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SDGs達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業 令和３年度予算額（案）：50百万円
(前年度予算額：50百万円)

教育委員会や大学等と連携した、学校教師や教員養成課程学生等を
対象としたＥＳＤ研修の実施、及びその成果の発信。
教育委員会や大学等に対するＥＳＤの普及啓発、指導助言、ネットワー
ク構築等。

ＳＤＧｓ実現の視点を組み込んだカリキュラム、教材、プロジェクト等の開
発や実施、及びその成果の全国的な発信。
ＳＤＧｓと地域課題解決・地方創生をテーマとする、民間企業と連携した
プロジェクト・ベースド・ラーニング（ＰＢＬ）。

2020年度から本格実施の新学習指導要領で、持続可能な社会

の創り手の育成が学校に求められると明記。

教育振興基本計画やSDGs実施指針改定版（令和元年12月）に

ＳＤＧｓ実現のための教育（ＥＳＤ）の重要性が明記。

コロナ禍、大規模災害等を受けて、持続可能な社会の担い手育

成の必要が高まっている。

事業の柱 事業趣旨 事業内容（例）

ＳＤＧｓ実現の視点を組み込んだカリキュラ
ム、教材、地域プロジェクト等の開発や教
育実践を行う。

ＳＤＧｓ実現の中核的な担い手となる教師
の資質・能力の向上を図る。

ＥＳＤによる教育（学習）効果や学習者の変
容を測る評価手法を開発・実践し、その普
及を図る。

評価手法の開発と教育現場での実践（評価）、及び評価手法の汎用性
の向上と教育関係者への普及。

コロナ禍を受けた持続可能な社会づくりに対する関心、議論

の高まり。

2019年国連総会及びユネスコ総会における、ESDが全ての

SDGs達成に貢献することを掲げた「ESD for 2030」の採択と、

我が国がユネスコと共に主導するESDの一層の推進

2017年国連決議「ESDはすべてのSDGs実現の鍵である。」

国際的なニーズ国際的なニーズ

ＳＤＧｓ実現に向けて、ユース世代によるＥ
ＳＤの取組を加速させる。

ユース世代によるSDGs実現に向けた自主的・独創的な活動を支援・普
及（能力向上、ネットワーク構築等）

（1）カリキュラム等
開発・実践

（２）教師教育の推進

（３）教育（学習）効果
の評価と普及

（４）ユース世代の活動
の推進

教育を通じたＳＤＧｓの達成！教育を通じたＳＤＧｓの達成！国内のニーズ国内のニーズ

○持続可能な開発目標（SDGs）実現に向けた取組が広く普及したことや2020年度から本格実施の新学習指導要領において

「持続可能な社会の創り手の育成」が明記されたこと、さらには、新型コロナウイルスの流行や大規模災害等、予測不可能なこ

とが起こる時代において、持続可能な社会づくりに対する関心とともに、SDGs達成のための教育（ESD）の推進の必要性がより

一層高まっている。

○このことを踏まえ、SDGs実現の担い手に必要な資質・能力の向上を図る優れた取組に対する戦略的な支援を実施。
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②ユネスコスクールネットワーク
拠点の運営
ユネスコスクール事務局として、「持続
可能な社会の創り手」育成の拠点とな
るユネスコスクールの活性化を図るた
め、加盟申請や活動支援、講習会や
研修会の開催、ユネスコスクール支援
大学間ネットワーク(ASPUnivNet)の支
援等を行う。
（事業内容）
ユネスコスクールの加盟申請に係
る業務
ユネスコスクールの活動を支援す
るための指導・助言や研修等
ユネスコスクール向けの講習会、
研修会の開催 等

、

③ユネスコ世界ジオパーク拠点の
運営
日本ジオパーク委員会の事務局として、
ユネスコへの推薦に係る業務、再認定
審査に係る業務、選考基準策定、ユネ
スコとの連絡調整等を行うとともに、我
が国におけるユネスコ世界ジオパーク
活動を推進し情報発信を強化する。（ⅰ）急速な社会変化に即応した恒常的な情報発信、

（ⅱ）民間団体との連携強化、 （ⅲ）国内のユネスコ活
動と国際協力の成果の往還 を通じて、我が国のユネ
スコ活動が我が国やユネスコの優先課題の解決を通
じて持続可能な社会の構築に貢献

期待される効果

＜プラットフォームのイメージ＞

①「ユネスコ未来共創プラットフォーム」事務局の構築・運営
SDGsの実現に向けて積極的に取り組む多様なステークホルダーと連携し、
ユネスコ加盟７０周年やコロナ禍を受けてのユネスコの役割の再認識と「新た
な生活様式」における持続可能な社会の構築を推進するため、ユネスコ活動
の更なる充実や、活動成果の国内外への戦略的発信、先進的なユネスコ活
動の海外展開を一体的に推進することを目的としたプラットフォームを構築・運
営する。

（事業内容）
SDGｓ実現に向けた全国及び地域ネットワークの構築及び連携強化
ポータルサイトの構築・運用を通じた国内外への情報発信
海外展開を行う草の根のユネスコ活動の公募・審査・実施 等

＜事業内容＞

○世界や地域の課題解決に資するユネスコ活動の活性化に向けて、SDGsの実現に向けた取組等を進める多様なステークホル
ダーの知見を得て、国内活動と国際協力の成果の往還に資するよう、国内のユネスコ活動拠点ネットワークの戦略的整備と先
進的なユネスコ活動の海外展開を一体的に推進する体制を構築・運営する。

○コロナ禍によるパラダイムシフトが起こっている社会において、また日本のユネスコ加盟７０周年を機に、ユネスコの役割の再認
識及びユネスコ活動のメリットを生かした地域創成や多文化共生社会の構築、多様なステークホルダーの連携を深める戦略的
なプラットフォームを通じて、ユネスコ活動の活性化を通じた持続可能な社会の構築を推進するとともに、日本の取組を世界に
発信する。

令和３年度予算額（案） ：92百万円（前年度予算額：112百万円）

～世界と地域をつなぐユネスコ活動の推進～ユネスコ未来共創プラットフォーム

ユネスコ協会

自治体

大学

NPO 企業

ユネスコ未来共創
プラットフォーム
事務局

ユネスコスクール拠点
ユネスコ世界ジオパーク拠点
ユネスコエコパーク拠点

事業支援・ネットワーク形成・成果発信

文部科学省
（日本ユネスコ
国内委員会）

ユネスコ

加盟国

④ユネスコエコパーク拠点の運営
日本国内のユネスコエコパークについ
て、国際的な動向を踏まえた管理運営
を推進することを目的とした実務者ワー
クショップを企画・開催する。

海外ユネスコエコパーク実務担当者と
の意見交換等による管理運営ノウハウ
の共有等
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教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業 令和3年度予算額（案） 46百万円
（前年度予算額 62百万円）

背景 課題あああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああ

我が国が将来に向けて更に発展し繁栄を維持していくためには、未来を担う子供たちへの

学校教育の直接の担い手である教師の資質能力及び教職の魅力向上が不可欠である。教育再

生実行会議第十一次提言（令和元年5月17日）においては「Society5.0の到来などの様々な
社会変化や技術革新に対応した力を持つ教師の育成は喫緊の課題」とされており、加速度的

に変化する社会に対応する教育革新の大きな流れを見据えた、教師の養成・採用・研修の強

化が一層強く求められている。

事業内容

背景・
課題

● Society5.0時代の到来などの社会の変化に伴い、学校
教育を担う教師には「先端技術を効果的に取り入れたICT
活用指導力」「教科等横断的視点に立って児童生徒の資
質・能力を育成する力」「個別最適化された学びの在り方
を構想する力」などが一層重要になっている。このような新た
な社会に求められる資質・能力を有する教師の育成に資す
る、先導的な教職科目を開発する。

【3箇所×450万円】
● 英語教師を目指す学生を対象とした海外留学を含む教
員養成プログラムを開発する。

【1箇所×450万円】

養成改革の推進 採用改革の推進採用改革の推進
● 教職の魅力向上に関する取組の推進
多様な人材を教育界内外から確保するため、教職の魅
力向上を図る仕組みや、教職に関する理解を効果的に促
進するための情報発信の方法等を開発する。

【1箇所×400万円】
● 障害のある教師等の教育関係職員の活躍推進
・教育現場で活躍している全国の事例の収集・発信を行う。
・教育委員会や教職課程を置く大学等における合理的な
配慮の在り方等を明らかにする。

【2箇所×400万円】
● 教師の採用に関する近年の課題への対応
公立学校における教師の年齢構成は不均衡が生じており、
近年、大量退職に伴い採用者数を増加させた教育委員
会において採用倍率の低下が生じている傾向にある。こうし
た近年の課題等に関する要因や、教師の採用に関して成
果を上げている教育委員会の取組等を明らかにする。

【1箇所×400万円】
※このほか、教員採用選考試験における共通問題の作成に関する検討も引き
続き実施。

研修改革の推進研修改革の推進
● 新型コロナウイルス感染症等の影響により対面による研修
の実施が困難な状況となる例が生じているが、学校教育を
取り巻く環境の変化に応じた研修は不断に行われるべきも
のである。また、昨今の学校のICT環境整備の加速に伴い、
教師のICT活用指導力の向上も待ったなしの急務である。
そのため、新しい生活様式の中でも滞りなく実施できる研
修や、ICT活用指導力向上に資する研修を開発する。

【2箇所×350万円】

アウトカム(成果目標)

・先導的な教職科目の開発
・教員採用選考試験における受験者数の安定的な確保
・教育委員会における計画的な採用・人事、バランスの取
れた教師の年齢構成の実現
・障害のある教師等の教育関係職員の活躍の実現
・新しい生活様式の中でも滞りのない研修の実現
・研修を通じた現職教師のICT活用指導力の更なる向上

インパクト(国民・社会への影響)
質の高い多様な教師集団により、子供たちが予測不能な
未来社会を主体的に生き、社会の発展に創造的に参画す
る力を育成する学校教育が行われ、一人一人の児童生徒
が持続可能な社会の創り手となる。

アウトプット(活動目標)

・教職課程を持つ大学への先導的な教職科目の普及及び
当該大学における新たな社会に求められる資質・能力を有
する教師の育成の実現
・多様な人材を教育界内外から確保し、質の高い教職員
集の実現
・新しい生活様式の中においても、技術の発達や新たな
ニーズなど学校教育を取り巻く環境の変化に応じた研修の
体系的かつ効果的な実施の実現

公立学校教員採用選考試験受験者数・採用者数・競争率（採用倍率）の推移
（文部科学省調べ）

H

13.3倍

4.2倍

平成27年12月の中央教育審議会答申などの提言を踏まえ、教師が教職生涯にわたってその資質能力を向上
させていく効果的な仕組みの構築に資するため、大学・教育委員会・民間教育事業者等を活用した委託研究
等を行うことにより、教師の養成・採用・研修を通じた改革を推進する。
なお成果は、EBPM（Evidence-based Policy Making）の観点から、定量的に示すこと等を推進する。
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背景 課題あああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああ

地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域の教育力の低下や、学校が抱える課題の複雑化・困難化といった社会的課題の解決を目指すとともに、「社
会に開かれた教育課程」の実現に向けた基盤として、地域と学校が連携・協働し、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていくため、「コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度）」と「地域学校協働活動」の一体的な推進が必要。

事業内容

背景・
課題

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

地域と学校の連携・協働体制構築事業 令和3年度予算額（案） 6,755百万円
（前年度予算額 6,737百万円）

地域学校協働活動
幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域全体で未
来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生するための活動

補助を行う地域学校協働活動
「学校における働き方改革」を踏まえ
た活動
例）働き方改革答申における以下の活動等を実施。

①登下校に関する対応
②放課後から夜間などにおける見守り、
児童生徒が補導されたときの対応

③児童生徒の休み時間における対応
④校内清掃
⑤部活動の補助

地域における学習支援・体験活動
（放課後等における学習支援活動等）

××中学校区を統括！
地域学校協働本部のコーディネート機能を担う

○○小学校区

××中学校

地 域 学 校 協 働 本 部
9,000本部

地域学校協働活動推進員を中心に、協働活動支援員や協働活動サポーターなど
様々なボランティアが緩やかなネットワークを構築しながら地域の実情に応じた協働活
動を実施

××中学校区

コミュニティ・
スクールと一体
的に推進

コミュニティ・
スクール

多様な地域学校協働活動のうち、学校・家
庭・地域を取り巻く喫緊の課題の解決に向
けた取組を必須の活動と位置づけ、重点的
に補助を行う。

△△小学校

概要

コミュニティ・
スクール

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

高校生・
大学生

地域
住民

保護者
ＰＴＡ

企業 ＮＰＯ
文化
団体

警察・
消防

スポーツ
団体

社会福祉
協議会

まちづくり
組織

○○小学校

コミュニティ・
スクール

地域学校協働活動推進員
△△小学校区

補助事業者：都道府県・指定都市・中核市
補助率：国1/3、都道府県1/3、市町村1/3
（ただし、都道府県･指定都市･中核市(以下「都道府県等」)が行う場合は国1/3、都道府県等2/3）
補助要件：①コミュニティ・スクールを導入していること、または導入に向けた具体的な計画があること

②地域学校協働活動推進員を配置すること

＜事業イメージ＞

○学校・家庭・地域の連携・協働体制が構築され、目標やビジョンを共有し、地域学校協働活動に取り組む地域が増加。
○学校が抱える課題が解消されるとともに、「社会に開かれた教育課程」が実現。
○子供たちが地域に目を向け、地域に愛着を感じるようになり、地域も子供に関わることで地域住民自身の学びにつながる。

事業実施により
期待される効果

（１）地域と学校の連携・協働体制の構築
「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた基盤となる体制を構築
するために、「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」と「地
域学校協働活動」を一体的に推進する。
都道府県等並びに市町村が、所管する全ての公立学校に学校運営
協議会を設置し、地域とともにある学校づくりを推進するため、効果的
な導入・運営方法等について学校・地域間で情報交換・情報共有
等を行い､総合的な推進方策について検討する。
地域と学校をつなぐ「地域学校協働活動推進員」を配置し、地域の
実情に合わせた様々な地域学校協働活動の実施及び総合化、ネッ
トワーク化を目指す。

（２）地域学校協働活動の実施
学校運営協議会をはじめとする学校と地域の様々な協議に基づき、
地域の様々な方々の参画を得て、学習支援や体験活動などの取組
を実施するとともに、学校と地域とが連携・協働し「学校における働き
方改革」を踏まえた活動に取り組む。
※ 新型コロナウイルス感染症予防に配慮しながらの活動の実施のために必要
な経費を支援する。

件数・単価（国庫補助額）：9,000箇所（本部）×約70万円
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現 状
20～39歳のうち最終学歴が中卒の者は約143
万人（平成22年国勢調査より）。学校卒業者の約５%
に相当する。
高校卒業資格がないことにより、求人や進学機
会が限られ、将来のキャリア形成にも影響が生じる
可能性があり、高卒資格が必要であると認識して
いる者が多い。（約８割）

課 題
高校を中退した者や未進学者に対しては、都
道府県も市町村も、十分な対象者の捕捉が行
われておらず、支援体制も組めていない。
また、令和元年度に都道府県・指定都市に
行った意向調査では、高校中退者等への学習
支援等を実施していない理由として、「予算や人
員の確保が困難」という回答が多い。

現状・課題

高校中退者等を対象に、地域資源を活用しながら高等学校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談及び学習支援を実施する地方公
共団体の取組を支援する。

事業概要

ハローワーク・
職業訓練機関・サポステ

若者の社会的自立

何をしたらいいか
わからない

高校を辞めて
しまったことを後悔

中退防止や中退者の就労支援
については、従前より、高校の
進路指導や地域若者サポート
ステーション等を中心とした支
援が行われている。

高校生

進路指導
（中退防止）

高校教員

支 援

学習相談員 学習支援員

仕事に就きたい

その他地域において活用可能な資源
（例）教員養成系大学、家庭教育支援員 等

（任意）

高校中退者・若年無業者等

職業資格取得・
就職

大学進学

高
卒
認
定

試
験
合
格

学習相談

SW/SC

進路相談

国 1/3
都道府県 1/3

市町村 1/3

【補助率】令和３年度予算額（案） ５百万円
（前年度予算額 47百万円）

②学習相談の提供

③学習支援の実施

● 教育委員会事務局ＯＢや退職教員等による①学びに応じた
教科書や副教材の紹介、②高卒認定試験の紹介、③教育機関
や修学のための経済的支援の紹介など、学習に関する相談・助
言をアウトリーチの手法を含めて行う。

● 図書館、公民館等の地域の学習施設等を活用し、学習者に
対して学習の場を提供するとともに、ＩＣＴの活用も含めた学習
支援を退職教員、学生等のボランティア、ＮＰＯ 等の協力を得
て、実施する。

学習支援

地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業[補助事業]
（学校を核とした地域力強化プラン）

○経済財政運営と改革の基本方針2019
（令和元年6月21日 閣議決定）
「中途退学の未然防止の観点からの体制整
備を図るとともに、中退者に対する切れ目な
い支援を推進する。」
（第２章２.人づくり革命、働き方改革、所得
向上策の推進 ②初等中等改革等）

■ニッポン一億総活躍プラン
（平成28年6月2日閣議決定）
③高校・高等専修学校とサポステ等の連携
による中退者・若年無業者・ひきこもり
の若者等へのアウトリーチ型等の就労
支援や高卒資格の取得に向けた学びの支
援を実施。

地域資源
との連携

中学
高校

【実施主体】 主に市町村
件数・単価（国庫補助額）：5箇所×約100万円（予定）

①支援体制の構築
● 地域住民・企業・民間団体等との連携体制構築など、各地
域の抱える課題や資源などに応じた支援体制の基盤構築を支援
するとともに、全国的な取組の推進・強化を図る。
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○令和２年度助成金の申請・採択状況 ※（ ）前年度比増減

○助成対象となる事業内容

＜ 体 験 活 動 へ の 助 成 ＞ ＜ 読 書 活 動 へ の 助 成 ＞

○趣旨 未来を担う夢をもった子供の健全育成を推進するため、地域の民間団体が行う様々な体験活動や読書活動への助成を実施

子どもゆめ基金事業
（独立行政法人国立青少年教育振興機構）

① 子供の体験活動の振興を図る活動に対する助成

ア 子供を対象とする体験活動

・ 自然観察、キャンプなどの自然体験活動

・ 文化・芸術、スポーツ等を通じ交流を目的とする体験活動

・ 清掃活動、高齢者介護体験などの社会奉仕体験活動 など

イ 子供の体験活動の支援する活動

・ 子供の体験活動の指導者養成 など

※ 単なるスポーツ大会等の競技会のような活動や、特定のチームの

メンバー又は団体構成員を対象とした活動や、上位大会出場を目指

した技術向上のための活動は助成対象外

② 子供の読書活動の振興を図る活動に対する助成

③ 子供向けソフト教材の開発・普及活動に対する助成

○助成対象団体
社団法人や財団法人、ＮＰＯ法人など青少年教育に関する事業を

行う民間団体

○活動規模別等の助成額

活動時期 申請・交付決定スケジュール

〈一次募集〉
令和３年４月１日

～令和４年３月31日

① 郵送申請：令和２年10月1日～11月10日
② 電子申請：令和２年10月1日～11月24日
③ 交付決定：令和３年４月（予定）

〈二次募集〉
令和３年10月1日

～令和４年3月31日

① 郵送申請：令和３年５月１日～６月15日
② 電子申請：令和３年５月１日～６月29日
③ 交付決定：令和３年８月（予定）

○募集スケジュール（令和３年度）

活動分野 申請件数 採択件数 交付決定額

合計 5,326件（▲418件） 4,426件（▲65件） 17.9億円（△1.3億円）

うち、体験活動 4,693件（▲349件） 3,908件（▲49件） 15.3億円（△1.0億円）

うち、読書活動 605件（▲66件） 508件（▲16件） 1.9億円（△0.1億円）

活動規模 参加者を募集する範囲
標準額

（目安）

全国規模 ２４都道府県以上で募集 ３００万円

都道府県規模 都道府県全域又は複数都道府県にて募集 １００万円

市区町村規模 市区町村単位又は複数市区町村にて募集 ５０万円

6



未来共創イノベーション活動支援（過年度採択分のみ）
取組例：
琉球大学「水の環でつなげる南の島のくらし」

島嶼に特有な地下水を中心とした水循環と各資源間の関係性を
理解し、異なる資源のステークホルダー間を結びつける島嶼型環
境ガバナンスを確立し、健全な水循環社会を実現するため、課題
解決に資する多様なステークホルダーや多世代との対話の場を創
出し、地域の暮らしと水のつながりを向上させ、健全な水循環社
会を共創することを目指している。
農家など利用者側との対話の場を創出すると共に、問題意識の

啓蒙と解決・改善にむけた取り組みを進めている。

多様なステークホルダー間の対話・協働を
通じて社会問題や社会ニーズに対する課題な
ど顕在化している問題を解決に結びつける科
学技術コミュニケーション活動や、社会に内
在する問題を多様なステークホルダーが議論
を深めることで発掘したり解決に向け問題の
所在を明らかにする取組みを促進。

平成30年度採択
・こまつしまリビングラボ

（徳島大学）
・共に考えるゲノム編集の未来

（大阪府立大学）

平成29年度採択
・水の環でつなげる南の島のくらし

（琉球大学）
・新世代・自然共生科学フォーラム

（信州大学）
・共生人材育成エコシステムの構築

（徳山工業高等専門学校）
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レポート・発言・面接・
出席率・試験等を参考に、

興味・進度に応じて、
特に意欲・能力の高い小中学生に、

一層創造性、専門性を向上

ジュニアドクター育成塾
（大学等と連携した科学技術人材育成活動の実践・環境整備支援）

採択期間：5年間
実施規模：30機関程度
（うち令和3年度新規：3機関程度）

支援額：10百万円/機関・年
対象：小学校５年生～中学生

二次段階
（１機関10名程度）
・配属する研究室とのマッ
チング、研究・論文作成
における教員等の個別
指導、各種機会での発
表等により、 創造性・課
題設定能力・専門分野
の能力を伸長。

【事業スキーム】

応募
・自己推薦（保護者推
薦）
・教育委員会・学校推薦
・各種オリンピック・科学

の甲子園Jr出場者
・科学館・博物館等

の取組を通じた推薦
・その他（機関独自の手

法による募集）

各地域に
おける

意欲のある
小中学生

特に

意欲・能力
の高い

小中学生

選抜 選抜

国 大学・高専・
民間団体等
大学・高専・
民間団体等運営費

交付金
採択

一次段階（1機関40名程度）
・各種講義、講演、少人数で
の実験、最先端施設の見
学、倫理・社会における科
学の役割等、科学の基礎
を徹底的に学習。科学技
術人材としての基盤を構築。

・多様な分野の受講を経た
後、特に興味を持てる分野
を発見していく。

メンター
（教員や大学院生等）

による、きめ細やかな支援
※3対1～ マンツーマン

全国規模のイベント
（対象：卓越した小中学生）
・各地域の卓越した子供による合同合宿・研究発
表会を数日間実施。

・地域や専門分野を超えて、小中学生が集い切
磋琢磨する機会の提供。

例：ノーベル賞受賞者等による講義・実験、各々
が実施してきた研究の発表会、未知の分野の研
究、国内トップ層の大学生・高校生との交流 等

ノーベル賞受賞者との実験

○ Society 5.0の実現に向け、未来を創造する人材の早期育成が重要
○ 理数・情報系分野に関して突出した意欲や能力のある小中学生に対する取組が希薄
「成長戦略フォローアップ」（令和2年7月17日閣議決定）
・世界を牽引するようなトップ人材を育成するため、飛び入学等を通じて早い段階から個別最適な学びを実現する「出る杭」を引き出す教育プログラムの構築に向けた具
体的な取組に着手する。
「第3期教育振興基本計画」（抄） （平成30年6月15日閣議決定）
・理数分野等で突出した意欲・能力を有する児童生徒の能力を大きく伸ばすための大学・民間団体等と連携した教育を行う機会や，国内外の学生・生徒が切磋琢磨し
能力を伸長する機会の充実等を図る。

理数分野で特に意欲や突出した能力を有する全国の小中学生を対象に、
大学等が特別な教育プログラムを提供し、その能力等の更なる伸長を図る。

【事業の目的・目標】

令和3年度予算額(案) 270百万円
（前年度予算額 241百万円）

※運営費交付金中の推計額

事業概要

背景・課題
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女子中高生の理系進路選択支援プログラム
（大学等と連携した科学技術人材育成活動の実践・環境整備支援）

○ 女性が科学技術分野に進む上で将来像が描きにくい。
○ 自然科学系の学部・大学院に占める女性の割合は、人文・社会科学に比べて低い。
◯ 多用な視点や優れた発想を取り入れ科学技術イノベーションを活性化させるためには、女性の活躍

が不可欠。

「第5期科学技術基本計画」（抄）（平成28年1月22日 閣議決定）

・国は、次代を担う女性が科学技術イノベーションに関連して将来活躍できるよう、女子中高生やその保護者への科学技術系の進路に

対する興味関心の理解を深める取組を推進するとともに、関係府省や産業界、学界、民間団体など産学官の連携を強化し、理工系

分野での女性の活躍に関する社会一般からの理解の獲得を促進する。

「第4次男女共同参画基本計画」（抄）（平成27年12月27日 閣議決定）

・ 大学、研究機関、学術団体、企業等の協力の下、女子児童・生徒、保護者及び教員に対し、理工系選択のメリットに関する意識啓

発、理工系分野の仕事内容、働き方及び理工系出身者のキャリアに関する理解を促す。

「未来投資戦略2018 ―「Society5.0」「データ駆動型社会」への変革―」（抄）（平成30年6月15日閣議決定）

・女子生徒等の理系分野への進路選択を促進し、AI を含む先端的な分野等における女性の活躍を推進するため、全国の地方公共団

体・学校等における多様なロールモデルの提示、女子生徒を対象とした出前授業などの取組を行う。

（参考） 学部学生・院生に占める女性の割合(％)

・女子中高生の理系分野への興味・関心を高め、適切に理系進路を選択することが可能となるよう、地域で継続的に
行われる取組を推進。

・ 女子中高生の適切な進路選択を通じた、女性の多様な分野での活躍。
・ 科学技術分野での女性の活躍により、我が国の科学技術イノベーションを推進。

採択期間：2年間
実施規模：17拠点程度の大学・高専等を含めた連携機関等
（うち令和3年度新規：5拠点程度）
支援額上限：1.5～3百万円／機関・年
対象：女子中高生、保護者、教員
内容：シンポジウム開催、実験、出前講座、理系キャリア相談会等

プログラム実施例のイメージ図

シンポジウム、実験、
理系キャリア相談会等

大学・
高専等

研究機関
教育委員会

民間企業

中学校/高校

出前講座等

小学校の先生

の授業

4% 中学校の先生の

授業 9%

高校の先生

の授業

22%

両親や兄弟姉妹など

近親者の影響

22%日本の科学者の活躍を

知って 2%

世界の科学者の活

躍を知って 1%

自身の自然体

験や気づき

21%

あてはまるものがない
19%

出典：日本ロレアルによる「理系女子学生の満足度に関す
る意識調査」（平成26年8月）

（参考）女子学生が理系の進路を選択した理由

【事業の目的・目標】

【事業スキーム】
国 連携機関等連携機関等

運営費
交付金

採択

令和元年度学校基本調査より作成

※（保健）は医・歯・薬学系の合計

＜取組内容の特徴＞

1. 事業運営の基盤を構築
産学官連携により、女性の活躍に関する社会全体の

理解を促進、多様なロールモデルを提示。

2. 文理選択に迷う生徒の興味を喚起
シンポジウム・実験等に加え、積極的な学校訪問による

ワークショップ等を実施。理系の進路選択に関心が薄い層
や文理選択に迷う層に対する、興味関心の喚起。幅広い
視点からの進路選択に寄与。

3. 保護者・教員等へのアプローチ
進路選択に大きな影響を与える保護者や教員向けの取組を積極的に実施し、興味関心の早期定着を図る。

4.市区町村規模の設定
地域を絞った活動をすることで、新たな機関の参加を促進。市区町村教育委員会と連携し、学校行事への活

用や学校訪問機会の増加。支援終了後も規模を維持した事業継続を目指す。

事業概要

背景・課題

令和3年度予算額(案) 42百万円
（前年度予算額 42百万円)

※運営費交付金中の推計額
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本事業では、自然科学に加え、人文・社会科学の知見を活用し、社会の具体的な課題の解決やELSIに対応するために、新たな社会システム（制度や
仕組み等）の創出を目指した研究開発等を推進してきたところ。
今後もこうした研究開発を着実に推進するとともに、特に新型コロナウイルス感染症による様々な社会事象を踏まえ、コロナ後の実社会における社会
制度上の問題、緊急時における政策判断や人々の行動変容など、人文・社会科学の知見を活用した社会の仕組みや制度による問題などに取り組む
研究開発を重点的に実施する。

戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）

事業概要

背景・課題

「科学技術基本法等の一部を改正する法律」（令和２年６月に成立・公布）では、「人文科学のみに係るもの」が科学技術の範囲に含まれることになるが、
これは、現代の諸課題に対峙するためには、人文科学を含めた総合的アプローチによる人間や社会に対する深い洞察が必要との認識によるものである。
「統合イノベーション戦略2020」（令和２年７月17日閣議決定）では、新型コロナウイルス感染症に起因する様々な社会事象により生じた課題をはじめと
した様々な社会課題や、科学技術の進展により生じる倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）に対し、人文・社会科学の知見活用のさらなる強化を図る
こととしている。
「科学技術・イノベーション基本計画の検討の方向性（案）」（令和２年８月に内閣府が公表）では、複雑化する現代の諸課題に対峙するために人文・社
会科学の特性を活かした研究開発の取組が重要としている。
こうした法改正、政策決定を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に起因する様々な社会課題を解決するために、人文・社会科学の知見を活用した研究
開発の重点的な実施が急務である。

【取組概要一覧】

○ 研究開発領域・プログラム（委託研究）

「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」(H23～) 

「安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築」研究開発領域(H27～)

「人と情報のエコシステム」研究開発領域(H28～)

「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム」(R1～）

「科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践
研究開発プログラム」（人文社会科学主導型）（R2～）

【R3新規】社会的孤立を生まない社会構築（仮称） (R3～）

○ 俯瞰・戦略ユニット（調査・研究）

○フューチャー・アース構想の推進（H26～）

令和3年度予算額(案) 1,561百万円
(前年度予算額 1,516百万円)

※運営費交付金中の推計額

国国

JSTJST
運営費交付金

大学・国立研究開発法人、NPO法人等大学・国立研究開発法人、NPO法人等

委託

＜委託研究部分＞

対象機関：大学、国立研究開発法人、NPO法人 等
予算規模：8百万円～30百万円／ＰＪ・年（78課題を実施予定）
研究期間：半年～3年程度

【これまでの成果】※科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム

感染症対策における数理モデルを活用した政策形成プロセスの提案と普及のため
の研究開発 代表者：西浦博（北海道大学 教授）

「感染症がどのように伝搬し、感染したヒトがどの程度の期間で
発病し重症化するのか」を数式で記述した数理モデルを開発。
数理モデルをもとに、風疹・麻疹の優先的ワクチン接種層や新
型インフルエンザの被害想定、HIV感染対策等についてエビデ
ンスを提供、施策への反映など感染症の公衆衛生政策に貢献。
PJ終了後も、本数理モデルを活用し、新型コロナウイルス感染
症の施策（被害想定や対応方策）に貢献。

性別・年齢別の風疹に関する
要ワクチン接種層を示すグラフ

※所属・役職はプロジェクト終了時（H29.9）のもの

JSTJST

国国
運営費交付金

＜調査・研究部分＞
予算規模：96百万円（人件費、活動費、調査・研究費等）
社会課題俯瞰調査
JST各研究開発部門と連携したELSI等の調査・研究

【事業の主なスキーム】
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設立経緯

助成財源の
概要

くじの売上金

主な
助成内容

当せん払戻金
５０％

経費

助成財源
国庫
納付

1/43/4

収益

○平成１０年、スポーツ振興財源の確保手段の一つとして、超
党派の議員立法により「スポーツ振興投票の実施等に関する
法律」が成立
○平成１３年にくじの全国販売、平成１４年に助成を開始

○サッカーの試合（Ｊリーグ及び国際大会等）の結果に関する
くじを発売し、その収益の一部を助成に充てる。

○令和２年度は、約１７８億円を助成に充てている。

スポーツ振興くじ・スポーツ振興基金の助成金の概要

スポーツ振興くじ助成金 スポーツ振興基金助成金

○平成２年、スポーツ団体や経済界から、政府と民間で資金を
拠出し、競技水準向上等のための安定的・継続的な財源とし
て基金設置の要請がなされ、国会審議を経て創設

スポーツ振興基金
・政府出資金

１２．５億円
・民間出えん金

４５億円

•スポーツ団体の選手強化活動を助成

•スポーツ団体の大会開催を助成 等

•地域スポーツ施設の整備を助成
•総合型地域スポーツクラブの活動を助成
•スポーツ団体のスポーツ活動を助成
•将来性を有する競技者の発掘育成活動を助成
•国際競技大会の開催を助成 等

○スポーツ振興くじ（toto）の収益を財源に、スポーツ団体等が行う主に地域スポーツの振興のための事業に助成する。
○また、スポーツ振興基金の運用益等を財源に、スポーツ団体等が行う主に競技水準向上のための事業に助成する。

●趣旨

○スポーツ振興基金（令和２年度は約１２．５億円）の
運用益等を助成に充てる。

○令和２年度は、約１４億円を助成に充てている。

運用益を充当
助成財源

寄附金収入
充当

特
定
金
額
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芸術文化振興基金の概要 

   
   
   

   
   
   

独立行政法人 

日本芸術文化振興会 
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◆基金の目的 
　「芸術文化振興基金」は、すべての国民が芸術文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造

するための環境の醸成とその基盤の強化を図る観点から、芸術家及び芸術に関する団体が行う

芸術の創造又は普及を図るための活動、その他の文化振興又は普及を図る活動に対する援助を

継続的・安定的に行います。

　当基金は、政府から出資された５４１億円と民間からの出えん金１５３億円の計６９４億円

を原資として、その運用益をもって文化芸術活動に対する助成に充てています。

 
 

 

 

◆芸術文化振興基金の仕組み  

 

◆審査の仕組み 

独立行政法人日本芸術文化振興会では、芸術文化振興基金による助成金の交付を適正に行う

ため、芸術文化に広くかつ高い識見を有する１５名以内の委員で構成する芸術文化振興基金運

営委員会を設置し、そのもとに分野別の４つの部会、１４の専門委員会を置き、各分野の実情

及び特性に応じた審査体制をとっています。 
 

振興会 

理事長 
運営委員会 

部会 

（４部会） 

専門委員会 

(１４委員会） 

諮問 

報告 報告 

付託 付託 

答申 

芸術文化振興基金の目的と仕組み   芸術文化振興基金の目的と仕組み

694

153
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助   成   の   対   象   と   な   る   活   動      

◆助成の対象となる活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆助成対象活動の募集  

 助成対象活動の募集は、原則として年１回（国内映画祭等の活動は年２回）、公募により行

います。具体的な募集の時期・方法、助成の対象となる活動等については、毎年度作成する募集

案内で示します。  
 助成金の交付を希望する方は、募集案内の定めるところにより、助成金交付要望書及び団体

概要等を独立行政法人日本芸術文化振興会に提出することとなります。

  

◆助成対象活動の決定・助成金の交付  

 芸術文化振興基金運営委員会において応募活動に対する審査を行い、助成対象活動及び助成

金の額が決定されます。採択された助成対象活動については、「芸術文化振興基金助成金交付

要綱」の定めるところにより、所定の手続きを経て助成金が交付されます。 
 

 

 

 
芸術文化振興基金シンボルマークについて 

芸術を限りないパワーで，力強く未来に向かって育成する。このイメージをＡＲＴの 

頭文字のＡと，無限大の記号という エレメントで構成したシンボルマークです。 

色彩は新しい時代の知性と，深い伝統の心を温かいブルーで表現しました。 

福田繁雄（グラフィック・デザイナー） 

 

１．芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及活動
（１）オーケストラ、オペラ、室内楽、合唱、バレエ、現代舞踊、演劇等舞台芸術の公演活動 
（２）文楽、歌舞伎、能楽、邦楽、邦舞等伝統芸能の公開活動 
（３）落語、講談、浪曲、漫才、奇術等大衆芸能の公演活動 
（４）美術の展示活動 
（５）国内映画祭等の活動 
（６）特定の芸術分野にしばられない公演・展示活動 

２．地域の文化振興を目的として行う活動 
（１）文化会館、美術館等の地域の文化施設において行う公演、展示その他の活動 
（２）歴史的集落･町並み､文化的景観のセミナー､資料収集･作成､普及啓発による保存･活用活動 
（３）民俗文化財の公開、広域的な交流、復活・復元による伝承、記録作成による保存活用等の活動 

３．文化に関する団体が行う文化の振興、普及活動  
（１）アマチュア等の文化団体が行う公演、展示その他の文化活動 
（２）伝統工芸技術、文化財保存技術の保存伝承、公開活用、記録作成による保存活用活動、

　　　衰退した伝統工芸技術の復元活動 

助 成 の 対 象 と な る 活 動

◆基金の目的 
　「芸術文化振興基金」は、すべての国民が芸術文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造

するための環境の醸成とその基盤の強化を図る観点から、芸術家及び芸術に関する団体が行う

芸術の創造又は普及を図るための活動、その他の文化振興又は普及を図る活動に対する援助を

継続的・安定的に行います。

　当基金は、政府から出資された５４１億円と民間からの出えん金１５３億円の計６９４億円

を原資として、その運用益をもって文化芸術活動に対する助成に充てています。

 
 

 

 

◆芸術文化振興基金の仕組み  

 

◆審査の仕組み 

独立行政法人日本芸術文化振興会では、芸術文化振興基金による助成金の交付を適正に行う

ため、芸術文化に広くかつ高い識見を有する１５名以内の委員で構成する芸術文化振興基金運

営委員会を設置し、そのもとに分野別の４つの部会、１４の専門委員会を置き、各分野の実情

及び特性に応じた審査体制をとっています。 
 

振興会 

理事長 
運営委員会 

部会 

（４部会） 

専門委員会 

(１４委員会） 

諮問 

報告 報告 

付託 付託 

答申 

芸術文化振興基金の目的と仕組み   芸術文化振興基金の目的と仕組み
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https://www.ntj.jac.go.jp/kikin 

 

 独立行政法人日本芸術文化振興会 基金部 企画調査課 

〒102-8656 東京都千代田区隼町 4-1 

電話 03-3265-6302 

R2.10作成

 

 独立行政法人日本芸術文化振興会では、国からの補助金(文化芸術振興費補助金)を財源とする助成事

業を行っています。 

 

 

■ 目 的 

 

■ 助成対象活動の募集・決定・助成金の交付 
 

 
 助成対象活動の募集は、原則として年１回（映画製作は年２回）、公募により行います。具体的な募集

の時期・方法・助成の対象となる活動等については、毎年度作成する募集案内で示します。

　芸術文化振興基金運営委員会において応募活動に対する審査を行い、助成対象活動及び助成金の額

が決定されます。採択された助成対象活動については、「文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱」

の定めるところにより、所定の手続きを経て助成金が交付されます。

 

 

  

芸術団体の水準向
上と鑑賞機会の提
供を図る舞台芸術
の創造活動への助
成

芸術団体の水準向
上と国際発信力の
強化を図る国際的
な公演活動への助
成

助 成

文化芸術団体

映画製作団体

劇場・音楽堂等

優れた日本映画の
製作活動への助成 劇場・音楽堂等が

主体となって行う、
実演芸術の創造発
信等への助成

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

　この補助金による助成事業は、我が国の芸術団体の水準向上を図る国内における舞台芸術の創造活

動や、国際的な実演芸術の公演活動、劇場・音楽堂等が主体となって行う実演芸術の創造発信、優れ

た日本映画の製作活動を支援することを目的としています。
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舞台芸術創造活動活性化事業
舞台芸術の水準向上に直接的な牽引力となる創造活動への重点支援とともに、各分野の特性に配慮した創造活動を推進し、
我が国の芸術団体における芸術水準向上を図りつつ、より多くの国民に対する優れた舞台芸術鑑賞機会の提供を図る。

世界に誇れる舞台芸術の創造及び持続可能な芸術活動の展開

複数年計画支援

谷桃子バレエ団創立70周年記念新春公演
「リゼット」

東京交響楽団
第672回定期演奏会

令和３年度予算額（案） 3,338百万円
(前年度予算額 3,338百万円)

複数年にわたる活動計
画に沿って行なう優れた
公演活動に対して、創
造活動経費等を支援
支援期間：最大３年
間の継続支援

事業
目的

公演事業支援（ステップアップ）(6件)
優れた芸術作品を生み出す芸術団体の着実な成長、発展を促進

公演事業支援

舞台芸術を牽引する芸術団体

芸術団体の運営強
化につながる多様な収
入の確保や観客数、
観客層の拡大のインセ
ンティブが働くような助
成システムを導入

舞台芸術の次代を担うことが期待でき、目覚ましい発展が認められる比較的活動実績が浅い芸術団体

優れた公演活動に
ついて、創造活動
経費を支援
支援期間：単年度

公演事業支援（一般）(80件)
先端的な創造活動や新規性のある創造活動が継続的かつ発展的に行われる環境を整備

我が国を代表する芸術団体

分 野 音 楽 舞 踊 演 劇 伝統芸能 大衆芸能
公演事業支援 16件 13件 47件 3件 1件

複数年計画支援(74団体)
ミッション(社会的役割)、ビジョン(事業方針、戦略等)及び
その実現に資する複数年にわたる活動計画を策定し、
計画に沿って行なう優れた公演活動に対し、
創造活動経費等の支援を行う。

分 野 音 楽 舞 踊 演 劇 伝統芸能 大衆芸能
複数年
計画支援 23団体 13団体 17団体 12団体 9団体

芸術活動
の持続的な
改善・発展

芸術活動
の持続的な
改善・発展

ミッション・
ビジョン及び
活動計画の策定

ミッション・
ビジョン及び
活動計画の策定

活動計画に
沿った活動
の実施

活動計画に
沿った活動
の実施

専門家による
事後評価・
助言

専門家による
事後評価・
助言
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カナダの著名な
舞台演出家である
ロベール・ルパージュ氏
との共同制作

戦略的芸術文化創造推進事業

レガシー創出に資する戦略的な文化芸術施策の展開

上野の森バレエホリディにおける取組

令和3年度予算額（案） 585百万円
(前年度予算額 606百万円)

【新規】

事業
目的

世界における日本の文化芸術への関心と評価を高め、我が国の文化芸術各分野の総力を結集して、グローバルなネットワーク
を構築・強化しつつ、世界のトップと評価される新たな文化芸術の創造と発信を図るなど、戦略的な文化芸術施策を展開する。
世界における日本の文化芸術への関心と評価を高め、我が国の文化芸術各分野の総力を結集して、グローバルなネットワーク
を構築・強化しつつ、世界のトップと評価される新たな文化芸術の創造と発信を図るなど、戦略的な文化芸術施策を展開する。

2020東京大会を契機として、我が国の文化芸術各分野の総力を結集して行う世界レベルの公
演等の実施、グローバル・ネットワークの構築、効果的な国内外への戦略的広報の構築・実施等を
推進し、今後のレガシーを創出する戦略的な文化芸術施策の展開を図る。

事業概要

【芸術文化振興上の課題例】
■文化芸術による国家ブランドの構築や経済的価値等の創出、国際発信力を高めるための新たな展開等
■地方や離島・へき地等において、優れた文化芸術活動を鑑賞・参画する機会と社会的価値等を創出する
取組等
■我が国の文化芸術が抱える多様な課題を解決し、文化芸術の継承、創造、発展を図るため、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止の観点を踏まえながら、文化芸術団体等のインバウンドを含む観客創出力、創造力、
経営力などを高める計画的な取組

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

2020東京大会 日本博

世界中の注目
が日本に集中

○ 我が国の文化芸術の水準が世界的なものに高まる
→文化芸術による国家ブランドの構築

○ 海外からも高い評価を得られる公演の増→インバウンドの増加
○ 『観客層の拡大→入場料収入の増→公演数や質の向上
→観客層拡大といったプラスのスパイラル効果
○ 文化芸術を起点とした革新的なイノベーション、新たな産業の創出
○ 文化芸術資源を活かした文化経済活動の推進を通じた持続性、
発展性のある地方創生の実現
○ 地方や離島・へき地、被災地における、優れた舞台芸術公演の
鑑賞機会充実→居住地域等による鑑賞機会の格差の縮小 等

【想定される取組例】
○文化芸術各分野のトップレベルの水準にある団体の総力を結集するなど、世界水準と評価される公演等を
国内外で実施

○世界から注目される舞台芸術分野の芸術文化公演を実施するため、海外との交流促進を図る国際
ネットワークを構築

○地方や離島・へき地等において、高い評価を受ける芸術団体による公演等の実施
○被災地における、芸術文化の鑑賞機会の提供による文化芸術による復興の促進

事業効果

・世界水準の公演を行うため長期的な視点で計画的に複数の課題解決に取り組むため、
最大５年間の継続支援を実施
・世界的に注目される舞台芸術分野における文化芸術公演を実施できる体制づくりや
海外との交流を促進するための国際ネットワーク構築の推進
・文化芸術の力を活かした被災地の復興の推進

来日外国人が
飛躍的に増加

太鼓芸能集団
「鼓童」の取組
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我が国のプロフェッショナルな芸術団体の芸術水準向上及び育成を図るとともに国際文化交流に寄与するため、我が
国の芸術団体が行う海外公演、国際共同制作公演及び我が国で行われる国際的舞台芸術イベントを支援する。

対象分野

未来投資戦略2018 ―Society5.0の実現に向けた改革―（抄）
ⅲ）文化芸術資源を活用した経済活性化 ①「文化芸術推進基本計画」及び「文化経済戦略」に基づく、文化芸術による経済の好循環実現

・文化を発想の起点として広範な課題とその課題の方向性について、文化関係者と産業界とが対話する場を設置し、高付加価値市場の創出、
文化芸術資源や関連技術を利用したビジネス等におけるイノベーション、舞台芸術を含む文化関連サービス・コンテンツの海外展開の推進等を図る。

・地域の文化芸術資源を活用し、大規模行事を中心に国際発信拠点の形成を支援するとともに、文化芸術関係者と異業種の事業者の連携を
促しつつ、新たな文化の創造につなげる。また、外交上の周年事業や大型スポーツイベント等と連動した文化芸術事業や、国際博物館会議
京都大会2019をはじめとする国際文化交流を通じた日本文化の発信事業等により、国家ブランディングへの貢献を図る。

事業概要

国際芸術交流支援事業 令和3年度予算額（案）734百万円
(前年度予算額 812百万円)

事業
目的

国際文化交流を通じた日本文化の発信による国家ブランディングへの貢献
文化ＧＤＰの拡大、インバウンドの増加

海外で開催されるフェスティバルへの参加などを支援

①海外国際フェスティバル参加等支援

＜従来の分野＞
・現代舞台芸術 ・伝統芸能
（音楽、舞踊、演劇）・大衆芸能

・多分野共同等
文化芸術団体と異業種の事業者の連携を促しつつ
新たな文化の創造につなげる

我が国の芸術団体と外国の芸術団体との国際共同制作公演に対して支援
②国際共同制作支援（海外公演・国内公演）

海外から複数の芸術団体が参加し、我が国で開催される国際的な舞台芸術
イベントへの支援等

③国内で開催される国際的舞台芸術イベントの支援等

国際的な舞台芸術の祭典等の海外発信力のあるイベントの開催を支援・実施

④日本文化海外発信推進事業への支援

我が国の優れた芸術文化を積極的に海外に発信するとともに、各分野における国際文化交流を推進する。
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概要：芸術系大学等の資源を活用したアートマネジメント人材の育成に
係るプログラムの開発・実施及び産学等連携による創造性豊かな
新たな人材養成に対する補助

採択数： ２４大学（応募数：３５大学）＜Ｒ２年度＞
・東成学園（昭和音楽大学） ：アートマネジメント人材育成事業

「実演舞台芸術プロデューサー養成講座」

概要：①翻訳コンクール事業
対象言語： ２言語（英語＋仏、独、露等いずれか）
賞：各言語最優秀賞１名、優秀賞２名

②翻訳者育成・支援事業（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・ｾﾐﾅｰ ）等
実施団体：凸版印刷株式会社＜Ｒ２年度＞

我が国の新進芸術家等に、基礎や技術を磨くために必要な公演や展覧会などの実践的な研修機会を提供する
とともに、創造・創作の源泉となる視野、見聞を広め、幅広い知識を得るためのワークショップ、セミナーの
実施を通して、次代を担い、世界に通用する創造性豊かな芸術家等の育成を図る。
また、芸術系大学が有する人的、物的資源を活用した高度なアートマネジメント能力を有する人材の育成

や国内外の実演家、プロデューサー、アートマネジメント人材等の人的交流を促進することにより、芸術
文化を支えるグローバル人材を育成するとともに、我が国の芸術文化の海外への発信力を強化する。

趣 旨

・世界への我が国の文化の普及
・文化芸術を支える人材の質が高まり厚みが増加

・文化芸術の水準が向上 ・我が国のブランドイメージ向上
・世界で通用する芸術家等を育成

・海外での招聘公演が増加 ・インバウンドの拡大
・我が国の文化芸術を理解する外国人が増加

・ 世界における我が国の存在感向上

効 果

新進の芸術家や演出家、舞台技術者、アートマネジメント人材など、我が国のこれからの文化芸術を担う人材を育成する観点から、実践的かつ、
高度な技術・知識の習得するための研修機会（公演・展覧会、ワークショップ・セミナー等）や国際的な人的交流の機会を提供する。

事業概要

概要：統括芸術団体等による人材育成事業（育成事業、年鑑・調査研究）
・新進の芸術家等を対象とした、公演・展覧会、研修会、ワークショップ・セミナー等
の実施
・芸術系大学と芸術団体が連携して行う新進芸術家等を対象とした、高度な技術・
知識の習得を目的とした事業の実施
・海外で活躍する気鋭の日本人芸術家を招へいし、国内の新進芸術家と共同して
行う公演、展示等を各地で実施

採択数： ５３件（応募数：６７件）＜Ｒ２年度＞
（音楽、舞踊、演劇、大衆芸能、伝統芸能その他と年鑑・調査研究の７部門）

・（公社）日本劇団協議会：日本の演劇人を育てるプロジェクト
・（公社）日本演奏連盟：演奏年鑑２０２１－音楽資料（通巻・第４７号） 作製事業
・（公財）新国立劇場運営財団：「バレエ・アステラス～海外で活躍する日本人ダンサーを迎えて～」等
・（公社）日本芸能実演家団体協議会：実演芸術連携交流事業

新進芸術家グローバル人材育成事業
令和3年度予算額（案） 1,209百万円
(前年度予算額 1,209百万円)

（１）次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

〔平成２３年度～〕 ７７１百万円【委託事業】

（２）大学における文化芸術推進事業
（芸術系大学等におけるアートマネジメント人材育成）

〔平成２５年度～〕 ３３６百万円【補助事業】

（３）翻訳者育成事業（翻訳コンクール）
（現代日本文学の海外発信基盤整備）

〔平成２２年度～〕 ３５百万円【委託事業】
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新型コロナウイルスにより、文化芸術活動の自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体において、
感染対策を十分に実施した上で、積極的に公演等を開催し、文化芸術振興の幅広い担い手
を巻き込みつつ、「新たな日常」ウィズコロナ時代における新しい文化芸術活動のイノベーションを
図るとともに、活動の持続可能性の強化に資する取組を支援する。

コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業

支援の対象となる文化芸術活動・支援対象となる取組

事業の概要

令和2年度第3次補正予算額 250億円

◆ 対象：文化芸術関係団体・文化施設（公演等の開催に資金面での責任を持つ者）
◆ 分野：文化芸術基本法第８条～第12条に定める文化芸術分野
◆ 条件：不特定多数に公開することによって収入を上げることを前提とした積極的な活動

であること
◆ 取組：（１）公演・演奏会・コンサート・ライブ、展覧会等を開催すること

（２）その際、下記のような文化芸術活動のイノベーションを図るような取組を行うこと
・他の文化芸術団体とコラボレーションし、公演を実施すること
・新たな専門性を有する実演家等を招聘し公演を実施すること
・これまで訪問したことのない地域や文化施設（劇場・音楽堂等）で公演を
実施すること
・オンライン配信やyou tubeの投稿等、これまで実施していなかった客層へ
アプローチすること

＊申請時に事業計画書の提出を求め、上記のような「積極的な活動」が含まれて
いることを確認するものとする。

ARTS for the future!
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大規模で質の高い日本の文化芸術水準を向上させるような公演等を支援し、文化芸術の質の向上と文化芸術の重要性や魅力を発信す
ることにより、新型コロナウイルスの感染拡大による萎縮効果を乗り越え、需要喚起や業界全体の活性化を図る。
また、活動自粛を余儀なくされた地域の文化芸術関係団体・芸術家を中心として、文化芸術関係者の力を合わせ、舞台芸術・メディ

ア芸術・伝統芸能・生活文化・国際文化交流等の公演や展示・展覧会等を開催し、コロナ禍における地域の文化芸術の振興を推進する。

大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン 令和2年度第3次補正予算額 70億円

概要

関係者の連携により
・質の高い公演等の実施
・一般の関心を文化芸術に
高める公演等の実施
・今後の収益向上につなが
る公演等の実施

・文化芸術に対する需要喚起
・文化芸術活動における適切なコロナ
対策の実施
・特色ある地域文化の全国発信
・文化芸術活動への関心・熱意を取り
戻す

・業界全体や国内の文化芸術活動の活性化
・コロナ禍における持続可能で安心な文化芸術の発信
・我が国全体の文化芸術関係団体のネットワーク構築
・地域の文化芸術関係団体等のレベルアップ，活性化
・都道府県の知名度・イメージの向上
・地域経済活性化・観光集客の向上

ア
ー
ト
キ
ャ
ラ
バ
ン
の

開
催

事業の内容

（１）全国規模の文化芸術統括団体による公演等の実施
①補助対象者
全国規模の文化芸術統括団体（９団体程度）

②実施内容
大規模で質の高い公演等の支援（定額補助）

③実施地域
全国1３都市程度

期待される事業効果

（２）地域の文化芸術関係団体・芸術家による公演等の実施
①補助対象者
地域の文化芸術関係団体・芸術家を含む芸術団体等

②実施内容
・舞台芸術・メディア芸術・伝統芸能・生活文化・
国際文化交流の公演や展示・展覧会等の支援
・障害者を含む多種多様な子供の文化体験・発表機会
等の確保の支援（いずれも定額補助）

③実施地域
全国２０地域で開催
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文化芸術は、子供たちの育成に大きな力となる。

■ 一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験することは、子供たちの豊かな感性・情操や、創造力・想像力を養
う 上で大きな効果。

■ 芸術家を教育現場に派遣して行う対話や創作、表現に係る体験活動は、子供たちの思考力・判断力・表現力等の向上や、自己肯定感、社会性、責任
感等の育成に大きな効果。

３ 芸術家の派遣事業

■ 個人又は少人数の芸術家が学校を訪れ、講話、
実技披露、実技指導を実施。

■ 国、教育委員会と地域のNPO法人等が連携し、学
校と芸術家個人や小規模グループをコーディネート。
３，１５０件程度 （学校公募型、ＮＰＯ法人等提案型）

１ 巡回公演事業 ４ コミュニケーション能力向上事業

■ 学校において、芸術家による表現手法を用いた
計画的・継続的なワークショップ等を実施。

■ 芸術家による実技披露に加え、児童・生徒が小
集団で協働して、課題解決に取り組む活動を実施。

■ 創作や小集団での話合い等のプロセスを重視。

２００件程度 （学校公募型、ＮＰＯ法人等提案型）

豊かな創造力・想像力を養う
思考力やコミュニケーション能力など
社会人としての素養を身につける

将来の芸術家や観客層を育成し、
優れた文化芸術の創造につなげる

２ 合同開催事業

■ 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学校・中
学校・特別支援学校等において実演芸術公演を実
施。

■ 事前に児童・生徒が自ら参加する体験型の活動
（ワークショップ）を実施。

□公演種目 15種目 □公演数１，５５０公演程度

■ 山間、へき地、離島など、鑑賞機会に恵まれない
地域に存する小学校・中学校・特別支援学校等に
ついて、合同で実演芸術公演を実施。
□公演種目：１５種目 □公演数：４９０ 公演程度

■ より多くの文化芸術の鑑賞・体験が可能となるよう地方公共団体への呼びかけなどを行うとともに、将来的には、地方公共団体の自主事業等も含め、義務教育期
間中毎年１回は、文化芸術の鑑賞・体験ができる環境を整えることを目指す。

■ 小・中学校・特別支援学校や教育委員会が学校と同等と認める場合は、フリースクールや院内学級等での実施も行い、様々な環境にいる義務教育期間中の多くの
子供たちが質の高い文化芸術に触れる機会の充実に努める。

■ 他教科と比べ、学校内における研鑽の機会が乏しい美術や音楽といった芸術系教科等担当教員等への研修等を通した学びの機会を確保するとともに、今後の芸
術教育の方向性や文化芸術と教育両分野の一体的な学習プログラムの構築等を検討する。

■ 映画を含むメディア芸術分野をはじめ、各実演芸術分野において、さらに芸術教育を推進するため、教育課程に沿った実施プログラムの実証実験等を通し、学校が
さらに本事業を活用しやすくなるよう検討する。

■ 各地方の芸術系及び教育系大学等の芸術担当
講師等を活用し、各都道府県等のブロック別に講
師を派遣し、小・中学校・高校等の芸術担当教員へ
の研修及び実演鑑賞を実施するとともに、交流会
等の意見交換の場を設ける。

５ 芸術教育における芸術担当教員等研修事業

文化芸術による子供育成総合事業
令和３年度予算額（案）5,507百万円
(前年度予算額 5,330百万円)
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・我が国のアーツカウンシルとしての機能を有する独立行政法人日本芸術文化振興会における専門家（PD・PO）を活用し、事業に対する
事後評価を引き続き実施し、検証結果を今後の事業の選定に反映させる。
・これらの取組により、劇場・音楽堂等の自律的・持続的な事業改善の循環を作り出す。
・バリアフリーや多言語対応を支援を拡充し、全ての人が文化芸術に親しむことができる拠点づくりを推進する。

Ｄo
実行

Ａction
改善

Ｃheck
検証

Ｐlan
計画

専門家(PD・PO)
による助言 自

律
的
・
持
続
的
な
事
業
改
善

事業の概要

各劇場・音楽堂等
のミッション・
ビジョン等の
確認・再設定

成果目標
成果指標
の設定

ミッション・
ビジョン等を
踏まえた

事業計画の策定

我が国を代表する牽引力のあるトップレベルの
劇場・音楽堂等が行う事業を総合的に支援

地域の文化拠点としての機能をより一層強化
する取組（公演事業、人材養成事業、普及啓
発事業）を支援

劇場・音楽堂等相互の連携・協力による巡回
公演の促進により、文化芸術活動の地域間格
差を解消する取組に対して支援

実演芸術の創造発信力を高めるため、複数の
劇場・音楽堂等が複数又は単一の実演芸術
団体等と共同して行う実演芸術の新たな創造
活動に対して支援

劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年6月公布･施行)」を踏まえ、我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う、
音楽、舞踊、演劇等の実演芸術の創造発信や専門的人材の養成、普及啓発のための事業、劇場・音楽堂等間のネットワーク形成
に資する事業を支援することで、劇場・音楽堂等が地域の核として文化の発信を牽引し、文化芸術立国の実現に資することを目指す。

事業の目的

巡回公演実施に必要な経費のうち、旅費及
び運搬費を支援。 支援件数 ６３件

事業実施に必要な経費の１／２を上限に支援
支援件数 １２７件

事業実施に必要な経費の１／２を上限に支援
支援件数 １５件

事業実施に必要な経費の１／２を上限に支援
支援件数 ２件

地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業

共同制作支援事業 劇場・音楽堂等間ネットワーク強化事業

劇場・音楽堂等基盤整備事業

バリアフリー・多言語対応については定額加算
支援件数 １０件

バリアフリー・多言語対応については定額加算
支援件数 １５件

バリアフリー・多言語対応については定額加算
支援件数 １２７件

バリアフリー・多言語対応については定額加算
支援件数 ２件

事後評価

自己点検の
実施

効果の検証と
検証結果の反映

劇場・音楽堂等が抱える課題・ニーズにきめ細やかに対応した研修・交流事業の実施
劇場・音楽堂等からの相談対応や現地支援員の派遣、ウェブサイト等による情報提供の実施
⇒劇場音楽堂等の人材力・組織力の強化

劇場 ・ 音楽堂等機能強化推進事業
令和３年度予算額（案） 2,430百万円

(前年度予算額 2,431百万円)
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リレーションシップ ID rId3 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

背景・
課題

地域資源の活用・連携による総合的取組
地域の文化活動・市民活動等に外国人の参加を促しつつ日本語
教育を実施する取組等に対する支援を行う。

「標準的なカリキュラム案」等の活用による取組

「生活者としての外国人」に対する標準的なカリキュラム案等
を活用し，地域の実情・外国人の状況に応じた以下の取組に対
する支援を行う。

○日本語教育の実施 ○人材の育成 ○教材の作成

（取組例）防災や地域行事と連携した日本語教育の取組 等

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
（地域日本語教育実践プログラム）

（前年度予算額 46百万円）
令和３年度予算額（案） 44百万円

【課題】地域に在住する外国人が自立した言語使用者として生活していく上で必要となる日本語能力を身に付け，日本語で意思疎通を図り，
生活できるよう支援する必要がある。

【目的】日本国内に定住している外国人等を対象とし，日常生活を営む上で必要となる日本語能力等を習得できるよう，ＮＰＯ法人や公益
法人等が行う日本語教育の教育上の課題や、都道府県域を越えた広域的な課題等を解決するための先進的な取組を支援する。

●外国人材の受入れ･共生のための総合的対応策（令和２年７月、外国人材の受入れ・共生のための関係閣僚会議で改訂）
●日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（令和２年６月、閣議決定）
●成長戦略フォローアップ（令和２年７月、閣議決定）

≪令和２年度委託実績≫
・採択件数：プログラム（Ａ） 11件，（Ｂ） 9件
・受託団体：ＮＰＯ法人，公益法人，大学等
・採択金額：約220万円/件

プログラム

Ａ

プログラム

Ｂ

地域における日本語教育で共通する
特定のニーズや課題解決のための先進的な取組

ＩＣＴを活用した先進的な日本語教育の取組や地域で生
活する外国人の特定のニーズに応じた日本語教育の取組
等に対する支援を行う。

（想定される取組例）

・ＩＣＴを活用した物理的制約のある外国人に対する日本語教育の
取組
例：山間部や豪雪地帯などに居住する外国人に対し、ＺＯＯＭ

等を利用した効果的な日本語教育を行う取組への支援

・就労等の事情により時間的制約のある外国人に対する日本語教育
の取組
例：企業等と協力し、就労後に学べるよう夜間に教室を開講す

るなど日本語学習に課題を抱える外国人に対する日本語教
育を行う取組への支援

プログラム

Ｃ日本での生活に必要な日本語を習得

外国人の円滑な社会生活の促進

特定のニーズに対応する日本語教育の推進

文化審議会国語分科会が取りまとめた報告・成果物の普及

日本語能力
評価について

標準的な
カリキュラム案 教材例集

活用のための
ガイドブック

日本語指導力
評価について

先進的な取組の支援を通じて、外国人の日本での生活に必要な日本語習得、円滑な社会生活の促進、
さらに特定のニーズに対応する日本語教育の推進を図る

統
合

※新規応募不可（継続団体のみ）

※新規応募不可（継続団体のみ）
※

令
和
３
年
度
以
降
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ａ
及
び
Ｂ
の
新
規

募
集
停
止
に
よ
り
令
和
４
年
度
末
で
完
全
統
合
予
定
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日本語教育の人材養成及び現職者研修カリキュラムの開発・活用事業

●外国人の日本語学習者が増加し多様化する中，日本語教育の水準を向上するためには，日本語教育人材の資質・能力の向上が不可欠。
●このため，文化審議会国語分科会が日本語教育人材の資質・能力の向上を目的として，「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」（改訂版）を平成31
年3月に取りまとめた。（日本語教師（養成），「生活者としての外国人」・「留学生」・「児童生徒等」・「就労者」・「難民等」・「海外」に対する初任の日本語
教師，中堅日本語教師，地域日本語教育コーディネータ－・主任教員，日本語学習支援者に求められる資質・能力，教育内容及びモデルカリキュラムを提言）

●上記の審議会報告で示された，日本語教育人材の養成・研修の「教育内容等」の普及を図るために実際に養成・研修の現場で適用する実践的なカリキュラムの開発及び
活用とともに，日本語教師の養成における「必須の教育内容」を踏まえた日本語教師の養成を行うことにより日本語教師の資質・能力の向上を図ることが必要。

●外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和２年７月に外国人材の受入れ・共生のための関係閣僚会議で改訂）
●日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（令和２年６月閣議決定）●成長戦略フォローアップ（令和２年７月１閣議決定）

○上記の審議会報告で示された「教育内容等」に基づき，①日本語教師の養成カリキュラム開発，②現職日本語教師の研修カリキュラム開発と，③開発した
カリキュラムの優良モデルを活用した研修事業を全国で実施する。

○日本語教師の養成に求められる「必須の教育内容」のうち，特に地方の大学等において設置が困難な専門科目について通信による授業を開発する。（④）

（前年度予算額 198百万円）

令和３年度予算額（案）200百万円

リレーションシップ ID rId3 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

リレーションシップ ID rId3 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

●研修カリキュラム開発
大学・日本語教育機関等に委託

（生活者としての外国人・留学生・
就労者・児童生徒・難民・海外に対す
る初任日本語教師，中堅日本語教
師，地域日本語教育コーディネーター・
主任教員，学習支援者）

●現職日本語教師の研修
カリキュラムの試行

●評価・検証・改善

リレーションシップ ID rId3 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

Plan

DoCheck

Action
Plan

DoCheck

Action

リレーションシップ ID rId3 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

本事業を通じて，日本語教育人材の確保，日本語教育人材の質の向上，日本語教育の水準の向上を図る

養成の成果
研修の成果

②現職日本語教師の研修カリキュラム開発①日本語教師の養成カリキュラム開発

リレーションシップ ID rId3 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

●養成カリキュラム開発

大学・日本語教育機関等に委託

（大学：主専攻･副専攻，
日本語教師の養成）

●養成カリキュラムの

試行

●評価・検証・改善

③現職日本語教師の研修カリキュラムの活用

優
良
モ
デ
ル
を
全
国
展
開

●開発したカリキュラムの優良モデルを活用した研修
を日本語教育機関等に委託して実施
・人材確保が喫緊の課題である１０分野で実施（①生活者としての
外国人・②留学生・③就労者・④児童生徒に対する初任日本語
教師，⑤中堅日本語教師，⑥主任教員，⑦学習支援者，
⑧難民等，⑨海外に赴く初任日本語教師，⑩地域日本語教
育コーディネーター（３分野追加）

・全国６ブロックで開発した各分野の優良モデルの研修を実施
・日本語教育人材を指導する専門家の派遣
・ＯＪＴによる研修担当者の育成
⇒全国で多様な活動分野における日本語教育人材の育
成と研修の担い手の育成を推進

【課題】
・多様な活動分野の日本語教育人材の絶対数の不足
・多様な活動分野の研修に体系的に対応できる
教育機関・団体と人材の不足（特に地方）

④日本語教師の養成に求められる「必須の教育内容」に基づく，単位認定が可能な通信による授業科目を開発する（日本語音韻・音声他）
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参加対象：地域に在住する親子等
（子供のみが対象の教室も可）

実施主体：伝統文化等に関する活動を行う団体（伝統文化関係団体）等

実施方法：全国の伝統文化関係団体を対象に募集し有識者審査を経て決定

「放課後子供教室」と連携した体験機会を提供

支援事業数：約３，８００教室

１．教室実施型 1,106百万円（1,106百万円）

伝統文化親子教室事業
令和３年度予算（案） 1,443百万円
（前年度予算額 1,293百万円）

教室に参加した子供や保護者、指導者を対象に事業実施について調査等を行うとともに、その結果を教室の実施団体に還元し、事業の改善や更なる効率的・
効果的な実施に繋げる。

次代を担う子供たちに対して、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、華道、囲碁、将棋などの伝統文化や生活文化等を計画的・継
続的に体験・修得できる機会を提供することにより、伝統文化等を確実に継承・発展させるとともに、子どもたちの豊かな人間性の涵養を図る。

また、組織的・広域的に体験機会を提供する取組を支援することで、地域偏在の解消等、より多くの子供たちが体験機会を得られるように
する。

目的

３．統括実施型 150百万円 【新規】

調査研究及び審査経費等 92百万円（92百万円）

・特定の伝統文化等を中心に体験できるイベント

２．地域展開型 95百万円（95百万円）

・実施主体 地方公共団体
・対象事業
地方公共団体が地域の指導者や文化施設等と連携し、子供たちが地域の伝統文化や生活
文化等を体験等できる機会を設ける事業を支援

・令和3年度予算（案）
95百万円（40地域）

・実施主体 統括団体等
・対象事業
子供たちが伝統文化や生活文化等を体験・修得できる機会を設ける広域的な統括団体
等の事業を支援

・令和3年度予算（案）
150百万円（15,000千円×10件）

･･･

事業例

Ａ教室

B教室

K教室 和歌山県

京都府

大阪府

統括団体等

会場に、様々な伝統文化や生活文化等を学習・
体験できる場所を用意し（ブースの設置等）、来
場した親子が伝統文化の多様な魅力を体験しても
らうイベント
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子供たちのための伝統文化の体験機会回復事業 令和２年度第３次補正予算額（案） ６億円

コロナ禍において、次代を担う子供たちに対して、伝統文化や生活文化等を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供し、
伝統文化等を確実に継承・発展させるとともに、子供たちの豊かな人間性の涵養を図る。

趣 旨

事業例

自治体自治体

公民館

博物館

文化
協会

NPO
法人

Ａ教室

B教室

J教室

･･･連携

事業概要

支援内容

新型コロナウイルス感染症により、伝統文化親子教室の参加の機会が失われた子供たちの体験・修得の機会を早急に回復
するための事業を支援する。

・関係団体や自治体などが連携した実行委員会等による事業の実施を支援
・指導者個人では難しいオンラインでの指導等を広域的に行う教室など、これまでの実施形態に限らない様々な取組を支援等

文化
団体

・感染症防止対策が十分にできないことから指導者が教室の回数や規模
を縮小した
・指導者が高齢のため、オンライン教室などの実施ができなかった

・時間割の変更や長期休みの短縮などで子供たちが教室に参加できな
かった など

コロナ禍による影響
・伝統文化等に接する機会が失われた子供
たちの体験・修得の機会の早急な回復

・伝統文化等を体験・修得できる機会を提
供することが出来る関係団体による、早急
かつ効率的な教室の実施

・オンライン教室を含め、組織的・広域的に
展開できる体制

が必要伝統文化を体験・修得する機会が失われている
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活用と管理の好循環を生み出すのに必要な
仕組みを検討する。

【事業の目的】

文化財建造物の活用は、適切な維持管理を伴
うことで持続します。本事業では、活用から
収入を得て、維持管理に必要な経費を生み出
す仕組みを「自立支援モデル」と呼び、NPO
等が活用実践者の立場から考え得るモデルを
通じて、その実現に向けた課題等の実証的な
検討を行います。

活用と管理の好循環を実現するための実際
的な課題を整理する。

活用と管理の好循環を作るには経営の視点が
必要です。本事業では、文化財の活用に携わ
る実務家を委員会に招集し、事業プロセスに
経営的な視点を取り入れることで、モデルの
実現に向けた実際的な課題を抽出します。

多様な文化財建造物の多彩な管理活用の手
法を示し、あらたな文化財保護に貢献する。

委員会の設置

今日、様々な地域の様々な建造物が文化財と
して大切にされるようになっています。本事
業では、意欲と技量のある各地のNPO等から
企画提案を募ることで、多様で多彩な文化財
のあたらしい保護のあり方を探索します。

事業の 公共性・適切性

実現性・妥当性

具体性・効率性

継続性・発展性

組織の 組織体制

遂行力

調整力

業務管理能力

＜想定される取り組み＞

• ケーススタディによる検討、
類例の収集と整理

• 研究集会、シンポジウム、
ワークショップの開催 等

＜想定される審査基準＞

＜想定される実施件数＞

５件／年 × ５年 ＝ ２５件

NPO等による文化財建造物管理活用の自立支援モデル検討事業

【モデル事業の流れ】

企画提案の公募

事業報告会

企画提案の審査

業務計画書の提出

委託契約

事業の実施

28




