
 資料３ 
 

平成 30年１月 23日 

行政改革推進会議 

 

基金の国庫返納状況について 

 

 

・ 国庫補助金等により公益法人等に造成された基金（以下「基金」という。）

については、平成 25年より各府省が執行状況、残高や余剰資金の有無等の

自己点検の結果などを公表する「基金シート」を導入。 

・ 昨年 11月の「秋のレビュー」における検証結果を踏まえ、昨年 12月７日

の行政改革推進会議において、各府省に対し直ちに全基金を再点検し、余剰

資金を国庫納付することを要請。 

・ 再点検を含め、本年度に実施された「基金シート」を通じた各府省の自己

点検の取組等により、昨年度の点検において確保された国庫返納予定額に

加え、新たに 1,717億円の国庫返納予定額を確保し、平成 29年度国庫返納

予定額 1,691億円、平成 30年度国庫返納予定額 167億円、総額で 1,858億

円の国庫返納予定額となった。 
 
 

１．点検対象基金：152基金（平成 28年度末現在） 

 

２．余剰資金等の国庫返納状況（平成 29年 12月末現在） 

 (１)平成 29年度国庫返納予定額：             1,691億円 

 (２)平成 30年度国庫返納予定額：              167億円 

 (３)総額 （１）＋（２）：                1,858億円 

 （うち今年度の点検により新たに確保された国庫返納予定額：1,717 億円） 
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平成30年１月23日

行政改革推進会議

（単位：百万円）

1 復興庁
農業信用保険事業交付金（復旧・復
興対策特別保証）

農業経営復旧・復興対策特別保証事
業交付金交付事業         5,021 -              

2 復興庁 漁業者等緊急保証対策事業 漁業者等緊急保証対策事業             74 -              

3-1 復興庁
環境対応車普及促進基金
（産学連携イノベーション促進事業費
補助金）

産業技術研究開発拠点立地推進事
業費補助金               0 -              

3-2 復興庁 環境対応車普及促進基金
原子力災害周辺地域産業復興企業
立地補助事業         1,116 -              

4 復興庁 造船業等復興支援基金 造船業等復興支援事業           316               -

5-1 復興庁 災害復興住宅融資等緊急対策事業 災害復興住宅融資等事業       37,115 -              

6
総務省

経済産業省
環境省

グリーン家電普及促進基金
エコポイントの活用によるグリーン家
電普及促進事業               3 -              

7-1 厚生労働省 緊急人材育成・就職支援基金 緊急人材育成支援事業           171 -              

7-2 厚生労働省 緊急人材育成・就職支援基金 長期失業者等支援事業             24 -              

7-3 厚生労働省 緊急人材育成・就職支援基金 成長分野等人材育成支援事業               5 -              

7-4 厚生労働省 緊急人材育成・就職支援基金 若者育成支援事業         7,850 -              

7-5 厚生労働省 緊急人材育成・就職支援基金
民間人材ビジネスの活用による労働
市場の機能強化事業           626 -              

8 農林水産省
地域還元型再生可能エネルギーモデ
ル早期確立基金

地域還元型再生可能エネルギーモデ
ル早期確立事業             41 41            

公益法人等に造成された基金の国庫返納状況

府省名 基金の名称 基金事業の名称
29年度

国庫返納予定額
30年度

国庫返納予定額

参考
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（単位：百万円）

府省名 基金の名称 基金事業の名称
29年度

国庫返納予定額
30年度

国庫返納予定額

9 農林水産省 野菜生産出荷安定資金 加工・業務用野菜生産基盤強化事業             90 25            

10 農林水産省 畜産経営維持安定特別対策基金 畜産経営維持安定特別対策事業           813 -              

11 農林水産省 蚕糸・絹業提携支援緊急対策基金 蚕糸・絹業提携支援緊急対策事業             53 -              

12 農林水産省 農地情報公開システム整備事業資金 農地情報公開システム整備事業             61 -              

13-1 農林水産省 担い手支援貸付原資基金
経営構造改革緊急加速リース支援事
業               4 4              

13-2 農林水産省 担い手支援貸付原資基金 農地保有合理化促進事業         3,276         3,652

14 農林水産省
担い手経営展開支援リース事業積立
金

担い手経営展開支援リース事業               2               -

15 農林水産省 耕作放棄地再生利用基金
耕作放棄地再生利用緊急対策交付
金           419             15

16 農林水産省
国内産糖・いもでん粉供給円滑化基
金

国内産糖・いもでん粉供給円滑化事
業               0 -              

17 農林水産省 さとうきび増産基金
甘味資源作物安定生産体制確立事
業             13 -              

18 農林水産省 木材供給高度化設備リース促進資金 木材供給高度化設備リース促進事業               2 -              

19 農林水産省 木材産業体質強化促進特別資金 木材産業体質強化促進事業               5 -              

20 農林水産省
農林漁業セーフティネット資金利子補
給基金

農林漁業セーフティネット資金利子補
給事業               0 -              

21 農林水産省 水産業体質強化総合対策事業基金
再編整備等推進支援事業
（ 平成22年度まで ： 省エネ対応・資
源回復等推進支援事業 ）

          426 -              

22 農林水産省 畜産業振興資金 -         6,204 1,393        

23 農林水産省
家畜飼料費高騰対応農林漁業信用
基金交付金

家畜飼料費高騰対応農林漁業信用
基金交付金交付事業           874 -              
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（単位：百万円）

府省名 基金の名称 基金事業の名称
29年度

国庫返納予定額
30年度

国庫返納予定額

24 農林水産省 農業信用保険事業交付金 農業信用保証保険基盤安定事業             52 -              

25-1 農林水産省 農業経営金融支援対策費補助金 農業経営維持支援緊急保証事業             40 -              

25-2 農林水産省 農業経営金融支援対策費補助金 農業信用保証保険基盤安定事業             19 -              

25-3 農林水産省 農業経営金融支援対策費補助金
農業経営復旧・復興対策特別保証事
業補助金交付事業         1,608 -              

26 農林水産省 漁業緊急保証対策事業 漁業緊急保証対策事業             18 -              

27 経済産業省 環境・安全等対策基金
被災地域石油製品販売業再建等支
援事業           381 -              

28 経済産業省 揮発油販売業経営合理化基金 揮発油販売業の信用保証事業　等           996 6,062        

3-3 経済産業省 環境対応車普及促進基金 アジア拠点化立地推進事業               - 18            

3-4 経済産業省 環境対応車普及促進基金
産業技術研究開発拠点立地推進事
業費補助金（先端技術実証・評価設
備整備費等補助金）

            57 57            

3-5 経済産業省 環境対応車普及促進基金
レアアース等利用産業等設備導入事
業           413 -              

3-6 経済産業省 環境対応車普及促進基金 国内立地推進事業費補助金       17,007 -              

3-7 経済産業省 環境対応車普及促進基金
レアアース・レアメタル使用量削減・利
用部品代替支援事業             16 -              

3-8 経済産業省 環境対応車普及促進基金
革新的低炭素技術集約産業国内立
地推進事業           559 -              

29-1 経済産業省 省エネルギー設備導入促進基金

国内クレジット制度関連事業（国内排
出削減量認証制度活性化事業、温室
効果ガス排出削減量連動型中小企
業グリーン投資促進事業）

            34 25            

29-2 経済産業省 省エネルギー設備導入促進基金
スマートマンション導入加速化推進事
業         3,857 -              

30 経済産業省
円高・エネルギー制約対策のための
先端設備等投資促進基金

円高・エネルギー制約対策のための
先端設備等投資促進事業         2,409 -              
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（単位：百万円）

府省名 基金の名称 基金事業の名称
29年度

国庫返納予定額
30年度

国庫返納予定額

31 経済産業省
ものづくり中小企業・小規模事業者試
作開発等支援事業基金

ものづくり中小企業・小規模事業者試
作開発等支援事業基金       13,164 -              

32 経済産業省
廃炉・汚染水対策基金（平成２５年度
補正予算に係るもの）

廃炉・汚染水対策事業             35 -              

33 経済産業省
廃炉・汚染水対策基金（平成２６年度
補正予算に係るもの）

廃炉・汚染水対策事業         3,570 -              

34 国土交通省 建設業金融円滑化基金 建設業災害対応金融支援事業             38 -              

35 国土交通省 まち再生基金 まち再生出資事業           439 5,254        

36 国土交通省 住宅金融円滑化緊急対策事業
優良住宅取得支援制度の拡充による
経済対策事業       56,920 -              

5-2 国土交通省 災害復興住宅融資等緊急対策事業
既往貸付者に係る返済方法の変更
事業           189 -              

37 国土交通省 交通遺児に対する奨学金貸与事業 －             99 108          

38 国土交通省 自動車整備近代化資金 －             32 81            

39 環境省
環境配慮型設備投資緊急支援利子
補給基金

環境配慮型設備投資緊急支援利子
補給金交付事業             68 -              

40 環境省 地域低炭素化出資事業基金 地域低炭素化出資事業         2,468 -              

169,095     16,736      

（注） ・各府省の基金シート等を基に行政改革推進本部事務局作成。
・計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
・四捨五入により計数が単位未満となる場合は「0」、該当がない場合は「-」と記載。
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