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流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年１月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

利水ダム等における事前放
流の更なる推進

特別交付税
措置

事前放流に伴う損失補填

二級水系の河川管理者である都道府県が利水ダム等の
事前放流に伴う損失補填を
行う場合に特別交付税措置（措置率 0.8）を講じる。（一
級水系の都道府県所管の多目的ダムも同様）

総務省 河川管理者

https://www.mlit.go.jp/page/content/0013790
33.pdf

※P4参照

直轄 国営かんがい排水事業

施設更新に合わせた洪水調節機能の強化に資する施設
整備等
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の
整備

農林水産省 直轄事業

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan
/R3_hojyo/attach/pdf/R3_hojyo-143.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou
/attach/pdf/youkou-25.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou
/attach/pdf/youkou-36.pdf

補助金 水利施設等保全高度化事業

施設更新に合わせた洪水調節機能の強化に資する施設
整備等
農業用ダムにおける水利用の調査及び洪水調節効果の
検証等
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の
整備

農林水産省
地方公共団体
等（県、市町
村、改良区）

https://www.maff.go.jp/j/g_biki/hojyo/21_01_00
_045001001.html

補助金 水資源機構かんがい排水事業

施設更新に合わせた洪水調節機能の強化に資する施設
整備等
農業用ダムにおける水利用の調査及び洪水調節効果の
検証等

農林水産省
独立行政法人
（水資源機構）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou
/attach/pdf/youkou-52.pdf

補助金 農村地域防災減災事業 洪水調節機能の強化に資するため池整備等 農林水産省
地方公共団体
等（県、市町
村、改良区）

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan
/attach/pdf/index-212.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou
/attach/pdf/youkou-65.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou
/attach/pdf/youkou-183.pdf

利水ダムの事前放流の強化 補助金
利水ダム治水機能施設整備費補
助

利水ダム設置者が事前放流を行うために必要となる放
流施設の整備等を行う事業

国土交通省

利水ダム設置
者（民間事業
者、地方公共
団体、公営企
業局　等）

https://www.mlit.go.jp/river/dam/dam_risui.ht
ml

利水ダム等における事前放
流の更なる推進

税制特例
事前放流のために整備される利水
ダムの放流施設に係る特例措置
(固定資産税等)

事前放流のために利水ダムの放流施設を整備した場合
に、民間事業者等が整備
する当該施設の治水に係る部分の固定資産税を非課税
とする

国土交通省

民間事業者等
（民間事業者、
地方公共団
体、公営企業
局　等）

https://www.mlit.go.jp/page/content/0013790
33.pdf

※P4参照

補助金 農業競争力強化農地整備事業
水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む
地域で実施される農地整備

農林水産省
地方公共団体
等（県、市町
村、改良区）

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-131.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-97.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-120.pdf

利水ダムを含む
既存ダムの洪水
調節機能の強化

農業水利施設の活用

流域の雨水貯留
浸透機能の向
上・遊水機能の
保全 水田の貯留機能向上
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流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年１月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

補助金
農地中間管理機構関連農地整備
事業

水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む
地域で実施される農地整備

農林水産省
地方公共団体
等（県、市町
村、改良区）

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-125.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-77.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-133.pdf

補助金
中山間地域農業農村総合整備事
業

水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む
地域で実施される農地整備

農林水産省
地方公共団体
（県、市町村）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seibi/sogo/s_
seibi/index2.html

交付金 農地耕作条件改善事業
農地中間管理事業重点実施区域等における水田の貯
留機能向上のための田んぼダム実施に向けた整備

農林水産省
地方公共団体
等（県、市町
村、改良区）

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-128.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-97.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutis
eibi/attach/pdf/index-1.pdf

交付金 多面的機能支払交付金
水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活
動

農林水産省

市町村長が事
業計画を認定
した活動組織
又は広域活動
組織

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_s
iharai.html

直轄 国営農用地再編整備事業
洪水調節機能の強化に資する排水施設の整備
水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む
地域で実施される農地整備

農林水産省 直轄事業
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan
/R3_hojyo/attach/pdf/R3_hojyo-120.pdf

交付金 中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正す
ることにより、将来に向けて農業生産活動を維持するた
めの活動

農林水産省

市町村長が事
業計画を認定
した農業者団
体等

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_
seido/index.html

交付金 多面的機能支払交付金
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源
の質的向上を図る活動

農林水産省

市町村長が事
業計画を認定
した活動組織
又は広域活動
組織

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_s
iharai.html

補助金等 森林整備事業

森林の水源涵養機能（洪水緩和機能）の発揮等を目的と
した、森林所有者等や国立研究開発法人森林研究・整
備機構の実施する間伐等の森林整備やこれに必要な路
網整備

林野庁 地方公共団体
http://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikak
u/shinrinseibi_aramashi.html

補助金等 治山事業
荒廃渓流の安定化や崩壊地の復旧のための治山ダム
等治山施設の設置や保安林の整備等

林野庁 都道府県
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con
_3.html

農地等の貯留機能の活用 税制特例
貯留機能保全区域の指定に係る
特例措置
※令和４年度税制案提出中

貯留機能保全区域の指定を受けた土地の所有者に対
し、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税を減税

国土交通省 土地所有者
https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/
gaiyou/yosan/r04/yosangaiyou_r401.pdf

農地の保全

森林の浸透・保水機能の発揮
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流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年１月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

雨水貯留浸透施設

・貯留・浸透機能を持つ施設
の整備
・既設の調整池、池沼又は溜
め池の改良

補助金
特定都市河川浸水被害対策推進
事業

特定都市河川流域において、浸水被害の防止のための
雨水貯留浸透施設の整備

国土交通省

地方公共団体
(都道府県､市
町村)、民間事
業者等

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/
gaiyou/yosan/r04/yosangaiyou_r401.pdf
※詳細については、担当課にお問い合わせくだ
さい。
（担当：国土交通省　水管理・国土保全局　治
水課）

雨水貯留浸透施設

・各戸貯留
・池沼及びため池　等

交付金 流域貯留浸透事業
一級河川又は二級河川の流域内において、貯留若しく
は浸透又はその両方の機能を持つ施設の整備

国土交通省

地方公共団体
(都道府県､市
町村)、民間事
業者等

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P377参照

雨水貯留浸透施設
（特定都市河川浸水被害対策
法に基づき指定された特定都
市河川流域において同法第
11条に基づく認定計画に基づ
き設置されたもの）

税制特例
浸水被害対策のための雨水貯留
浸透施設の整備に係る特例措置
（固定資産税）

特定都市河川流域において、特定都市河川浸水被害対
策法に基づく認定計画に基づき民間事業者等が整備し
た雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税を
1/6～1/2に軽減

国土交通省 民間事業者等

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/
gaiyou/yosan/r04/yosangaiyou_r401.pdf
※制度の詳細については、担当課にお問い合
わせください。
（担当：国土交通省　水管理・国土保全局　治
水課）

地方公共団体が助成する雨
水流出抑制施設　等

交付金 新世代下水道支援事業
水循環を良好な状態に維持・回復する施策を支援してい
くため、または雨天時に公共用水域に流入する汚濁負
荷の削減を図るための下水道施設の整備

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P84参照

・雨水貯留浸透施設

地方公共団体が助成する
・透水性舗装
・防水ゲート、止水板　　等

交付金 下水道浸水被害軽減総合事業
内水浸水リスクの高い地区等において、下水道浸水被
害軽減総合計画に基づきハード・ソフト含めて総合的に
実施する都市浸水対策

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P71参照

雨水貯留浸透施設

・住宅宅地事業と関連して整
備が必要となる防災調整池
等

交付金 住宅市街地基盤整備事業
住宅宅地事業に関連する一級河川又は二級河川におけ
る、計画高水流量を低減する調節池等の整備等

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P330参照

100mm/h安心プラン －

本プランを策定することにより、
・交付金重点配分対象
・流域貯留浸透事業の交付要件緩
和等

＜策定主体＞
市町村および河川管理者、下水道管理者等

国土交通省

＜策定主体＞
市町村および
河川管理者、
下水道管理者
等

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/main/100m
m/

流域治水型の災害復旧制度
（輪中堤、遊水地の整備）の
創設（令和４年度～）

-

災害復旧事業
災害復旧事業査定設計委託費補
助
※令和４年度予算案提出中

・河川整備計画への位置づけや土地利用規制を条件と
して、災害復旧事業により、下流における追加の改修を
必要としない対策（輪中堤、遊水地の整備）を実施可能
にする。
・加えて、輪中堤、遊水地に係る査定設計委託費を補助

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/
gaiyou/yosan/r04/yosangaiyou_r401.pdf
※p14「流域治水型災害復旧制度の創設」をご
参照ください

直轄
国営かんがい排水事業
※再掲

施設更新に合わせた洪水調節機能の強化に資する施設
整備等
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の
整備

農林水産省 直轄事業

PR版
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan
/R3_hojyo/attach/pdf/R3_hojyo-143.pdf
実施要綱
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou
/attach/pdf/youkou-25.pdf
実施要領
https://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou
/attach/pdf/youkou-36.pdf

氾濫が発生した
場合でも、氾濫
量の抑制や水防
活動等により被
害を軽減

農業水利施設の活用
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流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年１月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

補助金
水利施設等保全高度化事業
※再掲

施設更新に合わせた洪水調節機能の強化に資する施設
整備等
農業用ダムにおける水利用の調査及び洪水調節効果の
検証等
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の
整備

農林水産省
地方公共団体
等（県、市町
村、改良区）

https://www.maff.go.jp/j/g_biki/hojyo/21_01_00
_045001001.html

直轄 国営総合農地防災事業
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の
整備や洪水調節機能の強化に資する施設の整備等 農林水産省 直轄事業

PR版
http://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/
attach/pdf/index-161.pdf
実施要綱
http://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/
attach/pdf/youkou-45.pdf
実施要領
http://www.maff.go.jp/j/nousin/nn_R3_youkou/
attach/pdf/youkou-90.pdf

直轄
国営農用地再編整備事業
※再掲

洪水調節機能の強化に資する排水施設の整備
水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む
地域で実施される農地整備

農林水産省 直轄事業
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan
/R3_hojyo/attach/pdf/R3_hojyo-120.pdf

交付金

補助金

交付金 通常の下水道事業
公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改
築に関する事業

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P67参照

交付金
下水道浸水被害軽減総合事業
（再掲）

内水浸水リスクの高い地区等において、下水道浸水被
害軽減総合計画に基づきハード・ソフト含めて総合的に
実施する都市浸水対策

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P71参照

交付金 都市水害対策共同事業
下水道事業と河川事業とが連携・共同して行う、相互の
施設をネットワーク化するための管渠、ポンプ施設等の
整備

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P77参照

交付金 新世代下水道支援事業　（再掲）
水循環を良好な状態に維持・回復する施策を支援してい
くため、または雨天時に公共用水域に流入する汚濁負
荷の削減を図るための下水道施設の整備

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P84参照

補助金
下水道床上浸水対策事業
（下水道防災事業費補助）

大規模な再度災害防止のための下水道施設の整備 国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

下水道施設（雨水管、雨水ポ
ンプ、雨水貯留施設等）の整

備、耐震化、耐水化

海岸管理者（都
道府県等）

（農林水産省）
https://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/
oomori/attach/pdf/n-koufukin-18.pdf
（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P427～434参照

海岸保全施設の整備 海岸事業
高潮・高波等に対する防災・減災を目的として、地方公
共団体等が行う海岸保全施設の整備等

農林水産省
国土交通省
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流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年１月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

補助金
事業間連携下水道事業
（下水道防災事業費補助）

河川事業と連携して実施する下水道施設の整備 国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

補助金
大規模雨水処理施設整備事業
（下水道防災事業費補助）

雨水処理を担う大規模な下水道施設の整備 国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村等）

補助金
官民連携浸水対策下水道事業
（下水道防災事業費補助）

公共下水道管理者等の認定を受けた民間の雨水貯留
浸透施設の整備

国土交通省 民間事業者等

税制特例
浸水被害対策のための雨水貯留
浸透施設の整備に係る特例措置
（固定資産税）

浸水被害対策区域において、下水道法に基づく認定計
画に基づき民間事業者等が整備した雨水貯留浸透施設
について、固定資産税の課税を1/6～1/2に軽減

国土交通省 民間事業者等

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/
gaiyou/yosan/r03/yosangaiyou_r301.pdf
※制度の詳細については、担当課にお問い合
わせください。
（担当：国土交通省　水管理・国土保全局　下
水道部）

100mm/h安心プラン －

本プランを策定することにより、
・交付金重点配分対象
・流域貯留浸透事業の交付要件緩
和等
※再掲

＜策定主体＞
市町村および河川管理者、下水道管理者等

国土交通省

＜策定主体＞
市町村および
河川管理者、
下水道管理者
等

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/main/100m
m/

治山事業 補助金
治山事業
※再掲

荒廃渓流の安定化や崩壊地の復旧のための治山ダム
等治山施設の設置や保安林の整備等

林野庁 都道府県
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con
_3.html

流木捕捉施設 補助金
大規模特定砂防等事業
※令和４年度予算案提出中

土砂・洪水氾濫等に伴い発生する流木による被害拡大
を防止するため、林野庁と連携して作成した流域流木対
策計画に位置付けられた流木補捉施設等の整備

国土交通省
地方公共団体
(都道府県)

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sab
o/pdf/outline_of_sabo_works_2021.pdf
P19参照

二線堤整備 交付金 https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

家屋移転 交付金 ※交付対象事業の要件P419参照

二線堤整備 補助金
特定都市河川浸水被害対策推進
事業
※令和４年度予算案提出中

貯留機能保全区域の指定にあわせた地方公共団体や
民間事業者等による二線堤の築造等

国土交通省

地方公共団体
(都道府県､市
町村)、民間事
業者等

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/
gaiyou/yosan/r04/yosangaiyou_r401.pdf

宅地嵩上げ 交付金 土地区画整理事業

立地適正化計画に位置付けた防災対策として実施する
土地区画整理事業について、一定の要件を満たす場合
に、土地の嵩上げ費用を都市再生区画整理事業の補助
限度額へ算入可能

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou
/kukakuseiri/kukakuseiri01.htm

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

※交付対象事業の要件　P244参照
※詳細については、担当課にお問い合わせくだ
さい。
（住宅局住宅総合整備課住環境整備室）

国土交通省 地方公共団体

リスクの高い区
域における土地
利用・すまい方
の工夫

総合流域防災事業
（洪水氾濫域減災対策事業）

流域単位を原則として、包括的に水害・土砂災害対策の
施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を
実施する事業

国土交通省
地方公共団体
（市町村）

水災害リスクのある場所を含
む地区における住環境の整
備

交付金 小規模住宅地区改良事業

地方公共団体が移転勧告等を行った住宅等、不良住宅
が集合する地区における住環境の整備改善又は災害の
防止のための不良住宅の除却、従前居住者向けの住宅
の建設、生活道路等の整備等

洪水時に大量に
流出する土砂・
流木の捕捉等
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流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年１月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

二線堤保全 税制特例
浸水被害軽減地区の指定に係る
特例措置

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の所有者に対
し、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税を減免

国土交通省
https://www.mlit.go.jp/page/content/0013201
78.pdf
※P30参照

補助金 都市構造再編集中支援事業
病院・福祉施設等の都市機能誘導施設の安全なまちな
かへの移転等を促進するため、市町村や民間事業者等
が行う施設整備等

国土交通省
地方公共団体
（市町村）、民
間事業者等

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/0013595
22.pdf

補助金 防災集団移転促進事業

住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に
適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移
転を促進することを目的として、地方公共団体が行う住
宅団地の整備等

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/0014147
61.pdf

補助金
集約都市（コンパクトシティ）形成
支援事業

立地適正化計画において防災対策が位置づけられた居
住誘導区域外の災害ハザードエリアから、居住誘導区
域内への居住機能の移転促進に向けた調査・評価を実
施する事業

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_00
0054.html

交付金 がけ地近接等危険住宅移転事業
がけ崩れ、出水、津波、高潮等の危険から住民の生命を
確保するため、災害危険区域等にある既存不適格住宅
等の移転に対して支援する事業

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P360参照

建築物改修等 交付金
災害危険区域内建築物防災改修
等事業

災害危険区域等を指定しやすい環境整備及び区域内に
おける既存不適格建築物の安全性向上のため、災害危
険区域等に存する既存不適格建築物について、建築制
限に適合させる改修等に対して支援する事業

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P362参照

既存住宅の浸水対策改修 補助金
長期優良住宅化リフォーム推進事
業

既存住宅の浸水対策改修による防災性の向上 国土交通省 民間事業者等 https://www.kenken.go.jp/chouki_r/

立地適正化計画の作成 補助金
集約都市（コンパクトシティ）形成
支援事業

立地適正化計画に記載された防災指針に即した居住誘
導区域外の災害ハザードエリアから、居住誘導区域内
への居住機能の移転促進に向けた調査・評価を実施す
る事業

国土交通省
地方公共団体
等

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_00
0054.html

交付金 効果促進事業
基幹事業（流域内のハード対策等）と一体となったソフト
対策として、浸水想定区域図、ハザードマップ等の作成・
印刷を支援するもの。

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村）

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P470参照

交付金
水害リスク情報整備推進事業
※令和４年度予算案提出中

全ての一級、二級河川のうち、防災・安全交付金による
河川事業（ハード整備）を実施していない河川で、洪水浸
水想定区域図や洪水ハザードマップの作成・印刷を支援
するもの

国土交通省
地方公共団体
（都道府県、市
町村）

交付金
内水浸水リスクマネジメント推進事
業
※令和４年度予算案提出中

浸水シミュレーションによる内水浸水想定区域図の作
成、避難行動等に資する情報・基盤整備、雨水管理総合
計画の策定　を行う事業

国土交通省
地方公共団体
（市町村）

災害ハザードエリアからの移
転

土地の水災害リ
スク情報の充実

浸水想定区域図、ハザード
マップ等作成
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流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年１月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

交付金 公立学校施設整備費
公立学校施設において、雨水貯留槽や暗渠排水機能
等、防災機能を向上させるための整備

文部科学省
地方公共団体
（市区町村）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei
/main11_a2.htm

交付金 認定こども園施設整備交付金
認定こども園における貯水槽や暗渠排水機能等、防災
機能を向上させるための整備

文部科学省
地方公共団体
（県）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youch
ien/1398182.htm

補助金
国立大学法人等施設整備費補助
金

国立大学法人等が行う雨水貯留槽や暗渠排水設備等、
防災機能を向上させるための整備

文部科学省

国立大学法人
等施設管理者
（国立大学法
人、独立行政
法人）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/kokuri
tu/index.htm

補助金 私立学校施設整備費補助金
私立学校（幼～大）施設における貯水槽や暗渠排水機
能等、防災機能を向上させるための整備

文部科学省
私立学校施設
設置者

（高校等）
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinko
u/07021403/002/003/001.htm
（大学等）
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinko
u/07021403/002/002/015.htm

避難路・避難場所等の整備 交付金 都市防災総合推進事業
避難路や避難場所となる公共施設の整備や防災まちづ
くり計画の策定等に対する支援

国土交通省 地方公共団体
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/0013993
08.pdf

避難通路等の整備 交付金 市街地再開発事業等
市街地再開発事業等における防災関連施設を含めた共
同施設の整備

国土交通省
地方公共団体
等

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

避難場所の確保 補助金
地域防災拠点建築物整備緊急促
進事業

地域の防災拠点となる建築物の整備を促進するため、
大規模な建築物の耐震化並びに災害時に発生する避難
者及び帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設の整備
をワンパッケージで支援

国土交通省
地方公共団
体、
民間事業者等

都市安全確保拠点の整備 交付金 都市安全確保拠点整備事業
災害時に都市の機能を維持するための拠点市街地（都
市計画法に規定する「一団地の都市安全確保拠点施
設」に限る。）を整備するために支援を行う事業をいう。

国土交通省 地方公共団体 https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf

安全な避難先の
確保

学校及びスポーツ施設の防
災機能の向上
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流域治水対策等の主な支援事業 ※建政順にて記載。令和４年１月時点

内容 支援策 交付金等 交付対象事業 所管官庁 支援先 詳細（HP）

交付金 医療施設浸水対策事業

浸水想定区域に所在し、地域の医療提供体制の観点か
ら浸水想定区域から移転することができない医療機関が
行う医療用設備や電気設備の移設や止水板等の設置
等の浸水対策

厚生労働省 民間事業者

交付金
次世代育成支援対策施設整備交
付金

児童福祉施設等における防災・減災対策を推進するた
め、社会福祉法人等が行う施設整備

厚生労働省
地方公共団体
（都道府県、市
区町村）

交付金 保育所等整備交付金
保育所等における防災・減災対策を推進するため、社会
福祉法人等が行う施設整備

厚生労働省
地方公共団体
（都道府県、市
区町村）

補助金
社会福祉施設等施設整備費補助
金

障害者支援施設等における防災・減災対策を推進する
ため、社会福祉法人等が行う施設整備

厚生労働省

地方公共団体
（都道府県、指
定都市、中核
市）

交付金
地域介護・福祉空間整備等施設整
備交付金
（水害対策強化事業）

高齢者施設等における防災・減災対策を推進するため、
高齢者施設等が行う水害対策に伴う改修等

厚生労働省
地方公共団体
（都道府県、市
区町村）

事業継続力強化計画認定制
度

税制特例
交付金

中小企業防災・減災投資促進税制
中小企業強靱化対策事業 (中小
機構運営費交付金)

中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画 中小企業庁
民間事業者（中
小企業・小規模
事業者）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bou
sai/keizokuryoku.htm#seido

環境整備 交付金 統合河川環境整備事業
指定区間内の一級河川又は二級河川等の魚道の整備
や自然環境の保全・復元、「水辺の楽校プロジェクト」や
「かわまちづくり支援制度」に位置づけられた整備

国土交通省
地方公共団体
(都道府県､市
町村)

https://www.mlit.go.jp/common/001284116.pdf
※交付対象事業の要件P242参照

グリーンボンド 補助金
適応プロジェクト等のグリーンプロ
ジェクトの活性化に向けたグリーン
ボンド等の促進体制整備支援事業

気候変動への適応、環境イノベーションに向けた研究開
発、循環経済ビジネス等のグリーンプロジェクトを資金使
途とするグリーンボンド、グリーンローン又はサステナビ
リティボンドの発行等への支援

環境省 民間事業者
http://greenfinanceportal.env.go.jp/bond/activ
ation_promotion_support/basic_scheme.html

経済被害の軽減

要配慮者利用施設（医療機
関、社会福祉施設等）の浸水
対策

自然環境の持つ
多様な機能を活
かすグリーンイン
フラの活用
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