
府省名 環 境 省 会計別 一 般 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）

補助金
大気・水・土壌環境等保
全費

自動車環境配慮推進事
業費補助金

120,961 民間団体等 ② H21

補助金
廃棄物・リサイクル対策
推進費

産業廃棄物適正処理推
進費補助金

産業廃棄物不法投棄等
原状回復措置推進費補
助金

170,000
(財)産業廃棄物処理事
業振興財団

② H10

補助金
廃棄物・リサイクル対策
推進費

産業廃棄物適正処理推
進費補助金

PCB廃棄物対策推進費
補助金

2,000,000
（独）環境再生保全機
構

② H13

補助金
廃棄物・リサイクル対策
推進費

災害等廃棄物処理事業
費補助金

200,000 市町村、一部事務組合 ① H10

補助金 廃棄物処理施設整備費
廃棄物処理施設整備費
補助

廃棄物循環型社会基盤
施設整備費補助（一般
分）

4,300,368
都道府県、市町村、一
部事務組合

① S37

補助金 廃棄物処理施設整備費
廃棄物処理施設整備費
補助

廃棄物循環型社会基盤
施設整備費補助（その
他法人）

1,516,000
廃棄物処理センター、
広域臨海環境整備セ
ンター、民間事業者

② H17

補助金 廃棄物処理施設整備費
廃棄物処理施設整備費
補助

廃棄物循環型社会基盤
施設整備費補助（日本
環境安全事業株式会
社）

6,400,000
日本環境安全事業
（株）

② H13

補助金
生物多様性保全等推進
費

環境保全施設整備費補
助金

都道府県分 100,000
都道府県、政令市、中
核市

市町村 ① H21

補助金 環境保健対策推進費
公害保健福祉事業費補
助金

59,545
（独）環境再生保全機
構

② H16

補助金 環境保健対策推進費
自立支援型公害健康被
害予防事業補助金

200,000
（独）環境再生保全機
構

② H20

補助金 環境政策基盤整備費
債権管理回収業務補助
金

建設譲渡元金等補助 3,200,000
（独）環境再生保全機
構

② H16

補助金 環境政策基盤整備費
循環型社会形成推進科
学研究費補助金

1,724,647 研究者、法人 ② H10

補助金
独立行政法人国立環境
研究所施設整備費

独立行政法人国立環境
研究所施設整備費補助
金

291,941 （独）国立環境研究所 ② H13

交付金 廃棄物処理施設整備費
循環型社会形成推進交
付金

46,813,000 市町村 ① H17

交付金
生物多様性保全等推進
費

生物多様性保全推進交
付金

130,000
地域生物多様性協議
会

② H20

交付金 環境保健対策推進費
公害健康被害補償給付
支給事務費交付金

市町村分 996,621 市町村 ① S49

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

交付金 環境保健対策推進費
石綿健康被害救済事業
交付金

490,022
（独）環境再生保全機
構

② H17

交付金
自動車重量税財源公害
健康被害補償費

公害健康被害補償納付
金交付金

9,624,000
（独）環境再生保全機
構

② H16

交付金
独立行政法人環境再生
保全機構運営費

独立行政法人環境再生
保全機構公害健康被害
補償予防業務勘定運営
費交付金

441,029
（独）環境再生保全機
構

② H16

交付金
独立行政法人環境再生
保全機構運営費

独立行政法人環境再生
保全機構承継勘定運営
費交付金

798,824
（独）環境再生保全機
構

② H16

交付金
独立行政法人環境再生
保全機構運営費

独立行政法人環境再生
保全機構基金勘定運営
費交付金

750,016
（独）環境再生保全機
構

② H16

交付金
独立行政法人国立環境
研究所運営費

独立行政法人国立環境
研究所運営費交付金

12,127,614 （独）国立環境研究所 ② H13

委託費 地球温暖化対策推進費 環境保全調査等委託費
地球温暖化対策等推進
委託費

129,168 民間団体等 ② H18

委託費 地球温暖化対策推進費
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

委託費 地球環境保全費 環境保全調査等委託費
国際環境協力等推進委
託費

166,461 民間団体等 ② H4

委託費 地球環境保全費
政府開発援助環境保全
調査等委託費

国際環境協力等推進委
託費

57,373 民間団体等 ② S62

委託費
大気・水・土壌環境等保
全費

環境保全調査等委託費
大気汚染物質に係る判
定条件設定委託費

32,816 民間団体等 ② S49

委託費
大気・水・土壌環境等保
全費

環境保全調査等委託費
交通公害防止対策等委
託費

20,436 民間団体等 ② S48

委託費
大気・水・土壌環境等保
全費

環境保全調査等委託費
総量規制・富栄養化対
策調査委託費

18,307 民間団体等 ② S50

委託費
大気・水・土壌環境等保
全費

環境保全調査等委託費
農薬汚染防止対策調査
委託費

55,212 民間団体等 ② S46

委託費
大気・水・土壌環境等保
全費

環境保全調査等地方公
共団体委託費

発生量原単位等調査委
託費（市町村向け）

633 市町村 ① S51

委託費
廃棄物・リサイクル対策
推進費

環境保全調査等委託費
廃棄物系バイオマス次
世代利活用推進事業委
託費

104,962 民間団体 ② H20

委託費
生物多様性保全等推進
費

自然環境保全調査等委
託費

自然環境保全調査等委
託費

238,997 民間団体等 ② H20

委託費
生物多様性保全等推進
費

鳥獣等保護事業委託費
野生生物保護対策委託
費

38,353
(財)自然環境研究セン
ター

② S41
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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 化学物質対策推進費 環境保全調査等委託費
環境保全調査研究委託
費

58,019 民間団体 ② H13

委託費 環境保健対策推進費 環境保全調査等委託費
公害健康被害補償基本
統計等調査委託費

16,012 民間団体 ② S51

委託費
環境・経済・社会の統合
的向上費

環境保全調査等委託費
子どもエコクラブ運営委
託費

74,900 民間団体等 ② H19

委託費 環境政策基盤整備費 公害調査等委託費
健康被害調査研究委託
費

97,982 民間団体 ② S40

委託費 環境政策基盤整備費 公害調査等委託費
地球環境保全対策調査
等委託費

36,141 民間団体等 ② H2

委託費 環境政策基盤整備費 公害調査等委託費 公害調査研究委託費 110,482 （独）国立環境研究所 ② H15

委託費 環境政策基盤整備費 公害調査等委託費
大気汚染等調査研究委
託費

53,517 民間団体 ② H19

委託費 環境政策基盤整備費 公害調査等委託費
公害調査研究技術開発
委託費

41,272 民間団体 ② H19

委託費
地球環境保全等試験研
究費

試験研究調査委託費
地球環境保全等試験研
究委託費

3,663 民間団体 ② S47

委託費
地球環境保全等試験研
究費

試験研究調査委託費 試験研究委託費 652,860
（独）国立環境研究所
等

② H13

委託費 地方環境対策費
国立公園等調査管理委
託費

国立公園等調査管理委
託費

34,380 民間団体 ② H18
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府省名 防 衛 省 会計別 一 般 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の

区分）

委託費 人材確保育成費
募集事務地方公共団体
委託費

募集事務地方公共団体
委託費

134,597 都道府県、市町村 ① S28

補助金 人材確保育成費
退職予定自衛官就職援
護業務費補助金

退職予定自衛官就職援
護業務費補助金

373,761 (財)自衛隊援護協会 ② S54

補助金
防衛施設安定運用関連
諸費

障害防止対策事業費補
助金

障害防止対策事業費 10,788,418
都道府県・市町村・法
人

①② S28

補助金
防衛施設安定運用関連
諸費

教育施設等騒音防止対
策事業費補助金

騒音防止対策事業費 51,653,053
都道府県・市町村・法
人・個人

①② S28

補助金
防衛施設安定運用関連
諸費

施設周辺整備助成補助
金

民生安定助成事業費 18,069,141
都道府県・市町村・個
人

農業協同組合等 ①② S41

補助金
防衛施設安定運用関連
諸費

道路改修等事業費補助
金

道路改修等事業費 7,396,445 都道府県・市町村 ① S27

補助金
防衛施設安定運用関連
諸費

施設周辺整備統合事業
費補助金

施設周辺整備統合事業
費

1,175,359 市町村 ① H16

交付金
防衛施設安定運用関連
諸費

特定防衛施設周辺整備
調整交付金

特定防衛施設周辺整備
調整交付金

24,764,320 市町村 ① S49

委託費
防衛施設安定運用関連
諸費

施設区域等関連事務地
方公共団体委託費

補償事務地方公共団体
委託費

3,139 都道府県・市町村 ① S28

委託費
防衛施設安定運用関連
諸費

施設区域等関連事務地
方公共団体委託費

施設区域取得等事務地
方公共団体委託費

62,766 都道府県・市町村 ① S32

交付金
在日米軍等駐留関連諸
費

株式会社日本政策金融
公庫交付金

株式会社日本政策金融
公庫交付金

435,394
（株）日本政策金融公
庫

② H22

交付金
独立行政法人駐留軍等
労働者労務管理機構運
営費

独立行政法人駐留軍等
労働者労務管理機構運
営費交付金

独立行政法人駐留軍等
労働者労務管理機構運
営費交付金

3,488,140
（独）駐留軍等労働者
労務管理機構

② H14

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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府省名 総 務 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

交付金
交通安全対策特別交付
金

交通安全対策特別交付
金

75,745,658 市町村 ① S43

交通安全対策特別交付
金勘定に係るものに
あっては内閣総理大臣
（警察庁）と共管

委託費 事務取扱費
地方交付税算定等業務
委託費

196,326 民間事業者等 ② S63

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

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

備　　考
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府省名 法 務 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

委託費 事務取扱費
登記事項証明書交付事
務等委託費

7,974,272 民間企業等 ② 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

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

備　　考
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府省名 文 部 科 学 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

委託費 電源立地対策費
電源立地等推進対策委
託費

899,011 公益法人・その他法人 ② S57 経済産業省と一部共管

委託費 電源立地対策費
原子力施設等防災対策
等委託費

3,796,532 公益法人・その他法人 ② S50

補助金 電源立地対策費
電源立地等推進対策補
助金

137,577 公益法人 ② H2

交付金 電源立地対策費
電源立地地域対策交付
金

1,766,053 市町村 ① H15 経済産業省と共管

交付金 電源立地対策費
電源立地等推進対策交
付金

750,000 市町村 ① H20

委託費 電源利用対策費
放射性廃棄物処分基準
調査

132,344 公益法人 ② H22

委託費 電源利用対策費
発電技術等調査研究委
託費

11,140 公益法人 ② H19 経済産業省と共管

委託費 電源利用対策費
使用済核燃料再処理技
術確証調査等委託費

164,430 公益法人 ② H19

委託費 電源利用対策費
軽水炉等改良技術確証
試験等委託費

4,619,669 公益法人・その他法人 ② H13

補助金 電源利用対策費
原子力発電関連技術開
発費等補助金

180,500 その他法人 ② H19

交付金
独立行政法人日本原子
力研究開発機構運営費

独立行政法人日本原子
力研究開発機構電源利
用勘定運営費交付金

104,468,111 独立行政法人 ② H17

補助金
独立行政法人日本原子
力研究開発機構施設整
備費

独立行政法人日本原子
力研究開発機構施設整
備費補助金

1,991,832 独立行政法人 ② H17

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

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

備　　考
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府省名 厚 生 労 働 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

委託費
中小企業退職金共済等
事業費

中小企業勤労者総合福
祉推進事業委託費

雇用管理改善推進事業
等委託費

33,610 民間団体等 ② S57

補助金
中小企業退職金共済等
事業費

勤労者財産形成促進事
業費補助金

972 独立行政法人 ③ H15

補助金
中小企業退職金共済等
事業費

中小企業雇用安定事業
費等補助金

中小企業福祉事業費 333,688 市町村 ① S63

補助金
中小企業退職金共済等
事業費

中小企業雇用安定事業
費等補助金

労働福祉対策事業費 6,651,760 独立行政法人 ② H15

委託費
労使関係安定形成促進
費

労使関係安定形成促進
事業委託費

雇用管理改善推進事業
等委託費

447,130 民間事業者 ② H19

委託費 個別労働紛争対策費
個別労働紛争対策事業
委託費

個別労働紛争解決研修
委託費

24,151 民間事業者 ② H17

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費 職業講習等委託費 79,239 民間事業者 ② S48

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費 職業講習等委託費 13,679 公益法人 ② S48

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費 職業講習等委託費 701,698 民間事業者 ② S48

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費 職業講習等委託費 365,824 民間事業者 ② S48

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費 職業講習等委託費 1,185,246 民間事業者 ② S48

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費
雇用管理改善推進事業
等委託費

55,913 公益法人 ② S48

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費
雇用管理改善推進事業
等委託費

21,333 公益法人 ② S48

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費
雇用管理改善推進事業
等委託費

21,080 民間事業者 ② S48

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費
雇用管理改善推進事業
等委託費

23,260 公益法人 ② S57

委託費 職業紹介事業等実施費 職業講習等委託費
雇用管理改善推進事業
等委託費

30,338 公益法人 ② S57

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

140,670 公益法人 ② S48

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

2,469,600 民間事業者 ② S48

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

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

備　　考

74



府省名 厚 生 労 働 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

28,000 民間事業者 ② S48

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

8,250 民間事業者 ② S48

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

5,468,671 民間事業者 ② S48

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

936,000 民間事業者 ② S48

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

3,396 民間事業者 ② S48

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

70,553 民間事業者 ② S48

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

地域雇用機会創出事業
等委託費

785,080 民間事業者 ② S48

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

雇用管理改善推進事業
等委託費

23,599 公益法人 ② S57

委託費
地域雇用機会創出等対
策費

地域雇用機会創出事業
等委託費

雇用管理改善推進事業
等委託費

103,983 公益法人 ② S57

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

192,251 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

577,695 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

3,393,373 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

2,528 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

801,357 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

522,522 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

2,118 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

138,418 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

1,025,718 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

107,215 独立行政法人 ② S48

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

備　　考
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府省名 厚 生 労 働 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

1,316,471 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

147,780 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

雇用開発支援事業費等
補助金

326,909 独立行政法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

産業雇用安定センター
補助金

2,375,296 公益法人 ② S48

補助金
地域雇用機会創出等対
策費

船員雇用促進対策事業
費補助金

172,705 公益法人 ② H21

交付金
地域雇用機会創出等対
策費

介護労働者雇用改善援
助事業等交付金

12,795 公益法人 ② S48

交付金
地域雇用機会創出等対
策費

介護労働者雇用改善援
助事業等交付金

200,000 公益法人 ② S48

交付金
地域雇用機会創出等対
策費

介護労働者雇用改善援
助事業等交付金

400,964 公益法人 ② S48

交付金
地域雇用機会創出等対
策費

介護労働者雇用改善援
助事業等交付金

9,429 公益法人 ② S48

交付金
地域雇用機会創出等対
策費

港湾労働者派遣事業等
交付金

231,747 公益法人 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

18,669 その他の法人 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

288,768 公益法人 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

3,694,270 公益法人 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

8,582 民間事業者 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

119,946 民間事業者 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

21,812 民間事業者 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

1,276,564 公益法人 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

70,030 公益法人 ② S48

委託費
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

高齢者等雇用安定促進
事業委託費

1,049,776 公益法人 ② S48

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

備　　考
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