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措置対象の国庫補助金等一覧 
 

［内閣府］ 

 ○内閣府所管内閣府本府補助金等 

・沖縄新産業創出対策事業推進費補助金 

・沖縄振興特別交付金 
・沖縄振興特別事業関係補助金 

・地域貢献・交流による体験滞在交流促進事業費補助金 

・災害に強い緑豊かなふるさとづくり事業費補助金［平成18～20年度］ 
・地域防災拠点施設整備モデル事業費補助金 

・特定地震防災対策施設運営費補助金 

【以上措置済み（平成20年5月27日付け内閣府における補助金等に係る財産処分の

承認手続き等について）】 
 

［警察庁］ 

・都道府県警察施設整備事業（交通安全施設等整備事業を除く） 

【以上措置済み（平成20年4月30日付け警察庁丁会発第443号）】 
 

［総務省］ 

○総務省所管一般会計補助金等 
・過疎地域集落等整備事業費補助金 

・地域間交流施設整備事業費補助金 

・広域市町村圏振興整備事業費補助金 

・市町村合併体制整備費補助金 
・消防防災施設整備費補助金 

・緊急消防援助隊設備整備費補助金 

・沖縄特別振興対策事業費補助金 
・沖縄北部特別振興対策事業費補助金 

・沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費補助金 

・地域情報通信基盤整備推進交付金 

・情報通信格差是正事業（地域イントラネット基盤施設整備事業･民放テレビ放送
難視聴等解消施設整備事業） 

・情報通信格差是正事業費補助金（移動通信用鉄塔施設整備事業） 

【以上措置済み（平成20年4月30日付け総務省所管一般会計補助金等に係る財産処

分承認基準）】 
 

［文部科学省］ 

・政府開発援助ユネスコ活動費補助金 
・民間社会教育活動振興費補助金 

・へき地児童生徒援助費等補助金 

・学校教育設備整備費等補助金 

・教育研修活動費補助金 
・大学改革推進等補助金 

・公立学校等施設整備費補助金 

・公立学校施設整備費負担金 
・安全・安心な学校づくり交付金 

・放課後子ども教室推進事業費補助金 

・公立諸学校建物其他災害復旧費補助金 

・公立社会教育施設災害復旧費補助金 
・公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 

・私立大学等研究設備整備費等補助金 

・私立学校施設整備費補助金 

・私立学校建物其他災害復旧費補助金 
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・研究拠点形成費等補助金 
・地域科学技術振興事業費補助金 

・科学研究費補助金 

・地方スポーツ振興費補助金 

・政府開発援助民間スポーツ振興費等補助金 
・民間スポーツ振興費等補助金 

・沖縄北部特別振興対策事業費補助金 

・アイヌ文化振興等事業費補助金 

・国宝重要文化財等保存整備費補助金 
・国宝重要文化財等保存活用施設整備費補助金 

・史跡等購入費補助金 

・電源立地等推進対策補助金 
・電源立地地域対策交付金 

・電源立地等推進対策交付金 

・原子力施設等防災対策等交付金 

【以上措置予定】 
 

［厚生労働省］ 

○厚生労働省所管一般会計補助金等 
・児童福祉事業対策費等補助金 

・母子家庭等対策費補助金 

・母子保健衛生費補助金 

・次世代育成支援対策交付金 
・次世代育成支援対策施設整備交付金 

・婦人相談所運営費負担金 

・婦人保護事業費補助金 

・母子保健衛生費負担金 
・婦人保護事業費負担金 

・児童保護費等負担金 

・科学試験研究費補助金 
・子育て家庭の就労支援モデル事業費補助金 

・在宅福祉事業費補助金 

・地域介護・福祉空間整備推進交付金 

・養護老人ホーム等保護費負担金 
・介護保険事業費補助金 

・高齢者福祉推進事業費補助金 

・地域支援事業交付金 
・老人保健事業推進費等補助金 

・モデル事業マンモグラフィ緊急整備事業費補助金 

・成果重視事業マンモグラフィ緊急整備事業費補助金 

・セーフティネット支援対策等事業費補助金 
・地方改善事業費補助金 

・地方改善施設整備費補助金 

・遺族及留守家族等援護活動費補助金 

・児童保護費等補助金 
・地域生活支援事業費補助金 

・身体障害者福祉費補助金 

・身体障害者体育等振興費補助金 
・身体障害者保護費負担金 

・身体障害者福祉促進事業委託費 

・国連・障害者の十年記念施設運営委託費 

・障害者程度区分認定等事業費補助金 
・精神障害者社会復帰施設等運営費補助金 
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・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費補助金 
・精神保健対策費補助金 

・精神障害者措置入院費等負担金 

・心神喪失等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金 

・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 
・心身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 

・疾病予防対策事業費等補助金 

・保健事業費等負担金 

・感染症予防事業費等負担金 
・原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 

・原爆被爆者介護手当等負担金 

・水道施設整備費補助 
・水道水源開発施設整備費補助 

・財政調整交付金 

・老人医療費適正化推進費補助金 

・後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金 
・医療施設運営費等補助金 

・中毒情報基盤整備事業費補助金 

・医療提供体制推進事業費補助金 
・医療提供体制施設整備交付金 

・衛生関係指導者養成等委託費 

・地域診療情報連携推進費補助金 

・臨床研修費等補助金 
・医療関係者養成確保対策費等補助金 

・生活衛生営業指導費指導費補助金 

・医療関係者研修費等補助金 

・高年齢者就業機会確保事業費等補助金 
・社会福祉施設等施設整備費補助金 

（※ 17年度から児童福祉関係は次世代育成支援対策施設整備交付金へ、高齢

者施策関係は地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金へと交付金化） 
・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 

・保健衛生施設等施設・設備整備費補助金 

・医療施設等施設整備費補助金 

・医療施設等設備整備費補助金 
・厚生労働科学研究費補助金 

・災害救助費等負担金 

・職業転換訓練費交付金 
○厚生労働省所管年金特別会計児童手当勘定補助金 

・児童育成事業費補助金 

○厚生労働省所管労働保険特別会計補助金等 

・職業能力開発校設備整備費等補助金 
・離職者等職業訓練費交付金 

・技能向上対策費補助金 

【以上措置済み（平成20年4月17日付け厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財

産処分承認基準・年金特別会計児童手当勘定補助金に係る承認基準の特例・厚生
労働省所管労働保険特別会計補助金等に係る財産処分について）】 

 

［農林水産省］  
 ○農林水産省所管補助金等 

・農山漁村活性化対策整備交付金 

・農山漁村活性化対策推進交付金 

・食の安全・消費者の信頼確保対策整備交付金 
・食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金 
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・植物防疫事業交付金 
・農業経営支援対策整備費補助金 

・農業・食品産業強化対策整備交付金 

・農業・食品産業強化対策推進交付金 

・国産農畜産物競争力強化対策整備交付金 
・家畜伝染病予防費負担金 

・牛肉等関税財源国産畜産物競争力強化対策費交付金 

・牛肉等関税財源畜産振興バイオマス利用対策整備交付金 

・農業委員会費補助金 
・協同農業普及事業交付金 

・バイオマス利用対策推進交付金 

・バイオマス利用対策整備交付金 
・農地・水・環境保全向上対策交付金 

・中山間地域等直接支払交付金 

・農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金 

・かんがい排水事業費補助 
・経営体育成基盤整備事業費補助 

・諸土地改良事業費補助 

・畑地帯総合農地整備事業費補助 
・農道整備事業費補助 

・農業集落排水事業費補助 

・農村総合整備事業費補助 

・農村振興整備事業費補助 
・中山間総合整備事業費補助 

・農地防災事業費補助 

・農地保全事業費補助 

・農村環境保全対策事業費補助 
・土地改良施設管理費補助 

・農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業費補助 

・農業用施設災害復旧事業費補助 
・農地災害復旧事業費補助 

・海岸保全施設等災害復旧事業費補助 

・農業用施設等災害関連事業費補助 

・試験研究調査委託費 
・農林水産試験研究費地方公共団体補助金 

・森林資源地方公共団体管理費補助金 

・保安林整備事業費等補助金 
・森林病害虫等防除事業費補助金 

・林業・木材産業改善資金造成費補助金 

・林業就業促進資金造成費補助金 

・森林整備・林業等振興施設整備交付金 
・森林整備・林業等振興推進交付金 

・林業普及指導事業交付金 

・森林整備地域活動支援交付金 

・水産業改良普及事業交付金 
・水産業強化対策施設整備交付金 

・水産業強化対策推進交付金 

・離島漁業再生支援交付金 
・都道府県事務取扱交付金 

・特殊病害虫特別防除費補助金 

・農業生産基盤整備・保全事業費補助 

・農村整備事業費補助 
・地域再生基盤強化交付金 
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・障害防止対策事業費補助金 
・海岸保全施設整備事業費補助 

・津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助 

・海岸環境整備事業費補助 

・治山事業費補助 
・地すべり防止事業費補助 

・森林環境保全整備事業費補助 

・農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業費補助 

・森林居住環境整備事業費補助 
・治山施設災害復旧事業費補助 

・林道施設災害復旧事業費補助 

・美しい森林づくり基盤整備交付金 
・水産基盤整備調査費補助 

・水産物供給基盤整備事業費補助 

・水産資源環境整備事業費補助 

・漁村総合整備事業費補助 
・農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業費補助 

・漁港施設災害復旧事業費補助 

・海岸事業費補助 
・水産基盤整備事業費補助 

【以上措置済み（平成20年5月23日付け補助事業等により取得し、又は効用の増加

した財産の処分等の承認基準）】 

 
［経済産業省］  

・地方皮革産業振興対策事業費補助金 

・工業用水道事業費補助 

・休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 
・石油資源採掘対策事業費等補助金 

・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

・電源立地等推進対策補助金 
・石油貯蔵施設立地対策等交付金 

・電源立地地域対策交付金 

・電源立地等推進対策交付金 

・原子力施設等防災対策等交付金 
・沖縄北部特別振興対策事業費補助金 

・沖縄特別振興対策事業費補助金 

【以上措置予定】 
 

［国土交通省］  

・雪寒地域道路事業費補助 

・観光基盤施設整備費補助金 
・地域自立・活性化交付金 

・地籍調査費負担金 

・景観・歴史的環境形成総合支援事業費補助金 

・集落活性化推進事業費補助金 
・防災集団移転促進事業費補助金 

・豪雪地帯対策特別事業費補助金 

・まちづくり交付金 
・市街地再開発事業費補助 

・都市再生推進事業費補助 

・都市防災推進事業費補助 

・都市・地域交通戦略推進事業費補助 
・先導的都市環境形成促進事業費補助金 
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・交通円滑化事業費補助 
・地域連携推進事業費補助 

・交通連携推進事業費補助 

・安全市街地整備道路事業費補助 

・電線共同溝整備事業費補助 
・都市再生関連道路交通円滑化事業費補助 

・道路交通環境改善促進事業費補助 

・地方道路整備臨時交付金 

・都市公園事業費補助 
・都市公園防災事業費補助 

・古都及緑地保全事業費補助 

・緑地環境整備総合支援事業費補助 
・離島振興特別事業費補助金 

・小笠原諸島振興開発事業費補助 

・小笠原諸島振興開発費補助金 

・ 奄美群島産業振興等補助金 
・奄美群島振興開発調査費等補助金 

・都市水環境整備事業費補助 

・下水道事業費補助 
・下水道防災事業費補助 

・下水道水環境保全効果向上推進費補助金 

・総合流域防災事業費補助 

・河川総合開発事業費補助 
・治水ダム建設事業費補助 

・河川改修費補助 

・都市河川改修費補助 

・床上浸水対策特別緊急事業費補助 
・河川災害復旧等関連緊急事業費補助 

・河川激甚災害対策特別緊急事業費補助 

・統合河川環境整備事業費補助 
・堰堤改良費補助 

・砂防事業費補助 

・特定緊急砂防事業費補助 

・砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助 
・地すべり対策事業費補助 

・特定緊急地すべり対策事業費補助 

・地すべり激甚災害対策特別緊急事業費補助 
・急傾斜地崩壊対策事業費補助 

・海岸保全施設整備事業費補助 

・海岸環境整備事業費補助 

・海岸事業費補助 
・津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助 

・沿道環境改善事業費補助 

・交通安全施設等整備事業費補助 

・道路維持費補助 
・位置境界不明地域市町村道特別交付金 

・道路調査費補助 

・地域再生基盤強化交付金 
・道路改修等事業費補助金 

・地域住宅交付金 

・住宅市街地総合整備事業補助金 

・街なみ環境整備事業補助金 
・住宅市街地基盤整備事業補助金 
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・２１世紀都市居住緊急促進事業補助金 
・住宅・建築物耐震改修等促進事業補助金 

・環境共生住宅市街地モデル事業補助金 

・優良建築物等整備事業補助金 

・地下高速鉄道整備事業費補助 
・空港アクセス鉄道等整備事業費補助 

・外国船舶油等防除対策費補助金 

・離島航路補助金 

・港湾改修費補助 
・港湾環境整備事業費補助 

・廃棄物処理施設整備事業費補助 

・海水油濁防止施設整備費補助 
・港湾機能高度化施設整備費補助 

・みなと振興交付金 

・港湾施設災害復旧事業費補助 

・港湾施設災害関連事業費補助 
・空港整備事業費補助 

・教育施設等防音工事補助 

・住宅防音工事補助 
・周辺環境基盤施設整備事業補助 

・北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金 

【以上措置予定】 

 
［環境省］  

○環境省所管補助金等 

・土壌汚染対策事業費補助金 

・水俣病総合対策費補助金 
・水俣病総合対策施設整備費補助金 

・廃棄物処理等科学研究費補助金 

・環境保全施設整備費補助金 
・廃棄物処理施設整備費補助 

・循環型社会形成推進交付金 

・自然環境整備交付金 

・地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金） 
・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

【以上措置済み（平成20年5月15日付け環境省所管の補助金等に係る財産処分承認

基準）】 
 

［防衛省］  

・障害防止対策事業補助金 

・教育施設等騒音防止対策事業補助金 
・特別行動委員会関係教育施設等騒音防止対策事業費補助金※ 

・施設周辺整備助成補助金 

・特別行動委員会関係施設周辺整備助成補助金※ 

・道路改修等事業費補助金 
・特別行動委員会関係道路改修等事業費補助金※ 

・特定防衛施設周辺整備調整交付金 

・特別行動委員会関係特定防衛施設周辺整備調整交付金※ 
・沖縄北部特別振興対策事業費補助金 

・沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費補助金 

（※ 平成２０年４月１日をもって、特別行動委員会関係教育施設等騒音防止

対策事業費補助金は教育施設等騒音防止対策事業費補助金に、特別行動委
員会関係施設周辺整備助成補助金は施設周辺整備助成補助金に、特別行動
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委員会関係道路改修等事業費補助金は道路改修等事業費補助金に、特別行
動委員会関係特定防衛施設周辺整備調整交付金は特定防衛施設周辺整備調

整交付金に、それぞれ統合） 

【以上措置予定】 

 
 

（注１）措置状況及び国庫補助金等の名称は、平成20年5月28日現在。今後新設される

国庫補助金等や既に交付の終了した国庫補助金等についても、上記に準じて措置。 

 
（注２）地方自治体には直接関係しないが、今回の改善措置にあたり一括して措置対象

とされた国庫補助金等が一部含まれる。 

 


