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 地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）について、基本的

な枠組みを定める。 

 

第１ 地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）の目的 

 地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）は、「日本経

済再生に向けた緊急経済対策」（平成２５年１月１１日閣議決定。以下「緊急経

済対策」という。）において追加される公共投資の地方負担が大規模であり、予

算編成の遅延という異例の状況の中で、地方の資金調達に配慮し本対策の迅速か

つ円滑な実施ができるよう、地方公共団体が作成した地域の元気臨時交付金（地

域経済活性化・雇用創出臨時交付金）実施計画（以下「実施計画」という。）に

基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、地域経済の

活性化と雇用の創出を図ることを目的とする。 

 

第２ 用語の定義等 

 １ 地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金） 

   実施計画に基づく事業に要する費用のうち地方公共団体が負担する経費に充

てるため、国が交付する交付金をいう。 

 

 ２ 交付対象者 

   地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）（以下「交付

金」という。）の交付対象者は、都道府県及び市町村（特別区を含む。以下「地

方公共団体」という。）とする。 



 

 ３ 交付対象事業 

   交付金の交付対象事業は、実施計画を作成する地方公共団体（以下「実施計画

作成地方公共団体」という。）が、実施計画に基づく事業の実施に要する費用の

全部又は一部を負担する事業とする。 

ただし、国の補助事業等にあっては、法令に国の補助負担割合が規定されて

いない国の平成２４年度補正予算（第１号）に計上された事業又は平成２５年

度当初予算に計上される事業のうち、建設公債の発行対象経費であるもの、又

は建設公債の発行対象経費でなく、かつ、その地方負担が建設地方債の発行対

象経費であるものとして別表１に定める事業であって平成２５年１月１２日以

降に実施計画作成地方公共団体の平成２４年度予算又は平成２５年度予算に計

上され、実施される事業、地方単独事業にあっては、平成２５年１月１２日以

降に地方公共団体の平成２４年度予算又は平成２５年度予算に計上され、実施

される事業であって、建設地方債の発行対象経費であるものの財源とするもの

又は基金（建設地方債の発行対象経費である事業（別表２に掲げる補助金及び

交付金により造成された基金を活用して行われる事業を含む。）の財源に充て

るため積み立てるものに限る。）の積み立ての財源とするものに限る。 

 

 ４ 交付対象経費 

   交付金の交付対象経費は、交付対象事業に要する費用のうち実施計画作成地方

公共団体が負担する費用とする。 

 

第３ 交付限度額の算定 

   地方公共団体ごとの交付限度額は、国の平成２４年度補正予算（第１号）に計

上された公共事業及び施設費の地方負担額を基礎とし、当該地方公共団体の財政

力を勘案した調整を加えて交付金予算額の範囲内で算定し、別に内閣総理大臣が

定める。 

 

第４ 実施計画の作成及び提出 

   交付金の交付を受けようとする一の地方公共団体は、次に掲げる事項を記載し

た一の実施計画を作成し、当該計画を内閣総理大臣に提出するものとする。 

１）実施計画作成地方公共団体の名称 

２）交付対象事業の名称及び事業の概要 

３）交付対象事業に要する費用及び交付対象経費 

４）事業実施期間 

５）その他必要な事項 

 



第５ 配分計画の作成 

   内閣総理大臣は、地方公共団体から前項の規定に基づく実施計画の提出を受け

た場合には、当該実施計画における交付対象経費について判断し、次の各号に掲

げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める大臣等（以下「交付担当大臣等」と

いう。）と協議し、交付担当大臣等が交付の事務を行うこととなる交付金の総額

を明らかにして、配分計画を作成する。この場合、各地方公共団体の交付金の総

額は、第３により算定される地方公共団体ごとの交付限度額以内とする。 

 

  １ 当該地方公共団体の交付対象経費に係る交付対象事業が別表１（い）欄に掲

げる事業のみであり、かつ、当該各交付対象事業について、同表（ろ）欄の当

該各項に定める大臣等が一のみである場合 当該大臣等 

 

  ２ １以外の場合 総務大臣 

 

第６ 交付金予算額の移替え 

   内閣総理大臣は、第５により作成した配分計画について、交付担当大臣等と連

名で財務大臣の承認を得て、配分計画に基づき、交付金の予算を関係行政機関へ

それぞれ移し替えるものとする。 

 

第７ 交付金の交付 

   交付金の交付事務は、交付担当大臣等がその定めるところにより行う。 

 

第８ 関係行政機関の連携強化 

   内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、実施計画の適正な実施のため、交付金

による事業の実施に係る情報の共有を図るものとする。 

 



別表１ 

（い） （ろ） 

交付対象事業 
交付対象事業を 

所管する大臣等 

沖縄振興公共投資交付金（沖縄振興特別措置法施行令第 32 条の２第 1 項第 1

号に掲げる事業に限る。） 

警察庁長官 

地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金 総務大臣 

消防防災施設整備費補助金 総務大臣 

防災情報通信基盤整備事業費補助金 総務大臣 

学校施設環境改善交付金 文部科学大臣 

平成２４年度次世代育成支援対策施設整備交付金（児童養護施設等の家庭的養護へ

の転換に係る分） 

厚生労働大臣 

社会福祉施設等施設整備費補助金 厚生労働大臣 

水道施設整備費補助（簡易水道再編推進事業、生活基盤近代化事業、閉山炭鉱

水道施設整備事業に限る。）（本土分、離島分、北海道分） 

厚生労働大臣 

水道施設整備費補助（水道水源開発施設整備費（特定多目的ダム法に基づく負

担金に限る。）、広域化促進地域上水道施設整備費、水道広域化促進事業費、高

度浄水施設等整備費、水道水源自動監視施設等整備費、ライフライン機能強化

等事業費に限る。）（本土分、北海道分） 

厚生労働大臣 

水道施設整備費補助（沖縄分） 厚生労働大臣 

沖縄振興公共投資交付金（沖縄振興特別措置法施行令第 32 条の２第１項第４

号に掲げる事業に限る。） 

厚生労働大臣 

沖縄振興公共投資交付金（沖縄振興特別措置法施行令第 32 条の２第１項第５号に

掲げる事業に限る。） 

農林水産大臣 

地域再生基盤強化交付金（広域農道、林道、集落排水施設並びに第一種漁港及び第

二種漁港の漁港施設を整備する事業に限る。） 

農林水産大臣 

農業水利施設保全合理化事業（土地改良法に基づく土地改良事業を除く。） 農林水産大臣 

農業競争力強化基盤整備事業（土地改良法に基づく土地改良事業を除く。） 農林水産大臣 

農業基盤整備促進事業（土地改良法に基づく土地改良事業を除く。） 農林水産大臣 

震災対策農業水利施設整備事業（土地改良法に基づく土地改良事業を除く。） 農林水産大臣 

農村地域防災減災事業（土地改良法に基づく土地改良事業を除く。） 農林水産大臣 

農業用施設災害復旧事業費補助（査定設計委託費補助に限る。） 農林水産大臣 

農地災害復旧事業費補助（査定設計委託費補助に限る。） 農林水産大臣 

海岸保全施設等災害復旧事業費補助（査定設計委託費補助に限る。） 農林水産大臣 

農業用施設等災害関連事業費補助 農林水産大臣 

農山漁村地域整備交付金（土地改良法に基づく土地改良事業、森林法に基づく造林、

林道整備及び保安施設事業、海岸法に基づく海岸保全施設整備事業及び津波・高潮

農林水産大臣 



危機管理対策事業を除く。） 

森林環境保全整備事業費補助（造林及び林道整備事業を除く。） 農林水産大臣 

美しい森林づくり基盤整備交付金 農林水産大臣 

林道施設災害復旧事業（指導監督事務費補助） 農林水産大臣 

林道施設災害復旧事業（災害査定用設計委託費補助） 農林水産大臣 

林地荒廃防止等施設災害復旧事業査定設計委託費等補助 農林水産大臣 

災害関連緊急治山等事業 農林水産大臣 

水産物供給基盤整備事業費補助（特定漁港漁場整備事業を除く。） 農林水産大臣 

水産資源環境整備事業費補助（特定漁港漁場整備事業を除く。） 農林水産大臣 

水産基盤整備事業費補助（特定漁港漁場整備事業を除く。） 農林水産大臣 

漁港施設災害関連事業費補助 農林水産大臣 

強い農業づくり交付金（卸売市場法に基づく中央卸売市場施設整備事業を除く。） 農林水産大臣 

特殊自然災害対策施設緊急整備事業費補助金 農林水産大臣 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（農山漁村活性化対策整備交付金） 農林水産大臣 

森林整備加速化・林業再生整備費補助金 農林水産大臣 

水産業強化対策整備交付金（強い水産業づくり交付金、漁港防災対策支援事業） 農林水産大臣 

水産業強化対策整備交付金（産地水産業強化支援事業） 農林水産大臣 

工業用水道事業費補助金（緊急更新・耐震化事業） 経済産業大臣 

沖縄振興公共投資交付金（沖縄振興特別措置法施行令第 32 条の２第１項第７

号に掲げる事業に限る。） 

国土交通大臣 

奄美群島産業振興等補助金 国土交通大臣 

都市災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第３条、活動火山対策

特別措置法第 11 条及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

第３条の適用を受けるものを除く。) 

国土交通大臣 

床上浸水対策特別緊急事業費補助（都市基盤河川改修事業に限る。） 国土交通大臣 

河川等災害関連事業（海岸、砂防、地すべりを除く。） 国土交通大臣 

河川等災害復旧助成事業（海岸を除く。） 国土交通大臣 

鉄道施設総合安全対策事業費補助 国土交通大臣 

幹線鉄道等活性化事業費補助 国土交通大臣 

都市鉄道利便増進事業費補助 国土交通大臣 

地下高速鉄道整備事業費補助 国土交通大臣 

港湾施設災害関連事業費補助 国土交通大臣 

地域再生基盤強化交付金（市町村道、公共下水道及び第一種漁港及び第二種漁港の

漁港施設を整備する事業と一体となって実施する地方港湾の港湾施設を整備する

事業に限る。） 

国土交通大臣 

社会資本整備総合交付金（別紙１に掲げる事業に限る。） 国土交通大臣 

防災・安全交付金（別紙２に掲げる事業に限る。） 国土交通大臣 



離島活性化事業費補助金（施設整備事業及び離島振興施設の耐震化・バリアフリー

化推進事業に限る。） 

国土交通大臣 

地域再生基盤強化交付金（浄化槽を整備する事業に限る。） 環境大臣 

循環型社会形成推進交付金 環境大臣 

廃棄物処理施設災害復旧事業費補助 環境大臣 

※１ 上表に掲げる交付対象事業以外でその地方負担が建設地方債の対象となる事業も対象となる。 

※２ 上表に掲げる交付対象事業及び※１に該当する事業は、国の平成 24 年度補正予算（第１号）に計

上された事業とする。 

 

別表２ 

補助金及び交付金の名称 所管省庁 

医療施設耐震化臨時特例交付金 厚生労働省 

社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金 厚生労働省 

森林整備加速化・林業再生整備費補助金 農林水産省 

 



別紙１ 社会資本整備総合交付金の対象事業 

（い） （ろ） （は） 

港湾事業 海域環境創造・自然再生等事業 うち、沈廃船等処理に限る。 

河川事業 

都市基盤河川改修事業 － 

流域貯留浸透事業 － 

特定地域堤防機能高度化事業 － 

総合治水対策特定河川事業 うち、都市水防災対策事業に限る。 

堰堤改良事業 うち、ダム施設改良事業以外のものに限る。 

砂防事業 火山噴火警戒避難対策事業 － 

下水道事業 

下水道浸水被害軽減総合事業 

うち、以下に掲げる事業に限る。 
・雨水貯留浸透機能を有する下水道施設 
・雨水の流出抑制を図るために改造する不要に

なった浄化槽、雨水の流出抑制を図るために
整備する雨水貯留浸透施設及び附帯の配管 

・防水ゲート、止水板及び逆流防止施設 

民間活用型地球温暖化対策下水道
事業 

うち、「下水道資源循環利用計画」に基づき地
方公共団体が PFI 手法等により整備する下水
汚泥等の処理施設の整備に係る事業以外のも
のに限る。 

新世代下水道支援事業制度 

うち、以下に掲げる事業以外のものに限る。 
・河川事業との適切な連携・共同事業のうち、
下水道法施行令に補助率の記載のあるもの 

・下水汚泥を用いた建設資材を使用する下水道
建設事業を実施する事業 

・バイオマスの有効利用に必要な施設のうち、
下水汚泥とその他のバイオマスを投入する
消化施設、消化ガス利用施設及びその附帯施
設の整備 

・バイオガス精製装置、圧縮機等及び下水道バ
イオガスの供給のために必要な施設の整備
（下水処理場内に設置するものに限る。） 

・下水汚泥と他のバイオマスを混合・調整する
ために必要な施設の整備であって、下水道施
設として整備する事業 

・主要な流雪水路、融雪水路及びこれらに附属
する投雪口等、並びにこれらを補完するポン
プ施設、流融雪用水取水施設等の施設の整
備、積雪対策における処理水供給施設の整
備、融雪槽の整備 

・下水道新技術の普及と効率的な事業の執行を
図るため、下水道に関わる新技術を先駆的に
導入・評価し、建設費又は維持管理費の低減、
用地面積の縮小を図る事業 

下水道基本計画策定事業 － 

特定水域高度処理基本計画策定事
業 

－ 

下水道管理用光ファイバー整備計
画策定事業 

－ 



その他総合的な
治水事業 

総合流域防災事業 
うち、準用河川改修事業、雪崩対策事業及び洪
水氾濫域減災対策事業に限る。 

海岸事業 

海岸環境整備事業 － 

海域浄化対策事業 
うち、公害の防止に関する事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律第 3条に該当する
事業以外のものに限る。 

都市再生整備計
画事業 

都市再生整備計画事業 － 

都市公園事業 

防災緑地緊急整備事業 － 

特定地区公園事業 － 

公園事業特定計画調査 － 

公園施設長寿命化計画策定調査 － 

吸収源対策公園緑地事業 うち、公共公益施設の緑化に係る事業に限る。

緑化重点地区総合整備事業 
うち、都市公園とともに、地区全体の緑豊かな
環境を形成する公共施設、公用施設の敷地及び
建築物の緑化に係る事業に限る。 

古都保存事業 
うち、景観阻害物件の除却（買入地において歴
史的風土保存施設の整備とあわせて行う場合
に限る）に係る事業に限る。 

市街地整備事業 

都市防災推進事業（都市防災総合推
進事業及び宅地耐震化推進事業） 

－ 

市街地再開発事業等 － 

暮らし・にぎわい再生事業 － 

都市再生総合整備事業（総合整備型
及び拠点整備型） 

－ 

都市再生区画整理事業 
うち、都道府県又は市町村が施行する土地区画
整理事業以外のものに限る。 

エコまちネットワーク整備事業 － 

都市・地域交通戦略推進事業 － 

防災・省エネまちづくり緊急促進事
業 

－ 

集約都市開発支援事業 
うち「認定集約都市開発事業」として実施する
事業以外のものに限る。 

都市水環境整備
事業 

都市水環境整備下水道事業 
うち、（い）欄中の下水道事業に対応する（ろ）
欄及び（は）欄に掲げる事業に限る。 

統合河川環境整備事業 

うち、公害の防止に関する事業に係る国の財政
上の特例措置に関する法律第３条の適用を受
ける事業（浚渫事業、導水事業、その他政令で
定めるもの）以外のものに限る。 

下水道関連特定治水施設整備事業 
うち、（い）欄中の治水事業に対応する（ろ）
欄及び（は）欄に掲げる事業に限る。 



地域住宅計画に
基づく事業 

うち、以下に掲げる事業以外のものに限る。 
・公営住宅整備事業等（公営住宅等整備事業に限る。） 
・住宅地区改良事業等（住宅地区改良事業における不良住宅の除却、改良住宅の建設

に限る。） 
・優良建築物等整備事業（市街地住宅供給型中心市街地共同住宅供給タイプの場合に

限る。） 
・都心共同住宅供給事業 
・住宅市街地基盤整備事業（公共施設整備に限る。） 
・公的賃貸住宅家賃低廉化事業（公営住宅の家賃の低廉化に限る。） 
・災害公営住宅家賃低廉化事業 

住環境整備事業 

市街地再開発事業 － 

優良建築物等整備事業 
うち、市街地住宅供給型中心市街地共同住宅供
給タイプの事業以外のものに限る。 

市街地総合再生施設整備 － 

基本計画等作成等事業 － 

暮らし・にぎわい再生事業 － 

バリアフリー環境整備促進事業 － 

都市再生総合整備事業 － 

住宅市街地総合整備事業 

うち、以下に掲げる事業以外のものに限る。 
・都心共同住宅供給事業 
・関連公共施設整備（道路、都市公園、下水道、

河川等） 
・公営住宅整備事業等（公営住宅整備事業に限

る。） 
・住宅地区改良事業等（住宅地区改良事業にお

ける不良住宅の除却、改良住宅の建設に限
る。） 

街なみ環境整備事業 － 

住宅市街地基盤整備事業 
うち、公共施設整備（道路、都市公園、下水道、
河川、砂防設備等）に係る事業以外のものに限
る。 

住宅宅地基盤特定治水施設等整備
事業 

うち、（い）欄中の治水事業に対応する（ろ）
欄及び（は）欄に掲げる事業に限る。 

住宅・建築物安全ストック形成事業
（住宅・建築物耐震改修事業、住
宅・建築物アスベスト改修事業及び
がけ地近接等危険住宅移転事業） 

－ 

狭あい道路整備等促進事業 － 

都市・地域再生緊急促進事業 － 

防災・省エネまちづくり緊急促進事
業 

－ 

集約都市開発支援事業 
うち、認定集約都市開発事業として実施する事
業以外のものに限る。 

関連事業 

関連社会資本整備事業 

うち、基幹事業の要件を満たす事業にあって
は、当該基幹事業と同様とし、それ以外の事業
にあっては、国の負担又は補助について個別の
法令等に規定がある場合を除く。 

効果促進事業 
うち、国の負担又は補助について個別の法令に
規定がある場合を除く。 



別紙２ 防災・安全交付金の対象事業 

（い） （ろ） （は） 

港湾事業 海域環境創造・自然再生等事業 うち、沈廃船等処理に限る。 

河川事業 

都市基盤河川改修事業 － 

流域貯留浸透事業 － 

特定地域堤防機能高度化事業 － 

総合治水対策特定河川事業 うち、都市水防災対策事業に限る。 

堰堤改良事業 うち、ダム施設改良事業以外のものに限る。 

砂防事業 火山噴火警戒避難対策事業 － 

下水道事業 

下水道浸水被害軽減総合事業 

うち、以下に掲げる事業に限る。 
・雨水貯留浸透機能を有する下水道施設。 
・雨水の流出抑制を図るために改造する不要に

なった浄化槽、雨水の流出抑制を図るために
整備する雨水貯留浸透施設及び附帯の配管。

・防水ゲート、止水板及び逆流防止施設。 

新世代下水道支援事業制度 

うち、水環境創造事業のうち水循環再生型及び
リサイクル推進事業のうち積雪対策推進型で
あって、以下に掲げる事業以外のものに限る。
・主要な流雪水路、融雪水路及びこれらに附属

する投雪口等、並びにこれらを補完するポン
プ施設 

・流融雪用水取水施設等の施設の整備 
・積雪対策における処理水供給施設の整備 
・融雪槽の整備 

その他総合的な
治水事業 

総合流域防災事業 
うち、準用河川改修事業、雪崩対策事業及び洪
水氾濫域減災対策事業に限る。 

海岸事業 

海岸環境整備事業 － 

海域浄化対策事業 
うち、公害の防止に関する事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律第 3条に該当する
事業以外のものに限る。 

都市公園事業 

防災緑地緊急整備事業 うち、防災緑地の整備に係る事業に限る。 

特定地区公園事業 

うち、特定地区公園の整備を行う事業の中で地
域防災計画等に位置づけられたものであって、
防災・安全対策のために特に必要と認められる
事業に限る。 

公園施設長寿命化計画策定調査 － 

吸収源対策公園緑地事業 

うち、温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑
地の整備又は公共公益施設の緑化を行う事業
の中で地域防災計画等に位置づけられたもの
であって、防災・安全対策のために特に必要と
認められる公共公益施設の緑化に係る事業に
限る。 



市街地整備事業 

都市防災推進事業（都市防災総合推
進事業及び宅地耐震化推進事業） 

－ 

市街地再開発事業等 － 

暮らし・にぎわい再生事業 － 

都市再生区画整理事業 
うち、都道府県又は市町村が施行する土地区画
整理事業以外のものに限る。 

防災・省エネまちづくり緊急促進事
業 

－ 

集約都市開発支援事業 
うち「認定集約都市開発事業」として実施する
事業以外のものに限る。 

都市水環境整備
事業 

都市水環境整備下水道事業 
うち、（い）欄中の下水道事業に対応する（ろ）
欄及び（は）欄に掲げる事業に限る。 

統合河川環境整備事業 

うち、公害の防止に関する事業に係る国の財政
上の特例措置に関する法律第３条の適用を受
ける事業（浚渫事業、導水事業、その他政令で
定めるもの）以外のものに限る。 

下水道関連特定治水施設整備事業 
うち、（い）欄中の治水事業に対応する（ろ）
欄及び（は）欄に掲げる事業に限る。 

地域住宅計画に
基づく事業 

うち、以下に掲げる事業以外のものに限る。 
・公営住宅整備事業等（公営住宅等整備事業に限る。） 
・住宅地区改良事業等（住宅地区改良事業における不良住宅の除却、改良住宅の建設

に限る。） 
・優良建築物等整備事業（市街地住宅供給型中心市街地共同住宅供給タイプの場合に

限る。） 
・都心共同住宅供給事業 
・住宅市街地基盤整備事業（公共施設整備に限る。） 
・公的賃貸住宅家賃低廉化事業（公営住宅の家賃の低廉化に限る。） 
・災害公営住宅家賃低廉化事業 

住環境整備事業 

市街地再開発事業 － 

優良建築物等整備事業 
うち、市街地住宅供給型中心市街地共同住宅供
給タイプの事業以外のものに限る。 

市街地総合再生施設整備 － 

基本計画等作成等事業 － 

暮らし・にぎわい再生事業 － 

バリアフリー環境整備促進事業 － 

住宅市街地総合整備事業 

うち、以下に掲げる事業以外のものに限る。 
・都心共同住宅供給事業 
・関連公共施設整備（道路、都市公園、下水道、

河川等） 
・公営住宅整備事業等（公営住宅整備事業に限

る。） 
・住宅地区改良事業等（住宅地区改良事業にお

ける不良住宅の除却、改良住宅の建設に限
る。） 

街なみ環境整備事業 － 

住宅市街地基盤整備事業 
うち、公共施設整備（道路、都市公園、下水道、
河川、砂防設備等）に係る事業以外のものに限
る。 



住宅宅地基盤特定治水施設等整備
事業 

うち、（い）欄中の治水事業に対応する（ろ）
欄及び（は）欄に掲げる事業に限る。 

住宅・建築物安全ストック形成事業
（住宅・建築物耐震改修事業、住
宅・建築物アスベスト改修事業及び
がけ地近接等危険住宅移転事業） 

－ 

狭あい道路整備等促進事業 － 

都市・地域再生緊急促進事業 － 

防災・省エネまちづくり緊急促進事
業 

－ 

集約都市開発支援事業 
うち、認定集約都市開発事業として実施する事
業以外のものに限る。 

関連事業 

関連社会資本整備事業 

うち、基幹事業の要件を満たす事業にあって
は、当該基幹事業と同様とし、それ以外の事業
にあっては、国の負担又は補助について個別の
法令等に規定がある場合を除く。 

効果促進事業 
うち、国の負担又は補助について個別の法令に
規定がある場合を除く。 

 

 

 

 

 


