
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
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

1,033,812 公益法人 ② S57

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

雇用管理改善推進事業
等委託費

2,146,678 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

雇用管理改善推進事業
等委託費

39,838 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

雇用管理改善推進事業
等委託費

522,018 公益法人 ② S57

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

雇用開発支援事業費等
補助金

370,633 公益法人 ② H16

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

雇用開発支援事業費等
補助金

13,354,177 公益法人 ② H16

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

雇用開発支援事業費等
補助金

15,618 独立行政法人 ② H16

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢・障害者雇用開発
支援事業費補助金

5,127,150 独立行政法人 ② H15

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢・障害者雇用開発
支援事業費補助金

235,000 独立行政法人 ② H15

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢・障害者雇用開発
支援事業費補助金

125,000 独立行政法人 ② H15

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢・障害者雇用開発
支援事業費補助金

26,020 独立行政法人 ② H15

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢・障害者雇用開発
支援事業費補助金

22,377 独立行政法人 ② H15

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢・障害者雇用開発
支援事業費補助金

573,822 独立行政法人 ② H15

補助金
高齢者等雇用安定・促進
費

高齢・障害者雇用開発
支援事業費補助金

11,075,738 独立行政法人 ② H15

交付金
独立行政法人高齢・障害
者雇用支援機構運営費

独立行政法人高齢・障
害者雇用支援機構高
齢・障害者雇用支援勘
定運営費交付金

13,811,268 独立行政法人 ② H15

委託費 職業能力開発強化費 職場適応訓練委託費 5,976 独立行政法人 ② H16

委託費 職業能力開発強化費
生涯職業能力開発事業
等委託費

3,769,000 民間事業者等 ② S50

補助金 職業能力開発強化費
雇用開発支援事業費等
補助金

8,827,268 独立行政法人 ② H16

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

77



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 職業能力開発強化費 技能向上対策費補助金 522,344 公益法人 ② S44

交付金 職業能力開発強化費
介護労働者雇用改善援
助事業等交付金

1,755,256 公益法人 ② H4

委託費
若年者等職業能力開発
支援費

若年者等職業能力開発
支援事業委託費

337,883 公益法人等 ② S50

補助金
若年者等職業能力開発
支援費

雇用開発支援事業費等
補助金

4,132,180 独立行政法人 ② H16

交付金
独立行政法人雇用・能力
開発機構運営費

独立行政法人雇用・能
力開発機構一般勘定運
営費交付金

61,414,353 独立行政法人 ② H16

交付金
独立行政法人雇用・能力
開発機構運営費

独立行政法人雇用・能
力開発機構財形勘定運
営費交付金

531,713 独立行政法人 ② H16

補助金
独立行政法人雇用・能力
開発機構施設整備費

独立行政法人雇用・能
力開発機構施設整備費
補助金

1,195,752 独立行政法人 ② H16

委託費 技能継承・振興推進費
技能継承振興推進事業
委託費

923,107 民間事業者等 ② S50

委託費 男女均等雇用対策費
仕事と家庭両立支援事
業委託費

女性雇用管理推進援助
委託費

305,708 公益法人等 ② S58

委託費 男女均等雇用対策費
仕事と家庭両立支援事
業委託費

女性雇用管理推進援助
委託費

1,017,539 民間事業者 ② H19

交付金 男女均等雇用対策費
短時間労働者雇用管理
改善等事業交付金

672,553 公益法人 ② H6

交付金 男女均等雇用対策費
育児休業労働者等支援
交付金

2,857,552 公益法人 ② H7

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・研修機構雇用勘
定運営費交付金

2,173,745 独立行政法人 ② H15

補助金
独立行政法人労働政策
研究・研修機構施設整備
費

独立行政法人労働政策
研究・研修機構施設整
備費補助金

30,170 独立行政法人 ② H16

委託費 業務取扱費
雇用保険活用援助事業
委託費

雇用保険活用援助事業
費

219,293 民間事業者 ② H7

委託費 業務取扱費
雇用保険活用援助事業
委託費

雇用保険活用援助事業
費

211,214 民間事業者 ② H7

委託費 業務取扱費
雇用保険活用援助事業
委託費

雇用保険活用援助事業
費

170,365 民間事業者 ② H7

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

78



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 業務取扱費
雇用保険活用援助事業
委託費

雇用保険活用援助事業
費

134,455 民間事業者 ② H7

委託費 業務取扱費
雇用保険活用援助事業
委託費

雇用保険活用援助事業
費

4,107 民間事業者 ② H7

委託費 業務取扱費
雇用保険活用援助事業
委託費

雇用保険活用援助事業
費

800,354 公益法人 ② H7

委託費 業務取扱費
雇用保険活用援助事業
委託費

雇用保険活用援助事業
費

156,505 民間事業者 ② H7

委託費 業務取扱費
労働保険加入促進業務
委託費

657,003 民間団体 ② S62

交付金 業務取扱費
石綿健康被害救済事業
交付金

9,825,805 独立行政法人 ② H19

委託費 労働安全衛生対策費
労働災害防止対策事業
委託費

安全衛生関係等調査研
究委託費

12,912 民間団体等 ② H19

委託費 労働安全衛生対策費
労働災害防止対策事業
委託費

労働災害防止対策強化
推進委託費

8,160,413 民間団体等 ② S23

補助金 労働安全衛生対策費
小規模事業場産業保健
活動支援促進事業費等
補助金

74,224 独立行政法人 ③ H16

補助金 労働安全衛生対策費
労働安全衛生融資資金
利子補給等補助金

94,893 独立行政法人 ② H16

補助金 労働安全衛生対策費
労働災害防止対策費補
助金

2,047,329 特別民間法人 ② S38

補助金 労働安全衛生対策費 産業医学助成費補助金
産業医学振興財団等運
営費

5,316,934 公益法人 学校法人 ③ S49

交付金 労働安全衛生対策費
短時間労働者雇用管理
改善等事業交付金

335,627 公益法人 ② H6

交付金
独立行政法人労働安全
衛生総合研究所運営費

独立行政法人労働安全
衛生総合研究所社会復
帰促進等事業勘定運営
費交付金

1,471,599 独立行政法人 ② H13

補助金
独立行政法人労働安全
衛生総合研究所施設整
備費

独立行政法人労働安全
衛生総合研究所施設整
備費補助金

230,868 独立行政法人 ② H13

交付金
職務上年金給付費等交
付金

職務上年金給付費等交
付金

7,799,329 公益法人 ③ H21

委託費 社会復帰促進等事業費
社会復帰促進等事業委
託費

援護事業実施委託費 10,400,227 民間団体等 ② S23

委託費 社会復帰促進等事業費
社会復帰促進等事業委
託費

労災関係調査研究委託
費

19,913 民間団体等 ② H19

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

79



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 社会復帰促進等事業費
未払賃金立替払事業費
補助金

－ 20,186,351 独立行政法人 ③ H16

補助金 社会復帰促進等事業費
身体障害者等福祉対策
事業費補助金

労災診療被災労働者援
護事業補助事業費

3,322,040 公益法人 ② H1

交付金
独立行政法人労働者健
康福祉機構運営費

独立行政法人労働者健
康福祉機構運営費交付
金

9,476,959 独立行政法人 ② H16

補助金
独立行政法人労働者健
康福祉機構施設整備費

独立行政法人労働者健
康福祉機構施設整備費
補助金

1,186,644 独立行政法人 ② H16

委託費 仕事生活調和推進費
労働時間等設定改善援
助事業委託費

労働時間等設定改善事
業委託費

286,366 民間団体等 ② H18

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

高年齢労働者安全衛生
等調査研究委託費

33,609 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

中小企業退職金共済事
業費等補助金

中小企業福祉事業費 352,311 市町村 ① S63

補助金
中小企業退職金共済等
事業費

中小企業退職金共済事
業費等補助金

労働者福祉対策事業費 2,336,977 独立行政法人 ② H15

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・研修機構労災勘
定運営費交付金

141,723 独立行政法人 ② H15

補助金
独立行政法人労働政策
研究・研修機構施設整備
費

独立行政法人労働政策
研究・研修機構施設整
備費補助金

40,109 独立行政法人 ② H16

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

24,152 民間団体等 ② H17

補助金 児童育成事業費 児童育成事業費補助金 58,450,434
都道府県・指定都市・
中核市

市区町村 ① S53

補助金 児童育成事業費 児童育成事業費補助金 17,017,129 公益法人等 ② S53

交付金
児童手当及子ども手当
交付金

被用者児童手当交付金 29,157,632 市区町村 ① S46

交付金
児童手当及子ども手当
交付金

特例給付交付金 3,849,900 市区町村 ① S57

交付金
児童手当及子ども手当
交付金

被用者小学校終了前特
例給付交付金

23,970,606 市区町村 ① H12

交付金
児童手当及子ども手当
交付金

非被用者児童手当交付
金

4,776,113 市区町村 ① S46

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

80



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）

交付金
児童手当及子ども手当
交付金

非被用者小学校修了前
特例給付交付金

8,920,821 市区町村 ① H12

交付金
児童手当及子ども手当
交付金

子ども手当交付金 1,599,209,054 市区町村 ① H22

交付金 業務取扱費
子ども手当市町村事務
取扱交付金

16,448,340 市区町村 ① H22

交付金
基礎年金相当給付費他
勘定へ繰入及交付金

国家公務員共済組合連
合会等交付金

380,325,842

日本私立学校振興・共
済事業団
国家公務員共済組合
連合会
地方公務員共済組合
連合会

② S61

負担金 保険給付費
厚生年金基金等給付費
等負担金

109,454,794
厚生年金基金
企業年金連合会

② S61

交付金 業務取扱費
国民年金等事務取扱交
付金

30,145,915 市町村 ① S36

交付金 業務取扱費
健康保険事務指定市町
村交付金

216 市町村 ① S29

交付金 日本年金機構運営費
日本年金機構運営費交
付金

187,830,466 日本年金機構 ② H21

交付金 日本年金機構運営費
日本年金機構事業運営
費交付金

118,008,562 日本年金機構 ② H21

交付金 保険料等交付金 保険料等交付金 7,107,699,912 全国健康保険協会 ② H20

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

81



府省名 農 林 水 産 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

委託費 米管理費
米穀販売・管理業務委
託費

20,448,500 民間団体 ② H22

補助金 米管理費
米消費流通対策事業費
補助金

米流通安心確保対策事
業費補助金

278,856 公益法人 ② H16

補助金 米管理費
米穀安定供給活動支援
対策費補助金

米穀安定供給円滑化補
助金

43,937 公益法人 ② H16

補助金 麦管理費
食糧麦備蓄対策費補助
金

2,459,307 民間団体 ② H22

委託費
農業経営基盤強化事業
費

国有農地等管理処分委
託費

318,506 民間団体 ② H22

委託費
農業経営基盤強化事業
費

農業改良資金制度運営
推進委託費

農業改良資金制度移行
円滑化推進委託費

13,009 民間団体 ② H22

補助金
農業経営基盤強化事業
費

農地保有合理化促進対
策費補助金

農地保有合理化促進事
業費

89,587 公益法人 ② H12

補助金
農業経営基盤強化事業
費

農地保有合理化促進対
策費補助金

農地保有合理化緊急売
買促進事業費

761,500 公益法人 ② H22

委託費 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策業務
委託費

29,516
都道府県担い手育成
総合支援協議会

② H19

補助金 農業経営安定事業費
農業経営安定事業費補
助金

299,473 民間団体 ② H19

交付金 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

102,332,525 認定農業者等 ② H19

交付金 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

52,573,677 認定農業者等 ② H19

交付金 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

76,403,684 認定農業者等 ② H20

交付金 農業再保険費及交付金
農業共済組合連合会等
交付金

5,975,816
農業共済組合連合会
農業共済組合等

② S23

交付金 家畜再保険費及交付金
農業共済組合連合会等
交付金

9,149,677
農業共済組合連合会
農業共済組合等

② S43

交付金 家畜再保険費及交付金
家畜共済損害防止事業
交付金

634,320
農業共済組合連合会
等

② S42

交付金 果樹再保険費及交付金
農業共済組合連合会等
交付金

599,942
農業共済組合連合会
農業共済組合等

② S48

交付金
園芸施設再保険費及交
付金

農業共済組合連合会等
交付金

2,054,307
農業共済組合連合会
農業共済組合等

② S54

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 農 林 水 産 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 森林保険調査委託費
森林国営保険の付加保
険料率の在り方に関す
る調査委託費

8,135 民間団体 ② H22

委託費 事務取扱費
森林保険加入促進事業
委託費

森林保険推進体制整備
事業委託費

28,223 民間団体 ② H13

交付金 事務取扱費
市町村等事務取扱交付
金

129,104
市町村、森林組合、森
林組合連合会

① S12

交付金 漁船再保険費及交付金 漁船保険中央会交付金 6,089,450 漁船保険中央会 ② S56

交付金
漁業共済保険費及交付
金

漁業共済組合連合会交
付金

5,432,008
全国漁業共済組合連
合会

② S42

委託費 業務取扱費
漁業災害補償制度等調
査委託費

漁業共済事業管理シス
テム事業委託費

21,411 民間団体 ② S45

交付金 業務取扱費
漁業協同組合事務費交
付金

505,648 漁船保険組合 ② S27

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 経 済 産 業 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

委託費 燃料安定供給対策費
石油天然ガス基礎調査
等委託費

国内石油天然ガス基礎
調査委託費

13,391,073 民間団体等 ② S36

委託費 燃料安定供給対策費
石油天然ガス基礎調査
等委託費

メタンハイドレート開発
促進事業委託費

4,542,726 民間団体等 ② H14

委託費 燃料安定供給対策費
石油天然ガス基礎調査
等委託費

石油天然ガス資産評価
調査等委託費

199,886 民間団体等 ② H17

委託費 燃料安定供給対策費
石油資源開発技術等研
究調査等委託費

石油資源遠隔探知技術
研究開発委託費

1,288,499 民間団体等 ② S56

委託費 燃料安定供給対策費
石油資源開発技術等研
究調査等委託費

海洋石油開発技術等調
査委託費

2,024,951 民間団体等 ② S56

委託費 燃料安定供給対策費
石油資源開発技術等研
究調査等委託費

海洋石油開発環境影響
調査委託費

60,000 民間団体等 ② H20

委託費 燃料安定供給対策費
石油資源開発技術等研
究調査等委託費

石油資源開発等支援委
託費

182,250 民間団体等 ② H12

委託費 燃料安定供給対策費
石油資源開発技術等研
究調査等委託費

国際資源開発人材育成
事業委託費

128,000 民間団体等 ② H20

委託費 燃料安定供給対策費
石油資源開発技術等研
究調査等委託費

中東産油国原油供給長
期安定化事業委託費

309,990 民間団体等 ② H21

委託費 燃料安定供給対策費
国家備蓄石油管理等委
託費

55,913,611
独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源
機構

② H15

委託費 燃料安定供給対策費
石油ガス国家備蓄基地
建設委託費

38,789,430
独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源
機構

② H15

委託費 燃料安定供給対策費
石油製品需給適正化調
査等委託費

石油ガス供給事業安全
管理技術開発等委託費

383,223 民間団体等 ② S60

委託費 燃料安定供給対策費
石油製品需給適正化調
査等委託費

石油製品需給適正化調
査委託費

768,150 民間団体等 ② S60

委託費 燃料安定供給対策費
石油製品需給適正化調
査等委託費

石油情報普及啓発事業
委託費

39,265 民間団体等 ② S56

委託費 燃料安定供給対策費
石油製品需給適正化調
査等委託費

石油産業体裁等調査研
究委託費

604,440 民間団体等 ② S56

委託費 燃料安定供給対策費
石油製品需給適正化調
査等委託費

石油精製業保安対策委
託費

237,745 民間団体等 ② S61

委託費 燃料安定供給対策費
石油製品需給適正化調
査等委託費

国際石油需給体裁等調
査研究等委託費

200,126 民間団体等 ② H14

委託費 燃料安定供給対策費
石油製品需給適正化調
査等委託費

次世代対大気環境改善
効果分析委託費

190,000 民間団体等 ② H22

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 経 済 産 業 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

補助金 燃料安定供給対策費
産油国等連携強化促進
事業費補助金

産油国石油精製技術等
対策事業費補助金

7,504,106

財団法人国際石油交
流センター、（財）中東
協力センター、（社）ロ
シアNIS貿易会、独立
行政法人石油天然ガ
ス・金属鉱物資源機構

② S56

補助金 燃料安定供給対策費
産油国等連携強化促進
事業費補助金

産油国石油安定供給基
盤強化事業費補助金

4,353,230
独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源
機構

民間団体等 ③ H21

補助金 燃料安定供給対策費
石油資源採掘対策事業
費等補助金

石炭生産技術振興費補
助金

260,000 民間団体等 ② S57

補助金 燃料安定供給対策費
石油資源採掘対策事業
費等補助金

廃止石油坑井封鎖事業
費補助金

40,785 市町村 ① H21

補助金 燃料安定供給対策費
石油精製合理化対策事
業費等補助金

石油環境対策基盤等整
備事業費補助金

938,530
民間団体等、社団法人
潤滑油協会

② H14

補助金 燃料安定供給対策費
石油精製合理化対策事
業費等補助金

石油精製等高度化技術
開発費補助金

3,376,250 民間団体等 ② H19

補助金 燃料安定供給対策費
石油製品費品質確保事
業費補助金

1,650,000
社団法人全国石油協
会

② S61

補助金 燃料安定供給対策費
石油製品販売業構造改
善対策事業費等補助金

石油製品販売業構造改
善対策事業費補助金

1,362,179
社団法人全国石油協
会、全国石油商業組合
連合会、民間団体等

組合、事業者グルー
プ、揮発油販売業者
等

③ S62

補助金 燃料安定供給対策費
石油製品販売業構造改
善対策事業費等補助金

石油ガス流通合理化対
策事業費補助金

647,869
財団法人エルピーガス
振興センター、民間団
体等

② H5

補助金 燃料安定供給対策費
石油製品販売業構造改
善対策事業費等補助金

石油製品販売業環境保
全対策事業費補助金

5,340,426
全国石油商業組合連
合会、社団法人全国石
油協会

揮発油販売業者 ③ H17

補助金 燃料安定供給対策費
石油製品販売業構造改
善対策事業費等補助金

石油ガス等利用設備導
入促進対策事業費補助
金

1,490,680 民間団体等
民間団体等、一般需
要家

③ H18

補助金 燃料安定供給対策費
石油製品販売業構造改
善対策事業費等補助金

地方都市ガス事業天然
ガス化促進対策費補助
金

352,938
財団法人天然ガス導
入支援センター

② S60

補助金 燃料安定供給対策費
大規模石油災害対応体
制整備事業費補助金

710,000 民間団体等 ② H2

補給金 燃料安定供給対策費
石油・石油ガス備蓄増
強等利子補給金

石油・石油ガス備蓄増
強利子補給金

6,448,126 石油精製業者等 ② H14

補給金 燃料安定供給対策費
石油・石油ガス備蓄増
強等利子補給金

国内石油天然ガス開発
資金利子補給金

87,946 金融機関等 ② H20

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 経 済 産 業 省 会計別 特 別 会 計

（項） （目） （目細） （直接） （間接）
(①～③の
区分）

補給金 燃料安定供給対策費 石油備蓄事業補給金 26,835,540 石油精製業者等 ② H14

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

新エネルギー等導入促
進基礎調査委託費

201,544 民間団体等 ② H7

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

環境審査等調査委託費 115,452 民間団体等 ② H16

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

石油製品代替製品等品
質実態調査委託費

50,000 民間団体等 ② H17

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

電気事業者の新エネル
ギー等利用における電
子管理システム運用業
務委託費

82,000 民間団体等 ② H19

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

エネルギー環境総合戦
略調査等委託費

151,126 民間団体等 ② H16

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

太陽光発電無線送受電
技術研究開発委託費

208,064 民間団体等 ② H20

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

エネルギー消費状況調
査委託費

592,100 民間団体等 ② H17

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

新エネルギー等設備導
入促進指導事業委託費

600,000 民間団体等 ② H18

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

燃料電池システム普及
用技術基準調査委託費

69,506 民間団体等 ② H18

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

中小水力開発促進指導
事業基礎調査委託費

240,544 民間団体等 ② H19

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

東アジア低炭素化技術
普及研究事業委託費

25,536 民間団体等 ② H21

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

天然ガス高度利用基盤
調査委託費

47,082 民間団体等 ② H22

委託費
エネルギー需給構造高
度化対策費

非化石エネルギー等導
入促進対策調査等委託
費

未利用エネルギー活用
調査委託費

17,100 民間団体等 ② H22

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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