
カテゴリー 施策名 施策概要 創設年度 予算額（１８年度） 実績等 担当部署

農村コミュニティ再生・活性化支援事業 都市から農村への定住等を促進するため、定住や長期滞在の促進方策の策
定、住居、職業などの生活関連情報などの提供、相談など支援体制の構築、
定住希望者への意向調査・広報活動などのＰＲ活動の実施などを行う。
また、農村と地域産業との連携を促進するため、異業種連携の促進、地域産
業集積に向けた企業誘致、地域産業マネージャーの育成・誘致、人材バンク
の設置なども行う。

平成１８年度 215百万円 ・対象：ＮＰＯ、農業協同組
合、土地改良区、その他農業
者の組織する団体、地方公
共団体が出資する団体。

農林水産省農村振興局企画部農
村政策課指導係
TEL:03-3502-5948
農林水産省農村振興局企画部農
村政策課農村整備総合調整室
TEL:03-3502-5946

地域における人材の受け入れ体制の整備支援モ
デル調査

ＵＪＩターンを希望する団塊世代等の円滑な再チャレンジの実現を図るため、
地方公共団体、地域集落の代表、地元企業、ＮＰＯ等が参画する協議会が
行う人材受け入れのための各種取組（居住・就業体験機会の提供、移住ガイ
ダンス等）に対する支援を行う。

平成１９年度 － － 国土交通省都市・地域整備局企
画課
TEL:03-5253-8398

都市から地方への移住・交流の促進に関する調査 意欲のある地方をモデル地域とし、地域受入側（自治体・民間等による地域
サービスの提供）、都市住民側及び両者の橋渡し役（受入側と都市住民側を
マッチングするコンシェルジュ機能）の３者で構成される移住・交流の受入シ
ステム構築の調査研究を実施し、このシステムを全国に普及させることによ
り、移住・交流による地域の活性化、国民の移住・交流ニーズに対応できる
移住・交流サービスの創出を促す。

平成１９年度（予定） 60百万円（予定） ・対象：地方自治体、民間団
体、企業等。

総務省自治行政局過疎対策室
TEL:03-5253-5536

「離島の総合交流推進」支援事業
アイランダー（交流イベント）

交流人口の増加、Ｕ・Ｉターンの促進を図るため、離島の魅力のＰＲ、情報提
供、離島住民と都市住民との交流などを目的として、東京においてフォーラム
（アイランダー）を開催。

平成５年度 19百万円の内数 ・17年度は東京で開催、来場
者数約12,000人、約150島。

国土交通省都市・地域整備局離
島振興課
TEL:03-5253-8421

都市と離島の共生・対流に関する調査 離島地域と都市住民との交流の促進を図るため、東京以外の都市において
も離島の魅力を情報発信するフォーラム（イベント）を開催し、離島の伝統工
芸・伝統芸能の紹介、特産品の販売、離島住民と都市住民との情報交換会、
Ｕ・Ｉターン情報の提供などを実施するとともに、アンケート調査等により地方
都市住民の離島へのニーズを把握。

平成１６年度 5百万円 ・17年度は大阪で開催、来場
者数約５万人。

国土交通省都市・地域整備局離
島振興課
TEL:03-5253-8421

グリーンツーリズム情報発信機能強化事業 各種メディアを活用した都市住民の農産漁村情報に接する機会の拡大、大
都市圏におけるグリーンツーリズムフェア開催による田舎との出会いの場の
設定など都市部における取組の活性化を図り、都市と農産漁村の共生・対流
の促進に資する。

平成１８年度 89百万円 － 農林水産省農村振興局企画部農
村政策課都市農業・地域交流室
TEL:03-3502-0030

滞在型グリーン・ツーリズム等振興事業 都市住民の多様なニーズに対応した滞在型グリーン・ツーリズム等の振興を
図るための調査・分析・普及、団塊の世代など都市住民のニーズに対応した
農山漁村における受入体制の整備、取組の中心となる人材の育成確保に対
する支援等を実施。

平成１８年度 74百万円 ・対象：（財）都市農山漁村交
流活性化機構

農林水産省農村振興局企画部農
村政策課都市農業・地域交流室
TEL:03-3502-0030

地域づくりインターン事業 地域づくりに熱心に取り組んでいる地域に、大学生や大学院生を中心とした
２０歳から３５歳までの三大都市圏に居住する若者を体験調査員として派遣。
地域づくり活動や、地域産業の体験、地域住民との交流などに参加してもら
い地域の魅力を理解してもらう。

平成１２年度 － ・対象：市町村
・実績：18年度派遣地域 ２５
地域

国土交通省都市・地域整備局地
方整備課

「こだわりステイ１ｗｅｅｋ」（国内ロングステイ／二地
域居住の観光・交通面からの環境整備に係る実証
実験）

参加各地域において、長期滞在用の宿泊施設、滞在プログラム、公共交通
機関の利便性向上策を用意した上で、各地域に滞在するモニタを募集し、実
際に最低１週間程度の長期滞在をしてもらうもの。この実験により、長期滞在
に関するニーズを確認し、国土交通省において今後取り組む国内ロングステ
イ／二地域居住の環境整備に関する施策に反映させることを予定。

平成１８年度 － ・18年度参加地域 5地域 国土交通省総合政策局政策課
TEL:03-5253-8111(内線26214)

「離島の総合交流推進」支援事業
離島ツアー（観光交流支援）

離島地域経済の活性化を目的として、モニターによる観光ルート、内容等の
検証を行い、新たな有機的な観光ルート設定、手法の開発を実施。また、都
市部のモニターを離島に滞在させ、離島の生活に直接的な関わりを持たせる
ことで新たな「離島のサポーター」の育成を図る。

平成５年度 19百万円の内数 ・対象：離島地域の市町村、
民間団体等
・17年度実施地域 2箇所

国土交通省都市・地域整備局離
島振興課
TEL:03-5253-8420

離島体験滞在交流促進事業 離島の創意工夫を活かした自立的発展を支援するための事業に対して国と
して補助を行い、離島での滞在や体験を通し交流人口拡大による離島地域
の活性化を図る。（施設整備、交流事業等）

平成１５年度 192百万円 ・対象：市町村（離島振興対
策実施地域）
・17年度迄の実績：施設整備
8箇所、交流事業 4箇所など

国土交通省都市・地域整備局離
島振興課
TEL:03-5253-8421

交流居住のススメ　全国田舎暮らしガイド 交流居住（田舎暮らし）を積極的に受け入れている全国の過疎市町村等が最
も自慢とする自然体験・田舎体験メニューをデータベース化したもので、交流
居住のタイプ別、地域別、キーワード別に検索が可能。

平成１８年度 － ・現在までのアクセス件数 約
10万件

総務省自治行政局過疎対策室
TEL:03-5253-5536

ふるさとｓｅａｒｃｈ（定住促進情報データベース） 地方定住の促進を図るとともに、魅力ある地域づくりの実現に資するため、
地方への移住や都市と農山漁村の交流を促す地域情報を発信。

平成１２年度 － ・17年度アクセス件数 約680
万件

国土交通省都市・地域整備局地
方整備課

新規就農等促進総合支援事業 将来の担い手となり得る農業者や雇用労働力を確保するため、小中学校に
おける農業体験学習などの教育プログラムの開発や全国新規就農相談セン
ターにおける就農・就業相談及び無料職業紹介、情報提供などを実施すると
ともに、ＵＪＩターンによる就農・就業を希望する大都市圏の就農希望者に対
する就農予備校における研修体制の整備、「農業e-ラーニング」システムの
構築などを実施し、新規就農の促進を図る。

平成１７年度 331百万円 ・年間相談受付件数 約１万
件

農林水産省経営局普及・女性課
TEL:03-3502-8112

体験交流・モニターツアー

情報提供・データベースの構築

（別紙）

受入基盤の整備

フォーラム・交流イベント

人材の誘致・移動に関する国の施策一覧



農林業等就職促進支援事業 農林業等への就業を希望する失業者や求職者に対して、各都道府県１カ所
の公共職業安定所に設置した就農等支援コーナー等において、農林業求人
等の情報提供や職業相談、職業紹介等を行い、農林業等への就業を支援。

平成１１年度 97百万円 ・17年度就農等支援コーナー
利用者数 7,375人

厚生労働省職業安定局雇用開発
課農山村雇用対策室
TEL:03-3502-6776

人づくりによる農村活性化支援事業 ＵＪＩターン希望者を対象に、地域産業マネージャーとして農村地域での地域
づくり、起業、産業振興等について地域をリードして主体的に活動できる人材
を育成するための研修等を実施。

平成１８年度 19百万円 ・対象：ＵＪＩターン希望者 農林水産省農村振興局企画部農
村政策課就業改善班調査計画係
TEL:03-3502-5948

緑の雇用担い手対策 Ｕ・Ｉターン者等林業就業に意欲のある若者等に対して、安全で効率的な林業
実施に必要な技術・技能を付与することにより、林業への就業・定着を促進
し、もって森林整備の推進と山村地域の活性化等を図る。

平成１８年度 6,700百万円 ・対象：林業事業体、林業就
職希望者等

林野庁林業労働対策室
TEL:03-3502-8111(内線6131)

林業就業支援事業 林業労働力の確保を図るため、新たに林業への就職を希望する求職者を対
象に、林業作業の体験等の講習や職業相談・生活相談を実施し、林業就業
に対する意識の明確化を図ることにより、林業への円滑な就業を支援。

平成１７年度 520百万円 ・対象：林業への就業を就職
希望する求職者
・１７年度講習受講者数
1,803名

厚生労働省職業安定局雇用開発
課農山村雇用対策室
TEL:03-3502-6776

地域の再生等の活動を先導する担い手の育成支
援

地域再生に資する活動を先導する人材の効率的・効果的な育成を目的とし
て研修等を実施するとともに、人材育成効果の発現をより高めるため、地域
再生の課題を抱える地域を中心に、多様な人材の創造力をいかし、地域づく
りの課題解決に向け効果を上げうる取組を実地に支援する。

平成１７年度 47百万円 ・対象：行政、地域住民、ボラ
ンティア等から構成される協
議会
・18年度事業実施地域 10地
域

国土交通省都市・地域整備局企
画課
TEL:03-5253-8398

離島地域人材育成等支援事業 離島における様々な交流活動やケーススタディをとおして、今後の離島地域
の活性化、自立促進のために、離島地域における人材育成のあり方を検証
するとともに、人づくりとリンクした「元気な島づくり」のための各種活性化法策
を検討する。

平成１７年度 14百万円 ・対象：離島地域の市町村、
住民等
・17年度は、全国の離島から
6箇所を選定し、モデル事業
を実施。

国土交通省都市・地域整備局離
島振興課
TEL:03-5253-8421

地方就職等支援事業 首都圏在住で地方での就職を希望する者を支援するため、「地方就職支援
センター」（東京）を設置し、アドバイザーによる職業相談、職業紹介、各地方
の求人情報、住宅・教育・医療・福祉などの生活関連情報の提供を行うととも
に、ハローワークにＵターン相談員を配置し、Ｕターン等に関する情報提供、
相談、指導助言等を実施。また、毎年１回、７月から８月にかけての２日間、
東京都内において地方企業との合同面接会「Ｕ・Ｉターンフェア」を実施。

平成元年度 150百万円 ・17年度相談件数 2,612件、
紹介件数 685件

厚生労働省職業安定局地域雇用
対策室
TEL:03-3593-2580

若年者のためのワンストップサービスセンター（ジョ
ブカフェ）の整備

Ｈ15年に国が策定した「若者自立・挑戦プラン」の中核的施策に位置付けら
れたもので、地域の実情に合った若者の能力向上と就職促進を図るため、若
年者が雇用関連サービスを1ヵ所でまとめて受けられるようにしたワンストップ
サービスセンター。

平成１６年度 経済産業省　5,250百万円
厚生労働省　2,575百万円

・平成17年度利用者数163.3
万人、就職者数8.9万人

経済産業省経済産業政策局産業
人材参事官室
TEL:03-3501-2259
厚生労働省職業安定局若年者雇
用対策室
TEL:03-5253-1111(内線5775)

美しいふるさと・国づくり推進事業 都市と農産漁村の共生・対流に向けて民間企業や行政機関等により様々な
形で個別に行われている各種の取組を統合し、、「農産漁村をフィールドとし
た新たなライフスタイルの提案」を統一的な基本コンセプトとして有識者や企
業、ＮＰＯ、行政機関等が連携して国民的運動を推進。具体的には、農産漁
村への観光、体験ツアー等の商品・企画の提案やセカンドハウスの供給・斡
旋などを推進し、都市住民による農産漁村への訪問や居住の機会の拡大を
図り、また、各種メディアやシンポジウム、セミナー等による新たなライフスタ
イルの提案、情報提供などを行う。

平成１５年度 70百万円 ・（財）都市農山漁村交流活
性化機構、（財）農村開発企
画委員会が、ＨＰによる情報
提供、表彰事業などを実施。

農林水産省農村振興局企画部農
村政策課農村整備総合調整室
TEL:03-3502-5946

元気な地域づくり交付金 農業、農村の活性化に資する施設の整備や地域住民など多様な主体の参
画による取組や地域づくりの支援、グリーンツーリズムや都市農業を通じた
市民農園等における交流・ふれあい活動の推進、農業生産基盤の整備や中
山間地域における担い手確保、地域産業振興などの地域づくりの支援を実
施。

平成１７年度 41,526百万円の内数 ・対象：農業者の組織する団
体、農業協同組合、土地改良
区、市町村、都道府県等
・17年度交付件数
中山間地域振興218地区、グ
リーンツーリズム振興19地区
など

農林水産省農村振興局整備部地
域整備課企画班
TEL:03-3502-8111（内線4960・
4963）

山村力誘発モデル事業 都市と山村とが連携した都市住民のインターシップや資源循環システムの構
築、定住者を確保するための条件整備など山村地域の活性化に資する意欲
的・先導的な取組に対して支援。

平成１８年度 125百万円 ・対象：自治体、森林組合、
第三セクター及びＮＰＯ等が
連携した任意団体等

林野庁森林整備部計画課山村振
興企画班
TEL:03-3502-0048

森業・山業創出支援総合対策事業 森林所有者をはじめ「緑の雇用担い手対策」の研修修了者や森林・林業とか
かわりたいというＵＪＩターン者などの所得機会の確保と定住を促進し、山村
地域の活性化につなげるため、森林資源等を活用した将来性・持続性のある
優良な事業プランに対して補助を行い、森林資源を活用した新たなビジネス
の創出を支援。

平成１７年度 135百万円 ・対象：地方公共団体、民間
事業者、組合等
・17年度の採択件数 30件

林野庁森林整備部計画課山村振
興企画班
TEL:03-3502-0048
林野庁森林整備部研究普及課普
及教育班
TEL:03-3501-3845

都市地方連携推進事業 都市と地方の農山漁村等の間の交流促進により、地方の活性化を推進する
とともに、都市住民の生活の充実を図るものであり、都市と地方の農山漁村
等の市町村や住民・ＮＰＯ等の連携により行われる先導的な交流事業（ソフ
ト、ハード）を一体的に支援。（既存施設の交流拠点施設への改修、体験交
流事業など）

平成１５年度 － ・対象：市町村 国土交通省都市・地域整備局地
方整備課

まちづくり専門家派遣検討調査 まちづくりに関するノウハウ等が不足している市町村に対し、専門家を派遣
し、助言・指導及び情報発信等を行い、地域の自立によるまちづくりを推進。

平成１５年度 7百万円 ・対象：市町村
・17年度派遣地域 14地域

国土交通省都市・地域整備局まち
づくり推進課
TEL:03-5253-8406

担い手確保・人材育成

地方就職希望者と地方企業等との
マッチング

地域の取組に対する支援



地域振興アドバイザー派遣制度 地域の活性化・交流を促進するために、様々な課題を抱えている市町村へ各
分野の専門家を派遣して、その専門家から助言をしてもらうことにより、自主
的な地域づくり活動等を側面から支援し、もって地域の活性化に資することを
目的とする。

平成１３年度 － ・対象：市町村
・18年度派遣地域 15地域

国土交通省都市・地域整備局地
方整備課

地域再生マネージャー事業 市町村の地域再生に係る取組にあたって、具体的・実務的ノウハウ等を有す
る企業又は人材に係る情報を市町村に提供し、市町村が当該企業等を「地
域再生マネージャー」として選定し地域再生に係る業務を委託する際の経費
を補助。

平成１６年度 100百万円 ・対象：市町村
・18年度採択件数 12地域

総務省自治行政局地域振興課
TEL:03-5253-5533

地域間交流施設整備事業 自然・文化・歴史・景観といった優れた地域資源を有する過疎地域において，
その優れた地域資源をいかして人・文化・情報等の交流を図るため、宿泊施
設、スポーツレクリエーション施設、地域文化・芸能体験施設などを整備し、
都市等との地域間交流の促進を図る。

平成１４年度 399百万円 ・対象：過疎地域市町村、構
成市町村の半数以上が過疎
地域市町村である広域市町
村圏の一部事務組合等
・17年度交付件数 15件

総務省自治行政局過疎対策室
TEL:03-5253-5536

過疎地域集落等整備事業費補助金のうち
過疎地域集落再編整備事業

人口の著しい減少及び高齢化の進展等によりその基礎的条件が著しく低下
した集落又は基礎的な公共サービスの確保が困難な地域に孤立散在する住
居について、基礎的な集落等への移転事業及び季節居住団地の整備を行
う。また、地域の若者や都市部からのＵＪＩターン者等を含めた定住を促進す
るため、基幹的な集落において定住促進団地整備を行う。

昭和４６年度 188百万円 ・対象：過疎地域市町村
・17年度交付件数 7件

総務省自治行政局過疎対策室
TEL:03-5253-5536

優良田園住宅制度 ライフスタイルの多様化などを背景とした田園居住に対するニーズへの対
応、地域への定住促進や都市と地域の交流の促進などを目的として、週末
用郊外型住宅等についての税制上の措置、２戸目の住宅取得に対する公庫
融資、地方公共団体が地方定住等地域の住宅政策の推進に必要なものとし
て計画に位置付けた事業に対する交付金の交付などを実施。

平成１０年度 国土交通省
　　　717,545百万円の内数
農林水産省
　　　　　6,768百万円の内数

・対象：市町村、民間事業者
等
・17年度迄の建設計画認定
件数12市町村363戸

国土交通省住宅局住環境整備室
TEL:03-5253-8508
農林水産省農村振興局農村整備
総合調整室
TEL:03-3502-8111（内線4622）

特定公共賃貸住宅制度 中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足して
いる場合に、地方公共団体が自ら住宅を建設し優良な賃貸住宅の供給の拡
大を図る。都市部からのＵＪＩターンにより地方部に居住することとなる者を対
象として入居者を募集することができる。

平成５年度 ２１１，６３１百万円の内数 ・対象：都道府県、市町村
・17年度実績 206戸

国土交通省住宅局住宅総合整備
課
TEL:03-5253-8506

人材派遣

居住・宿泊・交流施設整備


