
豊かな文化芸術の創造・活用と人材育成

○先進的文化芸術創造拠点形成事業 5億円 （新 規）

○戦略的芸術文化創造推進事業 7億円 （ 4億円）

○舞台芸術創造活動活性化事業 33億円 （ 33億円）

○日本映画の創造・交流・発信 8億円 （ 7億円）

○文化芸術による「創造力・想像力」 65億円 （ 63億円）

豊かな子供の育成 等

パシフィック・ミュージック・ 文化芸術による子供の育成事業
フェスティバル（札幌市）

208億円 （202億円）

かけがえのない文化財の保存、活用及び継承等
469億円 （452億円）

平成29年度文化庁予算(案)の概要
（28年度予算額 １，０４０億円）
29年度予算額(案) １，０４３億円

我が国の多彩な文化芸術の発信
と国際文化交流の推進

25億円 （ 26億円）

文化発信を支える基盤の整備・
充実

308億円 （326億円）

文化芸術立国実現に向けた文化プロ
グラムの推進及び文化庁の機能強化

334億円 （317億円）

○観光拠点形成重点支援事業 4億円 （新 規）

○日本遺産魅力発信推進事業 14億円 （ 13億円）

○美しい日本探訪のための文化財 3億円 （新 規）

建造物魅力向上促進事業

○文化財の適切な修理等による 323億円 （ 320億円）

継承・活用等 等

日本遺産 （千葉県成田市） 国宝 知恩院本堂 （京都市）

○国立文化施設の機能強化 259億円 （ 260億円）

○国立文化施設の整備 40億円 （ 59億円）
等

○芸術文化の世界への発信と新たな展開
11億円 （10億円）

○「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
2億円 （ 2億円）等

○文化芸術立国実現に向けた文化プログラムの推進
329億円 （ 317億円）

○文化庁の機能強化と京都への移転の推進
10億円 （新 規）

【再掲】

資料１１
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先進的文化芸術創造拠点形成事業（予定額 500百万円）

地域の文化芸術資源を磨き上げ活用する取組や、芸・産学官連携により持続的な地域経済の発展や共生社会の実現に向けた
取組を牽引する拠点を形成し、専門的人材の育成や国内外への発信などの取組を関係省庁と連携して支援する。これにより、
文化芸術資源を活用した地方創生、ひいては我が国の経済活性化、一億総活躍社会の実現に資することを目的とする。

○地方公共団体等による文化事業の実施体
制を構築する取組を支援

【支援内容】
・実施体制の運営費や調査研究費等

文化芸術創造拠点形成事業
（予定額 2,460百万円）

○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

【取組例】
・芸・産学官で取り組む、地域の音楽、舞踊、
演劇の公演、現代アート展、メディア芸術祭 等

文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

補助率：1/2 補助金額８千万円を上限

補助率：1/2 補助金額2千万円を上限

・地域で光る文化芸術創造拠点の形成
・地方公共団体の文化事業の実施能力向上

パシフィック・ミュージック・
フェスティバル

（北海道札幌市）

アース・セレブレーション
（新潟県佐渡市）

原則5年間の継続補助 定額補助 1億円/年
中間評価等により進捗状況を確認し、支援経費に反映

【課 題】
１．中長期的プランで計画したい地方公共団体が存在
２．地域の文化芸術を担うプロデューサーなど専門的人材が不足
３．各団体単独では連携が難しく文化芸術資源を有効に活用できていない
４．海外発信の戦略性が乏しい
５．高齢者や障害者等全ての人が参画し活躍できる社会の実現が必要

芸・産学官連携により、文化芸術資源を活用し、経済的価値、社会的・公共的価値を創出する新たな社会モデルの形成を推進

文化庁は、上記の先進的文化芸術創造拠点を中心として分野ごと
に取組や知見をパッケージ化して骨太化するプラットフォームを
構築。フォーラムの開催など国内外への情報発信等を行う。

文化庁が設定する重点分野において、左記課
題を踏まえ、芸・産学官連携により持続的な

地域経済の発展や共生社会の実現に向けた
取組を牽引する地方公共団体の総合的な取組
を先進的文化芸術創造拠点として支援

文化芸術創造活用プラットフォームの構築

トップレベルの文化芸術創造拠点の形成
文化庁文化庁
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◇先進的文化芸術創造拠点群と
プラットフォームのイメージ

◇先進的文化芸術創造拠点と省庁連携のイメージ

（28年度予算額 ２，７９０百万円）
29年度予定額 ２，９６０百万円

【支援内容】
・芸・産学官が連携して取り組む以下の事業

③ネットワーク構築事業
・関係者ネットワーク構築の

ための会議開催費等

②人材育成事業
・セミナー等開催費等
・専門人材活用の報償費等

①文化芸術事業等
・文化芸術事業開催のための出演費、舞台費、会場設営費等
・観光客ニーズや商品化に向けたニーズ把握のための調査研究費等

●重点分野例
現代アート・実演芸術等
メディア芸術（マンガ・アニメ等）
生活文化（工芸・食文化等）
共生社会(障害者・高齢者等）



「文化財総合活用戦略プラン」に以下のような新たな要素を付加して再編し、
観光資源である文化財を中核とした観光振興・地域経済の活性化を推進。

文化財総合活用・観光振興戦略プラン （28年度予算額 9,626百万円）
29年度予定額 10,421百万円

『文化財の観光資源としての開花』（観光ビジョン）を図るため、行動指針「文化財活用・理解促進戦略プログラム２０２０」を策定。
これに基づき、２０２０年までに

●文化財の観光資源としての魅力を向上させる取組を１，０００事業程度実施 するとともに、
●日本遺産をはじめ、文化財を中核とする観光拠点を全国で２００箇所程度整備 する。

【ポイント１】拠点整備の基盤策定＆重点支援

①日本遺産の認定、歴史文化基本構想の策定推進

・２０２０年までに各１００件まで拡充し、拠点整備の基盤に

②「観光拠点形成重点支援事業」による面的整備・活用の推進

・歴史文化基本構想策定地域等で実施される文化財群の一体的な活用を

推進する事業を支援

・他省庁の支援事業を複合的に活用した、拠点形成の優良事例を創出

【ポイント２】文化財等の観光資源としての魅力向上

①建造物等の外観・内装を美しく保つ美装化事業の充実

・登録有形文化財（建造物）や史跡等の構成要素である復元建造物も対象に

②文化財の価値・魅力の理解を促進する取組を支援

・外国人にも理解しやすい展示解説、案内設備の作成、多言語化

・修理現場の公開や、修理に併せた普及啓発事業（解説、パンフ作成等）

③文化財等の更なる利活用の推進

・宿泊施設、イベント会場等、ユニークベニューとしての活用

・美術館・博物館の夜間開館

歴史文化基本構想等に基づく
関連文化財群の面的・一体的整備・活用への支援

新たな活用関連メニューや他省庁事業を効果的に組み合わせ、
地域の文化財等の観光資源としての魅力を向上

美装化

無電柱化 解説作成



観光拠点形成重点支援事業
（ 新 規 ）

２９年度予定額 ３５１百万円

＜「文化財活用・理解促進戦略プログラム２０２０」の目標＞
２０２０年までに

●文化財の観光資源としての魅力を向上させる取組を１，０００事業程度実施
●日本遺産をはじめ、文化財を中核とする観光拠点を全国で２００箇所程度整備

拠点整備の基盤とするため、２０２０年までに日本遺産の認定件数、歴史文化基本構想の策定件数を各１００件まで拡充。

基本構想策定地域や、他のモデルとなるような優良な取組を実施する地域に対して、本事業により支援を実施。

【メニュー１】歴史文化基本構想活用推進枠
歴史文化基本構想に基づき実施される情報発信、人材育成、普及啓発、公開活用に資する設備整備等を支援。

【メニュー２】優良モデル創出枠
特に優良な観光拠点形成の事例を創出するため、他省庁とも連携して、周辺環境を含めた文化財群の面的・一体的な

整備を重点的に支援。（文化庁は、国指定等文化財の修理・整備等を支援）

歴史文化基本構想を活用した文化財群の
総合的な活用を推進する事業を支援

周遊バス実証運行駐車場整備文化財の修理・整備・公開活用

国交省、観光庁等と連携して周辺環境を含めた文化財群の面的・一体的整備を支援し、
特に優良な観光拠点形成の事例を創出 4



地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」に認定するとともに、ス
トーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信す
ることにより、地域の活性化・観光振興を図る。2020年までに100件程度の「日本遺産」の認定を行うことが政府方針となっている。

概 要

個々の遺産ごとに、いわば「点」として指定

従来型の文化財行政

国宝・重要文化財

史跡・名勝

無形文化財
民俗文化財

寺社・
仏閣

城郭

遺跡 伝統
芸能

甲冑

ポ イ ン ト

○文化財群のパッケージとして、「地域型」と「ネットワーク
（シリアル）型」の２タイプを想定

○自治体に対し、日本遺産に関する情報発信等に係る支援
策を用意 するほか、ハード面に関する事業をメニュー化

○文化庁による日本遺産ブランドの発信

○国交省、観光庁をはじめ関係省庁と 連携・協力し、省庁
横断的に支援。

・地域に根ざし世代を超えて受け継がれている内容

日本遺産（Japan Heritage)

ストーリー

文化庁
による認定

外部
有識者
の意見

地域に点在する様々な遺産を「面」として活用・発信

寺社・
仏閣

城郭

遺跡伝統
芸能

甲冑

⇒パッケージ化した文化財群を一体的にPRし、
地域のブランド化・アイデンティティの再確認を促進。

⇒地域の魅力が十分に伝わらない

ストーリーとは・・・・

・歴史的魅力発信のための明確なテーマ設定

・単なる歴史や文化財の説明になっていないこと

私たちの町には、
こんなストーリーが
あるのよ

日本最大の海賊”の本拠地：
芸予諸島

①情報発信、人材育成事業

③公開活用のための整備に係る事業

・日本遺産コーディネーターの配置
・多言語ＨＰ、パンフレットの作成
・ボランティア解説員の育成等

・ストーリーの理解に有効なガイダンス機能の強化
・周辺環境等整備（トイレ・ベンチ、説明板の設置等）

事 業 内 容

②普及啓発事業

・発表会、展覧会、ワークショップ、
シンポジウムの開催

・日本遺産ＰＲイベント（国内外）の開催

日本遺産プロモーション事業

・日本遺産全体のシンポジウムの開催
・地域のニーズにあった専門家の派遣

日本遺産魅力発信推進事業
（28年度予算額 １,２７５百万円）

29年度予定額 １,３５０百万円

出雲國たたら風土記
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美しい日本探訪のための文化財建造物魅力向上促進事業
（新 規)

２９年度予定額 ３０５百万円

取組事例

事業の概要

＜例＞彩色の剥離・剥落した部分の補筆や、漆塗部分の漆がけ

＜事業内容＞
「観光ビジョン」に掲げられた「文化財の観光資源としての開花」を実現するため、文化財建造物の外観・内装を
美しく保ち、観光資源としての価値を向上させる取組（美装化）を支援する。

＜事業の対象＞
重要文化財（建造物）、登録有形文化財（建造物）

＜例＞土壁の中塗りの修繕や漆喰上塗りの塗り直し

本格的な保存修理だけでなく、公開範囲の美観を保つ「美装化」の取組を推進することで、
より多くの文化財建造物を観光資源として活用することが可能に！

文化財建造物を活用した観光振興・地域経済活性化の推進
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