
（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 経営安定・取引適正化費 経営安定等対策委託費
人権啓発支援調査委託
費

99,008 民間団体等 ② H14

補助金 経営安定・取引適正化費
下請事業者支援対策費
補助金

57,537
（財）全国中小企業取
引振興協会

② S54

補助金 まちづくり推進費
まちづくり推進対策費補
助金

戦略的中心市街地商業
等活性化支援事業費補
助金

3,311,333
民間事業者・商店街振
興組合等

② H17

交付金
独立行政法人中小企業
基盤整備機構運営費

独立行政法人中小企業
基盤整備機構一般勘定
運営費交付金

14,210,020
（独）中小企業基盤整
備機構

② H16

交付金
独立行政法人中小企業
基盤整備機構運営費

独立行政法人中小企業
基盤整備機構小規模企
業共済勘定運営費交付
金

4,445,034
（独）中小企業基盤整
備機構

② H16

交付金
独立行政法人中小企業
基盤整備機構運営費

独立行政法人中小企業
基盤整備機構中小企業
倒産防止共済勘定運営
費交付金

1,610,270
（独）中小企業基盤整
備機構

② H16

補助金 経済協力費
政府開発援助研究協力
事業費補助金

研究協力事業費補助金 600,000
（独）新エネルギー・産
業技術総合開発機構

民間団体等 ③ H15

補助金
鉱物資源安定供給確保
費

地下資源探鉱費等補助
金

海外鉱物資源基礎調査
費補助金

151,336
（独）石油天然ガス・金
属鉱物資源機構

金属鉱業法人等 ③ H15

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

中小商業活性化支援補
助金

1,977,500 商店街振興組合等 ② H18
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府省名 国 土 交 通 省 会計別 一 般 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）

補助金 海洋環境対策費
外国船舶油等防除対策
費補助金

15,000 市町村 ① H16

補助金 国営公園等事業費 都市公園事業費補助  都市公園事業費補助 796,000 市町村 ① S23

補助金 国営公園等事業費
明日香村事業補助率差
額

5,000 市町村 ① S41

補助金 水環境対策費
下水道水環境保全効果
向上推進費補助金

85,000 市町村 ① H20

補助金 下水道事業費 下水道事業費補助
未普及解消下水道事業
費補助

2,877,500 市町村 ① S32

補助金 下水道事業費 下水道事業費補助
水質保全下水道事業費
補助

327,643 市町村 ① H15

補助金 下水道事業費 下水道事業費補助
資源循環形成下水道事
業費補助

27,500 市町村 ① H15

補助金 都市水環境整備事業費
緑地環境整備総合支援
事業費補助

緑地環境整備総合支援
事業費補助

26,000 市町村 ① H16

補助金
地球温暖化防止等対策
費

先導的都市環境形成促
進事業費補助金

162,000 市町村 ① H20

補助金 住宅防災事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

住宅市街地基盤整備促
進事業費統合補助

12,000 市町村 ① S53

補助金 都市公園防災事業費
都市公園防災事業費補
助

都市公園防災事業費補
助

957,000 市町村 ① S23

補助金 下水道防災事業費 下水道防災事業費補助
地震対策下水道事業費
補助

500,000 市町村 ① H15

補助金 下水道防災事業費 下水道防災事業費補助
浸水対策下水道事業費
補助

379,800 市町村 ① H17

補助金 景観形成推進費
景観・歴史的環境形成
総合支援事業費補助金

610,000 市町村 ① H19

補助金 都市・地域づくり推進費
防災集団移転促進事業
費補助金

43,838 市町村 ① S48

補助金 都市・地域づくり推進費
民間都市再生推進事業
費補助金

39,000 市町村 ① H21

補助金 都市・地域づくり推進費
民間都市再生推進事業
費補助金

42,000 市町村 民間事業者 ① H21

補助金 都市・地域づくり推進費
集落活性化推進事業費
補助金

460,000 市町村 ① H20

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

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
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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
都市再生・地域再生整備
事業費

市街地再開発事業費補
助

414,000 市町村 ① S48

補助金 国土調査費
地籍整備推進調査費補
助金

160,000 市町村 ① H22

補助金 国土調査費
地籍整備推進調査費補
助金

40,000 市町村 民間事業者 ① H22

補助金 離島振興事業費 海岸事業費補助 高潮対策費補助 14,000 市町村 ① S33

補助金 離島振興事業費
水産基盤整備事業費補
助

水産物供給基盤整備事
業費補助

993,000 市町村 ① S33

補助金 離島振興事業費 水道施設整備費補助
簡易水道等施設整備費
補助

2,400,000 市町村 ① S33

補助金 河川等災害復旧事業費
都市災害復旧事業費補
助

288,000 市町村 ① S21

補助金 北海道開発事業費
都市公園防災事業費補
助

85,000 市町村 ① S26

補助金 北海道開発事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

住宅市街地基盤整備促
進事業費統合補助

162,000 市町村 ① S53

補助金 北海道開発事業費 都市公園事業費補助 166,000 市町村 ① S26

補助金 北海道開発事業費
緑地環境整備総合支援
事業費補助

47,000 市町村 ① H21

補助金 北海道開発事業費 下水道事業費補助
未普及解消下水道事業
費補助

520,500 市町村 ① S32

補助金 北海道開発事業費 下水道事業費補助
水質保全下水道事業費
補助

606,000 市町村 ① H15

補助金 北海道開発事業費 下水道事業費補助
資源循環形成下水道事
業費補助

79,200 市町村 ① H15

補助金 北海道開発事業費 下水道防災事業費補助
浸水対策下水道事業費
補助

216,000 市町村 ① H17

補助金 北海道開発事業費 水道施設整備費補助
簡易水道等施設整備費
補助

897,595 市町村 ① S27

補助金 北海道開発事業費 水道施設整備費補助
水道水源開発等施設整
備費補助

3,196,405 市町村 ① S42

交付金 緑地環境対策費
明日香村歴史的風土創
造的活用事業交付金

150,000 市町村 ① H12

交付金 離島振興事業費
循環型社会形成推進交
付金

2,357,000 市町村 ① H17

交付金 離島振興事業費
美しい森林づくり基盤整
備交付金

2,000 市町村 森林組合等 ① H20
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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

交付金 北海道開発事業費
循環型社会形成推進交
付金

1,483,000 市町村 ① H17

交付金 北海道開発事業費
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

68,000 市町村 森林組合等 ① H20

委託費 国土形成推進費 国土形成推進委託費 105,000 市町村 ① H21

補助金 住宅市場整備推進費
住宅市場整備推進等事
業費補助金

3,732,000 民間事業者 ② H14

補助金 住宅市場整備推進費
住宅市場整備推進等事
業費補助金

2,718,000 公益法人 ② H14

補助金
総合的バリアフリー推進
費

交通施設バリアフリー
化設備等整備費補助金

3,940,000 民間事業者 ② H14

補助金
総合的バリアフリー推進
費

公共交通移動円滑化設
備整備費補助金

766,111 民間事業者等 ② H14

補助金
総合的バリアフリー推進
費

公共交通移動円滑化設
備整備費補助金

3,039 公益法人 ② H14

補助金
鉄道駅移動円滑化施設
整備事業費

鉄道駅移動円滑化施設
整備事業費補助

720,000 公益法人 ② H12

補助金 道路環境等対策費
低公害車普及促進対策
費補助金

571,570 民間事業者 ② H14

補助金 道路環境等対策費
低公害車普及促進対策
費補助金

468,296 公益法人 ② H14

補助金 水環境対策費
日本下水道事業団補助
金

345,506 民間事業者 ② H15

補助金
地球温暖化防止等対策
費

高効率船舶等技術研究
開発費補助金

720,000 民間事業者等 ② H21

補助金
地球温暖化防止等対策
費

住宅・建築物環境対策
事業費補助金

32,780,000 民間事業者 ② H20

補助金
地球温暖化防止等対策
費

住宅・建築物環境対策
事業費補助金

350,000 公益法人 ② H20

補助金 住宅防災事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

住宅・建築物安全・優良
ストック形成等事業費補
助

3,158,000 民間事業者 ② H16

補助金 住宅防災事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

住宅市街地総合整備促
進事業費統合補助

590,000 民間事業者 ② H16

補助金 住宅防災事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

市街地住宅関連事業推
進費補助

21,000,000 民間事業者 ② H9

補助金
総合的物流体系整備推
進費

物流連携効率化推進事
業費補助金

90,000 民間団体 ② H21
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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
総合的物流体系整備推
進費

港湾機能高度化施設整
備費補助金

185,000 民間事業者 ② H17

補助金 港湾事業費
港湾民間拠点施設整備
事業費補助

184,000 公益法人 ② H19

補助金 景観形成推進費
景観・歴史的環境形成
総合支援事業費補助金

40,000 民間事業者 ② H19

補助金 都市・地域づくり推進費
長期優良住宅等推進環
境整備事業費補助金

10,000 公益法人 ② H17

補助金 都市・地域づくり推進費
長期優良住宅等推進環
境整備事業費補助金

590,000 民間事業者 ② H17

補助金 都市・地域づくり推進費
民間都市再生推進事業
費補助金

172,000 民間事業者 ② H19

補助金
都市再生・地域再生整備
事業費

都市再生推進事業費補
助

 都市再生推進事業費
補助

200,000 公益法人 ② H14

補助金
都市再生・地域再生整備
事業費

市街地再開発事業費補
助

3,518,600 民間事業者 ② H17

補助金 鉄道網整備推進費
鉄道軌道輸送対策事業
費等補助金

2,008,790 民間事業者 ② S44

補助金 鉄道網整備推進費
鉄道軌道輸送対策事業
費等補助金

68,000 民間事業者 ② H3

補助金 鉄道網整備推進費
鉄道軌道輸送対策事業
費等補助金

152,000 民間事業者 ② H17

補助金 鉄道網整備事業費
都市鉄道整備事業費補
助

地下高速鉄道整備事業
費補助

10,647,032 民間事業者 ② S37

補助金
地域公共交通維持・活性
化推進費

バス運行対策費補助金 6,809,640 民間事業者等 ② S47

補助金
地域公共交通維持・活性
化推進費

地域公共交通活性化・
再生総合事業費補助金

3,965,000 民間団体 ② H20

補助金
地域公共交通維持・活性
化推進費

離島航路補助金 4,050,932 民間事業者等 ② S27

補助金
地域公共交通維持・活性
化推進費

離島航路補助金 720,019 民間事業者等 ② H21

補助金
都市・地域交通整備事業
費

都市・地域交通戦略推
進事業費補助

都市・地域交通戦略推
進事業費補助

38,000 民間事業者 ② H19

補助金 道路交通円滑化推進費
公共交通利用促進支援
事業費補助金

35,000 民間事業者 ② H17

補助金 建設市場整備推進費
下請建設企業支援対策
費補助金

810,000 民間事業者 ② H22

補助金
海事産業市場整備等推
進費

政府開発援助経済協力
事業費補助金

35,046 公益法人 ② Ｈ2
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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
海事産業市場整備等推
進費

船員雇用促進対策事業
費補助金

35,133 公益法人 ② S53

補助金
海事産業市場整備等推
進費

船員雇用促進対策事業
費補助金

62,250 民間事業者 ② H21

補助金 北海道総合開発推進費
アイヌ伝統等普及啓発
等事業費補助金

115,725 公益法人 ② H9

補助金 技術研究開発推進費 技術研究開発費補助金 50,000 個人 ② H13

補助金 技術研究開発推進費 技術研究開発費補助金 200,000 個人 ② H17

補助金 国際協力費
政府開発援助経済協力
事業費補助金

33,653 民間団体 ② S48

補助金 観光振興費
観光圏整備事業費補助
金

542,000 民間団体 ② H20

負担金 国土交通本省共通費
戦傷病者等無賃乗車船
等負担金

106,398 民間事業者 ② S31

補給金 住宅対策諸費
農地所有者等賃貸住宅
建設融資利子補給金

185,000 民間事業者 ② S46

委託費 住宅市場整備推進費
住宅市場整備推進調査
委託費

8,080 民間事業者 ② H19

委託費 道路環境等対策費 技術研究開発委託費 18,475 民間事業者 ② H22

委託費
地球温暖化防止等対策
費

技術研究開発委託費 14,145 民間団体等 ② H20

委託費
地球温暖化防止等対策
費

技術研究開発委託費 68,180 民間団体等 ② H20

委託費 鉄道網整備推進費
鉄道整備等基礎調査委
託費

135,000 民間事業者 ② H11

委託費
社会資本整備・管理効率
化推進費

施設管理業務委託費 71,925 民間事業者 ② H21

委託費 技術研究開発推進費 技術研究開発委託費 151,677 民間団体 ② H15

委託費 技術研究開発推進費 技術研究開発委託費 3,300 公益法人 ② H20

委託費 技術研究開発推進費 技術研究開発委託費 33,215 民間事業者 ② H22

委託費 技術研究開発推進費 技術研究開発委託費 110,706 民間団体等 ② H13

委託費 国際協力費 経済協力調査委託費 6,012 民間事業者 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

委託費 国際協力費 経済協力調査委託費 157,914 民間団体 ② H16

委託費 国際協力費 経済協力調査委託費 15,501 公益法人 ② H16

委託費 国際協力費
政府開発援助経済協力
調査委託費

13,080 民間事業者 ② H22

委託費 国際協力費
政府開発援助経済協力
調査委託費

8,543 民間事業者 ② H22

委託費 国際協力費
政府開発援助経済協力
調査委託費

5,899 公益法人 ② S58

補助金 公共交通等安全対策費
踏切保安設備整備費補
助金

152,000 独立行政法人 民間事業者 ③ S36

補助金 鉄道安全対策事業費
鉄道施設総合安全対策
事業費補助

923,000 独立行政法人 民間事業者 ③ H20

補助金 鉄道網整備事業費
都市鉄道利便増進事業
費補助

2,100,000 独立行政法人 民間事業者 ③ H17

補助金 鉄道網整備事業費
都市鉄道整備事業費補
助

地下高速鉄道事業費補
助

10,472,968 独立行政法人 民間事業者 ③ S37

補助金 鉄道網整備事業費
幹線鉄道等活性化事業
費補助

782,000 独立行政法人 民間事業者 ③ S63

補助金 鉄道網整備事業費
鉄道駅総合改善事業費
補助

490,000 独立行政法人 民間事業者 ③ H11

補助金 技術研究開発推進費 鉄道技術開発費補助金 956,598 独立行政法人 民間事業者 ③ S62

負担金 国土交通本省共通費
戦傷病者等無賃乗車船
等負担金

33,238 特殊法人 ② S31

補助金 住宅対策諸費
公的賃貸住宅家賃対策
補助

2,118,000 独立行政法人 ② H18

交付金 住宅対策諸費
既往債権管理業務円滑
化対策交付金

20,000,000 独立行政法人 ② H19

補給金 住宅対策諸費
既往債権管理業務円滑
化対策補給金

82,000,000 独立行政法人 ② H20

補助金 住宅市場整備推進費 証券化支援業務補助金 2,914,000 独立行政法人 ② H22

補助金 水資源開発事業費
水道水源開発施設整備
費補助

5,621,000 独立行政法人 ② S42

補助金 水資源開発事業費
農業生産基盤整備・保
全事業費補助

5,794,000 独立行政法人 ② S38

補助金 水資源開発事業費 工業用水道事業費補助 217,000 独立行政法人 ② S37
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（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）
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交付対象 創設
年度

補助金 下水道事業費 下水道事業費補助
未普及解消下水道事業
費補助

283,000 独立行政法人 ② H17

補助金
地球温暖化防止等対策
費

先導的都市環境形成促
進事業費補助金

35,000 独立行政法人 ② H20

補助金
地球温暖化防止等対策
費

住宅・建築物環境対策
事業費補助金

800,000 独立行政法人 ② H22

補助金 住宅防災事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

住宅・建築物安全・優良
ストック形成等事業費補
助

1,293,000 独立行政法人 ② H17

補助金 住宅防災事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

住宅市街地総合整備促
進事業費統合補助

13,658,000 独立行政法人 ② H17

補助金 住宅防災事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

住宅市街地基盤整備促
進事業費統合補助

9,054,000 独立行政法人 ② H17

補助金 住宅防災事業費
住宅市街地総合整備促
進事業費補助

市街地住宅関連事業推
進費補助

8,321,000 独立行政法人 ② H17

補助金 市街地防災事業費
都市防災推進事業費補
助

都市防災推進事業費補
助

36,000 独立行政法人 ② H19

補助金 都市公園防災事業費
都市公園防災事業費補
助

都市公園防災事業費補
助

2,898,000 独立行政法人 ② H17

交付金
独立行政法人航海訓練
所運営費

独立行政法人航海訓練
所運営費交付金

5,950,823 （独）航海訓練所 ② H13

交付金
独立行政法人海技教育
機構運営費

独立行政法人海技教育
機構運営費交付金

2,508,706 （独）海技教育機構 ② H13

補助金
独立行政法人海技教育
機構施設整備費

独立行政法人海技教育
機構施設整備費補助金

112,326 （独）海技教育機構 ② H13

委託費 技術研究開発推進費 技術研究開発委託費 110,000 独立行政法人 ② H19

交付金
独立行政法人土木研究
所運営費

独立行政法人土木研究
所運営費交付金

9,124,037 （独）土木研究所 ② H13

補助金
独立行政法人土木研究
所施設整備費

独立行政法人土木研究
所施設整備費補助金

497,009 （独）土木研究所 ② H13

交付金
独立行政法人建築研究
所運営費

独立行政法人建築研究
所運営費交付金

1,924,425 （独）建築研究所 ② H13

補助金
独立行政法人建築研究
所施設整備費

独立行政法人建築研究
所施設整備費補助金

97,620 （独）建築研究所 ② H13

交付金
独立行政法人交通安全
環境研究所運営費

独立行政法人交通安全
環境研究所一般勘定運
営費交付金

747,031
（独）交通安全環境研
究所

② H13

補助金
独立行政法人交通安全
環境研究所施設整備費

独立行政法人交通安全
環境研究所施設整備費
補助金

92,000
（独）交通安全環境研
究所

② H13
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交付金
独立行政法人海上技術
安全研究所運営費

独立行政法人海上技術
安全研究所運営費交付
金

2,932,720
（独）海上技術安全研
究所

② H13

補助金
独立行政法人海上技術
安全研究所施設整備費

独立行政法人海上技術
安全研究所施設整備費
補助金

349,030
（独）海上技術安全研
究所

② H13

補助金 下水道防災事業費 下水道防災事業費補助
浸水対策下水道事業費
補助

552,000 独立行政法人 ② H17

交付金
独立行政法人航空大学
校運営費

独立行政法人航空大学
校運営費交付金

2,653,320 （独）航空大学校 ② H13

補助金
独立行政法人航空大学
校施設整備費

独立行政法人航空大学
校施設整備費補助金

102,810 （独）航空大学校 ② H13

補助金 鉄道安全対策事業費 鉄道防災事業費補助 200,000 独立行政法人 特殊法人 ③ S62

補助金 鉄道安全対策事業費 鉄道防災事業費補助 211,000 独立行政法人 ② S62

補助金
整備新幹線建設推進高
度化等事業費

整備新幹線建設推進高
度化等事業費補助金

2,700,000 独立行政法人 ② H9

補助金 整備新幹線整備事業費
整備新幹線整備事業費
補助

70,600,000 独立行政法人 ② H4

補給金 都市・地域づくり推進費
地方都市開発整備業務
補給金

4,840 独立行政法人 ② H17

補助金
都市再生・地域再生整備
事業費

都市再生推進事業費補
助

1,503,000 独立行政法人 ② H17

補助金
都市再生・地域再生整備
事業費

市街地再開発事業費補
助

102,400 独立行政法人 ② H17

補助金 鉄道網整備推進費 新線調査費等補助金 190,000 独立行政法人 ② H3

補助金 鉄道網整備推進費 新線調査費等補助金 28,434 独立行政法人 独立行政法人 ③ H3

補給金 鉄道網整備推進費
譲渡線建設費等利子補
給金

328,000 独立行政法人 ② S47

交付金
独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構
運営費

独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援
機構基礎的研究等勘定
運営費交付金

272,662
（独）鉄道建設・運輸施
設整備支援機構

② H15

交付金
独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構
運営費

独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援
機構助成勘定運営費交
付金

247,374
（独）鉄道建設・運輸施
設整備支援機構

② H15
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交付金
独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構
運営費

独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援
機構海事勘定運営費交
付金

9,289
（独）鉄道建設・運輸施
設整備支援機構

② H18

補助金
独立行政法人港湾空港
技術研究所施設整備費

独立行政法人港湾空港
技術研究所施設整備費
補助金

132,304
（独）港湾空港技術研
究所

② H13

補助金
独立行政法人電子航法
研究所施設整備費

独立行政法人電子航法
研究所施設整備費補助
金

138,792
（独）電子航法研究所
施設

② H13

補助金 北海道開発事業費
特定中山間保全等整備
事業費補助

374,000 独立行政法人 ② H20

交付金
独立行政法人港湾空港
技術研究所運営費

独立行政法人港湾空港
技術研究所運営費交付
金

1,384,770
（独）港湾空港技術研
究所

② H13

交付金
独立行政法人電子航法
研究所運営費

独立行政法人電子航法
研究所運営費交付金

1,597,527 （独）電子航法研究所 ② H13

交付金
独立行政法人国際観光
振興機構運営費

独立行政法人国際観光
振興機構一般勘定運営
費交付金

1,905,188
（独）国際観光振興機
構

② H15
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