
（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
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

646,081 民間団体 ② H17

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

873,378 民間団体 ② H17

補助金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源飼料対
策費補助金

飼料穀物備蓄対策事業
費補助金

96,328
（社）配合飼料供給安
定機構

② H16

補助金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源飼料対
策費補助金

飼料穀物備蓄対策事業
費補助金

2,590,826
備蓄飼料穀物保管協
議会

② H16

補助金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源飼料対
策費補助金

耕畜連携水田活用対策
事業費補助金

1,586,000 都道府県協議会等 ② H19

補助金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源飼料対
策費補助金

国産粗飼料増産対策事
業費補助金

2,398,685 生産者団体 ② H17

補助金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源飼料対
策費補助金

エコフィード緊急増産対
策事業費補助金

17,736 民間団体 ② H22

補助金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源飼料対
策費補助金

エコフィード緊急増産対
策事業費補助金

312,378 民間団体 ② H20

補助金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源飼料対
策費補助金

地域資源活用型エコ
フィード増産推進事業費
補助金

158,048 民間団体 ② H21

交付金
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
交付金

産地収益力向上支援事
業費交付金

133,323 市町村 農業者団体等 ① H22

交付金
牛肉等関税財源国産畜
産物競争力強化対策費

牛肉等関税財源畜産業
振興対策交付金

50,562,867
（独）農畜産業振興機
構

② H15

交付金
独立行政法人農畜産業
振興機構運営費

独立行政法人農畜産業
振興機構砂糖勘定運営
費交付金

1,011,005
（独）農畜産業振興機
構

② H15

交付金
独立行政法人農畜産業
振興機構運営費

独立行政法人農畜産業
振興機構畜産勘定運営
費交付金

356,098
（独）農畜産業振興機
構

② H15

交付金
独立行政法人農畜産業
振興機構運営費

独立行政法人農畜産業
振興機構肉用子牛勘定
運営費交付金

149,280
（独）農畜産業振興機
構

② H15

交付金
独立行政法人農畜産業
振興機構運営費

独立行政法人農畜産業
振興機構でん粉勘定運
営費交付金

366,771
（独）農畜産業振興機
構

② H19

交付金
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構
運営費

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構農業機械化促進業務
勘定運営費交付金

1,791,833
（独）農業・食品産業技
術総合研究機構

② H15
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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
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構
施設整備費

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構施設整備費補助金

133,983
（独）農業・食品産業技
術総合研究機構

② H15

交付金
独立行政法人種苗管理
センター運営費

独立行政法人種苗管理
センター運営費交付金

2,653,621 （独）種苗管理センター ② H13

補助金
独立行政法人種苗管理
センター施設整備費

独立行政法人種苗管理
センター施設整備費補
助金

170,497 （独）種苗管理センター ② H13

交付金
独立行政法人家畜改良
センター運営費

独立行政法人家畜改良
センター運営費交付金

7,804,840 （独）家畜改良センター ② H13

補助金
独立行政法人家畜改良
センター施設整備費

独立行政法人家畜改良
センター施設整備費補
助金

344,638 （独）家畜改良センター ② H13

委託費
環境保全型農業生産対
策費

環境保全型農業生産対
策調査等委託費

生産環境総合対策調査
等委託費

11,332 民間団体等 ② H22

補助金
環境保全型農業生産対
策費

環境保全型農業生産対
策事業費補助金

生産環境総合対策事業
推進費補助金

226,125 民間団体等 ② H22

補助金
環境保全型農業生産対
策費

環境保全型農業生産対
策事業費補助金

生産環境総合対策事業
推進費補助金

1,211,979 民間団体等 ② H22

補助金 担い手育成・確保対策費
担い手育成・確保対策
事業費補助金

担い手育成・確保対策
事業推進費補助金

128,101

（社）日本国民高等学
校協会、（財）農民教育
協会、（財）農村更生協
会

② S27

補助金 担い手育成・確保対策費
担い手育成・確保対策
事業費補助金

担い手育成・確保対策
事業推進費補助金

265,455 民間団体等 ② S27

補助金 担い手育成・確保対策費
担い手育成・確保対策
事業費補助金

担い手育成・確保対策
事業推進費補助金

28,987 （財）農民教育協会 ② S27

補助金 担い手育成・確保対策費
担い手育成・確保対策
事業費補助金

担い手育成・確保対策
事業推進費補助金

35,213 全国農業会議所 ② S29

補助金 担い手育成・確保対策費
担い手育成・確保対策
事業費補助金

担い手育成・確保対策
事業推進費補助金

2,320,343 民間団体等 ② H7

補助金 担い手育成・確保対策費
特例付加年金助成補助
金

1,891,500 （独）農業者年金基金 ② H15

交付金 担い手育成・確保対策費
担い手経営革新促進交
付金

7,800,000
都道府県担い手育成
総合支援協議会

② H19

交付金
農業・食品産業強化対策
費

農業・食品産業強化対
策整備交付金

強い農業づくり交付金 2,050,876 市町村 農業者団体等 ① H17

補助金 農業経営支援対策費
農業経営支援対策事業
費補助金

農業経営支援対策事業
推進費補助金

8,434 民間団体 ② H9

補助金 農業経営支援対策費
農林漁業団体職員共済
組合年金給付費補助金

1,251,810
農林漁業団体職員共
済組合

② S33
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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 農業経営支援対策費
農林漁業団体職員共済
組合事務費補助金

301,054
農林漁業団体職員共
済組合

② S33

補助金 農業経営支援対策費
農業経営金融支援対策
費補助金

11,201,433
（財）農林水産長期金
融協会

② H22

補助金 農業経営支援対策費
農業経営金融支援対策
費補助金

230,000
都道府県農業信用基
金協会

② H21

補助金 農業経営支援対策費
農業共済事業運営基盤
強化対策費補助金

農業共済高度情報化推
進事業費補助金

251,284
農業共済組合連合会
等

② H12
平成17年度に交付先を
直接交付対象に変更

補助金 農業経営支援対策費
農業共済事業特別事務
費補助金

損害評価特別事務費補
助金

101,693
農業共済組合連合会
等

② S33
平成17年度に交付先を
直接交付対象に変更

負担金 農業経営支援対策費
農業者年金給付費等負
担金

123,804,777 （独）農業者年金基金 ② H15

負担金 農業経営支援対策費
農業共済事業事務費負
担金

41,885,149
農業共済組合連合会
等

② S22

平成16年度から平成18
年度までの間、順次交
付先を直接交付対象に
変更

交付金 農業経営支援対策費
農業信用保険事業交付
金

859,455
（独）農林漁業信用基
金

② H17

補給金 農業経営支援対策費
農地売渡業務等円滑化
対策補給金

53,422 （独）農業者年金基金 ② H15

補給金 農業経営支援対策費
農業近代化資金利子補
給金

11,477 農林中央金庫 ② S41

交付金
独立行政法人農業者年
金基金運営費

独立行政法人農業者年
金基金旧年金勘定運営
費交付金

1,688,325 （独）農業者年金基金 ② H15

交付金
独立行政法人農業者年
金基金運営費

独立行政法人農業者年
金基金農地売買貸借等
勘定運営費交付金

79,771 （独）農業者年金基金 ② H15

交付金
独立行政法人農業者年
金基金運営費

独立行政法人農業者年
金基金特例付加年金勘
定運営費交付金

532,886 （独）農業者年金基金 ② H15

交付金
独立行政法人農業者年
金基金運営費

独立行政法人農業者年
金基金農業者老齢年金
等勘定運営費交付金

1,356,024 （独）農業者年金基金 ② H15

委託費 農地等整備・保全推進費
農地等整備・保全推進
調査等委託費

農地等整備・保全推進
調査等委託費

27,200 民間団体 ② H20

補助金 農地等整備・保全推進費
農地等整備・保全推進
事業費補助金

農地等整備・保全推進
事業費補助金

19,518,669 民間団体等 ② H12

補助金 農地等整備・保全推進費
農地等整備・保全推進
事業費補助金

農地等整備・保全推進
事業費補助金

5,257,338
全国土地改良事業団
体連合会等

② H13

補助金
農業生産基盤整備・保全
事業費

諸土地改良事業費補助 諸土地改良事業費補助 234,935 民間団体等 ② S55
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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
農業生産基盤整備・保全
事業費

諸土地改良事業費補助 諸土地改良事業費補助 296,062 民間団体等 ② S55

補助金
農業生産基盤整備・保全
事業費

諸土地改良事業費補助
土地改良融資事業等指
導監督費補助

62,757 民間団体等 ② S33

補助金
農業生産基盤整備・保全
事業費

土地改良施設管理費補
助

土地改良施設維持管理
適正化事業費補助

3,602,580
全国土地改良事業団
体連合会

都道府県土地改良事
業団体連合会

③ S52

補助金
農業生産基盤整備・保全
事業費

土地改良施設管理費補
助

土地改良施設維持管理
適正化事業費補助

11,000
全国土地改良事業団
体連合会

② S54

補助金
農業生産基盤整備・保全
事業費

特定中山間保全等整備
事業費補助

特定中山間保全等整備
事業費補助

6,218,000 （独）森林総合研究所 ② H20

委託費 農村振興費
農村振興対策調査等委
託費

農村振興対策調査等委
託費

63,682 民間団体 ② H10

委託費 農村振興費
農村振興対策調査等委
託費

農村振興対策調査等委
託費

19,941 民間団体 ② H10

補助金 農村振興費
農村振興対策事業費補
助金

農村振興対策事業費補
助金

88,062 民間団体等 ② H12

補助金 農村振興費
農村振興対策事業費補
助金

農村振興対策事業費補
助金

1,711,331
集落連携促進協議会
等

② H13

補助金 農村振興費
農村振興対策整備費補
助金

農村振興対策整備費補
助金

334,629 民間団体 ② H21

補助金 農村振興費
農村振興対策地方公共
団体事業費補助金

農村振興対策地方公共
団体事業費補助金

303,000
都道府県
市町村

市町村等 ① H21
都道府県分及び市町村
分を切り分けられないた
め、全額を計上

交付金 農村振興費
農地・水・環境保全向上
対策交付金

共同活動支援交付金 16,346,697 地域協議会 ② H19

交付金 農村振興費
農地・水・環境保全向上
対策交付金

営農活動支援交付金 2,564,550 地域協議会 ② H19

交付金 農村振興費
農地・水・環境保全向上
対策交付金

農地・水・環境保全向上
活動推進交付金

639,488 地域協議会 ② H19

補助金
株式会社日本政策金融
公庫助成費

株式会社日本政策金融
公庫補助金

26,804
（株）日本政策金融公
庫

② H20

補助金
株式会社日本政策金融
公庫助成費

株式会社日本政策金融
公庫補助金

27,534
（株）日本政策金融公
庫

② H20

補給金
株式会社日本政策金融
公庫助成費

株式会社日本政策金融
公庫補給金

農林水産業者向け業務
補給金

22,018,000
（株）日本政策金融公
庫

② H20

補給金
株式会社日本政策金融
公庫助成費

株式会社日本政策金融
公庫補給金

危機対応円滑化業務利
子補給金

1,200
（株）日本政策金融公
庫

② H21

補給金
株式会社日本政策金融
公庫助成費

株式会社日本政策金融
公庫補給金

農業改良資金利子補給
金

78,400
（株）日本政策金融公
庫

② H22

補給金
株式会社日本政策金融
公庫助成費

株式会社日本政策金融
公庫補給金

担い手育成農地集積資
金利子補給金

105,432
（株）日本政策金融公
庫

② H22
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
備　　考分　類
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予算額（千円）
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創設
年度

交付金 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策整
備交付金

農山漁村活性化対策整
備交付金

24,489,602 都道府県、市町村 市町村等 ① H19
都道府県分及び市町村
分を切り分けられないた
め、全額を計上

交付金 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策整
備交付金

都市農村交流等施設整
備交付金

96,000 民間団体 ② H19

交付金 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策推
進交付金

農山漁村活性化対策推
進交付金

101,453 都道府県、市町村 市町村等 ① H19
都道府県分及び市町村
分を切り分けられないた
め、全額を計上

交付金 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策推
進交付金

鳥獣被害防止総合対策
推進交付金

39,620 民間団体 ② H20

交付金 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策推
進交付金

都市農村交流等推進交
付金

556,690 民間団体等 ② H19

交付金 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策推
進交付金

都市農村交流等推進交
付金

388,000 民間団体 ② H19

委託費
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用対策調
査等委託費

15,000 民間団体等 ② S42

補助金
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用等対策
事業費補助金

バイオマス利用対策事
業費補助金

96,794 民間団体 ② H12

補助金
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用等対策
事業費補助金

バイオマス利用対策事
業費補助金

84,257 民間団体 ② H13

補助金
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用等対策
事業費補助金

地球環境総合対策推進
事業費

98,963 民間団体等 ② H22

補助金
バイオマス利用等対策
費

成果重視事業バイオ燃
料技術実証事業費補助
金

バイオ燃料技術実証事
業費

2,746,091 民間団体 ② H19

補助金
バイオマス利用等対策
費

成果重視事業ソフトセ
ルロース活用技術確立
事業費補助金

ソフトセルロース利活用
技術確立事業費

1,163,712 民間団体 ② H20

交付金
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用対策整
備交付金

地域バイオマス利活用
整備交付金

3,198,000 都道府県、市町村 市町村等 ① H19
都道府県分及び市町村
分を切り分けられないた
め、全額を計上

交付金
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用対策整
備交付金

バイオマス利用対策整
備交付金

310,000 民間団体 ② H19

交付金
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用対策推
進交付金

地域バイオマス利活用
推進交付金

151,600 市町村等 ① H19

交付金
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用対策推
進交付金

バイオ燃料地域利用モ
デル実証推進交付金

174,845 民間団体 ② H19

交付金
バイオマス利用等対策
費

バイオマス利用対策推
進交付金

ソフトセルロース利活用
技術確立推進交付金

81,051 民間団体等 ② H19

委託費 農業等国際協力推進費
国際協力推進調査等委
託費

国際協力推進調査等委
託費

9,000 民間団体等 ② H10
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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

委託費 農業等国際協力推進費
国際協力推進調査等委
託費

国際協力推進調査等委
託費

8,550 民間団体等 ② H20

委託費 農業等国際協力推進費
国際協力推進調査等委
託費

国際食糧農業問題調査
等委託費

41,890 民間団体等 ② H20

委託費 農業等国際協力推進費
国際協力推進調査等委
託費

国際食糧農業問題調査
等委託費

27,073 民間団体等 ② H20

委託費 農業等国際協力推進費
政府開発援助国際協力
推進調査等委託費

海外農林業開発協力問
題調査等委託費

101,314 民間団体等 ② H20

委託費 農業等国際協力推進費
政府開発援助国際協力
推進調査等委託費

海外農林業開発協力問
題調査等委託費

56,426 民間団体等 ② H4

補助金 農業等国際協力推進費 国際協力事業費補助金
国際連合食糧農業機関
等協力事業費補助金

11,182 民間団体等 ② S28

補助金 農業等国際協力推進費 国際協力事業費補助金
国際連合食糧農業機関
等協力事業費補助金

14,000
全国農業協同組合中
央会

② S38

補助金 農業等国際協力推進費 国際協力事業費補助金
国際協力対策事業費補
助金

79,021 民間団体 ② H20

補助金 農業等国際協力推進費 国際協力事業費補助金
食料供給安定化国際農
業連携対策事業費

125,928 民間団体等 ② H22

補助金 農業等国際協力推進費 国際協力事業費補助金
食料供給安定化国際農
業連携対策事業費

72
全国拓殖農業協同組
合連合会

② H22

補助金 農業等国際協力推進費
政府開発援助国際協力
事業費補助金

国際農業問題検討等補
助金

54,704 民間団体等 ② H22

補助金 農業等国際協力推進費
政府開発援助国際協力
事業費補助金

国際農業問題検討等補
助金

74,200 民間団体等 ② H22

補助金 農業等国際協力推進費
政府開発援助国際協力
事業費補助金

国際農業問題検討等補
助金

37,274 民間団体等 ② S53

補助金 農業等国際協力推進費
政府開発援助国際協力
事業費補助金

海外農業開発調査費補
助金

136,400 民間団体等 ② H20

補助金 農業等国際協力推進費
政府開発援助国際協力
事業費補助金

海外農業開発調査費補
助金

275,500 民間団体等 ② H20

補助金 農業等国際協力推進費
政府開発援助国際協力
事業費補助金

海外農業開発事業事前
調査等補助金

60,697 民間団体等 ② S52

補助金 農業等国際協力推進費
緊急食糧支援事業費補
助金

4,665,970
（社）国際農林業協働
協会

② H10

委託費
農林水産物・食品輸出促
進対策費

農林水産物・食品輸出
促進対策調査等委託費

農林水産物等輸出促進
対策調査等委託費

33,816 民間団体等 ② H16

委託費
農林水産物・食品輸出促
進対策費

農林水産物・食品輸出
促進対策調査等委託費

農林水産物等輸出促進
対策調査等委託費

340,655 民間団体等 ② H16

委託費 農林水産統計調査費
農林水産統計調査等委
託費

農林水産統計調査等委
託費

182,886 民間団体 ② S53
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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

委託費 農林水産統計調査費
農林水産統計調査等委
託費

農林水産統計調査等委
託費

535,173 民間団体 ② S53

委託費 農林水産政策研究所
農林水産政策研究調査
委託費

120,912 民間団体等 ② H21

補助金
戸別所得補償制度実証
等実施費

戸別所得補償制度実証
等事業費補助金

戸別所得補償制度実証
等事業費補助金

7,244,182 都道府県協議会等 地域協議会等 ② H22

交付金
戸別所得補償制度実証
等実施費

戸別所得補償制度実証
事業交付金

米戸別所得補償モデル
事業交付金

337,088,400 販売農家等 ② H22

交付金
戸別所得補償制度実証
等実施費

戸別所得補償制度実証
事業交付金

水田利活用自給力向上
事業交付金

215,225,000 販売農家等 ② H22

委託費
農山漁村６次産業化対
策費

農山漁村６次産業化対
策調査等委託費

561,857 民間団体等 ② H22

補助金
農山漁村６次産業化対
策費

農山漁村６次産業化対
策事業費補助金

3,348,308 民間団体等 ② H22

補助金
農山漁村６次産業化対
策費

農山漁村６次産業化対
策整備費補助金

8,190,088 民間団体等 ② H22

委託費 農林水産業研究開発費 試験研究調査委託費
農林水産業技術開発総
合研究等委託費

17,951,039 民間団体等 ② H17

委託費 農林水産業研究開発費 試験研究調査委託費
農林水産業技術開発総
合研究等委託費

213,318 民間団体等 ② H17

委託費 農林水産業研究開発費 試験研究調査委託費 指定試験事業委託費 855,120 民間団体等 ② S2

補助金 農林水産業研究開発費
農林水産試験研究費補
助金

農林水産技術移転事業
費補助金

53,089
（社）農林水産技術情
報協会

② H20

補助金 農林水産業研究開発費
農林水産試験研究費補
助金

農林水産技術移転事業
費補助金

50,000
地域農業研究・普及協
議会

② H20

交付金
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構
運営費

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構農業技術研究業務勘
定運営費交付金

37,704,612
（独）農業・食品産業技
術総合研究機構

② H15

交付金
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構
運営費

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構基礎的研究業務勘定
運営費交付金

6,342,328
（独）農業・食品産業技
術総合研究機構

② H15

補助金
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構
施設整備費

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構施設整備費補助金

857,664
（独）農業・食品産業技
術総合研究機構

② H13

交付金
独立行政法人農業生物
資源研究所運営費

独立行政法人農業生物
資源研究所運営費交付
金

6,981,708
（独）農業生物資源研
究所

② H13
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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
独立行政法人農業生物
資源研究所施設整備費

独立行政法人農業生物
資源研究所施設整備費
補助金

215,743
（独）農業生物資源研
究所

② H13

交付金
独立行政法人農業環境
技術研究所運営費

独立行政法人農業環境
技術研究所運営費交付
金

3,065,524
（独）農業環境技術研
究所

② H13

補助金
独立行政法人農業環境
技術研究所施設整備費

独立行政法人農業環境
技術研究所施設整備費
補助金

126,555
（独）農業環境技術研
究所

② H13

交付金
独立行政法人国際農林
水産業研究センター運営
費

独立行政法人国際農林
水産業研究センター運
営費交付金

3,713,938
（独）国際農林水産業
研究センター

② H13

補助金
独立行政法人国際農林
水産業研究センター施設
整備費

独立行政法人国際農林
水産業研究センター施
設整備費補助金

60,038
（独）国際農林水産業
研究センター

② H15

委託費 森林整備・保全費
森林整備・保全調査等
委託費

94,088 民間団体 ② S53

委託費 森林整備・保全費 森林計画推進委託費 23,517 民間団体 ② S52

委託費 森林整備・保全費 森林計画推進委託費 851,089 民間団体 ② S52

委託費 森林整備・保全費
政府開発援助国際林業
協力事業委託費

ＣＤＭ植林総合推進対
策事業費

70,000 民間団体 ② H20

委託費 森林整備・保全費
森林病害虫等防除調査
等委託費

野生鳥獣被害対策の観
点からの生息環境とし
ての森林技術開発事業

10,000 民間団体 ② S60

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

森林整備技術開発事業
費

20,036 民間団体 ② H20

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

森林整備技術開発事業
費

8,704 民間団体 ② H22

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

高齢級森林整備推進等
特別対策事業費

320,000 民間団体 ② H20

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

花粉発生源対策事業費 53,195 民間団体 ② H9

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

森林整備広域連携促進
対策事業費

20,570 民間団体 ② H21

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

森林環境保全総合対策
事業費

108,547 民間団体 ② H22

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

森林環境保全総合対策
事業費

196,838 民間団体 ② H21

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

デジタル森林空間情報
利用技術開発事業費

293,104 民間団体 ② H22
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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 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

緑化推進等対策事業費 29,957 民間団体 ② S40

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

緑化推進等対策事業費 140,598 民間団体 ② H22

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

山村地域活性化推進費 149,760 民間団体 ② H16

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

山村地域活性化推進費 26,793 民間団体 ② H22

補助金 森林整備・保全費
森林整備・保全費補助
金

社会的協働による山村
再生対策構築事業費

290,000 民間団体 ② H21

補助金 森林整備・保全費
政府開発援助国際林業
協力事業費補助金

137,181 民間団体 ② H2

補助金 森林整備・保全費
政府開発援助国際林業
協力事業費補助金

59,142 民間団体 ② H21

補助金 森林整備・保全費
国際林業協力事業費補
助金

308,306 民間団体 ② H2

交付金 森林整備・保全費
幹線林道事業移行円滑
化対策交付金

706,000 （独）森林総合研究所 ② H20

補給金 森林整備・保全費
森林整備活性化資金利
子補給金

森林整備活性化資金利
子補給金（義務分）

186,929
（独）農林漁業信用基
金

② H15

補助金 森林整備事業費
森林居住環境整備事業
費補助

森林居住環境整備事業
費補助

968,000 （独）森林総合研究所 ② H20

補助金 森林整備事業費
水源林造成等事業費補
助

水源林造成事業費補助 13,589,000 （独）森林総合研究所 ② H15

補助金 森林整備事業費
水源林造成等事業費補
助

特定中山間保全整備事
業費補助

458,000 （独）森林総合研究所 ② H15

補助金 森林整備事業費
水源林造成等事業費補
助

特定中山間保全整備事
業費補助

64,000 （独）森林総合研究所 ② H15

交付金 森林整備事業費
美しい森林づくり基盤整
備交付金

美しい森林づくり基盤整
備交付金

556,000 市町村 森林組合等 ① H20

補給金 森林整備事業費 水源林造成事業補給金 55,000 （独）森林総合研究所 ② H15

委託費
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
調査等委託費

森林整備効率化支援機
械開発事業費

66,008 民間団体 ② S53

委託費
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
調査等委託費

465,718 民間団体 ② S53

補助金
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

木材供給構造改革総合
対策事業費

1,205,196 民間団体 ② H18

補助金
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

特用林産振興対策事業
費

70,950 民間団体 ② H16
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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
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

林業担い手育成対策強
化事業費

3,375,924
全国森林組合連合会
等

② S63

補助金
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

木材安定供給体制整備
事業費

91,960 民間団体 ② S52

補助金
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

木材安定供給体制整備
事業費

399,591
全国木材協同組合連
合会等

② H14

補助金
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

木材安定供給体制整備
事業費

1,189,855 民間団体 ② H2

補助金
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

木材安定供給体制整備
事業費

643,971 民間団体 ② S62

補助金
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

持続可能な開発対策事
業費

139,000 民間団体 ② H22

補助金
林業・木材産業等振興対
策費

林業・木材産業等振興
事業費補助金

持続可能な開発対策事
業費

175,200 民間団体 ② H20

交付金
林業・木材産業等振興対
策費

林業信用保証事業交付
金

428,156
（独）農林漁業信用基
金

② H15

交付金
独立行政法人森林総合
研究所運営費

独立行政法人森林総合
研究所研究・育種勘定
運営費交付金

9,972,930 （独）森林総合研究所 ② H13

補助金
独立行政法人森林総合
研究所施設整備費

独立行政法人森林総合
研究所施設整備費補助
金

257,893 （独）森林総合研究所 ② H13

委託費 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業委託費

水産物安定供給対策事
業調査等委託費

239,836 民間団体等 ② S39

委託費 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業委託費

漁場環境保全調査等委
託費

291,602 民間団体 ② S39

委託費 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業委託費

漁場環境保全調査等委
託費

564,297 民間団体等 ② S39

委託費 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業委託費

水産物流通加工対策等
委託費

102,006 民間団体 ② S48

委託費 水産物安定供給対策費 漁業資源調査等委託費 漁業資源調査等委託費 720,734 民間団体 ② S35

委託費 水産物安定供給対策費 漁業資源調査等委託費 漁業資源調査等委託費 2,456,172 民間団体等 ② S35

補助金 水産物安定供給対策費
海洋水産資源開発費補
助金

鯨類捕獲調査円滑化事
業費補助金

794,662 （財）日本鯨類研究所 ② H21

補助金 水産物安定供給対策費
海洋水産資源開発費補
助金

漁業資源調査等事業費
補助金

797,728 民間団体等 ② H21

補助金 水産物安定供給対策費
漁業協定等実施費補助
金

52,041 民間団体 ② S40
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