律的な地域産業構造の構築
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

地域経済循環創造事業
交付金

地域資源を発掘し、事業化可能性調査を行う段階から、事業
立ち上げの準備経費を支援するまで、パッケージで関係者の
調整・支援を行う地方公共団体を支援。
【Ｈ24補正予算事業　21.9億円　67事業を実施】

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

102

地域資源・事業化支援
アドバイザー（再掲）

地域資源の発掘や事業化に向けた取組に係る助言等を行うこ
とにより、地方公共団体を核として地域での資金循環や付加
価値の増加、雇用拡大につながる取組を促進するため、アド
バイザーを派遣。
【平成25年度予算額　300百万円】

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

96

地域力創造対策

地域力創造推進地域の選定を契機に新たに実施した事業又は
地域選定を契機として著しくその内容を拡充した事業を支援。
【特別交付税措置】
推進地域の選定を契機に新たに実施した事業等について特
別交付税措置（一般財源×0.6)

【その他】
ふるさと財団で実施するふるさと融資貸付限度額を一般地
域の1.25倍に拡充

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

103

地域ファイナンスの支援
地方公共団体が行う、コミュニティ・サービス事業者向けフ
ァンドに対する出融資やこれらの事業者への制度融資、利子
補給及び経営指導等を支援するもの。

総務省
地域力創造グループ
地域振興室
03-5253-5536

104

・商店街まちづくり事業

・地域商店街活性化事業

・地域中小商業支援事業

【商店街まちづくり事業】
○補助対象者：商店街組織（商店街振興組合、任意の商店街
組織等）
○補助の要件：商店街振興組合等が、地域の行政機関等から
の要請等に基づいて、地域住民の安心・安全な生活環境を
守るための施設・設備の整備（防犯カメラの設置、街路灯
の整備、高齢者の生活のための女性や若手の創業等による
空き店舗活用）等を行う場合に補助する。
○補助率：2／3
○上限額：15,000万円
【地域商店街活性化事業】
○補助対象者：商店街組織（商店街振興組合、任意の商店街
組織等）
○補助の要件：消費税率の引き上げを見据え、地域の中小小
売商業者が行う集客力向上の取組や消費喚起イベント等を
支援する。
○補助率：定額
○上限額：400万円
【地域中小商業支援事業】
○補助対象者：商店街振興組合、事業協同組合、商工会等、
商店街等とまちづくり会社・NPO法人等との連携体等
○補助の要件：地域住民のニーズを踏まえた施設の整備、店
舗の集約化等など、商店街等による地域コミュニティ機能
再生に向けた取組を支援するとともに、空き店舗活用事業
や地域資源を活用した集客事業等の商店街活性化にむけた
取組を支援する。
○補助率：1／3～2／3
○上限額：50,000万円（一部については20,000万円）

経済産業省
中小企業庁商業課
03-3501-1929

105
106
107
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まち再生出資業務

都市再生に資する民間都市開発事業の立ち上げを支援するた
め、①市町村が作成する都市再生整備計画の区域内で都市再
生整備計画に記載された事業と一体的に施行される民間都市
開発事業又は②都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整
備計画に記載された重点地区の区域内で民間事業者が実施す
る拠点施設整備事業であって、国土交通大臣認定を受けた事
業に対し、民間都市開発推進機構が出資を実施。

国土交通省
都市局まちづくり推進課
03-5253-8406

108

住民参加型まちづくり
ファンド支援業務

地域の資金を地縁により調達し、これを景観形成・観光振興
等のまちづくりへ誘導するため、まちづくり活動への助成を
行う住民参加型まちづくりファンド(公益信託、公益法人、市
町村長が指定するNPO等の非営利法人（都市再生整備推進法
人として指定された会社であって民間都市開発推進機構の拠
出金を充てて行う事業から生じる利益を当該会社の配当に充
てないものを含む）、復興まちづくり会社又は地方公共団体
が設置する基金)に対して、民間都市開発推進機構が資金拠出
による支援を実施。

国土交通省
都市局まちづくり推進課
03-5253-8406

109

都市再生整備計画事業
（再掲）

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれ
るまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進す
ることにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会
の活性化を図ることを目的とし、都市再生整備計画に位置づ
けられたまちづくりに必要な幅広い対象事業に対し、交付金
を交付。
（補助率：概ね40％以内、45％以内、1／2以内）

国土交通省
都市局市街地整備課
03-5253-8412

58

4-3　農林水産業の活性化
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

ふるさと担い手育成対策
（再掲）

農林水産業の担い手を育成するための現場における研修並び
に専門的知識及び技能を習得するための研修の支援。

総務省
地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523
chisei@soumu.go.jp

97

６次産業化ネットワーク
活動交付金

農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、
地域の創意工夫を活かしながら、多様な事業者によるネット
ワークを構築して取り組む新商品開発や販路開拓、農林水産
物の加工・販売施設の整備等を支援。
・事業実施主体：地方公共団体、民間団体等
・補助の要件：加工・販売施設等の整備への支援については、
六次産業化･地産地消法又は農商工等連携促進法による法
認定を受けた農林漁業者等であること。

・交付率：1/2以内（新商品開発や販路開拓等への支援につい
ては、六次産業化･地産地消法による認定総合化事業計画
及び農商工等連携促進法による認定農商工等連携事業計画
の取組の場合は、2/3以内）

農林水産省
食料産業局産業連携課
03-6744-2063

110

食のモデル地域育成事業
（日本の食を広げる
  プロジェクト）

地域で生産・製造される国産農林水産物や食品の消費拡大を
図るため「食のモデル地域構築計画」を策定し、農林水産大
臣からモデル地域として認定された地域に対し、商品開発、
販路開拓、人材育成等の取組を支援。
・事業実施主体：都道府県又は市町村、農林漁業者、食品関
連事業者等から構成される組織「食のモデル地域実行協議
会」

・補助の要件：農林水産大臣からのモデル地域としての認定
・補助率：定額
・上限額：１事業実施主体当たり1,000万円

農林水産省
食料産業局
食品小売サービス課
外食産業室
03-3502-8267

111

農山漁村活性化
プロジェクト支援交付金
（再掲）

農山漁村における定住・地域間交流を促進するための生産施
設や地域間交流拠点施設等の整備を支援。
・事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織す
る団体等

・補助率：1/2等

農林水産省
農村振興局整備部農村整備官
03-3501-0814

112
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水産多面的機能発揮対策
（再掲）

①水産業・漁村の持つ多面的機能の効果的・効率的な発揮
に資する地域の取組を支援するため、漁業者、地域住民、
PTA、NPO等で構成する活動組織が行う多面的機能の発揮
のための 1. 国民の生命財産の保全、2. 地球環境保全、3. 漁
村文化の継承 にかかる活動に対し支援。

②水産業・漁村の多面的機能に資する活動を全国的に推進す
るため、技術的事項についての講習会、技術サポート等を
行う民間団体等への支援。

・事業実施主体：①地域協議会、都道府県、市町村
②民間団体等

・補助率：①及び②ともに定額
・上限額：①1活動組織当たり国費2,000万円

農林水産省
水産庁漁港漁場整備部計画課
03-3501-3082

68

産地水産業強化支援事業

①産地協議会が策定した「産地水産業強化計画」に基いて実
施する地域漁業の課題克服（所得の向上、地先資源の増大等）
へ向けた積極的な取組に対して支援。また、産地協議会が行
う検討会の開催、調査・調整活動の実施、新たなマーケット
の開拓、実践的知識・技術の習得の活動に対して費用の一部
を補助。
②産地協議会が策定した「産地水産業強化計画」に基づく地
域漁業の課題克服へ向けた取組（上記①）に必要となる共同
利用施設の整備について、市町村を通じた交付金により費用
の一部を補助。
・事業実施主体：①産地協議会（漁業関係機関等（漁業協同
組合等）、市町村、関係団体）、②産地協議会の構成員である
市町村、水産業協同組合等
・交付率：①定額（1/2以内）

②定額（1/3、4/10、1/2、5.5/10、2/3以内）
・上限額：①１計画当たり国費年間250万円

②１計画当たり国費３億円

農林水産省
水産庁漁港漁場整備部
防災漁村課
03-6744-2391

113

4-4　その他
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

都市農村共生・対流
総合対策交付金（再掲）

都市と農山漁村の共生・対流において、農山漁村の持つ豊か
な自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する地域の手づ
くり活動を支援。
・事業実施主体：地域協議会、農業法人、NPO等
・補助率：定額
・上限額：1地区当たり800万円

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課
03-3502-5946

114

「農」のある暮らしづくり
交付金（再掲）

都市及び都市近接地域において、「農」のある暮らしづくり
に向けた地域活動や地元農産物を住民が気軽に楽しむために
必要となる農産物の生産・加工・流通を促進するための施設
の整備を支援。
・事業実施主体：民間団体、NPO、市町村等
・補助の要件：都市計画区域内
・補助率：推進対策 定額、整備対策 1/2以内
・上限額：推進対策1地区当たり400万円（うち簡易な施設整
備100万円）

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課都市農業室
03-3502-0033

115

中心市街地魅力発掘・
創造支援事業

中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた市
町村等において、まちづくり会社等が実施する①まちの魅力
を高めるための事業化調査、②専門人材の派遣、③先導的・
実証的な取組に対して、重点的に支援を行う。
【補助対象者】まちづくり会社・商店街振興組合、商工会議所、
NPO法人等

【補助率】　　1／2、2／3
【上限額】　　①・②の事業　1,000万円
　　　　　　③の事業　　　3億円

経済産業省
商務流通保安グループ
中心市街地活性化室
03-3501-3754

116
117
118
119

酒蔵ツーリズムの促進

認知度が低い、地域内での広がりにつながらないなどの課題
がある酒蔵ツーリズムを促進するため、関係府省、地方自治
体、観光関連業界、酒造業界などの構成で酒蔵ツーリズム推
進協議会が発足。
当該協議会では、日本産酒類（日本酒、焼酎、泡盛及び日本
産のワイン・ビール等）を盛り立てるとともに、それを観光
資源として活用し、外国人観光客への訴求も見据え、我が国
及び地域の観光交流の魅力の増進と地域活性化に繋げること
を目的に、先進的な取り組みの情報の収集・発信、本件に関
わる様々な関係者の連携強化等を実施。

国土交通省
観光庁観光資源課
03-5253-8924

120
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5 人と人との関係的かかわり
5-1　時代にふさわしいコミュニティの形成

事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

移住・交流推進機構
（JOIN）

移住や交流の希望者への情報発信、移住・交流のニーズに応
じた地域サービスを提供するシステムの普及などを担う全国
的な推進組織（企業等と地方自治体で構成）。

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

121

スポーツを通じた
地域コミュニティ活性化
促進事業

①地元の大学や企業などが有するスポーツ資源（人材・施設）
を効果的に活用した取組、②スポーツ実施率の低い若者を対
象としたスポーツ参加促進策の全国展開を実施することによ
り、地域住民のスポーツへの参加意欲を高め、スポーツを通
じた地域コミュニティの活性化を促進。

文部科学省
スポーツ・青少年局
スポーツ振興課
①スポーツ連携室専門職
　03-5253-4111（内線2998）
②振興係
　03-5253-4111（内線2685）

122

集落地域における
「小さな拠点」形成の推進

人口減少・高齢化が進む集落が複数集まる地域（小学校区等）
において、歩いて動ける範囲で、商店、診療所などの生活サ
ービスや地域活動が行われ、集落からのアクセス手段が確保
された「小さな拠点」の形成を推進するため、地方自治体、
地域団体等と連携しつつ、ノウハウの全国的な蓄積・普及を
図る。具体的には、地方自治体向けのガイドブックの作成や
地域における合意形成・プランづくりに関するモニター調査
を実施している。

国土交通省
国土政策局総合計画課
03-5253-8365

123

民間まちづくり活動促進
事業

市民・企業・NPO等の知恵・人的資源等を引き出す先導的な
都市施設の整備・管理の普及を図るため、まちづくり会社等
の民間の担い手が主体となったまちづくり計画・協定の策定
や、都市再生特別措置法の都市利便増進協定等に基づく施設
整備等を含む実証実験等に対し、補助を行う。
（補助率：1／2以内、1／3以内）

国土交通省
都市局まちづくり推進課
03-5253-8406

124

都市再生整備計画事業
（再掲）

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれ
るまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進す
ることにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会
の活性化を図ることを目的とし、都市再生整備計画に位置づ
けられたまちづくりに必要な幅広い対象事業に対し、交付金
を交付。
（補助率：概ね40％以内、45％以内、1／2以内）

国土交通省
都市局市街地整備課
03-5253-8412

58

5-2　世代間の交流
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

集落支援員（再掲）

地方自治体が、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関し
てノウハウ・知見を有した人材を「集落支援員」として委嘱。
集落への「目配り」として、集落の状況把握、集落点検、住
民と住民、住民と市町村の間での話し合いの促進等を実施。
【特別交付税措置】
集落支援員の設置、集落点検及び話し合いの実施に要する
経費等が特別交付税の算定対象
支援員1人あたり350万円を上限（兼任の場合、1人あたり
40万円を上限）

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

94

地域スポーツと
トップスポーツの
好循環推進プロジェクト

拠点となる総合型地域スポーツクラブにおいてトップアスリ
ートを活用し、地域のジュニアアスリート等を指導するとと
もに、学校に「小学校体育活動コーディネーター」を派遣す
ることなどを通じて、地域スポーツとトップスポーツの好循
環を実現。

文部科学省
スポーツ・青少年局
スポーツ振興課
スポーツ連携室連携推進係
03-5253-4111（内線3485）

125

5-3　地域間の交流
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

子ども農山漁村交流
プロジェクト（再掲）

農山漁村での様々な体験を通じて子どもたちの生きる力を育
成するとともに、都市と農山漁村の交流を創出することによ
り農山漁村地域の再生や活性化を図るもの。
【特別交付税措置】
自治体の地方単独事業に対して、特別交付税による財政支
援（算入率2分の1）

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

85
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「域学連携」地域づくり
支援事業（再掲）

大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域の住民やNPO等
とともに、地域の課題解決や地域づくりに継続的に取組、地
域の活性化や人材育成に資するもの。
【特別交付税措置】地方公共団体と大学等の両者が負担して
いる経費のうち、地方公共団体が一般財源から支出した宿泊
費、旅費、会場費等が対象
※算定額＝対象経費×0.8（算入率）×財政力補正

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

86

地域おこし協力隊（再掲）

地方自治体が、3大都市圏をはじめとする都市圏から都市住
民を受入れ、｢地域おこし協力隊｣ として委嘱。隊員が、住
民票を異動させ、概ね１年以上３年程度地域で生活し、地域
協力活動に従事。
【特別交付税措置】
隊員の募集等に要する経費、隊員の活動等に要する経費等
が特別交付税の算定対象
隊員1人あたり400万円（報償費等200万円）を上限
募集に係る経費として、1自治体あたり200万円を上限

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

93

若手企業人地域交流
プログラム
（再掲）

地方の元気づくりを推進するとともに、地方と大都市圏の交
流の架け橋となる人材を受け入れるため、大都市圏の企業に
勤務する若手企業人を、一定期間（1～ 3年間）自治体に受
け入れるもの。
【特別交付税措置】要綱に該当する若手企業人を受け入れる
自治体の財政負担に対して1名当たり350万円

総務省
地域力創造グループ
地域自立応援課
03-5253-5392

101

消費・安全対策交付金

農林漁業に触れながら、食や農への理解を深める食育を実践
する「教育ファーム」や地域の食育関係団体のネットワーク
化等、地域に根ざした食育活動に対して支援。
・事業実施主体：都道府県、市町村、農業者団体等
・交付率：定額（1/2以内）

農林水産省
消費・安全局消費者情報官
03-3502-5723

126

都市農村共生・対流
総合対策交付金（再掲）

都市と農山漁村の共生・対流において、意欲ある都市の若者
の長期的受入れや、小学校をはじめとする子どもの農山漁村
における体験教育活動等の取組を支援。
・事業実施主体：地域協議会、農業法人、NPO等
・補助率：定額
・上限額：1地区当たり800万円

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課
03-3502-5946

127

「農」のある暮らしづくり
交付金（再掲）

都市及び都市近接地域において、住民のコミュニティの場で
もある市民農園等の整備を支援するとともに、援農ボランテ
ィアの活動等を支援。
・事業実施主体：民間団体、NPO等
・補助の要件：都市計画区域内
・補助率：推進対策 定額、整備対策 1/2以内
・上限額：推進対策 1地区当たり400万円（うち簡易な施設整
備100万円）

農林水産省
農村振興局農村政策部
都市農村交流課都市農業室
03-3502-0033

128

農山漁村活性化
プロジェクト支援交付金
（再掲）

農山漁村における定住・地域間交流を促進するための生産施
設や地域間交流拠点施設等の整備を支援。
・事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織す
る団体等

・補助率：1/2等

農林水産省
農村振興局整備部農村整備官
03-3501-0814

129

中心市街地活性化の
まちづくりに関する情報
提供業務

中心市街地活性化に取り組もうとする者に対して、これから
始めようとする者、具体的な支援策を探している者、まちづ
くり会社等の設立を検討している者等それぞれの目的に合わ
せて、国土交通省の支援業務等や事例をとりまとめ、ホーム
ページにより公表している。
（http://www.mlit.go.jp/crd/index/index.html）

国土交通省
都市局まちづくり推進課
03-5253-8406

130

集落活性化推進事業

過疎、山村、半島、離島及び豪雪の各法令指定地域を対象と
して、人口減少や高齢化が先行・加速する条件不利地域にお
いて、活性化の核となる地域拠点の整備を支援し、定住人口
の流出抑制、交流人口の増加を図る。
（補助率　：1／2以内）

国土交通省
国土政策局地方振興課
03-5253-8403

131

地域いきいき
観光まちづくり
事例集作成等業務

地域における観光振興の取組を効率的に進めるためには、各
地域の取組の情報・ノウハウ等をその他の地域に有効に活用
していくことが極めて重要であることから、各地の観光振興
の取組事例等を調査し、その結果をとりまとめて事例集を作
成する。

国土交通省
観光庁観光地域振興課
03-5253-8327

132
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観光地域づくり
相談窓口の設置

観光庁及び全国の運輸局に「観光地域づくり相談窓口」を設
置し、観光による地域活性化を目指す地域の方々を対象に、
関連施策の紹介や、関係省庁への仲介などを行うことで地域
の取組を支援する。

国土交通省
観光庁観光地域振興課
03-5253-8327

133

地域公共交通確保維持
改善事業

多様な関係者の連携により、地方バス路線、離島航路・航空
路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、バリアフリ
ー化、地域鉄道の安全性の向上に資する設備など、快適で安
全な公共交通の構築に向けた取組を支援する。
（補助率：1／2以内、1／3以内など（事業により異なる））
（ 詳 細 に つ い て は、http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
transport/sosei_transport_tk_000041.html 参照）

国土交通省
総合政策局公共交通政策部
交通支援課
03-5253-8396

134

5-4　その他
事業名称 事業内容 関係省庁（問い合わせ先） 該当事例頁

地域づくり総務大臣表彰
全国各地で、地域をより良くしようと頑張る団体、個人等を
表彰することにより、地域づくりへの情熱や想いを高め、豊
かで活力ある地域社会の構築を図る。

総務省
地域力創造グループ
地域振興室
03-5253-5536

135

復興支援員（再掲）

被災自治体が、被災地内外の人材を被災地のコミュニティの
再構築のために、「復興支援員」として委嘱（期間は概ね1年
以上最長5年以下）。復興支援員は、被災地に居住して、被災
者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の「復興に伴う
地域協力活動」を実施。
【特別交付税措置】
復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協
力活動に要する経費が特別交付税の算定対象　
支援員1人につき、報酬等＋活動費　（必要額）  を措置

総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5394

95

中心市街地魅力発掘・
創造支援事業
（再掲）

中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた市
町村等において、まちづくり会社等が実施する①まちの魅力
を高めるための事業化調査、②専門人材の派遣、③先導的・
実証的な取組に対して、重点的に支援を行う。
【補助対象者】 まちづくり会社・商店街振興組合、商工会議所、

NPO法人等
【補助率】　　1／2、2／3
【上限額】　　①・②の事業　1,000万円
　　　　　　③の事業　　　3億円

経済産業省
商務流通保安グループ
中心市街地活性化室
03-3501-3754

116
117
118
119

「今しかできない旅がある」
若者旅行を応援する取組
表彰

若者の旅行振興に取り組む機運を高めるため、「今しかでき
ない旅がある」をキャッチフレーズに、若者が旅行に行きた
くなる取組に対する観光庁長官表彰を新設。第1回を平成24
年12月より募集し、本年6月に受賞取組を決定するとともに、
取組事例をとりまとめた。（表彰結果及び取組事例について
は、 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000150.html　
参照）

国土交通省
観光庁観光資源課
03-5253-8924

136
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1. 環境的かかわり

2. 文化的かかわり

3. 教育的かかわり

4. 経済的かかわり

5. 人と人との関係的かかわり

「5つのかかわり」別
施策集

「ふるさとづくり」に関する施策を紹介します。

施策は1事例1頁とし、かかわりごとに分類しています。
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環境的かかわり
1-1 自然景観の保全

57

総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

03-5253-5394



環境的かかわり
1-2 地場の力の再生

58

国土交通省
都市局市街地整備課

03-5253-8412



環境的かかわり
1-2 地場の力の再生

59

国土交通省
総合政策局環境政策課

03-5253-8268



環境的かかわり
1-2 地場の力の再生

60

国土交通省
総合政策局環境政策課

03-5253-8268



環境的かかわり
1-2 地場の力の再生

61

国土交通省
住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

03-5253-8517



環境的かかわり
1-3 農林水産業による環境保全

62

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課

03-3502-5946



環境的かかわり
1-3 農林水産業による環境保全

63

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室

03-3502-0033



環境的かかわり
1-3 農林水産業による環境保全

64

農林水産省
農村振興局農村政策部中山間地域振興課中山間整備推進室

03-3501-8359



環境的かかわり
1-3 農林水産業による環境保全

65

農林水産省
農村振興局整備部農地資源課

03-6744-2447



環境的かかわり
1-3 農林水産業による環境保全

66

農林水産省
農村振興局整備部農村整備官

03-3501-0814



環境的かかわり
1-3 農林水産業による環境保全

67

農林水産省
林野庁森林整備部森林利用課

03-3502-0048



環境的かかわり
1-3 農林水産業による環境保全

68

農林水産省
水産庁漁港漁場整備部計画課

03-3501-3082



環境的かかわり
1-4 その他

69

国土交通省
都市局公園緑地・景観課

03-5253-8954



環境的かかわり
1-4 その他

70

国土交通省
都市局公園緑地・景観課

03-5253-8954



環境的かかわり
1-4 その他

71

国土交通省
都市局公園緑地・景観課

03-5253-8954



環境的かかわり
1-4 その他

72

国土交通省
都市局公園緑地・景観課

03-5253-8954



文化的かかわり
2-1 伝統文化の保存

73

総務省
地域力創造グループ地域政策課

03-5253-5523



文化的かかわり
2-1 伝統文化の保存

74

文部科学省
文化庁文化財部伝統文化課
03-5253-4111（内線4786）



文化的かかわり
2-1 伝統文化の保存

75

農林水産省
大臣官房政策課食ビジョン推進室

03-6738-6120



文化的かかわり
2-2 世代間の文化継承

76

農林水産省
農村振興局整備部農村整備官

03-3501-0814



文化的かかわり
2-3 その他

77

文部科学省
文化庁文化財部伝統文化課
03-5253-4111（内線2871）



文化的かかわり
2-3 その他

78

文部科学省
文化庁文化財部参事官付（建造物担当）

03-5253-4111（内線3160）



文化的かかわり
2-3 その他

79

文部科学省
文化庁文化財部記念物課
03-5253-4111（内線4767）



文化的かかわり
2-3 その他

80

文部科学省
文化庁文化財部美術学芸課
03-5253-4111（内線2833）



文化的かかわり
2-3 その他

81

文部科学省
文化庁文化部芸術文化課
03-5253-4111（内線3163）



文化的かかわり
2-3 その他

82

文部科学省
文化庁文化部芸術文化課
03-5253-4111（内線2836）



文化的かかわり
2-3 その他

83

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課

03-3502-5946



文化的かかわり
2-3 その他

84

国土交通省
総合政策局公共事業企画調整課

03-5253-8912



教育的かかわり
3-2 学校と地域社会の連携

85

総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

03-5253-5394



教育的かかわり
3-2 学校と地域社会の連携

86

総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

03-5253-5394



教育的かかわり
3-2 学校と地域社会の連携

87

文部科学省
スポーツ・青少年局学校健康教育課

03-5253-4111（内線2095）



教育的かかわり
3-2 学校と地域社会の連携

88

文部科学省
スポーツ・青少年局学校健康教育課

03-5253-4111（内線2694）



教育的かかわり
3-2 学校と地域社会の連携

89

文部科学省
生涯学習政策局社会教育課
03-5253-4111（内線3260）



教育的かかわり
3-2 学校と地域社会の連携

90

文部科学省
高等教育局大学振興課

03-5253-4111（内線3321）



教育的かかわり
3-2 学校と地域社会の連携

91

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課

03-3502-5946



教育的かかわり
3-2 学校と地域社会の連携

92

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室

03-3502-0033



教育的かかわり
3-3 ふるさとづくりを推進する人材の育成

93

総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

03-5253-5394



教育的かかわり
3-3 ふるさとづくりを推進する人材の育成

94

総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

03-5253-5394



教育的かかわり
3-3 ふるさとづくりを推進する人材の育成

95

総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

03-5253-5394



教育的かかわり
3-3 ふるさとづくりを推進する人材の育成

96

総務省
地域力創造グループ地域政策課

03-5253-5523



教育的かかわり
3-3 ふるさとづくりを推進する人材の育成

97

総務省
地域力創造グループ地域政策課

03-5253-5523



教育的かかわり
3-3 ふるさとづくりを推進する人材の育成

98

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課

03-3502-5946



教育的かかわり
3-3 ふるさとづくりを推進する人材の育成

99

国土交通省
総合政策局公共事業企画調整課

03-5253-8912



経済的かかわり
4-1 誇りある生活の場の再生

100

総務省
地域力創造グループ過疎対策室

03-5253-5536



経済的かかわり
4-1 誇りある生活の場の再生

101

総務省
地域力創造グループ地域自立応援課

03-5253-5392



経済的かかわり
4-2 自律的な地域産業の活性化

地域経済循環創造事業交付金

102

総務省
地域力創造グループ地域政策課

03-5253-5523



経済的かかわり
4-2 自律的な地域産業の活性化

103

総務省
地域力創造グループ地域政策課

03-5253-5523



経済的かかわり
4-2 自律的な地域産業の活性化

104

総務省
地域力創造グループ地域振興室

03-5253-5536



経済的かかわり
4-2 自律的な地域産業の活性化

105

経済産業省
中小企業庁商業課
03-3501-1929



経済的かかわり
4-2 自律的な地域産業の活性化

106

経済産業省
中小企業庁商業課
03-3501-1929



経済的かかわり
4-2 自律的な地域産業の活性化

107

経済産業省
中小企業庁商業課
03-3501-1929



経済的かかわり
4-2 自律的な地域産業の活性化

108

国土交通省
都市局まちづくり推進課

03-5253-8406



経済的かかわり
4-2 自律的な地域産業の活性化

109

国土交通省
都市局まちづくり推進課

03-5253-8406



経済的かかわり
4-3 農林水産業の活性化

110

農林水産省
食料産業局産業連携課

03-6744-2063



経済的かかわり
4-3 農林水産業の活性化

111

農林水産省
食料産業局食品小売サービス課外食産業室

03-3502-8267



経済的かかわり
4-3 農林水産業の活性化

112

農林水産省
農村振興局整備部農村整備官

03-3501-0814



経済的かかわり
4-3 農林水産業の活性化

113

農林水産省
水産庁漁港漁場整備部防災漁村課

03-6744-2391



経済的かかわり
4-4 その他

114

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課

03-3502-5946



経済的かかわり
4-4 その他

115

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室

03-3502-0033



経済的かかわり
4-4 その他

116

経済産業省
商務流通保安グループ中心市街地活性化室

03-3501-3754



経済的かかわり
4-4 その他

117

経済産業省
商務流通保安グループ中心市街地活性化室

03-3501-3754



経済的かかわり
4-4 その他

118

経済産業省
商務流通保安グループ中心市街地活性化室

03-3501-3754



経済的かかわり
4-4 その他

119

経済産業省
商務流通保安グループ中心市街地活性化室

03-3501-3754



経済的かかわり
4-4 その他

120

国土交通省
観光庁観光資源課
03-5253-8924



人と人との関係的かかわり
5-1 時代にふさわしいコミュニティの形成

121

総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

03-5253-5394



人と人との関係的かかわり
5-1 時代にふさわしいコミュニティの形成

122

文部科学省
スポーツ・青少年局スポーツ振興課　03-5253-4111

①スポーツ連携室専門職（内線2998）
②振興係（内線2685）



人と人との関係的かかわり
5-1 時代にふさわしいコミュニティの形成

123

国土交通省
国土政策局総合計画課

03-5253-8365



人と人との関係的かかわり
5-1 時代にふさわしいコミュニティの形成

124

国土交通省
都市局まちづくり推進課

03-5253-8406



人と人との関係的かかわり
5-2 世代間の交流

125

文部科学省
スポーツ・青少年局スポーツ振興課スポーツ連携室連携推進係

03-5253-4111（内線3485）



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

126

農林水産省
消費・安全局消費者情報官

03-3502-5723



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

127

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課

03-3502-5946



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

128

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室

03-3502-0033



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

129

農林水産省
農村振興局整備部農村整備官

03-3501-0814



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

130

国土交通省
都市局まちづくり推進課

03-5253-8406



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

131

国土交通省
国土政策局地方振興課

03-5253-8403



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

132

国土交通省
観光庁観光地域振興課

03-5253-8327



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

133

国土交通省
観光庁観光地域振興課

03-5253-8327



人と人との関係的かかわり
5-3 地域間の交流

134

国土交通省
総合政策局公共交通政策部交通支援課

03-5253-8396



人と人との関係的かかわり
5-4 その他

135

総務省
地域力創造グループ地域振興室

03-5253-5536



人と人との関係的かかわり
5-4 その他

136

国土交通省
観光庁観光資源課
03-5253-8924


