
（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 水産物安定供給対策費
漁業協定等実施費補助
金

24,656 民間団体 ② H22

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進指導費補助金

34,654 民間団体 ② H20

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進指導費補助金

319,516 民間団体等 ② H20

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進事業費補助金

275,537 民間団体等 ② H14

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進事業費補助金

866,930 民間団体等 ② H15

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進事業費補助金

277,986 民間団体等 ② H15

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進事業費補助金

14,341 民間団体 ② H16

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進事業費補助金

2,517,726 民間団体等 ② H16

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進事業費補助金

61,718 民間団体 ② S49

補助金 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策事
業費補助金

水産物安定供給対策推
進事業費補助金

97,622 民間団体 ② H18

補助金 水産物安定供給対策費
水産物流通対策事業費
補助金

497,395 民間団体 ② S51

補助金 水産物安定供給対策費
水産物流通対策事業費
補助金

852,605 民間団体等 ② S51

補助金 水産物安定供給対策費
さけ・ます漁業協力事業
費補助金

55,000 民間団体 ② S53

委託費 水産業振興費 水産業振興事業委託費
水産業振興事業調査等
委託費

17,941 民間団体 ② H22

委託費 水産業振興費 水産業振興事業委託費
水産業振興事業調査等
委託費

252,422 民間団体等 ② H16

委託費 水産業振興費
漁村振興対策事業委託
費

漁村振興対策事業調査
等委託費

54,568 民間団体 ② S39

補助金 水産業振興費
中小漁業関連資金融通
円滑化事業費補助金

218,956 民間団体等 ② H22

補助金 水産業振興費
漁村振興対策事業費補
助金

漁村振興対策事業費補
助金

125,378 民間団体 ② H19

補助金 水産業振興費
漁業共済事業実施費補
助金

人　件　費 374,400 漁業共済組合 ② S60

補助金 水産業振興費
漁業共済事業業務費補
助金

業　務　費 80,597 漁業共済組合 ② S39
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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 水産業振興費
漁業共済事業業務費補
助金

業　務　費 41,140
全国漁業共済組合連
合会

② S39

補助金 水産業振興費
漁業経営維持安定資金
利子補給等補助金

漁業経営維持安定資金
利子補給等補助金

18,252
全国漁業協同組合連
合会等

金融機関等 ② S51

補助金 水産業振興費
漁業経営維持安定資金
利子補給等補助金

漁業経営維持安定資金
利子補給等補助金

742,821 民間団体等 金融機関等 ② S51

補助金 水産業振興費
水産業振興事業費補助
金

水産業振興対策推進指
導費補助金

203,014 民間団体 ② H15

補助金 水産業振興費
水産業振興事業費補助
金

水産業振興対策推進指
導費補助金

2,040,074
全国共済水産業協同
組合連合会、民間団体
等

② S28

補助金 水産業振興費
水産業振興事業費補助
金

水産業振興対策推進指
導費補助金

11,666,016 民間団体等 ② H21

補助金 水産業振興費
水産業振興事業費補助
金

水産業振興対策推進指
導費補助金

3,066,512
全国漁業共済組合連
合会

② H20

補助金 水産業振興費
水産業振興事業費補助
金

水産業振興対策推進指
導費補助金

59,461 民間団体 ② S33

補助金 水産業振興費
水産業振興事業費補助
金

水産業振興対策推進指
導費補助金

1,439,737 民間団体
漁業協同組合連合
会、漁業協同組合

② S33

交付金 水産業振興費
漁業信用保険事業交付
金

漁業信用保険事業交付
金

466,838
（独）農林漁業信用基
金

② H15

交付金 水産業振興費
漁業共済再共済金支払
資金借入金利子交付金

43,518
全国漁業共済組合連
合会

② H16

交付金 水産業振興費
環境・生態系保全活動
支援交付金

701,408 民間団体等 ② H21

補給金 水産業振興費
漁業近代化資金利子補
給金

4,545 農林中央金庫 漁業者等 ② S44

交付金
独立行政法人水産大学
校運営費

独立行政法人水産大学
校運営費交付金

1,866,342 （独）水産大学校 ② H13

補助金
独立行政法人水産大学
校施設整備費

独立行政法人水産大学
校施設整備費補助金

240,821 （独）水産大学校 ② H13

補助金 海岸事業費
海岸保全施設整備事業
費補助

高潮対策費補助 72,790 市町村 ① S32

補助金 海岸事業費
海岸保全施設整備事業
費補助

侵食対策費補助 125,000 市町村 ① S32

補助金 水産基盤整備費
水産物供給基盤整備事
業費補助

漁港関連道整備事業費
補助

15,000 市町村 ① H21

委託費 国際漁業協力推進費
政府開発援助国際漁業
振興協力事業委託費

19,460 民間団体 ② H9
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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 国際漁業協力推進費
政府開発援助国際漁業
振興協力事業費補助金

787,549 民間団体 ② S48

交付金
独立行政法人水産総合
研究センター運営費

独立行政法人水産総合
研究センター試験研究・
技術開発勘定運営費交
付金

13,420,373
（独）水産総合研究セ
ンター

② H15

交付金
独立行政法人水産総合
研究センター運営費

独立行政法人水産総合
研究センター海洋水産
資源開発勘定運営費交
付金

2,626,788
（独）水産総合研究セ
ンター

② H15

補助金
独立行政法人水産総合
研究センター施設整備費

独立行政法人水産総合
研究センター施設整備
費補助金

1,256,368
（独）水産総合研究セ
ンター

② H13

補助金
独立行政法人水産総合
研究センター船舶建造費

独立行政法人水産総合
研究センター船舶建造
費補助金

1,782,868
（独）水産総合研究セ
ンター

② H20
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府省名 経 済 産 業 省 会計別 一 般 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）

補助金 産業保安費
休廃止鉱山鉱害防止等
工事費補助金

391,185 市町村 ① S46

委託費 経済産業本省共通費 産業経済研究委託費 総合調査研究等委託費 470,804 調査研究機関等 ② S48

委託費 経済産業本省共通費 政策評価調査委託費 25,485 民間団体等 ② H14

交付金
独立行政法人経済産業
研究所運営費

独立行政法人経済産業
研究所運営費交付金

1,529,639 （独）経済産業研究所 ② H13

交付金
独立行政法人日本貿易
振興機構運営費

政府開発援助独立行政
法人日本貿易振興機構
運営費交付金

7,083,976
（独）日本貿易振興機
構

② H15

交付金
独立行政法人日本貿易
振興機構運営費

独立行政法人日本貿易
振興機構運営費交付金

15,760,771
（独）日本貿易振興機
構

② H15

補助金 工業用水道事業費 工業用水道事業費補助 275,600 市町村 ① S31

委託費 地域経済活性化対策費
地域経済産業活性化対
策調査委託費

280,000 民間団体等 ② H20

委託費 地域経済活性化対策費
地域新成長産業創出促
進事業委託費

1,389,868 民間団体等 ② H22

委託費 地域経済活性化対策費
地域企業立地促進等委
託費

206,382 民間団体等 ② H19

補助金 地域経済活性化対策費
地域新事業創出発展基
盤促進事業費補助金

284,000 民間団体等 ② H20

補助金 地域経済活性化対策費
地域企業立地促進等事
業費補助金

2,188,080 民間団体等 ② H19

補助金 地域経済活性化対策費
地域企業立地促進等共
用施設整備費補助金

1,375,920 民間団体等 ② H19

補給金 地域経済活性化対策費 工業再配置等補給金 6,103
（独）中小企業基盤整
備機構

② H16

委託費 経済協力費
政府開発援助海外開発
計画調査委託費

海外開発計画調査委託
費

1,994,805 （独）国際協力機構 ② S37

委託費 経済協力費
政府開発援助海外開発
計画調査委託費

共同資源開発基礎調査
事業委託費

1,227,965 民間団体等 ② H16

委託費 経済協力費
政府開発援助海外開発
計画調査委託費

地球環境適応型・本邦
技術活用型産業物流イ
ンフラ整備等事業委託
費

1,573,473 民間団体等 ② H10

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

委託費 経済協力費
政府開発援助海外開発
計画調査委託費

アジア産業基盤強化等
事業委託費

171,595 民間団体等 ② H22

委託費 経済協力費
政府開発援助海外経済
協力事業委託費

貿易投資円滑化支援事
業委託費

2,040,216 民間団体等 ② H15

委託費 経済協力費
政府開発援助海外経済
協力事業委託費

経済連携人材育成支援
研修事業委託費

1,959,348 民間団体等 ② H21

委託費 経済協力費
政府開発援助海外経済
協力事業委託費

産業人材裾野拡大支援
事業委託費

126,612 民間団体等 ② H21

委託費 経済協力費
政府開発援助国際機関
協力事業委託費

国際機関協力事業委託
費

138,700 民間団体等 ② S35

補助金 経済協力費
政府開発援助経済産業
人材育成支援事業費補
助金

経済産業人材育成支援
事業費補助金

3,641,150

（財）海外技術者研修
協会、（財）海外貿易開
発協会、（財）留学生支
援企業協力推進協会

② H11

交付金
独立行政法人産業技術
総合研究所運営費

独立行政法人産業技術
総合研究所運営費交付
金

61,406,811
（独）産業技術総合研
究所

② H13

補助金
独立行政法人産業技術
総合研究所施設整備費

独立行政法人産業技術
総合研究所施設整備費
補助金

1,321,061
（独）産業技術総合研
究所

② H13

交付金
独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発
機構運営費

独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開
発機構一般勘定運営費
交付金

39,608,141
（独）新エネルギー・産
業技術総合開発機構

② H15

交付金
独立行政法人情報処理
推進機構運営費

独立行政法人情報処理
推進機構一般勘定運営
費交付金

4,696,956
（独）情報処理推進機
構

② H15

交付金
独立行政法人製品評価
技術基盤機構運営費

独立行政法人製品評価
技術基盤機構運営費交
付金

7,155,282
（独）製品評価技術基
盤機構

② H13

委託費 産業人材育成費
中小企業産学連携人材
育成事業委託費

1,900,000 民間団体等 ② H19

補助金 産業人材育成費
中小企業経営支援等対
策費補助金

500,000 民間団体等 ② H22

委託費
技術革新促進・環境整備
費

産業技術人材育成支援
事業委託費

1,429,998 民間団体等 ② H21

委託費
技術革新促進・環境整備
費

産業技術調査等委託費 253,600 民間団体等 ② H18

委託費
技術革新促進・環境整備
費

産業技術研究開発委託
費

7,145,679 民間団体等 ② H21

補助金
技術革新促進・環境整備
費

大学等技術移転促進費
補助金

274,475 承認ＴＬＯ等 ② H22
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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
技術革新促進・環境整備
費

産学連携人材育成支援
事業費補助金

371,520 民間団体等 ② H21

補助金
技術革新促進・環境整備
費

産業技術実用化開発事
業費補助金

200,000 民間団体等 ② H21

補助金
技術革新促進・環境整備
費

新規産業創造技術開発
費補助金

899,912 民間団体等 ② H22

委託費
工業標準・知的基盤整備
費

基準認証研究開発委託
費

85,500 民間団体等 ② H14

委託費
工業標準・知的基盤整備
費

工業標準化推進事業委
託費

1,008,949 民間団体等 ② H12

委託費
工業標準・知的基盤整備
費

計量行政調査等委託費 38,639 民間団体等 ② H18

委託費 情報技術利活用促進費
成果重視事業電子経済
産業省構築事業開発委
託費

845,850 民間団体等 ② H16

委託費 情報技術利活用促進費
中小企業戦略的情報化
等委託費

先導的情報経済基盤整
備委託費

419,726 民間団体等 ② H21

委託費 情報技術利活用促進費
中小企業戦略的情報化
等委託費

アジア知識経済化事業
委託費

244,432 民間団体等 ② H21

委託費 情報技術利活用促進費
中小企業戦略的情報化
等委託費

次世代回路アーキテク
チャ実用化支援事業委
託費

409,630 民間団体等 ② H22

委託費 流通・物流基盤整備費
流通・物流システム等
基盤整備委託費

83,470 民間団体等 ② H20

委託費
情報セキュリティ対策推
進費

情報セキュリティ対策研
究開発等委託費

1,672,814 民間団体等 ② H16

委託費 消費者行政推進費
消費者行政推進調査等
委託費

744,039 民間団体等 ② S42

委託費 経済産業統計調査費
経済産業統計政策調査
等委託費

74,998 民間団体等 ② H22

委託費 通商政策推進費
海外産業事情等調査委
託費

アジア太平洋経済協力
ラウンドテーブル事業委
託費

73,666 民間団体等 ② H21

委託費 通商政策推進費
海外産業事情等調査委
託費

内外一体の経済成長戦
略構築にかかる国際経
済調査費

385,993 民間団体等 ② H22

委託費 通商政策推進費
海外産業発展推進調査
委託費

アジア産業基盤推進委
託費

348,400 民間団体等 ② H21

補助金 通商政策推進費
海外市場調査等事業費
補助金

重点地域事業環境整備
費補助金

96,683
（独）日本貿易振興機
構

② H22

補助金 通商政策推進費
海外市場調査等事業費
補助金

交流協会事業費補助金 86,418 （財）交流協会 ② S48
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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 通商政策推進費
海外市場調査等事業費
補助金

ロシア地域貿易投資促
進事業費補助金

163,785
（社）ロシアＮＩＳ貿易
会、民間団体等

② H17

補助金 通商政策推進費
海外経済交流等事業費
補助金

日・ＥＵ産業協力促進事
業費補助金

104,478 （財）貿易研修センター ② H15

補助金 通商政策推進費
政府開発援助海外市場
調査等事業費補助金

日中経済交流等事業費
補助金

32,798 （財）日中経済協会 ② S48

補助金 通商政策推進費
政府開発援助海外市場
調査等事業費補助金

中央アジア地域等貿易
投資促進事業費補助金

24,990 （財）ロシアＮＩＳ貿易会 ② H20

補助金 通商政策推進費
政府開発援助経済連携
促進等事業費補助金

経済連携促進のための
産業高度化推進事業補
助金

324,118 民間団体等 ② H18

補助金 通商政策推進費
海外経済情報提供等事
業費補助金

海外情報提供等事業費
補助金

72,249 （財）交流協会 ② H22

委託費 貿易投資促進費
国際博覧会出展事業委
託費

2,271,201
（独）日本貿易振興機
構等

② H18

委託費 貿易投資促進費
対内投資促進地域支援
等事業委託費

対内直接投資促進地域
支援等事業委託費

559,410 民間団体等 ② H20

委託費 貿易管理費
安全保障貿易管理対策
事業委託費

安全保障貿易管理対策
委託費

129,732 民間団体等 ② H20

委託費 貿易管理費
安全保障貿易管理対策
事業委託費

安全保障貿易自主管理
促進事業委託費

114,416 民間団体等 ② H22

委託費 貿易管理費
特殊関税等調査事業委
託費

貿易救済措置関連調査
事業委託費

69,285 民間団体等 ② H20

委託費 ものづくり産業振興費
環境対応技術開発等委
託費

89,486 民間団体等 ② H12

委託費 ものづくり産業振興費
皮革産業振興対策調査
等委託費

72,102 民間調査研究機関等 ② H10

委託費 ものづくり産業振興費
防衛産業調査研究委託
費

39,478 民間団体等 ② H20

委託費 ものづくり産業振興費
産業技術研究開発委託
費

戦略的技術開発委託費 3,203,619 民間団体等 ② H16

委託費 ものづくり産業振興費
中小企業支援調査委託
費

538,758 民間団体等 ② H15

補助金 ものづくり産業振興費
べっ甲産業等救済対策
事業費補助金

87,176 （社）日本べっ甲協会 ② H3

補助金 ものづくり産業振興費
皮革産業振興対策事業
費補助金

282,413
全国中小企業団体中
央会

② H10

補助金 ものづくり産業振興費
産業技術実用化開発事
業費補助金

3,530,620 民間団体等 ② H20

補助金 ものづくり産業振興費
中小企業経営支援等対
策費補助金

伝統的工芸品産業支援
補助金

234,701 事業協同組合等 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 ものづくり産業振興費
中小企業経営支援等対
策費補助金

伝統的工芸品産業振興
補助金

782,248
（財）伝統的工芸品産
業振興協会

② H17

委託費 情報産業強化費
産業技術研究開発委託
費

戦略的技術開発委託費 2,251,627 民間団体等 ② H14

補助金 情報産業強化費
産業技術実用化開発事
業費補助金

140,000 民間団体等 ② H22

委託費 サービス産業強化費
成果重視事業健康情報
活用基盤構築標準化実
証事業委託費

300,000 民間団体等 ② H20

委託費 サービス産業強化費
産業技術研究開発委託
費

戦略的技術開発委託費 50,012 民間団体等 ② H20

委託費 サービス産業強化費
サービス産業強化事業
委託費

サービス産業イノベー
ション促進事業委託費

370,000 民間団体等 ② H22

委託費 サービス産業強化費
サービス産業強化事業
委託費

サービス産業活動環境
整備調査事業委託費

260,000 民間団体等 ② H22

委託費 サービス産業強化費
サービス産業強化事業
委託費

医療・介護等関連分野
新規サービス産業創出
調査事業委託費

2,000,000 民間団体等 ② H22

委託費 コンテンツ産業強化費
コンテンツ産業強化事
業委託費

コンテンツ産業強化対
策支援事業委託費

1,000,000 民間団体等 ② H19

委託費 コンテンツ産業強化費
コンテンツ産業強化事
業委託費

コンテンツ産業人材発
掘・育成事業委託費

798,551 民間団体等 ② H22

委託費 化学物質管理推進費 技術基準等調査委託費
化学物質安全確保・国
際規制対策推進等委託
費

189,994 民間団体等 ② S49

委託費 化学物質管理推進費
環境対応技術開発等委
託費

468,246 民間団体等 ② H12

委託費 化学物質管理推進費
中小企業化学物質調査
委託費

319,830 民間団体等 ② H21

委託費 まちづくり推進費
中心市街地商業等活性
化支援業務委託費

376,832 民間団体等 ② H13

委託費 資源循環推進費
中小企業等資源循環推
進調査等委託費

資源生産性向上連携促
進事業

94,500 民間団体等 ② H20

委託費 資源循環推進費
中小企業等資源循環推
進調査等委託費

アジア資源循環推進事
業

253,070 民間団体等 ② H20

委託費 温暖化対策費
環境問題対策調査等委
託費

605,597 民間団体等 ② H2

委託費 温暖化対策費
認証排出削減量等取得
委託費

2,355,328
（独）新エネルギー・産
業技術総合開発機構

② H18
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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 温暖化対策費 技術基準等調査委託費
化学物質安全確保・国
際規制対策推進等委託
費

97,381 民間団体等 ② S63

委託費 温暖化対策費
中小企業等温暖化対策
基盤整備等委託費

1,470,929 民間団体等 ② H20

補助金 温暖化対策費
株式会社日本政策金融
公庫補助金

53,841
（株）日本政策金融公
庫

② H22

委託費 環境経営・競争力強化費
中小企業等環境配慮活
動活性化促進事業委託
費

605,359 民間団体等 ② H19

補給金 環境経営・競争力強化費
資源有効利用促進等資
金利子補給金

21,974 民間金融機関等 ② H20

委託費
鉱物資源安定供給確保
費

希少金属資源開発推進
基盤整備委託費

1,344,937 民間団体等 ② H20

補助金
鉱物資源安定供給確保
費

希少金属備蓄対策費補
助金

627,108
（独）石油天然ガス・金
属鉱物資源機構

② H15

交付金
独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機構
運営費

独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機
構金属鉱業一般勘定運
営費交付金

3,783,357
（独）石油天然ガス・金
属鉱物資源機構

② H15

交付金
独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機構
運営費

独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機
構金属鉱業備蓄・探鉱
融資等勘定運営費交付
金

80,292
（独）石油天然ガス・金
属鉱物資源機構

② H15

補助金
独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機構
船舶建造費

独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機
構船舶建造費補助金

7,498,000
（独）石油天然ガス・金
属鉱物資源機構

② H21

委託費 産業保安費
休廃止鉱山鉱害防止技
術等調査研究委託費

47,557 民間団体等 ② H20

委託費 産業保安費
先進型坑廃水処理技術
開発委託費

86,856 民間団体等 ② H20

委託費 産業保安費
高圧ガス等技術基準策
定研究開発委託費

99,995 民間団体等 ② H21

補助金 産業保安費
休廃止鉱山鉱害防止等
工事費補助金

626,895 民間団体 ② S46

委託費
中小企業事業環境整備
費

事業環境向上等委託費
中小企業海外展開等支
援委託費

1,151,240 民間団体等 ② H22

委託費
中小企業事業環境整備
費

事業環境向上等委託費
中小企業実態調査委託
費

727,579 民間団体等 ② H21

補助金
中小企業事業環境整備
費

株式会社日本政策金融
公庫補助金

81,506
（株）日本政策金融公
庫

② H20
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
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区分）
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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
中小企業事業環境整備
費

事業環境整備対策費補
助金

中小企業国際化対策事
業費補助金

51,259 日本商工会議所 ② H20

補助金
中小企業事業環境整備
費

事業環境整備対策費補
助金

中小企業国際展開等円
滑化推進事業費補助金

178,271
（財）海外技術者研修
協会、（財）海外貿易開
発協力機構

② H12

補助金
中小企業事業環境整備
費

事業環境整備対策費補
助金

中小企業海外展開支援
事業補助金

653,887 民間団体等 ② H22

補助金
中小企業事業環境整備
費

資金供給円滑化信用保
証協会基金等補助金

資金供給円滑化信用保
証協会等補助金

4,200,000
（社）全国信用保証協
会連合会、信用保証協
会

② H17

補助金
中小企業事業環境整備
費

資金供給円滑化信用保
証協会基金等補助金

経営安定関連保証等対
策費補助金

3,900,000
（社）全国信用保証協
会連合会

② H17

補助金
中小企業事業環境整備
費

中小企業海外展開等支
援事業費補助金

2,303,652
（独）日本貿易振興機
構

② H15

補給金
中小企業事業環境整備
費

株式会社日本政策金融
公庫補給金

14,675,885
（株）日本政策金融公
庫

② H20

委託費 経営革新・創業促進費
中小企業経営支援等対
策委託費

地域産品販路開拓機会
提供支援事業委託費

120,622 民間団体等 ② H22

委託費 経営革新・創業促進費
中小企業経営支援等対
策委託費

人材活用等推進事業委
託費

9,032,234 民間団体等 ② H15

委託費 経営革新・創業促進費
中小企業経営支援等対
策委託費

地域イノベーション・基
盤技術高度化促進委託
費

18,635,116 民間団体等 ② H21

補助金 経営革新・創業促進費
中小企業経営支援等対
策費補助金

全国商店街振興組合連
合会補助金

223,715
全国商店街振興組合
連合会

② S44

補助金 経営革新・創業促進費
中小企業経営支援等対
策費補助金

中小企業連携組織対策
推進事業費補助金

1,099,528
全国中小企業団体中
央会

都道府県中小企業団
体中央会等

③ H12

補助金 経営革新・創業促進費
中小企業経営支援等対
策費補助金

外国人研修・技能実習
制度適正化指導事業費
補助金

34,782 民間団体等 ② H21

補助金 経営革新・創業促進費
中小企業経営支援等対
策費補助金

小規模事業対策推進事
業費補助金

4,352,738
全国商工会連合会、日
本商工会議所

② H14

補助金 経営革新・創業促進費
中小企業経営支援等対
策費補助金

新事業活動促進支援補
助金

4,249,378 中小企業等 ② H21

補助金 経営革新・創業促進費
中小商業活力向上施設
整備費補助金

1,197,500 商店街振興組合等 ② H18

補給金 経営革新・創業促進費
株式会社日本政策金融
公庫補給金

3,600,000
（株）日本政策金融公
庫

② S49

委託費 経営安定・取引適正化費 経営安定等対策委託費
中小企業取引適正化対
策事業委託費

714,561 民間団体等 ② H14
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