
（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考

補助金等の名称 交付対象
分　類

平成22年度
予算額（千円）

創設
年度

負担金 母子家庭等対策費
児童扶養手当給付費負
担金

167,655,324
都道府県・市・福祉事
務所を設置する町村

① S59

交付金 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

5,033,000
都道府県・指定都市・
中核市・市区町村

① H17

補助金 地域福祉推進費
日本赤十字社救護業務
費等補助金

95,231 日本赤十字社 ② S53

負担金 生活保護費 生活保護費等負担金 保護費負担金 2,200,633,360
都道府県、市及び福祉
事務所を設置する町村

① S6

負担金 生活保護費 生活保護費等負担金 保護施設事務費負担金 27,338,479
都道府県、市及び福祉
事務所を設置する町村

① S6

負担金 生活保護費 生活保護費等負担金
中国残留邦人生活支援
給付金

8,749,409
都道府県、市及び福祉
事務所を設置する町村

① S20

補助金 地域福祉推進費
セーフティネット支援対
策等事業費補助金

24,000,000 都道府県、市町村 社会福祉協議会 ① H17

委託費 地域福祉推進費
公的扶助資料調査委託
費

221,580
都道府県、指定都市、
中核市、民間団体

①② S25

委託費 生活保護費
生活保護指導監査委託
費

2,098,516 都道府県・指定都市 ① S30

補助金 社会福祉諸費
民間社会福祉事業助成
費補助金

303,688 民間団体 ② H10

補助金 社会福祉諸費 地方改善事業費補助金 5,034,435 政令市、中核市 都道府県 ① S35

補助金 社会福祉施設整備費
地方改善施設整備費補
助金

1,104,000 政令市、中核市 都道府県 ① S28

補助金 社会福祉諸費
社会福祉施設職員等退
職手当共済事業給付費
補助金

25,617,137 （独）福祉医療機構 ② S36

補助金 社会福祉諸費
社会福祉振興助成費補
助金

3,047,263 （独）福祉医療機構 ② H22

補給金 社会福祉諸費
社会福祉事業施設等貸
付事業利子補給金

5,600,000 （独）福祉医療機構 ② S29

委託費 社会福祉諸費
衛生関係指導者等委託
費

47,131 （社）国際厚生事業団 ② H19

委託費 社会福祉諸費
衛生関係指導者等委託
費

62,273
（財）海外技術者研修
協会

② H22 公募型補助金等

委託費 社会福祉諸費
社会事業学校等経営委
託費

社会事業学校経営委託
費

422,997
（学）日本社会事業大
学

② S21

委託費 社会福祉諸費
社会事業学校等経営委
託費

社会福祉職員研修セン
ター経営委託費

37,248
（福）全国社会福祉協
議会　社会福祉職員研
修センター

② S50
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考

補助金等の名称 交付対象
分　類

平成22年度
予算額（千円）

創設
年度

交付金
独立行政法人福祉医療
機構運営費

独立行政法人福祉医療
機構一般勘定運営費交
付金

3,450,418 （独）福祉医療機構 ② H15

交付金
独立行政法人福祉医療
機構運営費

独立行政法人福祉医療
機構共済勘定運営費交
付金

552,612 （独）福祉医療機構 ② H15

委託費
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

戦傷病者福祉事業助成
委託費

193,237 （財）日本傷痍軍人会 ② S54

委託費
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

昭和館運営委託費 442,956 （財）日本遺族会 ② H11

補助金 戦没者慰霊事業費
遺骨収集等派遣費補助
金

214,525
（財）日本遺族会、遺族
団体、遺族及び戦友団
体等

② S48

補助金
中国残留邦人等支援事
業費

日本赤十字社救護業務
費等補助金

6,939 日本赤十字社 ② H10

委託費 戦没者慰霊事業費 遺骨収集等委託費 319,634 沖縄県、民間団体等 ② S48

委託費
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

引揚者等援護事務委託
費

678,405 都道府県、市町村 ① S52

委託費
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

引揚者定着促進等委託
費

777,135 民間団体 ② S58

委託費 障害保健福祉費 保健福祉調査委託費

自殺予防総合対策セン
ター経費、精神障害者
社会復帰促進調査研究
等委託費、障害福祉関
係経営実態調査等事業
費

263,222 民間団体 ② H6

委託費 障害保健福祉費
衛生関係指導者養成等
委託費

精神保健対策費 64,757 民間団体 ② H22

委託費 障害保健福祉費
心神喪失者等医療観察
法人材養成研修委託費

65,553 民間団体 ② H17

委託費 障害保健福祉費
身体障害者福祉促進事
業委託費

視覚障害者用図書事業
等委託費、手話通訳指
導者養成研修等委託費

422,628

（社福）日本点字図書
館、（社福）日本ライト
ハウス、（社福）日本盲
人会連合、（財）日本障
害者リハビリテーション
協会、（財）テクノエイド
協会、（社福）日本肢体
不自由児協会、（社福）
聴力障害者情報文化
センター、（社福）全国
盲ろう者協会、（社福）
全国手話研修センター

② S29 全国団体
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考

補助金等の名称 交付対象
分　類

平成22年度
予算額（千円）

創設
年度

委託費 障害保健福祉費
国連・障害者の十年記
念施設運営委託費

－ 253,030
（財）大阪府地域福祉
推進財団

② H13

補助金 障害保健福祉費
地域生活支援事業費補
助金

地域生活支援事業費 44,000,000 都道府県、市町村 ① H18

補助金 障害保健福祉費
民間社会福祉事業助成
費補助金

児童福祉事業助成費補
助金

56,256
（社福）全国心身障害
児福祉財団

② S37 全国団体

補助金 障害保健福祉費 精神保健対策費補助金
精神障害者保健福祉対
策費等補助

5,073,840
都道府県、指定都市、
中核市、民間団体

①② H12

補助金 障害保健福祉費
障害程度区分認定等事
業費補助金

障害者自立支援事業費
等補助

8,479,619

都道府県、指定都市、
中核市、市町村、（社）
国民健康保険中央会、
民間団体

①② H18

補助金 障害保健福祉費
精神障害者社会復帰施
設等運営費補助金

障害者福祉対策費 9,123,790 都道府県、市町村
市町村　社会福祉法
人等

① H18

補助金 障害保健福祉費
身体障害者福祉費補助
金

身体障害者福祉対策費 261,709

都道府県、（社福）日本
点字図書館、（社福）日
本盲人会連合、（財）日
本障害者リハビリテー
ション協会

② H11 全国団体

補助金 障害保健福祉費
身体障害者体育等振興
費補助金

276,259
（社福）日本身体障害
者団体連合会、（財）日
本障害者スポーツ協会

② S38 全国団体

補助金 障害保健福祉費 児童保護費等補助金
在宅心身障害児（者）福
祉対策費補助金

8,305,817
都道府県、指定都市、
中核市

① S46

補助金 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地
域共生事業費補助金

都道府県分 1,146,742 都道府県、市町村 ① H21

負担金 障害保健福祉費
精神障害者措置入院費
負担金

4,400,045 都道府県、指定都市 ① S25

負担金 障害保健福祉費
精神障害者措置入院移
送費負担金

114,284 都道府県、指定都市 ① H20

負担金 障害保健福祉費
身体障害者保護費負担
金

点字図書館等事務費等 1,497,439
都道府県、指定都市、
中核市、市町村

① S25

負担金 障害保健福祉費 児童保護費等負担金 児童保護措置費負担金 71,024,942
都道府県、指定都市、
児童相談所設置市

① S23

負担金 障害保健福祉費
障害者自立支援給付費
負担金

障害者自立支援給付負
担

588,706,340 市町村 ① H17

負担金 障害保健福祉費 障害者医療費負担金 都道府県分、市町村分 195,411,850
都道府県、指定都市、
中核市、市町村

① H17

負担金 障害保健福祉費
特別障害者手当等給付
費負担金

37,027,017
都道府県、市及び福祉
事務所設置する町村

① S50
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考

補助金等の名称 交付対象
分　類

平成22年度
予算額（千円）

創設
年度

負担金 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運
営費負担金

都道府県分、独立行政
法人分

2,306,846
都道府県、特定独立行
政法人

② H17

負担金 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

都道府県分、独立行政
法人分

5,374,701
都道府県、特定独立行
政法人

② H17

負担金 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設
備整備費負担金

都道府県分、独立行政
法人分

246,419
都道府県、特定独立行
政法人

② H17

交付金 障害保健福祉費 事務取扱交付金 1,001,874 都道府県、市町村 ① S39

補助金 社会福施設整備費
社会福祉施設等施設整
備費補助金

10,000,000
都道府県、指定都市、
中核市

社会福祉法人等 ③ S21

交付金
独立行政法人福祉医療
機構運営費

独立行政法人福祉医療
機構保険勘定運営費交
付金

117,924 （独）福祉医療機構 ② S45

交付金
独立行政法人国立重度
障害者施設のぞみの園
運営費

独立行政法人国立重度
障害者施設のぞみの園
運営費交付金

2,263,507
（独）国立重度障害者
施設のぞみの園

② H15

補助金
独立行政法人国立重度
障害者施設のぞみの園
施設整備費

独立行政法人国立重度
障害者施設のぞみの園
施設整備費補助金

291,200
（独）国立重度障害者
施設のぞみの園

② H17

補助金 母子保健衛生対策費 在宅福祉事業費補助金 54,285
都道府県、指定都市、
中核市

市町村 ① H16

補助金
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

2,650,000
都道府県、市町村、法
人

①② S57

補助金
高齢者日常生活支援等
推進費

在宅福祉事業費補助金 2,760,000
都道府県、指定都市、
中核市

市町村 ① S38

補助金
高齢者日常生活支援等
推進費

高齢者社会活動支援事
業費補助金

40,666
（財）全国老人クラブ連
合会、（財）テクノエイド
協会

② S42

補助金
高齢者日常生活支援等
推進費

介護保険事業費補助金 462,368 都道府県、市町村 ① H12

補助金
介護保険制度運営推進
費

介護保険事業費補助金 6,901,845 都道府県、市町村 社会福祉法人 ① H12

補助金
介護保険制度運営推進
費

介護保険関係業務費補
助金

232,528
社会保険診療報酬支
払基金

② H12

負担金
介護保険制度運営推進
費

介護給付費等負担金 介護給付費負担金 1,300,191,768 市町村 ① H12

交付金
高齢者日常生活支援等
推進費

地域支援事業交付金 69,792,003 市町村 ① H18
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考
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平成22年度
予算額（千円）

創設
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交付金
介護保険制度運営推進
費

介護給付費財政調整交
付金

365,222,407 市町村 ① H12

交付金
介護保険制度運営推進
費

地域介護・福祉空間整
備推進交付金

2,000,000 市町村 ① H18

交付金
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

26,300,000 市町村 ① H17

委託費
介護保険制度運営推進
費

要介護認定調査委託費 509,089 民間団体 ② H14

委託費
介護保険制度運営推進
費

介護サービス指導者養
成研修等委託費

99,899 民間団体 ② H22

補助金 医療保険給付諸費
全国健康保険協会保険
給付費等補助金

831,156,034 全国健康保険協会 ② H20

補助金 医療保険給付諸費
全国健康保険協会後期
高齢者医療費支援金補
助金

201,224,678 全国健康保険協会 ② H20

補助金 医療保険給付諸費
国民健康保険団体連合
会等補助金

6,896,230
国民健康保険団体連
合会、国民健康保険中
央会

② S35

補助金 医療保険給付諸費
国民健康保険組合老人
保健医療費拠出金補助
金

603,832 国民健康保険組合 ② S57

補助金 医療保険給付諸費
国民健康保険組合療養
給付費補助金

218,480,061 国民健康保険組合 ② S27

補助金 医療保険給付諸費
国民健康保険組合特別
対策費等補助金

国民健康保険特別対策
費等補助金

6,038,423 国民健康保険組合 ② S37

補助金 医療保険給付諸費
国民健康保険組合特別
対策費等補助金

高額医療費共同事業補
助金

2,650,000 国民健康保険組合 ② H15

補助金 医療保険給付諸費
国民健康保険組合後期
高齢者医療費支援金補
助金

62,930,868 国民健康保険組合 ② H20

補助金 医療保険給付諸費
国民健康保険出産育児
一時金補助金

3,830,380 市町村国保 ① H21

補助金 医療保険給付諸費
高齢者医療運営円滑化
等補助金

32,948,669
健保組合・共済組合・
健保連・社会保険診療
報酬支払基金

② H21

補助金 医療保険給付諸費
後期高齢者医療制度事
業費補助金

5,961,701
後期高齢者医療広域
連合

② H20

補助金 医療保険給付諸費
後期高齢者医療制度関
係業務事業費補助金

1,718,028
国民健康保険団体連
合会・国民健康保険中
央会

② H20

補助金 医療保険給付諸費
健康保険組合給付費等
臨時補助金

2,440,831 健康保険組合 ② S33
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考

補助金等の名称 交付対象
分　類

平成22年度
予算額（千円）

創設
年度

補助金 医療費適正化推進費
全国健康保険協会病床
転換支援金補助金

27,738 全国健康保険協会 ② H20

補助金 医療費適正化推進費
全国健康保険協会特定
健康診査・保健指導補
助金

3,202,792 全国健康保険協会 ② H20

補助金 医療費適正化推進費
国民健康保険組合病床
転換支援金補助金

6,769 国民健康保険組合 ② H20

補助金 医療費適正化推進費
国民健康保険組合特定
健康診査・保健指導補
助金

1,552,220 国民健康保険組合 ② H20

補助金 医療費適正化推進費
健康保険組合特定健康
診査・保健指導補助金

5,212,999 健康保険組合 ② H20

補助金
介護保険制度運営推進
費

全国健康保険協会介護
納付金補助金

113,928,947 全国健康保険協会 ② H20

補助金
介護保険制度運営推進
費

国民健康保険組合介護
納付金補助金

30,351,811 国民健康保険組合 ② H12

負担金 医療保険給付諸費
全国健康保険協会事務
費負担金

12,304,629 全国健康保険協会 ② H20

負担金 医療保険給付諸費
健康保険組合事務費負
担金

4,005,768 健康保険組合連合会 健康保険組合 ② T15

負担金 医療保険給付諸費
国民健康保険老人保健
医療費拠出金負担金

5,502,784 市町村国保 ① S57

負担金 医療保険給付諸費
国民健康保険療養給付
費等負担金

1,897,826,257 市町村国保 ① S27

負担金 医療保険給付諸費
国民健康保険組合事務
費負担金

2,897,171 国民健康保険組合 ② S21

負担金 医療保険給付諸費
国民健康保険後期高齢
者医療費支援金負担金

467,588,668 市町村国保 ① H20

負担金 医療保険給付諸費
後期高齢者医療給付費
等負担金

2,810,266,116
後期高齢者医療広域
連合

② H20

負担金 医療費適正化推進費
国民健康保険病床転換
支援金負担金

33,985 市町村国保 ① H20

負担金 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

19,336,837 市町村国保 ① H20

負担金
介護保険制度運営推進
費

国民健康保険介護納付
金負担金

213,513,189 市町村国保 ① H12

交付金 医療保険給付諸費
国民健康保険老人保健
医療費拠出金財政調整
交付金

1,456,619 市町村国保 ① S57

交付金 医療保険給付諸費
国民健康保険財政調整
交付金

527,460,567 市町村国保 ① S33
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考

補助金等の名称 交付対象
分　類

平成22年度
予算額（千円）

創設
年度

交付金 医療保険給付諸費
国民健康保険後期高齢
者医療費支援金財政調
整交付金

123,773,471 市町村国保 ① H20

交付金 医療保険給付諸費
後期高齢者医療財政調
整交付金

923,775,940
後期高齢者医療広域
連合

② H20

交付金 医療費適正化推進費
国民健康保険病床転換
支援金財政調整交付金

8,996 市町村国保 ① H20

交付金
介護保険制度運営推進
費

国民健康保険介護納付
金財政調整交付金

56,518,197 市町村国保 ① H12

委託費 医療保険給付諸費
社会保険基礎調査委託
費

856,468
一般競争入札により未
定

② S45

交付金 公的年金制度運営諸費
国民年金等事務取扱交
付金

66,733 市町村 ① H22

補助金 企業年金等普及促進費
国民年金基金連合会事
務費補助金

205,504 国民年金基金連合会 ② H3

負担金 企業年金等普及促進費
国民年金基金等給付費
負担金

1,116,841 国民年金基金等 ② H3

補助金 企業年金等普及促進費
企業年金連合会事務費
補助金

177,842 企業年金連合会 ② S40

交付金 企業年金等普及促進費
厚生年金基金等未納掛
金等交付金

5,634 厚生年金基金等 ② H21

委託費 厚生労働本省共通費 保健福祉調査委託費
少子高齢社会等調査委
託費

3,910 民間事業者 ② H11

委託費 厚生労働本省共通費
保健福祉調査地方公共
団体委託費

社会保障制度企画調査
委託費

17,213
都道府県、指定都市、
中核市

① S46

委託費 厚生労働本省共通費
労働条件研究調査等委
託費

従業員の雇用を重視す
る新たな日本型経営の
普及に関する調査研究
委託費

6,821 民間事業者 ② H22

交付金
独立行政法人労働政策
研究・研修機構運営費

独立行政法人労働政策
研究・研修機構一般勘
定運営費交付金

453,564 独立行政法人 ② H15
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府省名 農 林 水 産 省 会計別 一 般 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）

委託費 農林水産本省共通費
農林水産政策調査等委
託費

農業問題調査研究等委
託費

46,814 民間団体等 ② S42

委託費 農林水産本省共通費
農林水産政策調査等委
託費

農業問題調査研究等委
託費

1,156,842 民間団体等 ② S42

補助金 農林水産本省共通費
農林水産調査研究普及
費補助金

36,632
（財）日本農林漁業振
興会

② S53

補助金 農林水産本省共通費
農林水産調査研究普及
費補助金

80,000 民間団体等 ② H22

補助金
食品産業競争力強化対
策費

大豆備蓄対策費補助金 291,082 大豆保管企業協議会 ② H14

補助金
主要食糧需給安定対策
費

主要食糧需給安定対策
事業費補助金

35,000 民間団体等 ② H20

補助金
主要食糧需給安定対策
費

主要食糧需給安定対策
事業費補助金

6,862 民間団体等 ② H21

委託費
食の安全・消費者の信頼
確保対策費

食の安全・消費者の信
頼確保対策調査等委託
費

食品安全確保調査・試
験事業委託費

574,942 民間団体等 ② H15

委託費
食の安全・消費者の信頼
確保対策費

食の安全・消費者の信
頼確保対策調査等委託
費

消費・安全対策調査等
事業委託費

555,683 民間団体等 ② S46

委託費
食の安全・消費者の信頼
確保対策費

食の安全・消費者の信
頼確保対策調査等委託
費

消費・安全対策調査等
事業委託費

389,005 民間団体等 ② S46

補助金
食の安全・消費者の信頼
確保対策費

食の安全・消費者の信
頼確保対策事業費補助
金

2,754,573 民間団体等 ② H10

補助金
食の安全・消費者の信頼
確保対策費

食の安全・消費者の信
頼確保対策事業費補助
金

67,554 民間団体等 ② H21

交付金
食の安全・消費者の信頼
確保対策費

患畜処理手当等交付金
へい殺畜等焼却埋却費
交付金

94,424 家畜等所有者 ② S19

交付金
食の安全・消費者の信頼
確保対策費

患畜処理手当等交付金
へい殺畜等棄却手当交
付金

969,694 家畜等所有者 ② S19

交付金
独立行政法人農林水産
消費安全技術センター運
営費

独立行政法人農林水産
消費安全技術センター
運営費交付金

6,969,233
（独）農林水産消費安
全技術センター

② H13

備　　考分　類
補助金等の名称

平成22年度
予算額（千円）

交付対象
創設
年度

国から、都道府県予算を経由せず、市町村・民間事業者・公益法人等に交付されている補助金等
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考分　類

補助金等の名称
平成22年度

予算額（千円）

交付対象
創設
年度

補助金
独立行政法人農林水産
消費安全技術センター施
設整備費

独立行政法人農林水産
消費安全技術センター
施設整備費補助金

102,142
（独）農林水産消費安
全技術センター

② H13

委託費 食育推進事業費 食育推進事業委託費 84,579 民間団体等 ② H19

補助金 食育推進事業費 食育推進事業費補助金 268,354 民間団体等 ② H17

交付金 食育推進事業費
農畜産業振興対策交付
金

学校給食用牛乳供給事
業交付金

1,380,640
（独）農畜産業振興機
構

② H15

委託費
国産農畜産物競争力強
化対策費

農業生産振興調査等委
託費

農業生産振興調査等委
託費

12,720 民間団体等 ② S51

委託費
国産農畜産物競争力強
化対策費

農業生産振興調査等委
託費

農業生産振興調査等委
託費

15,279 民間団体等 ② S51

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

農業所得向上新分野支
援対策事業推進費補助
金

1,136,048 民間団体等 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

草地生産性向上対策事
業推進費補助金

823,500 民間団体 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

国産チーズ供給拡大・
高付加価値化対策事業
推進費補助金

2,914,308
指定生乳生産者団体
等

② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

産地収益力向上支援事
業推進費補助金

55,961 民間団体等 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

産地収益力向上支援事
業推進費補助金

1,570,753 民間団体等 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

畑作等緊急構造改革支
援事業推進費補助金

1,744,213 民間団体等 ② H21

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

自給力向上戦略的作物
等緊急需要拡大事業推
進費補助金

2,718,186 民間団体等 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

果樹対策事業推進費補
助金

8,762,689
（財）中央果実生産出
荷安定基金協会

② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

農業競争力強化対策事
業推進費補助金

87,180 民間団体 ② H17

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

農業競争力強化対策事
業推進費補助金

390,325 民間団体 ② H17

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

農業競争力強化対策事
業推進費補助金

101,782 民間団体等 ② S27

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

農業競争力強化対策事
業推進費補助金

159,677 民間団体等 ② S27
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考分　類

補助金等の名称
平成22年度

予算額（千円）

交付対象
創設
年度

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

農業競争力強化対策事
業推進費補助金

31,085
（財）日本特産農産物
協会

② H20

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

農畜産業機械等リース
支援事業推進費補助金

2,302,292 民間団体等 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策事業費補助金

農畜産業機械等リース
支援事業推進費補助金

440,000 民間団体等 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国産農畜産物競争力強
化対策整備費補助金

農業所得向上新分野支
援対策事業費補助金

2,204,649 民間団体 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

さとうきび・でん粉原料
用かんしょ生産者経営
安定対策事業費補助金

品目別経営安定対策推
進事業

37,615 民間団体 ② H19

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国内産糖・いもでん粉産
地緊急構造改革支援事
業費補助金

国内産糖・いもでん粉産
地緊急構造改革支援事
業

790,000
（財）日本特産農産物
協会

② H19

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

国内産糖・いもでん粉産
地緊急構造改革支援事
業費補助金

国内産糖・いもでん粉産
地緊急構造改革支援事
業

300,000 民間団体 ② H22

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

野菜価格安定対策費補
助金

野菜生産出荷安定資金
造成費

7,731,803
（独）農畜産業振興機
構

② H15

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

野菜価格安定対策費補
助金

野菜生産出荷安定資金
造成費

1,328,513
（独）農畜産業振興機
構

都道府県野菜価格安
定法人

③ S51

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

飼料穀物備蓄対策費補
助金

飼料穀物備蓄対策事業
費補助金

54,067
（社）配合飼料供給安
定機構

② H14

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

飼料穀物備蓄対策費補
助金

飼料穀物備蓄対策事業
費補助金

1,454,163
備蓄飼料穀物保管協
議会

② H16

補助金
国産農畜産物競争力強
化対策費

鶏卵価格安定対策費補
助金

1,353,846 民間団体 ② S50

交付金
国産農畜産物競争力強
化対策費

水田農業構造改革交付
金

水田等有効活用促進対
策交付金

14,592,157
都道府県協議会等、民
間団体

② H21

交付金
国産農畜産物競争力強
化対策費

甘味資源作物・国内産
糖調整交付金

甘味資源作物・国内産
糖調整交付金

7,953,000
（独）農畜産業振興機
構

② H15

交付金
国産農畜産物競争力強
化対策費

農畜産業振興対策交付
金

指定生乳生産者団体補
給交付金

14,118,767
（独）農畜産業振興機
構

② H15

交付金
国産農畜産物競争力強
化対策費

農畜産業振興対策交付
金

加工原料乳生産者経営
安定対策事業交付金

22,000
（独）農畜産業振興機
構

② H15

交付金
国産農畜産物競争力強
化対策費

農畜産業振興対策交付
金

資源循環型酪農推進事
業交付金

2,905,000
（独）農畜産業振興機
構

② H18

補助金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費
補助金

国産畜産物競争力強化
対策事業費補助金

2,070 民間団体 ② H22
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