
（参考）

＜投資関係＞

24年度要求額（注1）

（百万円）
一括交付金
対象・対象外

【内閣府】 686,011
地域自主戦略推進費

地域自主戦略交付金 501,109 ―
地域再生推進費

地域再生基盤強化交付金 65,100 対象外（その他）
沖縄振興自主戦略推進費

沖縄振興自主戦略交付金 36,516 ―
沖縄教育振興事業費

公立学校施設整備費負担金 2,153 対象外（義務的な負担金等）
学校施設環境改善交付金 9,907 対象外（その他）

沖縄保健衛生施設整備費
医療施設等施設整備費補助金 444 対象（特定）

沖縄開発事業費
治山事業費補助 467 対象外（その他）
水道施設整備費補助 2,326 対象
水道施設整備指導監督事務費補助 3 対象外（その他）
農業生産基盤保全管理・整備事業費補助 698 対象外（その他）
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費補助 5,521 対象外（その他）
農地等保全事業費補助 84 対象外（その他）
農山漁村地域整備交付金
　　都道府県向け 3,211 対象外（その他）
　　市町村向け 188 今後議論対象
森林環境保全整備事業費補助 330 対象外（その他）
水産基盤整備事業費補助 4,310 対象外（その他）
循環型社会形成推進交付金 913 対象外（その他）
社会資本整備総合交付金 52,016 都道府県措置済

沖縄治水事業工事諸費
国有資産所在市町村交付金 713 対象外（地方税の代替）

沖縄道路事業工事諸費
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

沖縄港湾空港整備事業工事諸費
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

【警察庁】 22,591
交通警察費

都道府県警察施設整備費補助金 15,105 対象外（国家補償・その他）
警察活動基盤整備費

都道府県警察施設整備費補助金 7,486 対象外（国家補償・その他）

平成24年度概算要求における地方向け補助金等

・一括交付金の対象・対象外等の分類は概算要求時点での各組織の判断によるものであり、内閣府（地域主権戦略
室）の判断を示すものではない。当該分類については、一括交付金の制度設計について地域主権戦略会議を中心に関
係府省と共に検討する中で、決定するものである。

〔凡例〕
「対象」：一括交付金の対象とする補助金等
「対象（特定）」：特定補助金（期限を設定した上で、期限到来時に「廃止」又は「一括交付金化」を判断する補助金等）
「対象外」：一括交付金の対象外とする補助金等
　　　　　　（　）内は「地域主権戦略大綱」等に沿った対象外とする理由として、「保険・現金」、「義務的な負担金等」、「災害復旧」、
　　　　　　 「国家補償」、「地方税の代替」、「国庫委託」、「特定財源」、「特定地域」、 「その他」から分類
「今後議論対象」：農林水産省が「今後政府部内の議論を踏まえ、対象とできないか検討」とする補助金等
「都道府県措置済」：国土交通省が「都道府県分については措置済」とする補助金等

項・目　

地域主権戦略室作成
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24年度要求額（注1）

（百万円）
一括交付金
対象・対象外

項・目　

【総務省】 910
消防防災体制等整備費

消防防災施設整備費補助金 910 対象

【文部科学省】 102,578
公立文教施設整備費

公立諸学校建物其他災害復旧費補助金 28 対象外（災害復旧）
公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 336 対象外（災害復旧）

公立文教施設整備費
公立学校施設整備費負担金 34,381 対象外（義務的な負担金等）
学校施設環境改善交付金 56,226 対象外（その他）

文化財保存事業費
史跡等購入費補助金 11,607 対象外（国家補償）

【厚生労働省（一般会計）】 57,232
医療提供体制基盤整備費

医療施設等施設整備費補助金 406 対象（特定）
医療提供体制施設整備交付金 4,892 対象（特定）

保健衛生施設整備費
保健衛生施設等施設整備費補助金 647 対象外（災害復旧）

水道施設整備費
水道施設整備費補助
　（目細）簡易水道等施設整備費補助
　（目細）水道水源開発等施設整備費補助
　（目細）指導監督事務費補助 50 対象外（その他）
北方領土隣接地域振興等事業補助率差額 5 対象外（義務的な負担金等）

児童福祉施設整備費
次世代育成支援対策施設整備交付金 3,700 対象（特定）

障害保健福祉費
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備費負担金 3,554 対象外（義務的な負担金等）

社会福祉施設整備費
地方改善施設整備費補助金 787 対象（特定）
社会福祉施設等施設整備費補助金 12,929 対象（特定）

介護保険制度運営推進費
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,250 対象（特定）

水道施設災害復旧事業費
水道施設災害復旧事業費補助 350 対象外（災害復旧）

【厚生労働省（労働保険特別会計）】 125
職業能力開発強化費

職業能力開発校設備整備費等補助金 125 対象外（特定財源）

【厚生労働省（年金特別会計）】 3,068
児童育成事業費

児童育成事業費補助金 3,068 対象（特定）

【農林水産省（一般会計）】 226,563
食の安全・消費者の信頼確保対策費

食の安全・消費者の信頼確保対策整備交付金 54 対象外（その他）
国産農畜産物・食農連携強化対策費

国産農畜産物・食農連携強化対策整備費補助金 9,500 対象外（その他）
農業経営対策費

農業経営対策地方公共団体整備費補助金 1,095 対象外（特定地域・その他）
農業経営対策整備交付金 169 対象外（その他）

農業・食品産業強化対策費
農業・食品産業強化対策整備交付金 15,217 対象外（その他）

農業生産基盤保全管理等推進費
農業生産基盤保全管理等推進整備費補助金 16,597 対象外（その他）

都市農村交流等対策費
都市農村交流等対策整備交付金 34 今後議論対象

農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策整備交付金 10,373 今後議論対象

森林整備・林業等振興対策費
森林整備・林業等振興整備交付金 1,342 今後議論対象

水産業強化対策費
水産業強化対策整備交付金 6,878 今後議論対象

22,662 対象

2



24年度要求額（注1）

（百万円）
一括交付金
対象・対象外

項・目　

農業生産基盤保全管理・整備事業費
諸土地改良事業費補助 659 対象外（その他）
土地改良施設管理費補助 4,184 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 3,160 対象外（その他）

海岸事業費
後進地域特例法適用団体補助率差額 1 対象外（その他）

農地等保全事業費
地すべり対策事業費補助 2,779 対象外（その他）
公害防除特別土地改良事業費補助 501 対象外（その他）
震災対策農業水利施設整備事業費補助 2,382 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 512 対象外（その他）

戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費補助 21,398 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 734 対象外（その他）

農山漁村地域整備事業費
農山漁村地域整備交付金
　都道府県向け 24,612 対象外（その他）
　市町村向け 2,340 今後議論対象

農業施設災害復旧事業費
農業用施設災害復旧事業費補助 6,170 対象外（災害復旧）
農地災害復旧事業費補助 1,535 対象外（災害復旧）
海岸保全施設等災害復旧事業費補助 85 対象外（災害復旧）

農業施設災害関連事業費
農業用施設等災害関連事業費補助 186 対象外（災害復旧）
後進地域特例法適用団体補助率差額 13 対象外（その他）

海岸事業工事諸費
国有資産所在市町村交付金 0.01 対象外（地方税の代替）

農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費
国有資産所在市町村交付金 7 対象外（地方税の代替）

治山事業費
治山事業費補助 24,026 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 2,132 対象外（その他）

森林整備事業費
森林環境保全整備事業費補助 28,747 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 800 対象外（その他）
美しい森林づくり基盤整備交付金 622 対象外（その他）

山林施設災害復旧事業費
治山施設災害復旧事業費補助 802 対象外（災害復旧）
林道施設災害復旧事業費補助 2,392 対象外（災害復旧）

山林施設災害関連事業費
災害関連緊急治山等事業費補助 1,859 対象外（災害復旧）
治山施設等災害関連事業費補助 13 対象外（災害復旧）
林地崩壊対策事業費補助 30 対象外（災害復旧）
森林災害復旧造林事業費補助 1 対象外（災害復旧）
後進地域特例法適用団体補助率差額 333 対象外（その他）

海岸事業費
海岸保全施設整備事業費補助 654 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 21 対象外（その他）

水産基盤整備費
水産基盤整備調査費補助 89 対象外（その他）
水産物供給基盤整備事業費補助 17,170 対象外（その他）
水産資源環境整備事業費補助 10,425 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体等補助率差額 2,899 対象外（その他）

漁港施設災害復旧事業費
漁港施設災害復旧事業費補助 1,007 対象外（災害復旧）

漁港施設災害関連事業費
漁港施設災害関連事業費補助 23 対象外（災害復旧）
後進地域特例法適用団体補助率差額 1 対象外（その他）

【農林水産省（食料安定供給特別会計）】 0.5
土地改良事業工事諸費

国有資産所在市町村交付金 0.5 対象外（地方税の代替）

【経済産業省】 419
工業用水道事業費

工業用水道事業費補助 419 対象
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24年度要求額（注1）

（百万円）
一括交付金
対象・対象外

項・目　

【国土交通省（一般会計）】 1,899,782
海岸環境整備事業費

後進地域特例法適用団体補助率差額 2 対象外（その他）
国営公園等事業費

都市公園事業費補助 538 対象外（その他）
古都及緑地保全事業費補助 45 対象外（その他）

下水道事業費
下水道事業費補助 1,977 対象外（その他）

都市水環境整備事業費
緑地環境整備総合支援事業費補助 52 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 261 対象外（その他）

住宅防災事業費
後進地域特例法適用団体補助率差額 5 対象外（その他）

住宅施設災害復旧事業費
住宅施設災害復旧事業費補助 100 対象外（災害復旧）

都市公園防災事業費
都市公園防災事業費補助 462 対象外（その他）

海岸事業費
後進地域特例法適用団体補助率差額 66 対象外（その他）

総合的物流体系整備推進費
港湾機能高度化施設整備費補助金 694 対象外（その他）

都市・地域づくり推進費
集落活性化推進事業費補助金 381 対象外（その他）

都市再生・地域再生整備事業費
都市再生推進事業費補助 9,528 対象外（その他）

官民連携基盤整備推進調査費
官民連携基盤整備調査費補助 240 対象外（その他）

離島振興費
離島振興特別事業費補助金 178 対象外（その他）
奄美群島産業振興等補助金 556 対象外（特定地域）
小笠原諸島振興開発事業費補助 862 対象外（特定地域）

離島振興事業費
治山事業費補助 707 対象外（その他）
水道施設整備費補助
　（目細）簡易水道等施設整備費補助 1,912 対象
　（目細）指導監督事務費補助 4 対象外（その他）
農業生産基盤保全管理・整備事業費補助 65 対象外（その他）
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費補助 3,431 対象外（その他）
農地等保全事業費補助 65 対象外（その他）
森林環境保全整備事業費補助 670 対象外（その他）
水産基盤整備事業費補助 15,807 対象外（その他）
循環型社会形成推進交付金 1,910 対象外（その他）
農山漁村地域整備交付金
　都道府県向け 1,245 対象外（その他）
　市町村向け 387 今後議論対象
美しい森林づくり基盤整備交付金 2 対象外（その他）
社会資本整備総合交付金 21,803 都道府県措置済

河川等災害復旧事業費
港湾施設災害復旧事業費補助 660 対象外（災害復旧）
河川等災害復旧事業費補助 32,691 対象外（災害復旧）
都市災害復旧事業費補助 150 対象外（災害復旧）

河川等災害関連事業費
港湾施設災害関連事業費補助 7 対象外（災害復旧）
河川等災害関連事業費補助 883 対象外（災害復旧）
河川等災害復旧助成事業費補助 1,050 対象外（災害復旧）
災害関連緊急砂防等事業費補助 2,757 対象外（災害復旧）
後進地域特例法適用団体等補助率差額 279 対象外（その他）

北海道開発事業費
治山事業費補助 3,145 対象外（その他）
水道施設整備費補助
　（目細）簡易水道等施設整備費補助
　（目細）水道水源開発等施設整備費補助
　（目細）指導監督事務費補助 2 対象外（その他）
地すべり対策事業費補助 79 対象外（その他）
諸土地改良事業費補助 131 対象外（その他）
土地改良施設管理費補助 682 対象外（その他）
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費補助 8,090 対象外（その他）
森林環境保全整備事業費補助 7,201 対象外（その他）
水産基盤整備調査費補助 3 対象外（その他）

3,868 対象
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24年度要求額（注1）

（百万円）
一括交付金
対象・対象外

項・目　

水産基盤整備事業費補助 9,312 対象外（その他）
循環型社会形成推進交付金 1,401 対象外（その他）
農山漁村地域整備交付金 1,366 対象外（その他）
美しい森林づくり基盤整備交付金 44 対象外（その他）
社会資本整備総合交付金 67,685 都道府県措置済

社会資本総合整備事業費
社会資本整備総合交付金 1,694,065 都道府県措置済

北海道治水海岸事業工事諸費
国有資産所在市町村交付金 192 対象外（地方税の代替）

北海道道路整備事業工事諸費
国有資産所在市町村交付金 50 対象外（地方税の代替）

北海道港湾空港整備事業工事諸費
国有資産所在市町村交付金 12 対象外（地方税の代替）

北海道都市環境整備事業工事諸費
国有資産所在市町村交付金 2 対象外（地方税の代替）

北海道農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費
国有資産所在市町村交付金 19 対象外（地方税の代替）

【国土交通省（社会資本整備事業特別会計）】 144,224
河川整備事業費

河川改修費補助 1,020 対象外（その他）
河川総合開発事業費補助 16,998 対象外（その他）
治水ダム建設事業費補助 7,980 対象外（その他）
河川激甚災害対策特別緊急事業費補助 798 対象外（災害復旧）
床上浸水対策特別緊急事業費補助 7,698 対象外（災害復旧）
後進地域特例法適用団体補助率差額 1,936 対象外（その他）
河川災害復旧等関連緊急事業費補助 3,359 対象外（災害復旧）

北海道河川整備事業費
河川総合開発事業費補助 4,260 対象外（その他）
特定河川改良工事交付金 663 対象外（その他）

離島河川整備事業費
河川総合開発事業費補助 10 対象外（その他）

沖縄河川整備事業費
河川総合開発事業費補助 890 対象外（その他）

砂防事業費
特定緊急砂防事業費補助 1,339 対象外（災害復旧）
特定緊急地すべり対策事業費補助 160 対象外（災害復旧）
砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助 1,177 対象外（災害復旧）
後進地域特例法適用団体補助率差額 370 対象外（その他）

北海道砂防事業費
特定砂防工事交付金 348 対象外（その他）

離島砂防事業費
砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助 679 対象外（災害復旧）
地すべり激甚災害対策特別緊急事業費補助 420 対象外（災害復旧）

道路環境改善事業費
後進地域特例法適用団体補助率差額 2 対象外（その他）

道路交通安全対策事業費
安全市街地整備道路事業費補助 24 対象外（その他）
交通連携推進事業費補助 125 対象外（その他）
交通安全施設等整備事業費補助 243 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 189 対象外（その他）

沖縄道路交通安全対策事業費
道路維持費補助 52 対象外（国家補償）

地域連携道路事業費
地域連携推進事業費補助 38,774 対象外（その他）
道路調査費補助 715 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 4,614 対象外（その他）

北海道地域連携道路事業費
地域連携推進事業費補助 480 対象外（その他）
道路調査費補助 22 対象外（その他）
特定道路事業交付金 2,400 対象外（その他）

沖縄地域連携道路事業費
地域連携推進事業費補助 450 対象外（その他）
道路調査費補助 4 対象外（その他）

道路交通円滑化事業費
交通円滑化事業費補助 7,454 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 1,649 対象外（その他）

港湾環境整備事業費
港湾環境整備事業費補助 755 対象外（その他）
廃棄物処理施設整備事業費補助 4,309 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 21 対象外（その他）
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24年度要求額（注1）

（百万円）
一括交付金
対象・対象外

項・目　

北海道港湾環境整備事業費
港湾環境整備事業費補助 46 対象外（その他）

離島港湾環境整備事業費
港湾環境整備事業費補助 6 対象外（その他）

港湾事業費
港湾改修費補助 8,083 対象外（その他）
後進地域特例法適用団体補助率差額 569 対象外（その他）

北海道港湾事業費
港湾改修費補助 77 対象外（その他）

離島港湾事業費
港湾改修費補助 3,768 対象外（その他）

沖縄港湾事業費
港湾改修費補助 810 対象外（その他）

空港等維持運営費
航空機騒音障害対策費補助 208 対象外（国家補償）
国有資産所在市町村交付金 7,395 対象外（地方税の代替）

空港整備事業費
空港整備事業費補助 182 対象外（その他）
教育施設等騒音防止対策事業費補助 264 対象外（国家補償）
後進地域特例法適用団体補助率差額 136 対象外（その他）

北海道空港整備事業費
空港整備事業費補助 156 対象外（その他）

離島空港整備事業費
空港整備事業費補助 299 対象外（その他）

沖縄空港整備事業費
空港整備事業費補助 2,823 対象外（その他）

業務取扱費
用地事務委託費 423 対象外（国庫委託）
国有資産所在市町村交付金 6,594 対象外（地方税の代替）

【環境省】 45,001
廃棄物処理施設整備費

循環型社会形成推進交付金 43,664 対象外（その他）
生物多様性保全等推進費

環境保全施設整備費補助金 50 対象外（その他）
自然公園等事業費

自然環境整備交付金 718 対象外（その他）
環境保健対策推進費

水俣病総合対策施設整備費補助金 519 対象外（特定地域）
生物多様性保全等推進費

生物多様性保全回復整備事業費 50 対象外（その他）

合計 3,188,503

（注１）平成24年度概算要求額には「要望」額を含むが、「東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費」を除いている。

（注２）各府省から提出された資料をそのまま記載したもので、今後、計数等の変動がありうる。

（注３）各欄の合算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。
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＜経常関係＞

24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外

【国会】 881
衆議院

国有資産所在市町村交付金 562 対象外（地方税の代替）

参議院
国有資産所在市町村交付金 316 対象外（地方税の代替）

国立国会図書館
国有資産所在市町村交付金 4 対象外（地方税の代替）

【裁判所】 241
高裁判所
国有資産所在市町村交付金 241 対象外（地方税の代替）

【会計検査院】 8
会計検査院

国有資産所在市町村交付金 8 対象外（地方税の代替）

【内閣】 10
人事院

国有資産所在市町村交付金 10 対象外（地方税の代替）

【内閣府】 25,772
沖縄政策費

沖縄新産業創出対策事業推進費補助金 4,106 対象外（特定地域）

沖縄振興特別事業推進費補助金 2,545 対象外（特定地域）

沖縄振興特別事業推進費補助金 3,064 対象外（特定地域）

ハブ対策費補助金 44 対象外（特定地域）

不発弾等処理交付金 2,278 対象外（特定地域）

沖縄振興特別交付金 90 対象外（特定地域）

所有者不明土地実態調査等委託費 85 対象外（特定地域）

対馬丸遭難学童遺族特別支出金支給事務委託費 1 対象外（特定地域）

位置境界明確化調査等委託費 8 対象外（特定地域）

沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費
沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費補助金 2,606 対象外（特定地域）

沖縄特別振興対策事業費
沖縄特別振興対策事業費補助金 2,193 対象外（特定地域）

沖縄北部連携促進特別振興事業費
沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金 2,497 対象外（特定地域）

沖縄保健衛生諸費
無医地区医師派遣費等補助金 344 対象外（特定地域）

沖縄農業振興費
特殊病害虫特別防除費補助金 1,224 対象外（特定地域）

沖縄糖業振興対策費補助金 2,197 対象外（特定地域）

気象災害対応園芸施設実証支援事業費補助金 85 対象外（特定地域）

防災政策費
特定地震防災対策施設運営費補助金 251 対象外（特定地域）

地域防災力向上支援事業費補助金 181 対象外（その他）

津波対策推進交付金 1,800 対象外（その他）

経済社会総合研究所
経済調査等地方公共団体委託費 11 対象外（国庫委託）

沖縄総合事務局
国有資産所在市町村交付金 86 対象外（地方税の代替）

内閣本府共通費
国有資産所在市町村交付金 53 対象外（地方税の代替）

拉致被害者等生活相談等事務委託費 19 対象外（国庫委託）

宮内庁
国有資産所在市町村交付金 2 対象外（地方税の代替）

【警察庁】 41,150
警備警察費

千葉県警察成田国際空港警備隊費補助金 11,391 対象外（国家補償・特定地域・その他）

警察活動基盤整備費
都道府県警察費補助金 29,647 対象外（国家補償・その他）

警察庁共通費
国有資産所在市町村交付金 112 対象外（地方税の代替）

項・目　
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24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外項・目　

【総務省（一般会計）】 70,125
総務本省共通費

国有資産所在市町村交付金 36 対象外（地方税の代替）

管区行政評価局共通費
国有資産所在市町村交付金 0.4 対象外（地方税の代替）

総合通信局共通費
国有資産所在市町村交付金 4 対象外（地方税の代替）

一般戦災死没者追悼等事業費
不発弾等処理交付金 90 対象外（その他）

引揚者特別交付金支給事務地方公共団体委託費 6 対象外（国庫委託）

地域振興費
過疎地域等自立活性化推進交付金 504 対象外（その他）

地方行政制度の整備に必要な経費
市町村合併体制整備費補助金 5,834 対象外（その他）

地方行政制度整備費
地方分権振興交付金 210 対象外（特定地域）

政党助成費
政党助成事務委託費 23 対象外（国庫委託）

選挙制度等整備費
在外選挙人名簿登録事務委託費 26 対象外（国庫委託）

国有提供施設等所在市町村助成交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金 26,740 対象外（地方税の代替）

施設等所在市町村調整交付金
施設等所在市町村調整交付金 6,800 対象外（地方税の代替）

情報通信技術高度利活用推進費
 先進的地域情報通信システム開発委託費 387 対象外（国庫委託）

電波利用料財源電波監視等実施費
無線システム普及支援事業等補助金 4,176 対象外（特定財源）

情報通信技術利用環境整備費
情報通信利用環境整備推進交付金 1,900 対象（特定）

統計調査費
統計調査地方公共団体委託費 7,891 対象外（国庫委託）

統計調査事務地方公共団体委託費 10,451 対象外（国庫委託）

統計調査業務地方公共団体委託費 56 対象外（国庫委託）

政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 1 対象外（国庫委託）

消防防災体制等整備費
緊急消防援助隊設備整備費補助金 4,897 対象外（国家補償）

緊急消防援助隊活動費負担金 10 対象外（義務的な負担金等）

国民保護訓練費負担金 82 対象外（義務的な負担金等）

【総務省（交付税及び譲与税配付金特別会計）】 71,078
交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金 71,078 対象外（特定財源）

【法務省】 3,914
法務本省共通費

国有資産所在市町村交付金 161 対象外（地方税の代替）

検察官署共通費
国有資産所在市町村交付金 63 対象外（地方税の代替）

矯正官署共通費
国有資産所在市町村交付金 31 対象外（地方税の代替）

更生保護官署共通費
国有資産所在市町村交付金 0.04 対象外（地方税の代替）

法務局共通費
国有資産所在市町村交付金 13 対象外（地方税の代替）

地方入国管理官署共通費
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

公安調査庁共通費
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

出入国管理企画調整推進費
外国人登録事務委託費 1,293 対象外（国庫委託）

中長期在留者住居地届出等事務委託費 775 対象外（国庫委託）

人権擁護推進費
 人権啓発活動等委託費（地方委託費） 1,574 対象外（国庫委託）

【外務省】 24
外務本省共通費

国有資産所在市町村交付金 24 対象外（地方税の代替）
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24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外項・目　

【財務省】 7,828
財務本省共通費

国有資産所在市町村交付金 31 対象外（地方税の代替）

財務局共通費
国有資産所在市町村交付金 7,564 対象外（地方税の代替）

税関共通費
国有資産所在市町村交付金 42 対象外（地方税の代替）

国税庁共通費
国有資産所在市町村交付金 191 対象外（地方税の代替）

【文部科学省（一般会計）】 2,139,231
文部科学本省共通費

国有資産所在市町村交付金 210 対象外（地方税の代替）

文化庁共通費
国有資産所在市町村交付金 8 対象外（地方税の代替）

生涯学習振興費
教育統計調査委託費 101 対象外（国庫委託）

生涯学習振興事業委託費 5 対象外（国庫委託）

学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 8,473 対象外（その他）

義務教育費国庫負担金
義務教育費国庫負担金 1,567,478 対象外（義務的な負担金等）

初等中等教育等振興費
公立文教施設整備等都道府県事務費交付金 137 対象外（義務的な負担金等・災害復旧）

特別支援教育就学奨励費負担金 5,086 対象外（保険・現金）

高等学校等就学支援金交付金 153,639 対象外（保険・現金）

公立高等学校授業料不徴収交付金 237,105 対象外（保険・現金）

在外教育施設派遣教員委託費 7,608 対象外（国庫委託）

初等中等教育等振興事業委託費 1,868 対象外（国庫委託）

高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金 10,167 対象外（保険・現金）

高等学校等就学支援金事務費交付金 375 対象外（義務的な負担金等）

要保護児童生徒援助費補助金 793 対象外（保険・現金）

へき地児童生徒援助費等補助金 1,134 対象外（保険・現金・義務的な負担金等）

幼稚園就園奨励費補助金 22,478 対象外（保険・現金）

特別支援教育就学奨励費補助金 2,349 対象外（保険・現金・その他）

教育振興事業費補助金 135 対象外（特定地域）

科学技術・学術政策推進費
理科教育設備整備費等補助金 930 対象外（義務的な負担金等）

国際交流・協力推進費
国際文化交流促進費補助金 821 対象外（保険・現金）

私立学校振興費
私立高等学校等経常費助成費補助金 100,093 対象外（その他）

スポーツ振興費
地方スポーツ振興費補助金 445 対象外（特定地域）

スポーツ振興事業委託費 1,436 対象外（国庫委託）

放射能調査研究費
放射能測定調査委託費 60 対象外（国庫委託）

文化財保存事業費
国宝重要文化財等保存整備費補助金 12,465 対象外（国家補償）

文化芸術振興委託費 81 対象外（国庫委託）

文化振興費
文化芸術振興費補助金 3,750 対象外（その他）

【文部科学省（エネルギー対策特別会計）】 25,662
電源立地対策費

電源立地推進対策委託費 0.3 対象外（特定財源）

原子力施設等防災対策等委託費 510 対象外（特定財源）

電源立地等推進対策補助金 1,979 対象外（特定財源）

電源立地等推進対策交付金 2,941 対象外（特定財源）

電源立地地域対策交付金 7,434 対象外（特定財源）

原子力施設等防災対策等交付金 12,797 対象外（特定財源）

【厚生労働省（一般会計）】 14,544,976
厚生労働本省共通費

厚生労働統計調査委託費 44 対象外（国庫委託）

国民生活基礎調査等委託費 1,963 対象外（国庫委託）

毎月勤労統計調査委託費 903 対象外（国庫委託）

保健福祉調査地方公共団体委託費 35 対象外（国庫委託）

国有資産所在市町村交付金 25 対象外（地方税の代替）

医療提供体制確保対策費
保健福祉調査委託費 17 対象外（国庫委託）

医療施設運営費等補助金 3,237 対象外（その他）
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24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外項・目　

医療従事者等確保対策費
医療関係者養成確保対策費等補助金 4,509 対象外（その他）

医療従事者資質向上対策費
衛生関係指導者養成等委託費 33 対象外（国庫委託）

臨床研修費等補助金 1,730 対象外（その他）

医療安全確保推進費
医療施設運営費等補助金 45 対象外（その他）

感染症対策費
結核医療費補助金 266 対象外（義務的な負担金等）

医療施設運営費等補助金 673 対象外（義務的な負担金等）

疾病予防対策事業費等補助金 16,862 対象外（その他）

結核療養諸費補助金 0.4 対象外（義務的な負担金等）

予防接種対策費負担金 1,082 対象外（保険・現金）

結核医療費負担金 2,860 対象外（義務的な負担金等）

感染症予防事業費等負担金 1,403 対象外（義務的な負担金等）

特定疾患等対策費
国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護委託費 42 対象外（保険・現金）

ハンセン病対策事業委託費 11 対象外（国庫委託）

厚生労働科学研究費補助金 30,000 対象外（その他）

疾病予防対策事業費等補助金 1,219 対象外（その他）

原爆被爆者等援護対策費
原爆症調査研究等委託費 2,073 対象外（国庫委託）

特定疾患調査委託費 797 対象外（国庫委託）

原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 4,681 対象外（国家補償）

老人保健事業推進費等補助金 945 対象外（国家補償）

原爆被爆者介護手当等負担金 1,285 対象外（国家補償）

原爆被爆者健康診断費交付金 2,757 対象外（国家補償）

原爆被爆者手当交付金 90,401 対象外（国家補償）

原爆被爆者葬祭料交付金 1,802 対象外（国家補償）

医薬品承認審査等推進費
検定検査事務等委託費 72 対象外（国庫委託）

医薬品安全対策等推進費
検定検査事務等委託費 41 対象外（国庫委託）

医薬品適正使用推進費
医療施設運営費等補助金 2,032 対象外（その他）

医薬品等研究開発推進費
薬事工業生産動態統計調査委託費 39 対象外（国庫委託）

薬事経済調査委託費 154 対象外（国庫委託）

医療提供体制基盤整備費
医療提供体制推進事業費補助金 25,532 対象外（その他）

医療施設等設備整備費補助金 831 対象外（その他）

医療保険給付諸費
後期高齢者医療制度事業費補助金 6,314 対象外（その他）

国民健康保険出産育児一時金補助金 171 対象外（その他）

後期高齢者医療給付費等負担金 3,150,381 対象外（保険・現金）

国民健康保険療養給付費等負担金 1,864,467 対象外（保険・現金）

国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 564,224 対象外（保険・現金）

後期高齢者医療財政調整交付金 1,030,856 対象外（保険・現金）

国民健康保険財政調整交付金 530,629 対象外（保険・現金）

国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 149,353 対象外（保険・現金）

医療費適正化推進費
国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金 17,516 対象外（義務的な負担金等）

病床転換助成事業交付金 259 対象外（義務的な負担金等）

地域保健対策費
保健衛生施設等設備整備費補助金 1,434 対象外（災害復旧）

疾病予防対策事業費等補助金 142 対象外（その他）

健康増進対策費
国民健康・栄養調査委託費 236 対象外（義務的な負担金等）

疾病予防対策事業費等補助金 18,578 対象外（その他）

健康危機管理推進費
疾病予防対策事業費等補助金 65 対象外（災害復旧）

水道安全対策費
水道事業認可等事務取扱交付金 0.3 対象外（特定地域）

麻薬・覚せい剤等対策費
検定検査事務等委託費 39 対象外（国庫委託）

麻薬中毒者措置入院費負担金 0.5 対象外（義務的な負担金等）

麻薬中毒者護送費負担金 0.01 対象外（義務的な負担金等）

あへん取締事務費交付金 0.1 対象外（義務的な負担金等）

生活衛生対策費
生活衛生関係営業対策事業費補助金 455 対象外（その他）
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24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外項・目　

高齢者等雇用安定・促進費
職業転換訓練費負担金 195 対象外（保険・現金）

職業能力開発強化費
職業転換訓練費交付金 3,299 対象外（義務的な負担金等）

障害者等職業能力開発支援費
職業能力開発支援事業委託費 910 対象外（国庫委託）

障害者職業能力開発校運営委託費 2,721 対象外（国庫委託）

職業転換訓練費負担金 1,637 対象外（保険・現金）

保育所運営費
児童保護費等負担金 396,225 対象外（義務的な負担金等）

児童虐待等防止対策費
児童福祉事業対策費等補助金 2,468 対象外（その他）

婦人保護事業費補助金 1,201 対象外（義務的な負担金等）

児童保護費等負担金 86,232 対象外（義務的な負担金等）

婦人保護事業費負担金 886 対象外（義務的な負担金等）

婦人相談所運営費負担金 19 対象外（義務的な負担金等）

母子保健衛生対策費
科学試験研究費補助金 13,131 対象外（その他）

母子保健衛生費補助金 10,706 対象外（その他）

在宅福祉事業費補助金 46 対象外（その他）

母子保健衛生費負担金 3,393 対象外（義務的な負担金等）

結核児童日用品費等負担金 1 対象外（義務的な負担金等）

母子家庭等対策費
母子家庭等対策費補助金 3,647 対象外（その他）

児童扶養手当給付費負担金 180,448 対象外（保険・現金）

子ども・子育て支援対策費
子育て支援交付金 52,400 対象外（その他）

生活保護費
生活保護指導監査委託費 2,049 対象外（保険・現金）

生活保護費等負担金 2,840,960 対象外（保険・現金）

地域福祉推進費
公的扶助資料調査委託費 106 対象外（国庫委託）

保健福祉調査地方公共団体委託費 22 対象外（国庫委託）

セーフティネット支援対策等事業費補助金 22,988 対象外（保険・現金）

災害救助等諸費
災害救助費等負担金 202 対象外（義務的な負担金等）

災害弔慰金等負担金 140 対象外（義務的な負担金等）

社会福祉諸費
地方改善事業費補助金 4,503 対象外（その他）

遺族及留守家族等援護費
遺族及留守家族等援護事務委託費 418 対象外（義務的な負担金等）

遺族及留守家族等援護活動費補助金 5 対象外（特定地域）

戦没者慰霊事業費
遺骨帰還等委託費 14 対象外（国庫委託）

旧軍関係調査事務等委託費 3 対象外（義務的な負担金等）

中国残留邦人等支援事業費
遺族及留守家族等援護事務委託費 554 対象外（義務的な負担金等・国庫委託）

恩給進達等実施費
旧軍関係調査事務等委託費 35 対象外（義務的な負担金等）

障害保健福祉費
地域生活支援事業費補助金 51,000 対象外（その他）

児童保護費等補助金 8,686 対象外（その他）

身体障害者福祉費補助金 91 対象外（特定地域）

精神障害者医療保護入院費補助金 603 対象外（義務的な負担金等）

障害程度区分認定等事業費補助金 4,165 対象外（その他）

精神保健対策費補助金 4,066 対象外（義務的な負担金等・その他）

心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関地域共生事業費補助金 50 対象外（特定地域）

心神喪失者等医療観察法医療水準向上等事業費補助金 16 対象外（その他）

特別障害者手当等給付費負担金 38,850 対象外（保険・現金）

児童保護費等負担金 53,316 対象外（義務的な負担金等）

身体障害者保護費負担金 1,620 対象外（義務的な負担金等）

障害者自立支援給付費負担金 751,850 対象外（義務的な負担金等）

精神障害者措置入院費負担金 4,147 対象外（義務的な負担金等）

精神障害者措置入院移送費負担金 106 対象外（義務的な負担金等）

障害者医療費負担金 204,635 対象外（義務的な負担金等）

心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金 1,982 対象外（義務的な負担金等）

心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関設備整備費負担金 136 対象外（義務的な負担金等）

事務取扱交付金 1,020 対象外（義務的な負担金等）
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24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外項・目　

高齢者日常生活支援等推進費
老人保健事業推進費等補助金 2,267 対象外（その他）

在宅福祉事業費補助金 2,760 対象外（その他）

高齢者福祉推進事業費補助金 206 対象外（特定地域）

介護保険事業費補助金 364 対象外（その他）

地域支援事業交付金 64,170 対象外（義務的な負担金等）

介護保険制度運営推進費
介護保険事業費補助金 7,015 対象外（その他）

介護給付費等負担金 1,449,884 対象外（義務的な負担金等）

国民健康保険介護納付金負担金 249,695 対象外（保険・現金）

介護給付費財政調整交付金 407,271 対象外（義務的な負担金等）

国民健康保険介護納付金財政調整交付金 66,096 対象外（保険・現金）

地域介護・福祉空間整備推進交付金 1,800 対象外（その他）

検疫所共通費
国有資産所在市町村交付金 2 対象外（地方税の代替）

国立ハンセン病療養所共通費
国有資産所在市町村交付金 0.4 対象外（地方税の代替）

厚生労働本省試験研究所共通費
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

国立更生援護機関共通費
国有資産所在市町村交付金 8 対象外（地方税の代替）

都道府県労働局共通費
国有資産所在市町村交付金 9 対象外（地方税の代替）

【厚生労働省（労働保険特別会計）】 49,597
職業能力開発強化費

生涯職業能力開発事業等委託費 33,227 対象外（特定財源）

職業能力開発校設備整備費等補助金 4,832 対象外（特定財源）

技能向上対策費補助金 937 対象外（特定財源）

離職者等職業訓練費交付金 9,386 対象外（特定財源）

障害者職業能力開発支援費
障害者職業能力開発支援事業委託費 1,153 対象外（特定財源）

業務取扱費
国有資産所在市町村交付金（労災勘定） 23 対象外（地方税の代替）

国有資産所在市町村交付金（雇用勘定） 37 対象外（地方税の代替）

【厚生労働省（年金特別会計）】 1,604,804
児童育成事業費

児童育成事業費補助金 60,007 対象外（特定財源）

手当給付費等交付金（仮称）
被用者児童手当交付金 138 対象外（保険・現金）

特例給付交付金 11 対象外（保険・現金）

被用者小学校修了前特例給付交付金 50 対象外（保険・現金）

非被用者児童手当交付金 15 対象外（保険・現金）

非被用者小学校修了前特例給付交付金 27 対象外（保険・現金）

子ども手当交付金 266,983 対象外（保険・現金）

手当給付費交付金（仮称） 1,238,792 対象外（保険・現金）

業務取扱費
子ども手当市町村事務取扱交付金 9,917 対象外（義務的な負担金等）

子ども手当都道府県事務費補助金 38 対象外（義務的な負担金等）

国民年金等事務取扱交付金 28,734 対象外（特定財源）

健康保険事務指定市町村交付金 0.2 対象外（特定財源）

国有資産所在市町村交付金 91 対象外（地方税の代替）

【農林水産省（一般会計）】 70,856
農林水産本省共通費

国有資産所在市町村交付金 48 対象外（地方税の代替）

食の安全・消費者の信頼確保対策費
食の安全・消費者の信頼確保対策調査等地方公共団体委託費（薬事監視事務委託費） 4 対象外（国庫委託）

家畜伝染病予防費負担金 2,308 対象外（義務的な負担金等）

食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金 2,070 対象外（その他）

植物防疫事業交付金 298 対象外（義務的な負担金等）

国産農畜産物・食農連携強化対策費
協同農業普及事業交付金 3,006 対象外（義務的な負担金等）

農業経営対策費
農業経営対策調査等地方公共団体委託費 16 対象外（国庫委託）

被害農家営農資金利子補給等補助金 90 対象外（災害復旧）

農業経営対策地方公共団体事業費補助金 12,475 対象外（特定地域・その他）

農業・食品産業強化対策費
農業・食品産業強化対策推進交付金 1,534 対象外（その他）
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24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外項・目　

優良農地確保・有効利用対策費
農業委員会費補助金 2,470 対象外（その他）

農地保有合理化対策地方公共団体事業費補助金 6,558 対象外（その他）

都道府県農業会議会議員手当等負担金 520 対象外（義務的な負担金等）

農地調整費交付金 98 対象外（国庫委託）

農業委員会交付金 4,744 対象外（義務的な負担金等）

農業生産基盤保全管理等推進費
農業生産基盤保全管理等推進調査等地方公共団体委託費 300 対象外（国庫委託）

農業生産基盤保全管理等推進地方公共団体事業費補助金 400 対象外（特定地域）

環境保全型農業生産対策費
環境保全型農業直接支援対策交付金 144 対象外（その他）

農村地域資源等保全推進費
農地・水保全管理支払交付金 510 対象外（その他）

中山間地域等直接支払交付金 25,962 対象外（その他）

農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策推進交付金 27 今後議論対象

農林水産統計調査費
農林漁業センサス実施委託費 18 対象外（国庫委託）

風水害等対策費
農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金 90 対象外（災害復旧）

農林水産本省検査指導所
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

農林水産技術会議共通費
国有資産所在市町村交付金 28 対象外（地方税の代替）

農林水産業研究開発費
農林水産試験研究費地方公共団体補助金 43 対象外（特定地域）

地方農政局
国有資産所在市町村交付金 12 対象外（地方税の代替）

北海道農政事務所
国有資産所在市町村交付金 2 対象外（地方税の代替）

林野庁共通費
国有資産所在市町村交付金 4 対象外（地方税の代替）

森林整備・保全費
保安林整備事業委託費 308 対象外（国庫委託）

森林病害虫等防除事業地方公共団体委託費 197 対象外（国庫委託）

森林計画推進地方公共団体委託費 50 対象外（国庫委託）

森林資源地方公共団体管理費補助金 644 対象外（義務的な負担金等・その他）

保安林整備事業費等補助金 41 対象外（義務的な負担金等）

森林病害虫等防除事業費補助金 677 対象外（義務的な負担金等）

森林整備地域活動支援交付金 2,850 対象外（その他）

林業振興対策費
林業技術者等育成事業費補助金 148 対象外（その他）

林業普及指導事業交付金 403 対象外（義務的な負担金等）

林産物供給等振興対策費
林業・木材産業改善資金造成費補助金 35 対象外（その他）

森林整備・林業等振興対策費
森林整備・林業等振興推進交付金 107 今後議論対象

水産庁共通費
国有資産所在市町村交付金 4 対象外（地方税の代替）

水産資源回復対策費
漁業調整委員会等交付金 191 対象外（義務的な負担金等）

漁業経営安定対策費
沿岸漁業改善資金造成費補助金 9 対象外（その他）

水産業改良普及事業交付金 84 対象外（義務的な負担金等）

漁村振興対策費
 離島漁業再生支援交付金 1,235 対象外（その他）

水産業強化対策費
水産業強化対策推進交付金 93 今後議論対象

【農林水産省（食料安定供給特別会計）】 10,313
農業経営基盤強化事業費

農地保有合理化促進対策費補助金 421 対象外（その他）

事務取扱交付金 1,722 対象外（義務的な負担金等）

農業経営安定事業費
農業経営安定事業費補助金 8,169 対象外（その他）

事務取扱費
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

【農林水産省（森林保険特別会計）】 764
事務取扱費

都道府県事務取扱交付金 637 対象外（義務的な負担金等）

市町村等事務取扱交付金 127 対象外（義務的な負担金等）
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24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外項・目　

【農林水産省（国有林野事業特別会計）】 4,835
国有林野事業費

国有資産所在市町村交付金 4,835 対象外（地方税の代替）

【経済産業省（一般会計）】 2,888
経済産業統計調査費

商工業統計調査事務地方公共団体委託費 160 対象外（国庫委託）

中小商工業等統計調査事務地方公共団体委託費 1,163 対象外（国庫委託）

経営安定・取引適正化費
事業環境向上支援委託費 94 対象外（国庫委託）

経済産業本省共通費／経済産業局共通費
国有資産所在市町村交付金 47 対象外（地方税の代替）

産業保安費
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 1,401 対象外（災害復旧）

ものづくり産業振興費
地方皮革産業振興対策事業費補助金 22 対象外（特定地域）

【経済産業省（エネルギー対策特別会計）】 136,109
燃料安定供給対策費

石油製品販売業構造改善対策事業費等補助金 100 対象外（特定財源）

石油貯蔵施設立地対策等交付金 5,624 対象外（特定財源）

国有資産所在市町村交付金 7,726 対象外（地方税の代替）

石油資源採掘対策事業費等補助金（廃止石油坑井封鎖事業費補助金） 43 対象外（特定財源）

電源立地対策費
電源立地地域対策交付金 102,374 対象外（特定財源）

電源立地等推進対策交付金 13,665 対象外（特定財源）

電源立地等推進対策補助金 6,445 対象外（特定財源）

事務取扱費
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

エネルギー需給構造高度化対策費
非化石エネルギー等導入促進対策費補助金　 132 対象外（特定財源）

【国土交通省（一般会計）】 21,322
国土交通本省共通費

国有資産所在市町村交付金 29 対象外（地方税の代替）

住宅対策諸費
公的賃貸住宅家賃対策補助 6,922 対象外（義務的な負担金等）

特定賃貸住宅建設融資利子補給補助 19 対象外（義務的な負担金等）

海洋環境対策費
外国船舶油等防除対策費補助金 15 対象外（その他）

水資源対策費
水資源対策調査地方公共団体委託費 26 対象外（国庫委託）

緑地環境対策費
明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金 150 対象外（特定地域）

地球温暖化防止等対策費
先導的都市環境形成促進事業費補助金 175 対象外（その他）

エネルギー面的利用推進事業費補助 1,000 対象外（その他）

水害・土砂災害対策費
 統計情報調査地方公共団体委託費 12 対象外（国庫委託）

景観形成推進費
歴史的風致維持向上推進等調査委託費 130 対象外（国庫委託）

都市・地域づくり推進費
防災集団移転促進事業費補助金 44 対象外（その他）

民間まちづくり活動促進事業費補助金 140 対象外（その他）

社会資本整備・管理効率化推進費
官民連携社会資本整備等推進費補助金 280 対象外（その他）

不動産市場整備等推進費
土地基本調査委託費 24 対象外（国庫委託）

国土交通統計調査費
統計情報調査委託費 203 対象外（国庫委託）

統計情報調査地方公共団体委託費 26 対象外（国庫委託）

国土調査費
地籍調査等委託費 17 対象外（国庫委託）

地籍整備推進調査費補助金 224 対象外（その他）

地籍調査費負担金 10,391 対象外（義務的な負担金等）

離島振興費
奄美群島振興開発調査費等補助金 95 対象外（特定地域）

小笠原諸島振興開発費補助金 111 対象外（特定地域）

離島の流通効率化・コスト改善事業費交付金 1,000 対象外（その他）

奄美群島園芸振興費
奄美農業創出支援事業費補助金 73 対象外（特定地域）

北海道総合開発推進費
北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金 100 対象外（特定地域）
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24年度要求額（注1）

（百万円）
 一括交付金対象・対象外項・目　

国土技術政策総合研究所共通費
国有資産所在市町村交付金 1 対象外（地方税の代替）

地方整備局共通費
国有資産所在市町村交付金 20 対象外（地方税の代替）

北海道開発局共通費
国有資産所在市町村交付金 4 対象外（地方税の代替）

地方運輸局共通費
国有資産所在市町村交付金 3 対象外（地方税の代替）

気象官署共通費
国有資産所在市町村交付金 37 対象外（地方税の代替）

海上保安官署共通費
国有資産所在市町村交付金 52 対象外（地方税の代替）

【国土交通省（自動車安全特別会計）】 4
業務取扱費

国有資産所在市町村交付金 4 対象外（地方税の代替）

【環境省（一般会計）】 19,627
大気・水・土壌環境等保全費

土壌汚染対策事業補助金 5 対象外（特定地域）

廃棄物・リサイクル対策推進費
災害等廃棄物処理事業費補助金 200 対象外（災害復旧）

産業廃棄物適正処理推進費補助金 3,550 対象外（特定地域）

環境保健対策推進費
水俣病総合対策費補助金 10,522 対象外（特定地域）

水俣病対策地方債償還費補助金 2,379 対象外（特定地域）

公害健康被害補償給付支給事務費交付金 1,114 対象外（義務的な負担金等）

環境省本省共通費
国有資産所在市町村交付金 197 対象外（地方税の代替）

地方環境事務所共通費
国有資産所在市町村交付金 22 対象外（地方税の代替）

環境政策基盤整備費
公害調査等地方公共団体委託費 351 対象外（国庫委託）

大気・水・土壌環境等保全費
環境保全調査等地方公共団体委託費 377 対象外（国庫委託）

廃棄物・リサイクル対策推進費
環境保全調査等地方公共団体委託費 27 対象外（国庫委託）

化学物質対策推進費
環境保全調査等地方公共団体委託費 256 対象外（国庫委託）

環境保健対策推進費
環境保全調査等地方公共団体委託費 378 対象外（国庫委託）

生物多様性保全等調査費
自然環境保全調査等地方公共団体委託費 123 対象外（国庫委託）

鳥獣等保護事務地方公共団体委託費 126 対象外（国庫委託）

【環境省（エネルギー対策特別会計）】 454
エネルギー需給構造高度化対策費

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 254 対象外（特定財源）

二酸化炭素排出抑制対策事業等委託費 200 対象外（国庫委託）

【防衛省】 76,321
防衛施設安定運用関連諸費

施設区域等関連事務地方公共団体委託費 66 対象外（国庫委託）

障害防止対策事業費補助金 10,701 対象外（国家補償）

教育施設等騒音防止対策事業費補助金 8,668 対象外（国家補償）

施設周辺整備助成補助金 15,920 対象外（国家補償）

道路改修等事業費補助金 7,567 対象外（国家補償）

施設周辺整備統合事業費補助金 901 対象外（国家補償）

特定防衛施設周辺整備調整交付金 31,068 対象外（国家補償）

防衛本省共通費
国有資産所在市町村交付金 1,356 対象外（地方税の代替）

地方防衛局
国有資産所在市町村交付金 13 対象外（地方税の代替）

人材確保育成費
募集事務地方公共団体委託費 62 対象外（国庫委託）

合計 18,928,792
（注１）平成24年度概算要求額には「要望」額を含むが、「東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費」を除いている。

（注２）各府省から提出された資料をそのまま記載したもので、今後、計数等の変動がありうる。

（注３）各欄の合算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。
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