
支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金の交付決定（４月分 第１回～
第３回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 130,750,000 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成23年5月30日 特財 国所管

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（東日本大震災分第１回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 52,000,000,000 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成23年7月6日 特財 国所管

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（東日本大震災分第２回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 300,000,000,000 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成23年7月29日 特財 国所管

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（第４回～第１１回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 16,237,500 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成23年9月26日 特財 国所管

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（９月分 第１２～１５回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 43,437,500 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成23年10月21日 特財 国所管

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（１０月分 第１６～第１９回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 46,000,000 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成23年11月15日 特財 国所管

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（１１月分 第２０～第２４回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 235,875,000 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成23年12月19日 特財 国所管

内閣府
諸謝金：平成２３年度被災者生活再
建支援金補助金（１２月分 第２５～
第２９回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 336,387,500 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成24年1月24日 特財 国所管

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（１月分第３０～第３５回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 188,375,000 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成24年3月7日 特財 国所管

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（２月分第３６回～第４０回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 149,312,500 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成24年3月26日 特財 国所管

公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日 行政改革実行本部決定）に基づく補助金等の支出についての情報の公開
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

内閣府
平成２３年度被災者生活再建支援金
補助金（３月分第４１回～第４４回）

財団法人都道府県会館
東京都千代田区平河町２－６－３

財団法人都道府県会館 78,000,000 （一般会計）
被災者生活再建支援金補助
金

平成24年3月30日 特財 国所管

内閣府

食品健康影響評価技術研究
「肝臓キメラマウスを用いたヒト型代謝
プロファイルの外挿によるリスク評価
手法の開発」

財団法人実験動物中央研究所バイ
オメディカル研究部
神奈川県川崎市宮前区野川１４３０

公益財団法人実験動物中央研究所 14,000,000 （一般会計）
食品健康影響評価技術研究
委託費

平成23年8月1日 特財 国所管

総務省 電波遮へい対策事業（トンネル） (社)移動通信基盤整備協会 社団法人移動通信基盤整備協会 63,000,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成23年7月26日 特社 国所管

総務省 電波遮へい対策事業（トンネル） (社)移動通信基盤整備協会 社団法人移動通信基盤整備協会 15,750,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成23年7月28日 特社 国所管

総務省 電波遮へい対策事業（トンネル） (社)移動通信基盤整備協会 社団法人移動通信基盤整備協会 377,895,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成23年8月2日 特社 国所管

総務省 電波遮へい対策事業（トンネル） (社)移動通信基盤整備協会 社団法人移動通信基盤整備協会 146,002,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成23年8月24日 特社 国所管

総務省 電波遮へい対策事業（トンネル） (社)移動通信基盤整備協会 社団法人移動通信基盤整備協会 366,975,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成23年10月31日 特社 国所管

総務省 電波遮へい対策事業（トンネル） (社)移動通信基盤整備協会 社団法人移動通信基盤整備協会 41,580,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成23年11月16日 特社 国所管

総務省 電波遮へい対策事業（トンネル） (社)移動通信基盤整備協会 社団法人移動通信基盤整備協会 57,750,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成23年12月13日 特社 国所管

総務省 電波遮へい対策事業（トンネル） (社)移動通信基盤整備協会 社団法人移動通信基盤整備協会 △ 217,000,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成24年2月23日 特社 国所管

総務省

東日本大震災復旧・復興に係る無線
システム普及支援事業（地上デジタル
放送への円滑な移行のための環境整
備・支援）

社団法人デジタル放送推進協会 社団法人デジタル放送推進協会 568,040,000 一般会計
無線システム普及支援事業
費等補助金

平成24年1月4日 特社 国所管

法務省
人権関係情報提供活動等の充実強
化

財団法人人権教育啓発推進セン
ター

公益財団法人人権教育啓発推進セ
ンター

21,330,000 一般会計 人権啓発活動等補助金 平成23年6月7日 公財 国所管

法務省
人権関係情報提供活動等の充実強
化

財団法人人権教育啓発推進セン
ター

公益財団法人人権教育啓発推進セ
ンター

10,700,000 一般会計 人権啓発活動等補助金 平成23年7月11日 公財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

法務省
人権関係情報提供活動等の充実強
化

財団法人人権教育啓発推進セン
ター

公益財団法人人権教育啓発推進セ
ンター

10,845,000 一般会計 人権啓発活動等補助金 平成23年10月19日 公財 国所管

外務省
国際開発協力関係民間公益団体補
助金

（公財）オイスカ 公益財団法人オイスカ 1,986,701 一般会計
（目）政府開発援助海外

技術協力推進民間
団体補助金

平成23年4月12日 公財 国所管

外務省
国際開発協力関係民間公益団体補
助金

（公財）オイスカ 公益財団法人オイスカ 1,999,946 一般会計
（目）政府開発援助海外

技術協力推進民間
団体補助金

平成23年4月12日 公財 国所管

外務省

開発計画等人材育成関係委託費「国
際開発指導者育成高等教育事業」
（修士課程：ＩＤＳプログラムの企画・運
営／修士課程２年目）

（財）国際開発高等教育機構 財団法人国際開発高等教育機構 83,100,115 一般会計
（目）政府開発援助経済開発
計画実施設計等委託費

平成22年7月7日 特財 国所管

外務省
平成２３年度開発援助調査研究業務
（「ポストMDGs研究」）

（財）国際開発高等教育機構 財団法人国際開発高等教育機構 6,980,792 一般会計
（目）政府開発援助経済開発
計画実施設計等委託費

平成23年8月26日 特財 国所管

外務省
平成２３年度国際機関向け人材発掘・
育成研修コース

（財）国際開発高等教育機構 財団法人国際開発高等教育機構 19,343,190 一般会計
（目）政府開発援助経済開発
計画実施設計等委託費

平成23年8月30日 特財 国所管

外務省 啓発宣伝事業等委託費
（公財）フォーリン・

 プレスセンター
公益財団法人フォーリン・プレスセ
ンター

257,148,000 一般会計
（目）啓発宣伝事業等

委託費
平成23年4月1日 公財 国所管

外務省 難民等救援業務委託費 （公財）アジア福祉教育財団 公益財団法人アジア福祉教育財団 679,169,962 一般会計
（目）政府開発援助難民等救
援業務委託費

平成23年4月1日 公財 国所管

外務省 難民等定住支援事業委託費 （公財）アジア福祉教育財団 公益財団法人アジア福祉教育財団 92,427,639 一般会計 （目）難民救援業務委託費 平成23年4月1日 公財 国所管

外務省
調査研究機関間対話・交流促進事業
費等補助金

（公財）日本国際問題研究所 公益財団法人日本国際問題研究所 215,416,819 一般会計
（目）国際問題調査研究

事業費等補助金
平成23年4月1日 公財 国所管

外務省
国際問題調査研究機関運営支援補
助金

（公財）日本国際問題研究所 公益財団法人日本国際問題研究所 102,527,000 一般会計
（目）国際問題調査研究

事業費等補助金
平成23年4月1日 公財 国所管

外務省
国際問題調査研究・提言事業費補助
金

（公財）日本国際問題研究所 公益財団法人日本国際問題研究所 28,709,139 一般会計
（目）国際問題調査研究

事業費等補助金
平成23年5月6日 公財 国所管

外務省
包括的核実験禁止条約国内運用体
制整備事業等委託費

（公財）日本国際問題研究所 公益財団法人日本国際問題研究所 194,633,000 一般会計
（目）包括的核実験禁止条約
国内運用体制整備事業等委
託費

平成23年4月1日 公財 国所管

外務省
国際問題調査研究・提言事業費補助
金

（公財）日本国際フォーラム 公益財団法人日本国際フォーラム 19,299,517 一般会計
（目）国際問題調査研究

事業費等補助金
平成23年5月6日 公財 国所管

外務省
国際開発協力関係民間公益団体補
助金

（公財）結核予防会 公益財団法人結核予防会 580,385 一般会計
（目）政府開発援助海外

技術協力推進民間
団体補助金

平成23年9月5日 公財 国所管

外務省 アジア大洋州地域青少年交流拠出金 （公財）日中友好会館 公益財団法人日中友好会館 1,468,419,000 一般会計
 (目)政府開発援助経済協力
国際機関等拠出金

平成24年3月8日 公財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

外務省
国際開発協力関係民間公益団体補
助金

（財）家族計画国際協力財団 公益財団法人ジョイセフ 1,341,035 一般会計
（目）政府開発援助海外

技術協力推進民間
団体補助金

平成23年5月6日 公財 国所管

外務省 国際友好団体補助金 （公財）交流協会 公益財団法人交流協会 1,325,121,000 一般会計 （目）国際友好団体補助金 平成23年4月1日 公財 国所管

外務省 アジア大洋州地域青少年交流拠出金 （公財）日韓文化交流基金 公益財団法人日韓文化交流基金 633,527,000 一般会計
 (目)政府開発援助経済協力
国際機関等拠出金

平成24年3月8日 公財 国所管

外務省
日韓学術文化青少年交流基金拠出
金

（公財）日韓文化交流基金 公益財団法人日韓文化交流基金 294,864,000 一般会計
 (目)経済協力国際機関等拠
出金

平成23年7月20日 公財 国所管

外務省
日韓産業技術協力共同事業体拠出
金

（財）日韓産業技術協力財団 財団法人日韓産業技術協力財団 33,190,000 一般会計
 (目)経済協力国際機関等拠
出金

平成23年7月21日 特財 国所管

外務省 北方領土対策事業補助金 （社）北方領土復帰期成同盟 社団法人北方領土復帰期成同盟 40,071,000 一般会計
（目）北方領土対策事業

費補助金
平成23年5月27日 特社 国所管

財務省
日本製鉄八幡共済組合年金交付金
の交付

財団法人日本製鐵八幡共済組合
一般財団法人日本製鐵八幡共済組
合

42,983,000 一般会計
(目)日本製鉄八幡共済組合
年金交付金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省

<都市エリア型（発展）>先端ゲノム解
析技術を基礎とした免疫・アレルギー
疾患克服のための産学官連携クラス
ター形成

財団法人かずさディー・エヌ・エー研
究所

公益財団法人かずさDNA研究所 169,863,070 一般会計
（目）地域産学官連携科学技
術振興事業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
iPS由来再生心筋細胞移植の安全性
評価

公益財団法人実験動物中央研究所 公益財団法人実験動物中央研究所 8,002,800 一般会計
（目）科学技術戦略推進費補
助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省 アイヌ文化振興等事業
財団法人アイヌ文化振興・研究推進
機構

財団法人アイヌ文化振興・研究推進
機構

199,689,000 一般会計
（目）アイヌ文化振興等事業
費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省 交流協会 財団法人交流協会 公益財団法人交流協会 606,174,000 一般会計 （目）文化交流団体補助金 平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省 国際芸術フェスティバル支援事業 公益財団法人ユニジャパン 公益財団法人ユニジャパン 100,000,000 一般会計 （目）文化芸術振興費補助金 平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省 日本オリンピック委員会補助
公益財団法人日本オリンピック委員
会

公益財団法人日本オリンピック委員
会

2,588,214,000 一般会計
（目）民間スポーツ振興費等
補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省 日本学校保健会補助 財団法人日本学校保健会 公益財団法人日本学校保健会 45,102,000 一般会計
（目）健康教育振興事業費補
助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省 日本体育協会補助 公益財団法人日本体育協会 公益財団法人日本体育協会 5,906,000 一般会計
（目）政府開発援助民間ス
ポーツ振興費等補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省 日本体育協会補助 公益財団法人日本体育協会 公益財団法人日本体育協会 495,894,000 一般会計
（目）民間スポーツ振興費等
補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省 日本武道館補助 財団法人日本武道館 財団法人日本武道館 42,407,000 一般会計
（目）民間スポーツ振興費等
補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
外国人高校生(日本語専攻)の短期招
致等

公益財団法人AFS日本協会 公益財団法人ＡＦＳ日本協会 3,869,630 一般会計
（目）国際文化交流促進費補
助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省
外国人高校生(日本語専攻)の短期招
致等

財団法人ワイ・エフ・ユー日本国際
交流財団

公益財団法人YFU日本国際交流財
団

21,559,370 一般会計
（目）国際文化交流促進費補
助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省 教育研修活動費補助金 財団法人日本私学教育研究所 一般財団法人日本私学教育研究所 19,702,000 一般会計 （目）教育研修活動費補助金 平成23年4月1日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称
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公益法人の区分
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文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

公益財団法人永青文庫 公益財団法人永青文庫 1,114,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

社団法人日本能楽会 一般社団法人日本能楽会 1,200,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人根津美術館 公益財団法人根津美術館 1,261,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

公益財団法人ＪＲ東海生涯学習財
団

公益財団法人ＪＲ東海生涯学習財
団

1,333,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人常盤山文庫 財団法人常盤山文庫 1,815,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人根津美術館 公益財団法人根津美術館 2,171,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

公益財団法人徳川黎明会 公益財団法人徳川黎明会 2,247,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

公益財団法人出光美術館 公益財団法人出光美術館 2,294,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人五島美術館 公益財団法人五島美術館 2,408,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

公益財団法人三井文庫 公益財団法人三井文庫 3,124,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人前田育徳会 公益財団法人前田育徳会 3,181,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人薮内燕庵 財団法人薮内燕庵 7,562,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人古曲会 一般財団法人古曲会 8,000,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

社団法人日本工芸会 公益社団法人日本工芸会 8,000,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人明治村 公益財団法人明治村 9,146,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

公益財団法人出光美術館 公益財団法人出光美術館 9,329,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人水府明德会 公益財団法人徳川ミュージアム 10,097,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

社団法人伝統歌舞伎保存会 社団法人伝統歌舞伎保存会 30,000,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人文楽協会 公益財団法人文楽協会 80,000,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

公益財団法人現代人形劇センター 公益財団法人現代人形劇センター 6,978,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年4月1日 公財 国所管

文部科学省
特定先端大型研究施設利用促進交
付金

財団法人高輝度光科学研究セン
ター

公益財団法人高輝度光科学研究セ
ンター

1,506,280,000 一般会計
（目）特定先端大型研究施設
利用促進交付金

平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
優れた劇場・音楽堂からの創造発信
事業

財団法人日本オペラ振興会 公益財団法人日本オペラ振興会 39,197,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年4月1日 特財 国所管

文部科学省
トマトバイオリソース拠点整備（ＤＮＡ
レベルのトマトリソース整備）

財団法人かずさディー・エヌ・エー研
究所

公益財団法人かずさDNA研究所 2,504,000 一般会計
（目）研究開発施設共用等促
進費補助金

平成23年4月14日 特財 国所管
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補助金交付先名 補助金交付先法人名
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文部科学省 教育研修活動費補助金 財団法人専修学校教育振興会
一般財団法人職業教育・キャリア教
育財団

8,189,000 一般会計 （目）教育研修活動費補助金 平成23年4月18日 特財 国所管

文部科学省
遺伝子組換えウイルスを用いたがん
治療開発（ウイルス療法の評価システ
ムの開発）

公益財団法人がん研究会 公益財団法人がん研究会 13,000,000 一般会計
（目）研究開発施設共用等促
進費補助金

平成23年4月27日 公財 国所管

文部科学省

民間ユネスコ活動への助成（アジア・
太平洋地域等における開発途上国の
教育、科学又は文化の普及・発展の
ための交流・協力事業）

公益社団法人日本ユネスコ協会連
盟

公益社団法人日本ユネスコ協会連
盟

5,767,240 一般会計
（目）政府開発援助ユネスコ
活動費補助金

平成23年4月28日 公社 国所管

文部科学省

民間ユネスコ活動への助成（アジア・
太平洋地域等における開発途上国の
教育、科学又は文化の普及・発展の
ための交流・協力事業）

財団法人ユネスコ・アジア文化セン
ター

公益財団法人ユネスコ・アジア文化
センター

15,996,921 一般会計
（目）政府開発援助ユネスコ
活動費補助金

平成23年4月28日 特財 国所管

文部科学省 国際芸術交流支援事業 公益財団法人東京交響楽団 公益財団法人東京交響楽団 7,200,000 一般会計 （目）文化芸術振興費補助金 平成23年6月15日 公財 国所管

文部科学省 海外子女教育振興事業
公益財団法人海外子女教育振興財
団

公益財団法人海外子女教育振興財
団

102,878,000 一般会計
（目）国際文化交流促進費補
助金

平成23年6月21日 公財 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益社団法人化学工学会 公益社団法人化学工学会 300,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本表面科学会 公益社団法人日本表面科学会 300,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益社団法人日本放射線技術学会 公益社団法人日本放射線技術学会 600,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益社団法人日本生物工学会 公益社団法人日本生物工学会 700,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本雪氷学会 公益社団法人日本雪氷学会 800,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人電気学会 一般社団法人電気学会 900,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本天文学会 社団法人日本天文学会 1,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本薬理学会 公益社団法人日本薬理学会 1,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本水環境学会 公益社団法人日本水環境学会 1,100,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人プラズマ・核融合学会
一般社団法人プラズマ・核融合学
会

1,100,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人都市住宅学会 社団法人都市住宅学会 1,300,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人高分子学会 公益社団法人高分子学会 1,300,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本植物学会 公益社団法人日本植物学会 1,300,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管
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文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益社団法人応用物理学会 公益社団法人応用物理学会 1,400,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本伝熱学会 公益社団法人日本伝熱学会 1,400,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本建築学会 一般社団法人日本建築学会 1,400,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本動物学会 公益社団法人日本動物学会 1,400,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本獣医師会 公益社団法人日本獣医師会 1,400,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益社団法人日本放射線技術学会 公益社団法人日本放射線技術学会 3,900,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人物理探査学会 一般社団法人物理探査学会 4,400,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益社団法人応用物理学会 公益社団法人応用物理学会 6,400,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本表面科学会 公益社団法人日本表面科学会 7,900,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益財団法人 徳川黎明会 公益財団法人徳川黎明会 8,100,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公財 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本航空宇宙学会 一般社団法人日本航空宇宙学会 8,300,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人映像情報メディア学会
一般社団法人映像情報メディア学
会

9,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

財団法人 労働科学研究所 公益財団法人労働科学研究所 13,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特財 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

財団法人 国際高等研究所 財団法人国際高等研究所 15,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特財 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

財団法人 山階鳥類研究所 公益財団法人山階鳥類研究所 56,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特財 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

財団法人 東洋文庫 財団法人東洋文庫 110,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特財 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益財団法人 実験動物中央研究
所

公益財団法人実験動物中央研究所 120,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公財 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

公益財団法人 がん研究会 公益財団法人がん研究会 287,300,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 公財 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本物理学会 一般社団法人日本物理学会 700,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

社団法人日本畜産学会 社団法人日本畜産学会 1,400,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特社 国所管

文部科学省
科学研究費助成事業（科学研究費補
助金）

財団法人 服部植物研究所 財団法人服部植物研究所 7,000,000 一般会計 （目）科学研究費補助金 平成23年6月30日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

社団法人びわこビジターズビュー
ロー

社団法人びわこビジターズビュー
ロー

10,579,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年7月1日 特社 国所管

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

財団法人日本書道教育学会 財団法人日本書道教育学会 624,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年7月1日 特財 国所管

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

公益財団法人徳川黎明会 公益財団法人徳川黎明会 1,282,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年7月1日 公財 国所管

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

公益財団法人日本刀文化振興協会 公益財団法人日本刀文化振興協会 2,059,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年7月1日 公財 国所管

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

財団法人日本書道教育学会 財団法人日本書道教育学会 5,561,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年7月1日 特財 国所管

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

社団法人全日本郷土芸能協会 公益社団法人全日本郷土芸能協会 5,565,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年7月1日 特社 国所管

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

公益財団法人山本能楽堂 公益財団法人山本能楽堂 6,108,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年7月1日 公財 国所管

文部科学省
地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業

社団法人全日本きものコンサルタン
ト協会

社団法人全日本きものコンサルタン
ト協会

9,800,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年7月1日 特社 国所管

文部科学省 国際芸術交流支援事業 公益財団法人サイトウ・キネン財団 公益財団法人サイトウ・キネン財団 54,000,000 一般会計 （目）文化芸術振興費補助金 平成23年7月15日 公財 国所管

文部科学省 文化芸術の海外発信拠点形成事業 公益財団法人セゾン文化財団 公益財団法人セゾン文化財団 5,000,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成23年8月5日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

公益財団法人山本能楽堂 公益財団法人山本能楽堂 3,121,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年8月29日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人筑後川昇開橋観光財団 財団法人筑後川昇開橋観光財団 6,840,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年8月29日 特財 国所管

文部科学省
<イノベーションシステム整備事業>地
域イノベーション戦略支援プログラム
（国際競争力強化地域）

財団法人関西文化学術研究都市推
進機構

公益財団法人関西文化学術研究都
市推進機構

30,943,472 一般会計
（目）地域産学官連携科学技
術振興事業費補助金

平成23年9月1日 特財 国所管

文部科学省

原子力人材育成等推進事業費補助
金（原子力発電所事故時の児童・生
徒の安全確保のためのシステム構
築）

一般財団法人放射線利用振興協会 財団法人放射線利用振興協会 10,736,842 一般会計
（目）原子力人材育成等推進
事業費補助金

平成23年9月14日 特財 国所管

文部科学省

原子力人材育成等推進事業費補助
金（福井の人材育成機能等を活用し
た原子力の安全・国際協力に資する
人材育成）

財団法人若狭湾エネルギー研究セ
ンター

財団法人若狭湾エネルギー研究セ
ンター

25,430,948 一般会計
（目）原子力人材育成等推進
事業費補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

財団法人日本ナショナルトラスト
公益財団法人日本ナショナルトラス
ト

3,000,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年10月7日 特財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

社団法人長唄協会 一般社団法人長唄協会 4,000,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年10月7日 特社 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

社団法人日本奇術協会 公益社団法人日本奇術協会 4,000,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成23年10月7日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

文部科学省
山間地離島へき地等免許状更新講
習開設事業

財団法人全日本私立幼稚園幼児教
育研究機構

財団法人全日本私立幼稚園幼児教
育研究機構

136,000 一般会計
（目）教員講習開設事業費等
補助金

平成23年10月14日 特財 国所管

文部科学省 国際芸術交流支援事業 公益財団法人山本能楽堂 公益財団法人山本能楽堂 11,221,000 一般会計 （目）文化芸術振興費補助金 平成23年11月1日 公財 国所管

文部科学省 国際芸術交流支援事業 公益社団法人落語芸術協会 公益社団法人落語芸術協会 3,100,000 一般会計 （目）文化芸術振興費補助金 平成23年11月2日 公社 国所管

文部科学省

宇宙開発利用の持続的発展のため
の“宇宙状況認識（Space Situational
Awareness：SSA）”に関する国際シン
ポジウム

財団法人日本宇宙フォーラム 財団法人日本宇宙フォーラム 28,000,000 一般会計
（目）科学技術戦略推進費補
助金

平成23年11月2日 特財 国所管

文部科学省 国際芸術交流支援事業 公益財団法人日本舞踊振興財団 公益財団法人日本舞踊振興財団 44,500,000 一般会計 (目)文化芸術振興費補助金 平成24年2月1日 公財 国所管

文部科学省
国宝重要文化財等保存整備費補助
金

公益財団法人徳川ミュージアム 公益財団法人徳川ミュージアム 8,042,000 一般会計
(目)国宝重要文化財等保存
整備費補助金

平成24年2月3日 公財 国所管

文部科学省 保障措置業務交付金交付事業 公益財団法人核物質管理センター 公益財団法人核物質管理センター 2,061,875,000 一般会計 (目）保障措置業務交付金 平成24年3月9日 公財 国所管

厚生労働省 港湾労働者派遣事業等交付金 財団法人港湾労働安定協会 一般財団法人港湾労働安定協会 228,442,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)地域雇用機会創出等対
策費
(目)港湾労働者派遣事業等
交付金

平成23年4月1日 特財 国所管

厚生労働省 産業医学助成費補助金 財団法人産業医学振興財団 公益財団法人産業医学振興財団 5,453,181,000
労働保険特別会

計
（労災勘定）

(項)労働安全衛生対策費
(目)産業医学助成費補助金 平成23年4月1日 特財 国所管

厚生労働省 産業雇用安定センター補助金 財団法人産業雇用安定センター 財団法人産業雇用安定センター 1,994,574,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)地域雇用機会創出等対
策費
(目)産業雇用安定センター補
助金

平成23年4月1日 特財 国所管

厚生労働省 就職安定資金融資事業
社団法人日本労働者信用基金協会 一般社団法人日本労働者信用基金

協会
5,154,911,000

労働保険特別会
計

（雇用勘定）

(項)高齢者等雇用安定・促進
費
(目)雇用開発支援事業費等
補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

厚生労働省 放射線影響研究所補助金 (財)放射線影響研究所 公益財団法人放射線影響研究所 2,031,764,000 一般会計

(項)原爆被爆者等援護対策
費
(目)放射線影響研究所補助
金

平成23年4月7日 特財 国所管

厚生労働省 昭和館運営事業 財団法人 日本遺族会 財団法人日本遺族会 428,546,000 一般会計

（項）遺族及留守家族等援護
費
（目）遺族及留守家族等援護
事務委託費

平成23年4月13日 特財 国所管

厚生労働省 戦傷病者福祉事業 財団法人 日本傷痍軍人会 財団法人日本傷痍軍人会 185,157,000 一般会計

（項）遺族及留守家族等援護
費
（目）遺族及留守家族等援護
事務委託費

平成23年4月14日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
介護労働者雇用改善援助事業等交
付金

(財)介護労働安定センター
財団法人介護労働安定センター 409,546,000

労働保険特別会
計

（雇用勘定）

(項)地域雇用創出等対策費
(目)介護労働者雇用改善援
助事業等交付金

平成23年4月27日 特財 国所管

厚生労働省
介護労働者雇用改善援助事業等交
付金

(財)介護労働安定センター
財団法人介護労働安定センター 1,387,656,000

労働保険特別会
計

（雇用勘定）

(項)職業能力開発強化費
(目)介護労働者雇用改善援
助事業等交付金

平成23年4月27日 特財 国所管

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
（食品の安全確保推進研究推進事
業）

財団法人 公衆衛生振興会
一般財団法人公衆衛生振興会 11,289,000 一般会計

(項)厚生労働科学研究費
(目)厚生労働科学研究費補
助金

平成23年5月10日 特財 国所管

厚生労働省
外国人介護福祉士候補者学習支援
事業

社団法人 国際厚生事業団
社団法人国際厚生事業団 129,268,000 一般会計

(項)社会福祉諸費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年5月11日 特社 国所管

厚生労働省
肝炎ウイルスに関する相談事業等委
託費

財団法人ウイルス肝炎研究財団
公益財団法人ウイルス肝炎研究財
団

6,774,000 一般会計
(項)感染症対策費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年5月12日 特財 国所管

厚生労働省
介護保険事業費補助金（介護サービ
ス情報の公表制度支援事業分）

社団法人シルバーサービス振興会
一般社団法人シルバーサービス振
興会

95,882,000 一般会計
(項)介護保険制度運営推進
費
(目)介護保険事業費補助金

平成23年5月13日 特社 国所管

厚生労働省
労災診療被災労働者援護事業費補
助金

財団法人労災保険情報センター 財団法人労災保険情報センター 4,095,241,000
労働保険特別会

計
（労災勘定）

(項)社会復帰促進等事業費
(目)身体障害者等福祉対策
事業費補助金

平成23年5月13日 特財 国所管

厚生労働省
血液確保事業等補助金（エイズ発症
予防に資するための血液製剤による
ＨＩＶ感染者の調査研究等事業費）

(財)友愛福祉財団 財団法人友愛福祉財団 505,786,000 一般会計
(項)血液製剤対策費
(目)血液確保事業等補助金 平成23年5月16日 特財 国所管

厚生労働省
予防接種健康被害者保健福祉相談
事業費補助金

公益財団法人予防接種リサーチセ
ンター

公益財団法人予防接種リサーチセ
ンター

38,773,000 一般会計
(項)感染症対策費
(目)予防接種対策費補助金

平成23年5月18日 公財 国所管

厚生労働省 予防接種従事者研修事業委託費
公益財団法人予防接種リサーチセ
ンター

公益財団法人予防接種リサーチセ
ンター

2,986,000 一般会計
(項)感染症対策費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年5月18日 公財 国所管

厚生労働省 就職促進資金貸付事業 社団法人日本労働者信用基金協会
一般社団法人日本労働者信用基金
協会

3,250,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)高齢者等雇用安定・促進
費
(目)雇用開発支援事業費等
補助金

平成23年5月20日 特社 国所管

厚生労働省
アレルギー相談センター事業費補助
金

(財)日本予防医学協会 財団法人日本予防医学協会 10,000,000 一般会計
(項)特定疾患等対策費
(目)難病等情報提供事業費
補助金

平成23年5月24日 特財 国所管

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金（地球規
模保健課題推進研究推進事業（国際
医学協力研究推進事業））

財団法人 日米医学医療交流財団
公益財団法人日米医学医療交流財
団

8,534,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究費
(目)厚生労働科学研究費補
助金

平成23年5月24日 特財 国所管

厚生労働省
障害者対策総合研究事業（感覚器障
害戦略研究事業）

公益財団法人 テクノエイド協会 公益財団法人テクノエイド協会 54,000,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究費
(目)厚生労働科学研究費補
助金

平成23年5月25日 公財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
障害者対策総合研究推進事業（身
体・知的等障害分野）

公益財団法人 日本障害者リハビリ
テーション協会

公益財団法人日本障害者リハビリ
テーション協会

8,074,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究費
(目)厚生労働科学研究費補
助金

平成23年5月25日 公財 国所管

厚生労働省
障害者対策総合研究推進事業（感覚
器障害分野）

公益財団法人 日本障害者リハビリ
テーション協会

公益財団法人日本障害者リハビリ
テーション協会

13,673,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究費
(目)厚生労働科学研究費補
助金

平成23年5月26日 公財 国所管

厚生労働省
医薬品レギュラトリーサイエンス推進
事業

財団法人日米医学医療交流財団
公益財団法人日米医学医療交流財
団

15,087,000 一般会計
（項）厚生労働科学研究費
（目）厚生労働科学研究費補
助金

平成23年5月27日 特財 国所管

厚生労働省 全国老人クラブ連合会助成費 財団法人 全国老人クラブ連合会 財団法人全国老人クラブ連合会 8,856,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)高齢者社会活動支援事
業費補助金

平成23年5月31日 特財 国所管

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
（長寿科学総合研究推進事業）

公益財団法人 長寿科学振興財団
理事長 祖父江 逸郎

公益財団法人長寿科学振興財団 32,963,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究費
(目)厚生労働科学研究費補
助金

平成23年6月3日 公財 国所管

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
（認知症対策総合研究推進事業）

公益財団法人 長寿科学振興財団
理事長 祖父江 逸郎

公益財団法人長寿科学振興財団 26,095,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究費
(目)厚生労働科学研究費補
助金

平成23年6月3日 公財 国所管

厚生労働省
就職安定資金融資（長期失業者分）

社団法人日本労働者信用基金協会
一般社団法人日本労働者信用基金
協会

716,037,000 一般会計

(項)高齢者等雇用安定・促進
費
(目)高年齢者就業機会確保
事業費等補助金

平成23年6月8日 特社 国所管

厚生労働省
技能者育成資金貸付事業

社団法人日本労働者信用基金協会
一般社団法人日本労働者信用基金
協会

27,240,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)職業能力開発強化費
(目)雇用開発支援事業費等
補助金

平成23年6月10日 特社 国所管

厚生労働省
産科医療補償制度運営事業

公益財団法人日本医療機能評価機
構

公益財団法人日本医療機能評価機
構

80,237,000 一般会計
(項)医療安全確保推進費
(目)医療施設運営費等補助
金

平成23年6月13日 公財 国所管

厚生労働省 児童館巡回支援活動等事業費
財団法人児童育成協会

財団法人児童育成協会 417,415,000
年金特別会計

児童手当及び子
ども手当勘定

(項)児童育成事業費
(目)児童育成事業費補助金

平成23年6月13日 特財 国所管

厚生労働省
疾病の重症化予防のための食事指
導活動拠点整備事業委託費

社団法人 日本栄養士会
公益社団法人日本栄養士会 19,109,000 一般会計

(項)健康増進対策費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年6月14日 特社 国所管

厚生労働省
ベビーシッター研修事業 社団法人全国ベビーシッター協会 公益社団法人全国保育サービス協

会
41,197,000

年金特別会計
児童手当及び子

ども手当勘定

(項)児童育成事業費
(目)児童育成事業費補助金

平成23年6月15日 特社 国所管

厚生労働省
高年齢者就業機会確保事業

社団法人 全国シルバー人材セン
ター事業協会

公益社団法人全国シルバー人材セ
ンター事業協会

71,664,000 一般会計
(項)高齢者雇用安定・促進費
(目)高年齢者就業機会確保
事業費等補助金

平成23年6月15日 特社 国所管

厚生労働省
身体障害者体育等振興費補助金

公益財団法人 日本障害者スポー
ツ協会

公益財団法人日本障害者スポーツ
協会

506,731,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)身体障害者体育等振興
費補助金

平成23年6月16日 公財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
視覚障害者用図書事業等委託費
（福祉機器開発普及等事業）

公益財団法人 テクノエイド協会
公益財団法人テクノエイド協会 10,058,000

一般会計

(項)障害保健福祉費
(目)身体障害者福祉促進事
業委託費

平成23年6月21日 公財 国所管

厚生労働省
船員雇用促進対策事業費補助金

財団法人日本船員福利雇用促進セ
ンター

財団法人日本船員福利厚生基金財
団

136,850,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)地域雇用機会創出等対
策費
(目)船員雇用促進対策事業
費補助金

平成23年6月30日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

公益社団法人 認知症の人と家族
の会

公益社団法人認知症の人と家族の
会

757,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年7月1日 公社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

公益社団法人全国老人福祉施設協
議会

公益社団法人全国老人福祉施設協
議会

19,433,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年7月1日 公社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 日本公衆衛生協会
一般財団法人日本公衆衛生協会 1,000,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年7月1日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 日本訪問看護振興財団
公益財団法人日本訪問看護財団 518,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年7月1日 特財 国所管

厚生労働省
遺骨帰還等事業

公益財団法人大東亜戦争全戦没者
慰霊団体協議会

公益財団法人大東亜戦争全戦没者
慰霊団体協議会

9,671,000 一般会計
(項)戦没者慰霊事業費
(目)遺骨帰還等派遣費補助
金

平成23年7月4日 公財 国所管

厚生労働省
遺骨帰還等事業 財団法人 日本遺族会

財団法人日本遺族会 303,541,000 一般会計
(項)戦没者慰霊事業費
(目)遺骨帰還等派遣費補助
金

平成23年7月4日 特財 国所管

厚生労働省
テクノエイド協会事業費補助金

公益財団法人テクノエイド協会 公益財団法人テクノエイド協会 31,297,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)高齢者社会活動支援事
業費補助金

平成23年7月8日 公財 国所管

厚生労働省
難病情報センター事業費補助金

公益財団法人難病医学研究財団 公益財団法人難病医学研究財団 27,142,000 一般会計
(項)特定疾患等対策費
(目)難病等情報提供事業費
補助金

平成23年7月12日 公財 国所管

厚生労働省 薬局ヒヤリ・ハット事例収集等事業
公益財団法人日本医療機能評価機
構

公益財団法人日本医療機能評価機
構

37,664,000 一般会計
(項)医薬品適正使用推進費
(目)医療施設運営費等補助
金

平成23年7月12日 公財 国所管

厚生労働省
がん総合相談に携わる者に対する研
修プログラム策定事業

公益財団法人 日本対がん協会 公益財団法人日本対がん協会 48,717,000 一般会計
(項)健康増進対策費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年7月15日 公財 国所管

厚生労働省
平成２３年度アジア開発途上雇用・労
働支援事業費補助金

財団法人国際労働財団 公益財団法人国際労働財団 57,712,000 一般会計
(項)国際協力費
(目)政府開発援助アジア労
働技術協力費等補助金

平成23年7月15日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省 高度情報通信福祉事業費
公益財団法人 日本障害者リハビリ
テーション協会

公益財団法人日本障害者リハビリ
テーション協会

89,721,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)身体障害者福祉費補助
金

平成23年7月29日 公財 国所管

厚生労働省
社会福祉士実習・演習担当教員講習
会事業

社団法人 日本社会福祉士養成校
協会

社団法人日本社会福祉士養成校協
会

2,134,000 一般会計
(項)社会福祉諸費
(目)民間社会福祉事業助成
費補助金

平成23年7月29日 特社 国所管

厚生労働省 医療事故情報収集等事業
公益財団法人日本医療機能評価機
構

公益財団法人日本医療機能評価機
構

87,922,000 一般会計

(項)医療安全確保推進費
(目)医療施設運営費等補助
金

平成23年8月3日 公財 国所管

厚生労働省
中小企業最低賃金引上げ支援対策
費補助金（業種別中小企業団体助成
金）

社団法人日本外食品卸協会
社団法人日本外食品卸協会 8,967,000 一般会計

(項)中小企業最低賃金引上
げ支援対策費
(目)中小企業最低賃金引上
げ支援対策費補助金

平成23年8月8日 特社 国所管

厚生労働省
視覚障害者用図書事業等委託費
（全国障害者総合福祉センター運営
事業）

公益財団法人 日本障害者リハビリ
テーション協会

公益財団法人日本障害者リハビリ
テーション協会

94,376,000

一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)身体障害者福祉促進事
業委託費

平成23年8月9日 公財 国所管

厚生労働省
医薬品等健康被害対策事業費補助
金

(財)友愛福祉財団
財団法人友愛福祉財団 96,281,000

一般会計
(項)医薬品安全対策等推進
費
(目)医薬品等健康被害対策
事業費補助金

平成23年8月10日 特財 国所管

厚生労働省
介護福祉士養成実習施設実習指導
者特別研修事業

社団法人 日本介護福祉士会
社団法人日本介護福祉士会 14,376,000

一般会計
(項)社会福祉諸費
(目)民間社会福祉事業助成
費補助金

平成23年8月10日 特社 国所管

厚生労働省
介護教員講習会事業

社団法人 日本介護福祉士養成施
設協会

社団法人日本介護福祉士養成施設
協会

8,602,000

一般会計
(項)社会福祉諸費
(目)民間社会福祉事業助成
費補助金

平成23年8月12日 特社 国所管

厚生労働省
子育て支援サービス事業費等

財団法人こども未来財団 財団法人こども未来財団 970,783,000
年金特別会計

児童手当及び子
ども手当勘定

(項)児童育成事業費
(目)児童育成事業費補助金

平成23年8月12日 特財 国所管

厚生労働省
社会福祉士養成実習施設実習指導
者特別研修事業

社団法人 日本社会福祉士会 社団法人日本社会福祉士会 16,464,000 一般会計
(項)社会福祉諸費
(目)民間社会福祉事業助成
費補助金

平成23年8月12日 特社 国所管

厚生労働省
地域保健総合推進事業

財団法人 日本公衆衛生協会 一般財団法人日本公衆衛生協会 170,178,000 一般会計
(項)地域保健対策費
(目)地域保健活動推進費補
助金

平成23年8月12日 特財 国所管

厚生労働省
外国人介護福祉士候補者受入支援
事業 社団法人 国際厚生事業団 社団法人国際厚生事業団 57,232,000 一般会計

(項)社会福祉諸費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年8月15日 特社 国所管

厚生労働省
外国人看護師・介護福祉士受入支援
事業 社団法人国際厚生事業団 社団法人国際厚生事業団 50,869,000 一般会計

(項)医療従事者資質向上対
策費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年8月15日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
外国人看護師・介護福祉士就労研修
雇用管理指導事業 社団法人国際厚生事業団 社団法人国際厚生事業団 45,851,000 一般会計

(項)高齢者等雇用安定・促進
費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年8月15日 特社 国所管

厚生労働省
外国人看護師候補者学習支援事業

社団法人国際厚生事業団 社団法人国際厚生事業団 116,894,000 一般会計

(項)医療従事者資質向上対
策費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年8月15日 特社 国所管

厚生労働省
中毒情報基盤整備事業

財団法人日本中毒情報センター
公益財団法人日本中毒情報セン
ター

14,770,000 一般会計

(項)医療提供体制確保対策
費
(目)中毒情報基盤整備事業
費補助金

平成23年8月16日 特財 国所管

厚生労働省
結核研究所補助金

(公財)結核予防会 公益財団法人結核予防会 456,884,000 一般会計
(項)感染症対策費
(目)結核研究所補助金

平成23年8月22日 公財 国所管

厚生労働省
結核研究所補助金

(公財)結核予防会 公益財団法人結核予防会 15,800,000 一般会計
(項)感染症対策費
(目)政府開発援助結核研究
所補助金

平成23年8月22日

公財 国所管

厚生労働省
歯科関係者講習会委託費 社団法人日本歯科医師会

社団法人日本歯科医師会 16,178,000 一般会計

(項)医療従事者資質向上対
策費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年8月24日 特社 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師）

社団法人全国社会保険協会連合会

社団法人全国社会保険協会連合会

137,584,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年8月24日 特社 国所管

厚生労働省
後期高齢者医療制度関係業務事業
費補助金 社団法人国民健康保険中央会 公益社団法人国民健康保険中央会 1,103,670,000 一般会計

(項)医療保険給付諸費
(目)後期高齢者医療制度関
係業務事業費補助金

平成23年8月30日 特社 国所管

厚生労働省
里親促進事業

財団法人全国里親会 公益財団法人全国里親会 13,858,000
年金特別会計

児童手当及び子
ども手当勘定

(項)児童育成事業費
(目)児童育成事業費補助金

平成23年9月1日 特財 国所管

厚生労働省
介護保険事業費補助金

社団法人国民健康保険中央会 公益社団法人国民健康保険中央会
1,099,186,000(当初)

 1,506,867,000(変更)
一般会計

(項)介護保険制度運営推進
費
(目)介護保険事業費補助金

 平成23年9月2日(当初)
H24年2月15日(変更)

特社 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師）

公益社団法人地域医療振興協会 公益社団法人地域医療振興協会 2,462,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月9日 公財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師）

財団法人厚生年金事業振興団 財団法人厚生年金事業振興団 24,083,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月9日 特財 国所管

厚生労働省
保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金 公益社団法人地域医療振興協会 公益社団法人地域医療振興協会 4,596,000 一般会計

(項)保健衛生施設整備費
(目)保健衛生施設等施設整
備費補助金

平成23年9月12日 公社 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師）

社団法人日本海員掖済会 社団法人日本海員掖済会 25,383,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月16日 特社 国所管

厚生労働省
国民健康保険団体連合会等
補助金

社団法人国民健康保険中央会
公益社団法人国民健康保険中央会 1,558,610,000 一般会計

(項)医療保険給付諸費
(目)国民健康保険団体連合
会等補助金

平成23年9月27日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
中央ナースセンター事業 公益社団法人日本看護協会

公益社団法人日本看護協会 114,028,000 一般会計

(項)医療従事者等確保対策
費
(目)医療関係者研修費等補
助金

平成23年9月29日 公社 国所管

厚生労働省
優良児童劇巡回事業等補助金 財団法人児童健全育成推進財団

財団法人児童健全育成推進財団 175,281,000
年金特別会計

児童手当及び子
ども手当勘定

(項)児童育成事業費
(目)児童育成事業費補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 公益財団法人がん研究会

公益財団法人がん研究会 3,697,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 公財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 公益社団法人地域医療振興協会

公益社団法人地域医療振興協会 37,829,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 公社 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師）

財団法人ライフ・エクステンション研
究所

公益財団法人ライフ・エクステンショ
ン研究所

4,728,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 財団法人厚生年金事業振興団

財団法人厚生年金事業振興団 16,595,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 財団法人厚生年金事業振興団

財団法人厚生年金事業振興団 15,726,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 財団法人船員保険会

財団法人船員保険会 2,989,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 財団法人船員保険会

財団法人船員保険会 2,042,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 財団法人天理よろづ相談所

公益財団法人天理よろづ相談所 20,790,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 公財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 財団法人田附興風会

公益財団法人田附興風会 23,408,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 公財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 財団法人日産厚生会

財団法人日産厚生会 2,989,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（医師） 財団法人博慈会

財団法人博慈会 2,281,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成23年9月30日 特財 国所管

厚生労働省
保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金

財団法人脳血管研究所
公益財団法人脳血管研究所 2,457,000 一般会計

(項)地域保健対策費
(目)保健衛生施設等設備整
備費補助金

平成23年10月3日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金

社団法人全国社会保険協会連合会

社団法人全国社会保険協会連合会

14,221,000 一般会計
(項)地域保健対策費
(目)保健衛生施設等設備整
備費補助金

平成23年10月11日 特社 国所管

厚生労働省
実践的な予防活動支援事業 財団法人 日本食生活協会

一般財団法人日本食生活協会 60,000,000 一般会計
(項)健康増進対策費
(目)疾病予防対策事業費等
補助金

平成23年10月14日 特財 国所管

厚生労働省
移植対策（造血幹細胞）事業費補助
金

財団法人骨髄移植推進財団
公益財団法人骨髄移植推進財団 451,988,000 一般会計

(項)移植医療推進費
(目)移植対策事業費補助金

平成23年10月17日 特財 国所管

厚生労働省
臓器移植対策事業費補助金 社団法人日本臓器移植ネットワーク

社団法人日本臓器移植ネットワーク 719,374,000 一般会計
(項)移植医療推進費
(目)移植対策事業費補助金

平成23年10月17日 特社 国所管

厚生労働省
育児休業労働者等支援交付金 財団法人21世紀職業財団

財団法人二十一世紀職業財団 1,283,825,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)男女均等雇用対策費
(目)育児休業労働者等支援
交付金

平成23年10月19日 特財 国所管

厚生労働省
女性医師支援センター事業 社団法人日本医師会

社団法人日本医師会 150,172,000 一般会計

(項)医療従事者等確保対策
費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年10月19日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

公益財団法人 ダイヤ高齢社会研
究財団

公益財団法人ダイヤ高齢社会研究
財団

16,198,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 公財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

公益社団法人 全国老人福祉施設
協議会

公益社団法人全国老人福祉施設協
議会

33,065,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 公社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

公益社団法人 日本認知症グルー
プホーム協会

公益社団法人日本認知症グループ
ホーム協会

44,402,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 公社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 骨粗鬆症財団
公益財団法人骨粗鬆症財団 12,800,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 日本公衆衛生協会
一般財団法人日本公衆衛生協会 11,992,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 日本訪問看護振興財団
公益財団法人日本訪問看護財団 45,003,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 雇用問題研究会
社団法人雇用問題研究会 9,793,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 日本作業療法士協会
一般社団法人日本作業療法士協会 23,001,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 日本作業療法士協会
一般社団法人日本作業療法士協会 19,489,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 日本作業療法士協会
一般社団法人日本作業療法士協会 9,921,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 日本福祉用具供給協会
社団法人日本福祉用具供給協会 15,840,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年10月19日 特社 国所管

厚生労働省
短時間労働者雇用管理改善等事業
交付金

財団法人２１世紀職業財団
財団法人二十一世紀職業財団 157,088,000

労働保険特別会
計

（労災勘定）

(項)労働安全衛生対策費
(目)短時間労働者雇用管理
改善等事業交付金

平成23年10月24日 特財 国所管

厚生労働省
短時間労働者雇用管理改善等事業
交付金

財団法人21世紀職業財団
財団法人二十一世紀職業財団 460,679,000

労働保険特別会
計

（雇用勘定）

(項)男女均等雇用対策費
(目)短時間労働者雇用管理
改善等事業交付金

平成23年10月24日 特財 国所管

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業

社団法人日本フィットネス協会 公益社団法人日本フィットネス協会 8,374,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年10月28日 特社 国所管

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業 公益社団法人日本フィランソロピー

協会
公益社団法人日本フィランソロピー
協会

7,676,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年10月28日 公社 国所管

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業

社団法人日本栄養士会 公益社団法人日本栄養士会 7,797,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年10月28日 特社 国所管

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業

社団法人日本精神保健福祉士協会 社団法人日本精神保健福祉士協会 8,624,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年10月28日 特社 国所管

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業

社団法人日本精神保健福祉連盟
公益社団法人日本精神保健福祉連
盟

7,141,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年10月28日 特社 国所管

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業

財団法人日本知的障害者福祉協会 財団法人日本知的障害者福祉協会 6,705,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年10月28日 特財 国所管

厚生労働省
手話通訳者等派遣支援事業委託費

財団法人全日本聾唖連盟 財団法人全日本聾唖連盟 11,640,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)身体障害者福祉促進事
業委託費

平成23年11月1日 特財 国所管

厚生労働省
障害者自立支援給付支払システム事
業費

社団法人国民健康保険中央会
公益社団法人国民健康保険中央会 1,516,758,000 一般会計

(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年11月1日 特社 国所管

17



支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
がん検診従事者研修事業 公益財団法人 日本対がん協会

公益財団法人日本対がん協会 565,000 一般会計
(項)健康増進対策費
(目)疾病予防対策事業費等
補助金

平成23年11月4日 公財 国所管

厚生労働省
がん検診従事者研修事業 社団法人 日本放射線技師会

公益社団法人日本放射線技師会 149,000 一般会計
(項)健康増進対策費
(目)疾病予防対策事業費等
補助金

平成23年11月4日 特社 国所管

厚生労働省
生活衛生関係営業対策事業費補助
金

財団法人全国生活衛生営業指導セ
ンター

財団法人全国生活衛生営業指導セ
ンター

100,549,000 一般会計
(項)生活衛生対策費
(目)生活衛生関係営業対策
事業費補助金

平成23年11月4日 特財 国所管

厚生労働省
地域保健活動普及等委託費 公益社団法人 日本看護協会

公益社団法人日本看護協会 27,528,000 一般会計
(項)地域保健対策費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成23年11月10日 公社 国所管

厚生労働省
求職者支援資金融資事業 社団法人日本労働者信用基金協会 一般社団法人日本労働者信用基金

協会
38,095,000

労働保険特別会
計

（雇用勘定）

(項)就職支援事業費
(目)求職者訓練受講支援補
助金

平成23年12月1日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

公益財団法人 テクノエイド協会
公益財団法人テクノエイド協会 9,600,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 公財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

公益社団法人 成年後見センター・
リーガルサポート

公益社団法人成年後見センター・
リーガルサポート

14,808,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 公社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

公益社団法人 認知症の人と家族
の会

公益社団法人認知症の人と家族の
会

16,407,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 公社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 健康・生きがい開発財団
財団法人健康・生きがい開発財団 17,500,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 高齢者住宅財団
財団法人高齢者住宅財団 24,820,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 全国老人クラブ連合会
財団法人全国老人クラブ連合会 6,400,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 日本老人福祉財団
財団法人日本老人福祉財団 1,731,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 シルバーサービス振興
会

一般社団法人シルバーサービス振
興会

42,860,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 財形福祉協会
社団法人財形福祉協会 9,440,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 生活福祉研究機構
一般社団法人生活福祉研究機構 12,376,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 全国国民健康保険診療
施設協議会

公益社団法人全国国民健康保険診
療施設協議会

67,422,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 全国訪問看護事業協会 一般社団法人全国訪問看護事業協
会

45,000,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 全国老人保健施設協会 公益社団法人全国老人保健施設協
会

45,600,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 日本老年医学会
社団法人日本老年医学会 17,820,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成23年12月1日 特社 国所管

厚生労働省
社会福祉推進事業

公益財団法人 日本障害者リハビリ
テーション協会

公益財団法人日本障害者リハビリ
テーション協会

30,000,000 一般会計
(項)地域福祉推進費
(目)セーフティネット支援対策
等事業費補助金

平成23年12月5日 公財 国所管

厚生労働省
社会福祉推進事業 財団法人健康･生きがい開発財団

財団法人健康・生きがい開発財団 11,372,000 一般会計
(項)地域福祉推進費
(目)セーフティネット支援対策
等事業費補助金

平成23年12月5日 特財 国所管

厚生労働省
社会福祉推進事業 財団法人健康･体力づくり事業財団 公益財団法人健康・体力づくり事業

財団
14,700,000 一般会計

(項)地域福祉推進費
(目)セーフティネット支援対策
等事業費補助金

平成23年12月5日 特財 国所管

厚生労働省
社会福祉推進事業 社団法人 日本社会福祉士会

社団法人日本社会福祉士会 15,255,000 一般会計
(項)地域福祉推進費
(目)セーフティネット支援対策
等事業費補助金

平成23年12月5日 特社 国所管

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業 社団法人日本自閉症協会

社団法人日本自閉症協会 7,724,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年12月6日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業 社団法人日本精神科看護技術協会

社団法人日本精神科看護技術協会 7,120,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年12月6日 特社 国所管

厚生労働省
障害者総合福祉推進事業 社団法人日本精神科病院協会

公益社団法人日本精神科病院協会 5,239,000 一般会計
(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成23年12月6日 特社 国所管

厚生労働省
実践的な予防活動支援事業

公益財団法人 日本レクリエーショ
ン協会

公益財団法人日本レクリエーション
協会

22,232,000 一般会計
(項)健康増進対策費
(目)疾病予防対策事業費等
補助金

平成23年12月14日 公財 国所管

厚生労働省
保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金

公益財団法人田附興風会
公益財団法人田附興風会 1,080,000 一般会計

(項)地域保健対策費
(目)保健衛生施設等設備整
備費補助金

平成23年12月21日 公財 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（歯科医師） 社団法人日本海員掖済会

社団法人日本海員掖済会 428,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成24年1月10日 特社 国所管

厚生労働省
臨床研修費等補助金（歯科医師） 社団法人 全国社会保険協会連合

会
社団法人全国社会保険協会連合会

5,908,000 一般会計
（項）医療従事者資質向上対
策費
（目）臨床研修費等補助金

平成24年1月10日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 健康・生きがい開発財団
財団法人健康・生きがい開発財団 17,400,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成24年1月12日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

財団法人 高齢者住宅財団
財団法人高齢者住宅財団 6,560,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成24年1月12日 特財 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 全国有料老人ホーム協
会 社団法人全国有料老人ホーム協会 14,284,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成24年1月12日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 全日本病院協会
社団法人全日本病院協会 24,987,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成24年1月12日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 日本介護福祉士会
社団法人日本介護福祉士会 23,374,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成24年1月12日 特社 国所管

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 日本社会福祉士会
社団法人日本社会福祉士会 15,733,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成24年1月12日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
老人保健事業推進費等補助金（老人
保健健康増進等事業分）

社団法人 日本理学療法士協会
公益社団法人日本理学療法士協会 20,957,000 一般会計

(項)高齢者日常生活支援等
推進費
(目)老人保健事業推進費等
補助金

平成24年1月12日 特社 国所管

厚生労働省

平成23年度精神保健福祉人材養成
等事業委託費（精神保健福祉士養成
担当職員研修事業）

社団法人日本精神保健福祉士協会
社団法人日本精神保健福祉士協会 19,350,000 一般会計

(項)障害保健福祉費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成24年1月18日 特社 国所管

厚生労働省
災害時情報ネットワークシステム事業
費補助金

社団法人日本透析医会
一般社団法人日本透析医学会 10,975,000 一般会計

(項)東日本大震災復旧・復興
特定疾患等対策費
(目)難病等情報提供事業費
補助金

平成24年1月20日 特社 国所管

厚生労働省
死亡時画像読影技術等向上研修事
業

社団法人日本医師会
社団法人日本医師会 4,233,000 一般会計

(項) 医療安全確保推進費
(目) 衛生関係指導者養成
等委託費

平成24年1月30日 特社 国所管

厚生労働省

東日本大震災復旧・復興に係る後期
高齢者医療制度関係業務事業費補
助金

社団法人国民健康保険中央会
公益社団法人国民健康保険中央会 633,900,000 一般会計

(項)東日本大震災復旧・復興
医療保険給付諸費
(目)後期高齢者医療制度関
係業務事業費補助金

平成24年2月1日 特社 国所管

厚生労働省
医療施設等災害復旧費補助金（平成
２３年度第３次補正分）

公益社団法人地域医療振興協会
公益社団法人地域医療振興協会 1,160,000 一般会計

(項) 東日本大震災復旧・復
興医療提供体制基盤整備費
(目) 医療施設等災害復旧
費補助金

平成24年2月24日 公社 国所管

厚生労働省
看護職員確保対策特別事業 公益社団法人日本看護協会

公益社団法人日本看護協会 7,890,000 一般会計

(項) 医療従事者等確保対
策費
(目) 医療関係者研修費等
補助金

平成24年2月24日 公社 国所管

厚生労働省
看護職員確保対策特別事業 財団法人国際看護交流協会

公益財団法人国際看護交流協会 4,419,000 一般会計

(項) 医療従事者等確保対
策費
(目) 医療関係者研修費等
補助金

平成24年2月24日 特財 国所管

厚生労働省
看護職員確保対策特別事業 社団法人日本助産師会

社団法人日本助産師会 4,724,000 一般会計

(項) 医療従事者等確保対
策費
(目) 医療関係者研修費等
補助金

平成24年2月24日 特社 国所管

厚生労働省
看護職員資質向上推進事業 公益社団法人日本看護協会

公益社団法人日本看護協会 33,032,000 一般会計

(項)医療従事者資質向上対
策費
(目)医療関係者研修費補助
金

平成24年2月24日 公社 国所管

厚生労働省
高齢者医療制度円滑運営事業費補
助金

社団法人国民健康保険中央会
公益社団法人国民健康保険中央会 605,453,000 一般会計

(項)医療保険給付諸費
(目)高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金

平成24年3月2日 特社 国所管

厚生労働省
精神科訪問看護従事者養成研修事
業

社団法人日本精神科看護技術協会
社団法人日本精神科看護技術協会 6,634,000 一般会計

(項)障害保健福祉費
(目)衛生関係指導者養成等
委託費

平成24年3月7日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

厚生労働省
チーム医療実証事業

財団法人厚生年金事業振興団九州
厚生年金病院 財団法人厚生年金事業振興団 3,264,000 一般会計

(項) 医療提供体制確保対
策費
(目) 衛生関係指導者養成
等委託費

平成24年3月12日 特財 国所管

厚生労働省
チーム医療実証事業

財団法人厚生年金事業振興団大阪
厚生年金病院 財団法人厚生年金事業振興団 8,589,000 一般会計

(項) 医療提供体制確保対
策費
(目) 衛生関係指導者養成
等委託費

平成24年3月12日 特財 国所管

厚生労働省
チーム医療実証事業

財団法人厚生年金事業振興団湯布
院厚生年金病院 財団法人厚生年金事業振興団 4,897,000 一般会計

(項) 医療提供体制確保対
策費
(目) 衛生関係指導者養成
等委託費

平成24年3月12日 特財 国所管

厚生労働省
チーム医療実証事業

財団法人田附興風会医学研究所北
野病院 公益財団法人田附興風会 3,692,000 一般会計

(項) 医療提供体制確保対
策費
(目) 衛生関係指導者養成
等委託費

平成24年3月12日 公財 国所管

厚生労働省
チーム医療実証事業

財団法人脳血管研究所 公益財団法人脳血管研究所 3,264,000 一般会計

(項) 医療提供体制確保対
策費
(目) 衛生関係指導者養成
等委託費

平成24年3月12日 公財 国所管

厚生労働省
医療施設等施設整備費補助金（平成
２３年度３次補正分）

社団法人全国社会保険協会連合会

社団法人全国社会保険協会連合会

48,460,000 一般会計

(項)東日本大震災復旧・復興
医療提供体制基盤整備費
(目)医療施設等施設整備費
補助金

平成24年3月19日 特社 国所管

厚生労働省
医療施設等設備整備費補助金（平成
２３年度３次補正分）

公益社団法人地域医療振興協会
公益社団法人地域医療振興協会 749,000 一般会計

(項) 東日本大震災復旧・復
興医療提供体制基盤整備費
(目) 医療施設等施設整備
費補助金

平成24年3月24日 公社 国所管

厚生労働省
医療施設等設備整備費補助金（平成
２３年度３次補正分）

財団法人博慈会
財団法人博慈会 1,507,000 一般会計

(項) 東日本大震災復旧・復
興医療提供体制基盤整備費
(目) 医療施設等施設整備
費補助金

平成24年3月24日 特財 国所管

厚生労働省
医療施設等設備整備費補助金（平成
２３年度３次補正分）

社団法人全国社会保険協会連合会

社団法人全国社会保険協会連合会

16,168,000 一般会計

(項) 東日本大震災復旧・復
興医療提供体制基盤整備費
(目) 医療施設等施設整備
費補助金

平成24年3月24日 特社 国所管

厚生労働省
医療施設等設備整備費補助金（平成
２３年度３次補正分）

社団法人日本海員掖済会名古屋掖
済会病院 社団法人日本海員掖済会 1,962,000 一般会計

(項) 東日本大震災復旧・復
興医療提供体制基盤整備費
(目) 医療施設等施設整備
費補助金

平成24年3月24日 特社 国所管

厚生労働省
障害者自立支援給付支払システム事
業費

社団法人国民健康保険中央会
公益社団法人国民健康保険中央会 1,368,669,000 一般会計

(項)障害保健福祉費
(目)障害程度区分認定等事
業費補助金

平成24年3月27日 特社 国所管

厚生労働省
生活衛生関係営業対策事業費補助
金

財団法人全国生活衛生営業指導セ
ンター

財団法人全国生活衛生営業指導セ
ンター

28,500,000 一般会計

(項)東日本大震災復旧・復興
生活衛生対策費
(目)生活衛生関係営業対策
事業費補助金

平成24年3月28日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

農林水産省 ６次産業総合推進事業 社団法人食品需給研究センター 社団法人食品需給研究センター 16,410,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月8日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人全国遊漁船業協会
社団法人全国遊漁船業協会
(H24.6.7解散)

8,058,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月21日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 財団法人日本鯨類研究所 財団法人日本鯨類研究所 715,195,000 一般会計 海洋水産資源開発費補助金 平成23年4月28日 特財 国所管

農林水産省 鯨類捕獲調査安定化推進対策事業 財団法人日本鯨類研究所 財団法人日本鯨類研究所 1,800,000,000 一般会計 海洋水産資源開発費補助金 平成23年12月2日 特財 国所管

農林水産省
産地活性化総合対策事業推進費補
助金

財団法人都市農山漁村交流活性化
機構

財団法人都市農山漁村交流活性化
機構

22,660,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年7月1日 特財 国所管

農林水産省
生産資材安全確保推進事業

農薬等安全確保強化対策事業費
農薬の後作物残留調査事業費

社団法人日本植物防疫協会 一般社団法人日本植物防疫協会 1,386,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年8月25日 特社 国所管

農林水産省

生産資材安全確保推進事業
農薬等安全確保強化対策事業費

農薬登録に係る調理加工試験導
入に関する調査事業費

社団法人日本植物防疫協会 一般社団法人日本植物防疫協会 2,960,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年8月25日 特社 国所管

農林水産省
女性・高齢者等活動支援事業のうち
障害者就労支援事業

財団法人農村開発企画委員会 一般財団法人農村開発企画委員会 19,310,000 一般会計 農業経営対策事業費補助金 平成23年5月11日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度食と地域の交流促進対策
交付金

財団法人農村開発企画委員会 一般財団法人農村開発企画委員会 10,000,000 一般会計
都市農村交流等対策推進交
付金

平成23年7月7日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度海外農業農村開発促進
調査等補助金（海外技術協力促進検
討事業[うち日中国際交流事業]）

財団法人農村開発企画委員会 一般財団法人農村開発企画委員会 2,993,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年12月1日 特財 国所管

農林水産省 農業競争力強化対策民間団体事業 社団法人家畜改良事業団 社団法人家畜改良事業団 43,486,000 一般会計
牛肉等関税財源国産畜産
物・食農連携強化対策費補
助金

平成23年6月15日 特社 国所管

農林水産省 家畜改良推進事業 社団法人家畜改良事業団 社団法人家畜改良事業団 9,220,000 一般会計
牛肉等関税財源国産畜産
物・食農連携強化対策費補
助金

平成23年6月17日 特社 国所管

農林水産省 果樹・茶支援対策事業推進費補助金
財団法人中央果実生産出荷安定基
金協会

公益財団法人中央果実協会 6,344,279,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年4月1日
平成24年3月8日

特財 国所管

農林水産省
農業研修支援事業のうち就農促進研
修支援

社団法人国際農業者交流協会 公益社団法人国際農業者交流協会 34,080,000 一般会計 農業経営対策事業費補助金 平成23年6月7日 特社 国所管

農林水産省
品種保護に向けたDNA品種識別技術
確立事業

財団法人日本きのこセンター 財団法人日本きのこセンター 3,132,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月25日 特財 国所管

農林水産省
政府開発援助食料安全保障確立対
策事業費補助金

財団法人海外漁業協力財団 公益財団法人海外漁業協力財団 125,337,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

農林水産省
政府開発援助食料安全保障確立対
策事業費補助金

財団法人海外漁業協力財団 公益財団法人海外漁業協力財団 518,798,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

農林水産省
政府開発援助食料安全保障確立対
策事業費補助金

財団法人海外漁業協力財団 公益財団法人海外漁業協力財団 71,840,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

農林水産省
食品産業品質管理・信頼性向上支援
事業

社団法人日本べんとう振興協会
公益社団法人日本べんとう振興協
会

2,375,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年8月4日 特社 国所管

農林水産省
有害化学物質リスク管理推進事業費

水産物中のダイオキシン類調査事
業費

財団法人日本食品分析センター 財団法人日本食品分析センター 34,533,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年11月4日 特財 国所管

農林水産省

生産資材安全確保推進事業費
飼料安全確保強化対策事業費

飼料中の有害物質等分析法開発
事業費

財団法人日本食品分析センター 財団法人日本食品分析センター 47,700,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年11月4日 特財 国所管

農林水産省

生産資材安全確保推進事業費
飼料安全性確保強化対策事業費

（飼料中の有害物質等の含有糧
実態調査事業費）

財団法人日本食品分析センター 財団法人日本食品分析センター 39,341,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成24年1月6日 特財 国所管

農林水産省
食品産業品質管理・信頼性向上支援
事業

財団法人日本食品分析センター 財団法人日本食品分析センター 10,000,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月25日 特財 国所管

農林水産省
森林づくり国民運動推進事業（地域の
シンボル的な里山や巨樹・古木等の
保全・管理技術の開発）

財団法人日本緑化センター 財団法人日本緑化センター 9,148,000 一般会計 森林整備・保全費補助金 平成23年4月27日 特財 国所管

農林水産省 輸出農産物等放射能検査対応事業 財団法人日本冷凍食品検査協会 財団法人日本冷凍食品検査協会 8,524,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年6月14日 特財 国所管

農林水産省 輸出農産物等放射能検査対応事業 財団法人日本穀物検定協会 一般財団法人日本穀物検定協会 8,829,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年6月14日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度食と地域の交流促進対策
交付金

社団法人全国農協観光協会 社団法人全国農協観光協会 21,500,000 一般会計
都市農村交流等対策推進交
付金

平成23年6月30日 特社 国所管

農林水産省
品種保護に向けたDNA品種識別技術
確立事業

財団法人かずさディー・エヌ・エー研
究所

公益財団法人かずさDNA研究所 5,000,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月25日 特財 国所管

農林水産省
家畜衛生対策事業費

農場生産衛生向上体制整備促進事
業費

社団法人中央畜産会 社団法人中央畜産会 16,294,773 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年6月22日 特社 国所管

農林水産省
家畜衛生対策事業費

家畜生産農場清浄化支援対策事業
費

社団法人中央畜産会 社団法人中央畜産会 39,472,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年7月25日
平成24年2月16日

特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名
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農林水産省 エコフィード緊急増産対策事業 社団法人中央畜産会 社団法人中央畜産会 9,094,000 一般会計
牛肉等関税財源飼料対策費
補助金

平成23年6月22日 特社 国所管

農林水産省
森林づくり国民運動推進事業（緑化等
に対する国民の理解の促進）

公益社団法人国土緑化推進機構 公益社団法人国土緑化推進機構 15,421,000 一般会計 森林整備・保全費補助金 平成23年4月25日 公社 国所管

農林水産省 農林水産技術移転促進事業 社団法人農林水産技術情報協会
社団法人農林水産・食品産業技術
振興協会

42,471,000 一般会計 農林水産試験研究費補助金 平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人全国底曳網漁業連合会
一般社団法人全国底曳網漁業連合
会

11,024,000 一般会計
水産資源回復対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 農山漁村６次産業化対策事業
財団法人食品流通構造改善促進機
構

財団法人食品流通構造改善促進機
構

8,643,638,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成24年3月9日 特財 国所管

農林水産省
農業研修支援事業のうち就農促進研
修支援

財団法人中国四国酪農大学校 財団法人中国四国酪農大学校 18,720,000 一般会計 農業経営対策事業費補助金 平成23年5月19日 特財 国所管

農林水産省
有害化学物質リスク管理推進事業費

水産物中のダイオキシン類調査事
業費

財団法人海洋生物環境研究所 公益財団法人海洋生物環境研究所 26,000,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年10月7日 特財 国所管

農林水産省
育林省力化技術開発促進事業（開発
された育林体系の分析と評価）

社団法人林業機械化協会 一般社団法人林業機械化協会 9,735,000 一般会計 森林整備・保全費補助金 平成23年4月25日 特社 国所管

農林水産省
生産資材安全確保推進事業

農薬等安全確保強化対策事業費
農薬の後作物残留調査事業費

財団法人残留農薬研究所 一般財団法人残留農薬研究所 5,844,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年8月25日 特財 国所管

農林水産省

生産資材安全確保推進事業
農薬等安全確保強化対策事業費

農薬登録に係る調理加工試験導
入に関する調査事業費

財団法人残留農薬研究所 一般財団法人残留農薬研究所 12,988,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年8月25日 特財 国所管

農林水産省
デジタル森林空間情報利用技術開発
事業

株式会社パスコ
社団法人日本森林技術協会

一般社団法人日本森林技術協会 91,300,000 一般会計 森林整備・保全費補助金 平成23年4月21日 特社 国所管

農林水産省
デジタル森林空間情報利用技術開発
事業

株式会社パスコ
アジア航測株式会社
国際航業株式会社
社団法人日本森林技術協会
朝日航洋株式会社

一般社団法人日本森林技術協会 172,493,000 一般会計 森林整備・保全費補助金 平成23年4月25日 特社 国所管

農林水産省

森林環境保全総合対策事業（「世界
遺産の森林」保全推進事業のうち世
界自然遺産地域の森林生態系におけ
る気候変動の影響モニタリング等事
業のうちプログラムの開発等）

社団法人日本森林技術協会 一般社団法人日本森林技術協会 14,162,000 一般会計 森林整備・保全費補助金 平成23年4月18日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名
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農林水産省

森林環境保全総合対策事業（森林の
生物多様性保全推進事業のうち森林
の生物多様性の状態を表す指標の開
発・検証）

社団法人日本森林技術協会 一般社団法人日本森林技術協会 27,000,000 一般会計 森林整備・保全費補助金 平成23年4月21日 特社 国所管

農林水産省
森林環境保全総合対策事業（森林被
害対策事業のうちナラ枯れ被害の総
合的防除技術高度化事業）

社団法人日本森林技術協会 一般社団法人日本森林技術協会 16,496,000 一般会計 森林整備・保全費補助金 平成23年4月27日 特社 国所管

農林水産省
農業研修支援事業のうち就農促進研
修支援

社団法人日本国民高等学校協会 社団法人日本国民高等学校協会 24,000,000 一般会計 農業経営対策事業費補助金
平成23年5月25日
平成24年3月6日

特社 国所管

農林水産省
都市農村交流等対策整備交付金（食
と地域振興整備対策）

社団法人日本国民高等学校協会 社団法人日本国民高等学校協会 9,493,000 一般会計
都市農村交流等対策整備交
付金

平成24年3月30日 特社 国所管

農林水産省
食品産業品質管理・信頼性向上支援
事業

社団法人日本弁当サービス協会
一般社団法人日本弁当サービス協
会

3,458,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月28日 特社 国所管

農林水産省
産地活性化総合対策事業推進費補
助金

財団法人日本水土総合研究所 一般財団法人日本水土総合研究所 5,783,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年12月6日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度汎用化水田機能再生支
援事業補助金

財団法人日本水土総合研究所 一般財団法人日本水土総合研究所 9,000,000 一般会計 諸土地改良事業費補助 平成23年5月16日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度炭素貯留関連基盤整備
実験事業補助金

財団法人日本水土総合研究所 一般財団法人日本水土総合研究所 18,000,000 一般会計 諸土地改良事業費補助 平成23年7月28日 特財 国所管

農林水産省

平成23年度海外農業農村開発促進
調査等補助金（海外技術協力促進検
討事業（農民参加型水管理制度構築
検討調査事業））

財団法人日本水土総合研究所 一般財団法人日本水土総合研究所 22,019,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年5月20日 特財 国所管

農林水産省

平成23年度海外農業農村開発促進
調査等補助金（海外技術協力促進検
討事業（水田農業普及促進パート
ナーシップ検討調査事業））

財団法人日本水土総合研究所 一般財団法人日本水土総合研究所 18,000,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年5月20日 特財 国所管

26



支出元府省 事業名
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農林水産省

平成23年度海外農業農村開発促進
調査等補助金（海外農業農村地球環
境問題等調査事業（農村・灌漑施設
温暖化適応策検討調査））

財団法人日本水土総合研究所 一般財団法人日本水土総合研究所 87,300,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年5月20日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度海外農業農村開発促進
調査等補助金（海外技術協力促進検
討事業（情報提供・収集））

財団法人日本水土総合研究所 一般財団法人日本水土総合研究所 13,094,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年8月26日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度海外農業農村開発促進
調査等補助金（海外技術協力促進検
討事業（国際交流））

財団法人日本水土総合研究所 一般財団法人日本水土総合研究所 14,381,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年8月26日 特財 国所管

農林水産省 国際漁業振興協力事業費補助金 社団法人マリノフォーラム２１ 一般社団法人マリノフォーラム２１ 32,195,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人マリノフォーラム２１ 一般社団法人マリノフォーラム２１ 117,450,000 一般会計
水産資源回復対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人マリノフォーラム２１ 一般社団法人マリノフォーラム２１ 23,520,000 一般会計
水産資源回復対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人マリノフォーラム２１ 一般社団法人マリノフォーラム２１ 3,000,000 一般会計
水産資源回復対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人マリノフォーラム２１ 一般社団法人マリノフォーラム２１ 25,217,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 ６次産業総合推進事業 財団法人食の安全・安心財団 財団法人食の安全・安心財団 13,272,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年8月15日 特財 国所管

農林水産省
食品産業品質管理・信頼性向上支援
事業

財団法人食の安全・安心財団 財団法人食の安全・安心財団 11,000,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年8月8日 特財 国所管
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農林水産省 東アジア食品産業海外展開支援事業 財団法人海外技術者研修協会 財団法人海外産業人材育成協会 11,000,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月7日 特財 国所管

農林水産省
紛争復興支援のための農民リーダー
研修事業

社団法人国際農林業協働協会 社団法人国際農林業協働協会 24,995,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年7月27日 特社 国所管

農林水産省
アフリカ等農業・農民組織活性化支援
事業（アジア）

社団法人国際農林業協働協会 社団法人国際農林業協働協会 9,000,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年7月27日 特社 国所管

農林水産省 緊急食糧支援事業 社団法人国際農林業協働協会 社団法人国際農林業協働協会 3,532,871,364 一般会計 緊急食糧支援事業費補助金 平成23年5月13日 特社 国所管

農林水産省
国際林業協力事業（森林・水環境保
全のための実証活動支援事業）

財団法人国際緑化推進センター
公益財団法人国際緑化推進セン
ター

9,249,000 一般会計
政府開発援助国際林業協力
事業費補助金

平成23年4月14日 特財 国所管

農林水産省
国際林業協力事業（途上国森づくり事
業（海外森林保全参加支援））

財団法人国際緑化推進センター
公益財団法人国際緑化推進セン
ター

35,644,000 一般会計
政府開発援助国際林業協力
事業費補助金

平成23年4月19日 特財 国所管

農林水産省
国際林業協力事業（途上国森づくり事
業（開発地植生回復支援））

財団法人国際緑化推進センター
公益財団法人国際緑化推進セン
ター

31,900,000 一般会計
政府開発援助国際林業協力
事業費補助金

平成23年4月19日 特財 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人漁業信用基金中央会 一般社団法人漁業信用基金中央会 38,674,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月20日 特社 国所管

農林水産省 中小漁業関連資金融通円滑化事業 社団法人漁業信用基金中央会 一般社団法人漁業信用基金中央会 14,035,260 一般会計
中小漁業関連資金融通円滑
化事業費補助金

平成24年3月6日 特社 国所管

農林水産省 漁業運転資金融通円滑化対策事業 社団法人漁業信用基金中央会 一般社団法人漁業信用基金中央会 981,815 一般会計
中小漁業関連資金融通円滑
化事業費補助金

平成24年3月6日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

農林水産省
農業研修支援事業のうち就農促進研
修支援

財団法人農村更生協会 公益財団法人農村更生協会 28,800,000 一般会計 農業経営対策事業費補助金 平成23年5月10日 特財 国所管

農林水産省
産地活性化総合対策事業推進費補
助金

社団法人全国農業改良普及支援協
会

社団法人全国農業改良普及支援協
会

15,184,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年7月4日 特社 国所管

農林水産省
産地活性化総合対策事業推進費補
助金

社団法人全国農業改良普及支援協
会

社団法人全国農業改良普及支援協
会

55,108,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年7月4日 特社 国所管

農林水産省
生産環境総合対策事業推進費補助
金

財団法人日本土壌協会 一般財団法人日本土壌協会 24,286,000 一般会計
環境保全型農業生産対策事
業費補助金

平成23年6月24日 特財 国所管

農林水産省
農山漁村振興緊急対策利子助成金
等交付事業

財団法人農林水産長期金融協会 財団法人農林水産長期金融協会 9,197,883,000 一般会計
農業経営金融支援対策費補
助金

平成23年4月1日 特財 国所管

農林水産省
農業経営基盤強化資金利子助成金
等交付事業

財団法人農林水産長期金融協会 財団法人農林水産長期金融協会 855,422,000 一般会計
農業経営金融支援対策費補
助金

平成23年4月1日 特財 国所管

農林水産省
農業経営復旧対策利子助成金交付
事業

財団法人農林水産長期金融協会 財団法人農林水産長期金融協会 444,000,000 一般会計
農業経営金融支援対策費補
助金

平成23年5月2日 特財 国所管

農林水産省
農業経営復旧・復興対策利子助成金
交付事業

財団法人農林水産長期金融協会 財団法人農林水産長期金融協会 444,000,000 一般会計
農業経営金融支援対策費補
助金

平成23年11月21日 特財 国所管

農林水産省
鶏卵生産者経営安定対策事業費補
助金

社団法人日本養鶏協会 社団法人日本養鶏協会 5,189,340,999 一般会計 鶏卵価格安定対策費補助金 平成23年6月15日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金
社団法人漁業情報サービスセン
ター

社団法人漁業情報サービスセン
ター

25,987,000 一般会計 海洋水産資源開発費補助金 平成23年4月1日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金
社団法人漁業情報サービスセン
ター

社団法人漁業情報サービスセン
ター

61,068,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 配合飼料価格安定対策事業 社団法人配合飼料供給安定機構 社団法人配合飼料供給安定機構 9,700,000,000 一般会計
配合飼料価格安定対策費補
助金

平成24年2月6日 特社 国所管

農林水産省 飼料穀物備蓄対策事業費補助金 社団法人配合飼料供給安定機構 社団法人配合飼料供給安定機構 97,925,000 一般会計
牛肉等関税財源飼料対策費
補助金

平成23年8月31日 特社 国所管

農林水産省 食品産業環境対策支援事業 社団法人日本有機資源協会 一般社団法人日本有機資源協会 39,995,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月8日 特社 国所管

農林水産省

生産資材安全確保推進事業
農薬等安全確保強化対策事業費

農薬の家畜体内移行に伴う残留
確認調査事業費

社団法人日本科学飼料協会 社団法人日本科学飼料協会 24,718,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年8月25日 特社 国所管

農林水産省

生産資材安全確保推進事業
生産資材安全確保強化緊急対策事

業費
飼料中の有害物質等の含有量実

態調査事業費費

社団法人日本科学飼料協会 社団法人日本科学飼料協会 20,000,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年9月14日 特社 国所管

農林水産省

畜産安全対策事業費
循環資源等利用飼料安全確保対策

事業費
循環資源等利用飼料安全確保対

策事業費

社団法人日本科学飼料協会 社団法人日本科学飼料協会 5,591,000 一般会計
食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

平成23年11月22日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人全日本釣り団体協議会 社団法人全日本釣り団体協議会 6,588,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月21日 特社 国所管

農林水産省 農地売買円滑化事業 社団法人全国農地保有合理化協会 社団法人全国農地保有合理化協会 43,751,000 一般会計
農地保有合理化対策事業補
助金

平成23年4月25日
平成23年12月21日

特社 国所管

農林水産省 農地保有合理化促進事業費 社団法人全国農地保有合理化協会 社団法人全国農地保有合理化協会 457,703,000
食料安定供給特

別会計
農地保有合理化促進対策費
補助金

平成23年4月15日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人全国海水養魚協会 社団法人全国海水養魚協会 4,000,000 一般会計
水産資源回復対策事業費補
助金

平成23年4月28日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 財団法人漁港漁場漁村技術研究所 財団法人漁港漁場漁村技術研究所 13,746,000 一般会計
水産資源回復対策事業費補
助金

平成23年4月20日 特財 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 財団法人漁港漁場漁村技術研究所 財団法人漁港漁場漁村技術研究所 12,514,000 一般会計
水産物加工・流通等対策事
業費補助金

平成23年4月20日 特財 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 財団法人魚価安定基金 財団法人魚価安定基金 369,348,000 一般会計
水産物加工・流通等対策事
業費補助金

平成23年4月6日 特財 国所管

農林水産省 農林水産顕彰等普及費補助金 財団法人日本農林漁業振興会 財団法人日本農林漁業振興会 36,129,000 一般会計
農林水産調査研究普及費補
助金

平成23年6月28日 特財 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人海洋水産システム協会 社団法人海洋水産システム協会 2,375,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人海洋水産システム協会 社団法人海洋水産システム協会 95,188,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人海洋水産システム協会 社団法人海洋水産システム協会 53,283,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人海洋水産システム協会 社団法人海洋水産システム協会 16,686,000 一般会計
水産物加工・流通等対策事
業費補助金

平成23年8月1日 特社 国所管

農林水産省 ６次産業総合推進事業 財団法人食品産業センター 財団法人食品産業センター 15,479,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月1日
平成23年7月20日

特財 国所管

31



支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

農林水産省
食品産業品質管理・信頼性向上支援
事業

財団法人食品産業センター 財団法人食品産業センター 28,235,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月21日 特財 国所管

農林水産省 東アジア食品産業海外展開支援事業 財団法人食品産業センター 財団法人食品産業センター 39,421,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年7月1日 特財 国所管

農林水産省
国産農畜産物・食農連携強化対策事
業推進費補助金

社団法人日本酪農乳業協会 社団法人日本酪農乳業協会 15,091,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年5月30日 特社 国所管

農林水産省
産地活性化総合対策事業推進費補
助金

財団法人日本特産農産物協会 財団法人日本特産農産物協会 26,560,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年5月9日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

農林水産省
緑と水の環境技術革命プロジェクト事
業

社団法人地域環境資源センター 社団法人地域環境資源センター 8,715,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年8月30日 特社 国所管

農林水産省 バイオ燃料地域利用モデル実証事業 社団法人地域環境資源センター 社団法人地域環境資源センター 20,029,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策推
進交付金

平成23年7月8日 特社 国所管

農林水産省
ソフトセルロース活用技術確立推進
交付金

社団法人地域環境資源センター 社団法人地域環境資源センター 39,491,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策推
進交付金

平成23年6月8日 特社 国所管

農林水産省

平成23年度優良農地確保・有効利用
対策事業費補助金等（小水力等農業
水利施設利活用促進事業のうち集落
排水資源利活用実証事業（集排汚泥
利活用実証事業））

社団法人地域環境資源センター 社団法人地域環境資源センター 109,960,000 一般会計
農村地域資源等保全推進事
業費補助金

平成23年8月8日 特社 国所管

農林水産省

平成23年度優良農地確保・有効利用
対策事業費補助金等（小水力等農業
水利施設利活用促進事業のうち集落
排水資源利活用実証事業（省エネ技
術導入実証事業））

社団法人地域環境資源センター 社団法人地域環境資源センター 22,560,000 一般会計
農村地域資源等保全推進事
業費補助金

平成23年8月8日 特社 国所管

農林水産省

平成23年度優良農地確保・有効利用
対策事業費補助金等（小水力等農業
水利施設利活用促進事業のうち集落
排水資源利活用実証事業（処理水利
活用実証事業））

社団法人地域環境資源センター 社団法人地域環境資源センター 10,480,000 一般会計
農村地域資源等保全推進事
業費補助金

平成23年8月29日 特社 国所管

農林水産省
農業研修支援事業のうち就農促進研
修支援

財団法人農民教育協会 財団法人農民教育協会 37,440,000 一般会計 農業経営対策事業費補助金 平成23年5月19日 特財 国所管

農林水産省 輸出農産物等放射能検査対応事業 財団法人食品環境検査協会 財団法人食品環境検査協会 7,103,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年12月27日 特財 国所管

農林水産省 ６次産業総合推進事業
社団法人農林水産先端技術産業振
興センター

社団法人農林水産・食品産業技術
振興協会

29,591,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

H23.7.13
H23.10.17

特社 国所管

農林水産省 知的財産戦略・ブランド化総合事業 社団法人農林水産技術情報協会
社団法人農林水産・食品産業技術
振興協会

13,369,000 一般会計
農山漁村６次産業化対策事
業費補助金

平成23年6月27日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人海と渚環境美化推進機構
財団法人海と渚環境美化・油濁対
策機構

19,064,000 一般会計
漁業経営安定対策事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省
生産環境総合対策事業推進費補助
金

財団法人肥料経済研究所 財団法人肥料経済研究所 6,420,000 一般会計
環境保全型農業生産対策事
業費補助金

平成23年7月7日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

農林水産省

平成23年度海外農業農村開発促進
調査等補助金（海外技術協力促進検
討事業（官民連携技術協力促進検討
調査））

社団法人海外農業開発コンサルタ
ンツ協会

社団法人海外農業開発コンサルタ
ンツ協会

22,564,000 一般会計
政府開発援助食料安全保障
確立対策事業費補助金

平成23年8月26日 特社 国所管

農林水産省 水産関係民間団体事業補助金 社団法人自然資源保全協会 社団法人自然資源保全協会 30,494,000 一般会計 漁業協定等実施費補助金 平成23年4月1日 特社 国所管

農林水産省
国産農畜産物・食農連携強化対策事
業推進費補助金

財団法人日本乳業技術協会 財団法人日本乳業技術協会 23,004,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年5月19日 特財 国所管

農林水産省
産地活性化総合対策事業推進費補
助金

社団法人全国農業改良普及支援協
会

社団法人全国農業改良普及支援協
会

2,288,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年7月7日 特社 国所管

農林水産省
産地活性化総合対策事業推進費補
助金

財団法人農民教育協会 財団法人農民教育協会 725,000 一般会計
国産農畜産物・食農連携強
化対策事業費補助金

平成23年7月7日 特財 国所管

農林水産省
女性・高齢者等活動支援事業のうち
農村高齢者の健康支援推進事業

財団法人日本農村医学研究会 財団法人日本農村医学研究会 15,044,000 一般会計 農業経営対策事業費補助金 平成23年5月11日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度食と地域の交流促進対策
交付金

財団法人日本グラウンドワーク協会
一般財団法人日本グラウンドワーク
協会

40,000,000 一般会計
都市農村交流等対策推進交
付金

平成23年6月15日 特財 国所管

農林水産省
平成23年度食と地域の交流促進対策
交付金

社団法人日本食農連携機構 一般社団法人日本食農連携機構 9,954,000 一般会計
都市農村交流等対策推進交
付金

平成23年7月21日 特社 国所管

農林水産省
国際林業協力事業（途上国森づくり事
業（貧困削減のための森づくり支援））

社団法人海外林業コンサルタンツ
協会
財団法人国際緑化推進センター

社団法人海外林業コンサルタンツ
協会
公益財団法人国際緑化推進セン
ター

24,907,000 一般会計
政府開発援助国際林業協力
事業費補助金

平成23年4月19日
特社
特財

国所管

農林水産省
地域材供給倍増事業（木材のトレー
サビリティ制度（合法性、伐採地等の
表示））

社団法人全国木材組合連合会
財団法人林業経済研究所

社団法人全国木材組合連合会

財団法人林業経済研究所
41,000,000 一般会計

林産物供給等振興事業費補
助金

平成23年5月11日
特社
特財

国所管

農林水産省
地域材供給倍増事業（木材の合法性
証明の信頼性向上及び企業等を対象
とした合法木材の普及）

社団法人全国木材組合連合会
財団法人林業経済研究所
ＮＰＯ法人国際環境ＮＧＯ ＦｏＥ Ｊ
ａｐａｎ

社団法人全国木材組合連合会

財団法人林業経済研究所
51,328,000 一般会計

林産物供給等振興事業費補
助金

平成23年5月11日
特社
特財

国所管

経済産業省
平成２３年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（イノベーション基盤
強化事業）

財団法人日本立地センター 財団法人日本立地センター 47,601,035 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年8月1日 特財 国所管

経済産業省 中央アジア地域等貿易投資促進事業 社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 一般社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 22,480,880 一般会計
政府開発援助海外市場調査
等事業費補助金

平成23年4月1日 公社 国所管

経済産業省
中東等産油国投資等促進事業（ロシ
ア）

社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 一般社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 19,500,000
エネルギー対策

特別会計
産油国等連携強化促進事業
費補助金

平成23年4月1日 公社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

経済産業省
ロシア地域貿易投資促進事業（４．極
東・東シベリア）

社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 一般社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 21,100,000 一般会計
海外市場調査等事業費補助
金

平成23年4月1日 公社 国所管

経済産業省 ロシア地域貿易投資促進事業 社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 一般社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 125,824,000 一般会計
海外市場調査等事業費補助
金

平成23年4月1日 公社 国所管

経済産業省 平成23年度交流協会事業費補助金 財団法人交流協会 公益財団法人交流協会 83,710,000 一般会計
海外市場調査等事業費補助
金

平成23年4月1日 公財 国所管

経済産業省
平成23年度海外情報提供等事業費
補助金

財団法人交流協会 公益財団法人交流協会 65,336,000 一般会計
海外経済情報提供等事業費
補助金

平成24年3月21日 公財 国所管

経済産業省 中東等産油国投資等促進事業費 財団法人 中東協力センター 財団法人中東協力センター 378,348,000
エネルギー対策

特別会計
産油国等連携強化促進事業
費補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

経済産業省
平成２３年度日・アセアン経済協力拠
出金

財団法人海外貿易開発協会 財団法人海外産業人材育成協会 89,629,000 一般会計
政府開発援助国際連合工業
開発機関等拠出金

平成23年6月7日 特財 国所管

経済産業省
日韓産業技術協力共同事業体拠出
金

財団法人日韓産業技術協力財団 財団法人日韓産業技術協力財団 149,958,000 一般会計
日韓産業技術協力共同拠出
金

平成23年8月18日 公財 国所管

経済産業省
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留学生受
入推進等事業）

財団法人留学生支援企業協力推進
協会

財団法人留学生支援企業協力推進
協会

10,000,000 一般会計
政府開発援助経済産業人材
育成支援事業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
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専門家派
遣事業費）

財団法人海外貿易開発協会 財団法人海外産業人材育成協会 689,834,000 一般会計
政府開発援助経済産業人材
育成支援事業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
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研修事
業）

財団法人海外技術者研修協会 財団法人海外産業人材育成協会 2,387,094,000 一般会計
政府開発援助経済産業人材
育成支援事業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人食品環境検査協会 財団法人食品環境検査協会 71,000,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年6月22日 特財 国所管

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人日本食品分析センター 財団法人日本食品分析センター 57,000,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年6月22日 特財 国所管

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人日本冷凍食品検査協会 財団法人日本冷凍食品検査協会 39,000,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年6月20日 特財 国所管

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人新日本検定協会 一般財団法人新日本検定協会 88,500,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年6月20日 特財 国所管

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人食品環境検査協会 財団法人食品環境検査協会 116,000,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年12月1日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人新日本検定協会 一般財団法人新日本検定協会 35,500,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年12月1日 特財 国所管

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人日本食品分析センター 財団法人日本食品分析センター 26,950,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年12月1日 特財 国所管

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人日本冷凍食品検査協会 財団法人日本冷凍食品検査協会 80,000,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年12月1日 特財 国所管

経済産業省
インフラ・システム輸出等促進人材育
成事業

財団法人海外技術者研修協会 財団法人海外産業人材育成協会 496,335,000 一般会計
インフラ・システム輸出等促
進事業費補助金

平成23年12月28日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度二酸化炭素固定化・有
効利用技術等対策事業費補助金（地
球環境国際研究推進事業）

公益財団法人国際環境技術移転セ
ンター

公益財団法人国際環境技術移転セ
ンター

69,865,000
エネルギー対策

特別会計
温暖化対策技術開発費補助
金

平成23年4月1日 公財 国所管

経済産業省

平成２３年度二酸化炭素固定化・有
効利用技術等対策事業費補助金（地
球環境国際研究推進事業（脱地球温
暖化と持続的発展可能な経済社会実
現のための対応戦略の研究））

財団法人地球環境産業技術研究機
構

公益財団法人地球環境産業技術研
究機構

180,000,000
エネルギー対策

特別会計
温暖化対策技術開発費補助
金

平成23年4月1日 公財 国所管

経済産業省
タービンの遮熱コーティングの特性評
価試験方法

財団法人大阪科学技術センター
一般財団法人大阪科学技術セン
ター

13,565,949 一般会計
アジア基準認証推進事業費
補助金

平成23年9月5日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度経済連携促進のための
産業高度化推進事業費補助金（経済
産業人材育成支援専門家派遣事業）

財団法人海外貿易開発協会 財団法人海外産業人材育成協会 39,113,250 一般会計
政府開発援助経済連携促進
等事業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度産業技術研究開発補助
金（超高速輸送機実用化開発調査事
業）

財団法人日本航空機開発協会 財団法人日本航空機開発協会 91,593,000 一般会計
産業技術実用化開発事業費
補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度産業技術研究開発補助
金（小型民間輸送機等開発調査事
業）

財団法人日本航空機開発協会 財団法人日本航空機開発協会 64,035,000 一般会計
産業技術実用化開発事業費
補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省

平成23年度経済連携促進のための
産業高度化推進事業費補助金（経済
産業人材育成支援専門家派遣事業）

財団法人海外貿易開発協会 財団法人海外産業人材育成協会 41,468,224 一般会計
政府開発援助経済連携促進
等事業費補助金

平成23年7月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度低炭素型自動車交通推
進事業費補助金（バス分野）

公益社団法人日本バス協会 公益社団法人日本バス協会 117,137,519
エネルギー対策
特別会計

エネルギー使用合理化設備
導入促進等対策費補助金

平成23年5月19日 公社 国所管

経済産業省
平成２３年度低炭素型自動車交通推
進事業費補助金（トラック分野）

社団法人全日本トラック協会 公益社団法人全日本トラック協会 1,437,209,186
エネルギー対策
特別会計

エネルギー使用合理化設備
導入促進等対策費補助金

平成23年5月19日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度省エネルギー対策導入
促進事業費補助金（省エネルギー対
策導入指導事業）

財団法人省エネルギーセンター
一般財団法人省エネルギーセン
ター

439,584,487
エネルギー対策
特別会計

エネルギー使用合理化設備
導入促進等対策費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度産油国石油精製技術等
対策事業費補助金（産油国産業協力
等事業に係るもの）

財団法人中東協力センター 財団法人中東協力センター 194,024,940
エネルギー対策
特別会計

産油国等連携強化促進事業
費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

経済産業省
平成２３年度産油国石油精製技術等
対策事業費補助金（産油国産業協力
等事業に係るもの）

財団法人日本国際協力センター 財団法人日本国際協力センター 139,038,412
エネルギー対策
特別会計

産油国等連携強化促進事業
費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度産油国石油精製技術等
対策事業費補助金（産油国産業協力
等事業に係るもの）

財団法人中東協力センター 財団法人中東協力センター 67,415,966
エネルギー対策
特別会計

産油国等連携強化促進事業
費補助金

平成23年11月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度産油国石油精製技術等
対策事業費補助金（産油国産業協力
等事業に係るもの）

財団法人日本国際協力センター 財団法人日本国際協力センター 18,854,534
エネルギー対策
特別会計

産油国等連携強化促進事業
費補助金

平成23年10月31日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度石油環境対策基盤等整
備事業費補助金（潤滑油環境対策事
業に係るもの）

社団法人潤滑油協会 社団法人潤滑油協会 90,000,000
エネルギー対策
特別会計

石油精製合理化対策事業費
等補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度石油環境対策基盤等整
備事業費補助金（潤滑油製造業近代
化事業に係るもの）

社団法人潤滑油協会 社団法人潤滑油協会 100,000,000
エネルギー対策
特別会計

石油精製合理化対策事業費
等補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

経済産業省

平成２３年度石油製品販売業構造改
善対策事業費補助金（環境・安全等
対策費（石油製品販売業経営効率化
促進事業に係るもの））

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 1,200,000,000
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成24年2月3日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度被災地域等地下タンク環
境保全対策促進事業費補助金

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 8,736,422,000
東日本大震災復
興特別会計

石油等安定供給対策事業費
補助金

平成23年12月9日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度被災地域石油製品販売
業再建等支援事業費補助金

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 2,349,999,000
東日本大震災復
興特別会計

石油等安定供給対策事業費
補助金

平成23年12月9日 特社 国所管

経済産業省

平成２３年度石油製品販売業環境保
全対策事業費補助金（地域エネル
ギー供給拠点整備事業に係るもの）
（国庫債務負担行為分）

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 11,403,000
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年11月11日 特社 国所管

経済産業省

平成２３年度石油製品販売業構造改
善対策事業費補助金（環境・安全等
対策費（灯油配送合理化促進事業に
係るもの））

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 450,000,000
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年11月7日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度被災地域簡易給油所設
置支援事業費補助金

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 280,445,000
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年5月25日 特社 国所管

経済産業省

平成２３年度石油製品販売業環境保
全対策事業費補助金（地下タンク漏え
い防止規制対応推進事業に係るも
の）

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 2,199,460,631
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年5月6日 特社 国所管

経済産業省

平成２３年度石油製品販売業環境保
全対策事業費補助金（地域エネル
ギー供給拠点整備事業に係るもの）
（単年度分）

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 1,834,900,957
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年5月6日 特社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

経済産業省

平成２３年度被災地域石油製品販売
業早期復旧等支援事業費補助金（給
油設備補修・撤去支援事業に係るも
の）

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 4,330,967,000
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年5月25日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度特定被災地域石油製品
供給支援事業費補助金

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 910,350,000
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年7月8日 特社 国所管

経済産業省

平成２２年度石油製品販売業環境保
全対策事業費補助金（地域エネル
ギー供給拠点整備事業に係るもの）
（国庫債務負担行為分）

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 2,116,981,527
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

経済産業省

平成２２年度石油製品販売業環境保
全対策事業費補助金（地域エネル
ギー供給拠点整備事業に係るもの）
（単年度分）

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 13,640,000
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度石油製品販売業災害特
別保証事業費補助金

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 5,079,539,000
エネルギー対策
特別会計

石油製品販売業構造改善対
策事業費等補助金

平成23年6月6日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度石油製品品質確保事業
費補助金

社団法人全国石油協会 社団法人全国石油協会 1,699,998,028
エネルギー対策
特別会計

石油製品品質確保事業費補
助金

平成23年4月1日 特社 国所管

経済産業省

平成２２年度エネルギー使用合理化
先進的技術開発費補助金（高効率ガ
スタービン実用化技術開発）（繰越事
業）

株式会社日立製作所、財団法人電
力中央研究所、住友精密工業株式
会社

一般財団法人電力中央研究所 2,465,865,000
エネルギー対策
特別会計

エネルギー使用合理化技術
開発費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度エネルギー使用合理化
先進的技術開発費補助金（高効率ガ
スタービン実用化技術開発）

株式会社日立製作所、財団法人電
力中央研究所、住友精密工業株式
会社

一般財団法人電力中央研究所 1,032,121,000
エネルギー対策
特別会計

エネルギー使用合理化技術
開発費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成23年度革新的実用原子力技術
開発費補助金

株式会社東芝、財団法人エネル
ギー総合工学研究所

財団法人エネルギー総合工学研究
所

15,331,492
エネルギー対策
特別会計

原子力発電関連技術開発費
等補助金

平成23年7月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度次世代軽水炉等技術開
発費補助金

財団法人エネルギー総合工学研究
所、株式会社東芝、日立ＧＥニュー
クリア・エナジー株式会社、三菱重
工業株式会社

財団法人エネルギー総合工学研究
所

799,435,999
エネルギー対策
特別会計

原子力発電関連技術開発費
等補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度深地層研究施設整備促
進補助金

財団法人地震予知総合研究振興会
公益財団法人地震予知総合研究振
興会

201,120,000
エネルギー対策
特別会計

電源立地等推進対策補助金 平成23年6月24日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度下請事業者支援対策費
補助金

財団法人全国中小企業取引振興協
会

財団法人全国中小企業取引振興協
会

49,337,000 一般会計 下請事業者支援対策補助金 平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助
金(久根鉱山)

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 10,965,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年7月7日 特財 国所管

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助
金（高取鉱山)

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 16,587,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年7月1日 特財 国所管

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助
金（小百鉱山）

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 1,494,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月1日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

経済産業省
平成２３年度新規産業創造技術開発
費補助金

財団法人小林理学研究所 財団法人小林理学研究所 0 一般会計
新規産業創造技術開発費補
助金

平成23年9月15日 公財 国所管

経済産業省

地域新成長産業創出促進事業費補
助金（地域新成長産業群創出事業）
（クリエイティブ産業におけるビジネス
マッチング及び新商品・新サービス創
出推進事業）事業

公益財団法人ユニジャパン 公益財団法人ユニジャパン 37,835,400 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

経済産業省

平成２３年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）（広域関東圏観光交流ネッ
トワーク形成事業）

財団法人日本交通公社 公益財団法人日本交通公社 28,134,301 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年5月31日 公財 国所管

経済産業省
平成23年度中小企業海外展開支援
事業費補助金（JAPANブランド育成
支援事業）

社団法人日本金型工業会 社団法人日本金型工業会 3,428,476 一般会計 事業環境整備対策費補助金 平成23年6月3日 公社 国所管

経済産業省 八谷鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 16,035,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年8月2日 特財 国所管

経済産業省 小国鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 4,299,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年7月12日 特財 国所管

経済産業省 岩神鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 4,071,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年7月15日 特財 国所管

経済産業省 長木鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 2,651,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年7月15日 特財 国所管

経済産業省 土畑鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 14,247,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年7月25日 特財 国所管

経済産業省 鉛山鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 9,954,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成24年6月28日 特財 国所管

経済産業省 見立鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 2,583,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月27日 特財 国所管

経済産業省 佐井鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 1,653,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月21日 特財 国所管

経済産業省 吉野鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 13,817,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月20日 特財 国所管

経済産業省 南古遠部鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 7,745,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月20日 特財 国所管

経済産業省 上北鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 43,851,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月17日 特財 国所管

経済産業省 八総鉱山（赤倉地区）（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 1,380,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月6日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

経済産業省

平成２３年度地域経済産業活性化対
策費補助金（放射線量測定拠点整備
事業）の交付決定について （財団法
人材料科学技術振興財団）

財団法人材料科学技術振興財団
一般財団法人材料科学技術振興財
団

48,328,300 一般会計
地域経済産業活性化対策費
補助金

平成24年3月28日 特財 国所管

経済産業省
地域経済産業活性化対策費補助金
（工業品等に係るビジネスマッチング・
商品開発支援事業）

社団法人東北地区信用金庫協会
一般社団法人東北地区信用金庫協
会

22,940,460 一般会計
地域経済産業活性化対策費
補助金

平成24年2月23日 特財 国所管

経済産業省
紀州鉱山（非常用発電機設置等工
事）

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 9,645,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成24年1月23日 特財 国所管

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助
金（尾小屋鉱山）

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 20,715,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月14日 特財 国所管

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助
金（紀州鉱山）

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 17,598,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月3日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度創造的産学連携体制整
備事業費補助金

財団法人 名古屋産業科学研究所
公益財団法人名古屋産業科学研究
所

3,000,000 一般会計
大学等技術移転促進費補助
金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度地域企業立地促進等事
業費補助金（成長産業人材養成等支
援事業）

社団法人中部航空宇宙技術セン
ター

社団法人中部航空宇宙技術セン
ター

24,989,922 一般会計
地域企業立地促進等事業費
補助金

平成23年6月1日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度地域企業立地促進等事
業費補助金（成長産業振興・発展対
策支援事業）

財団法人 名古屋産業科学研究所
公益財団法人名古屋産業科学研究
所

12,999,650 一般会計
地域企業立地促進等事業費
補助金

平成23年5月24日 特財 国所管

経済産業省
平成23年度地域企業立地促進等事
業費補助金（成長産業人材養成等支
援事業）

社団法人中部産業連盟 一般社団法人中部産業連盟 29,246,211 一般会計
地域企業立地促進等事業費
補助金

平成23年5月6日 特社 国所管

経済産業省
平成23年度地域企業立地促進等事
業費補助金（成長産業振興・発展対
策支援事業）

社団法人中部航空宇宙技術セン
ター

社団法人中部航空宇宙技術セン
ター

25,000,000 一般会計
地域企業立地促進等事業費
補助金

平成23年4月22日 特社 国所管

経済産業省
平成23年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

社団法人中部航空宇宙技術セン
ター

社団法人中部航空宇宙技術セン
ター

22,152,396 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年5月26日 特社 国所管

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助
金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 2,490,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年5月31日 特財 国所管

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助
金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 1,515,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年7月14日 特財 国所管

経済産業省

地域新成長産業創出促進事業費補
助金（地域新成長産業群創出事業）
バイオマス・ファインケミカルズ・リファ
イナリーシステム構築事業

社団法人 中国地域ニュービジネス
協議会

社団法人中国地域ニュービジネス
協議会

17,520,895 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年6月16日 特社 国所管

経済産業省
平成２３年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

財団法人四国産業・技術振興セン
ター

一般財団法人四国産業・技術振興
センター

16,464,984 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年6月23日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

経済産業省
平成２３年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

財団法人九州産業技術センター
一般財団法人九州産業技術セン
ター

24,077,900 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

財団法人九州産業技術センター
一般財団法人九州産業技術セン
ター

3,755,000 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

財団法人九州経済調査協会 財団法人九州経済調査協会 13,616,427 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年5月18日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年地域企業立地促進等事業
費補助金（成長産業振興・発展対策
支援事業）

財団法人九州地域産業活性化セン
ター

一般財団法人九州地域産業活性化
センター

12,800,000 一般会計
地域企業立地促進等事業費
補助金

平成23年9月16日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

財団法人九州地域産業活性化セン
ター

一般財団法人九州地域産業活性化
センター

21,190,000 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年5月11日 特財 国所管

経済産業省
平成23年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

財団法人九州産業技術センター
一般財団法人九州産業技術セン
ター

26,121,000 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成23年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

財団法人九州産業技術センター
一般財団法人九州産業技術セン
ター

21,250,000 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助
金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）

財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 20,151,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年6月30日 特財 国所管

経済産業省
平成23年度地域企業立地促進等事
業費補助金

財団法人沖縄観光コンベンション
ビューロー

財団法人沖縄観光コンベンション
ビューロー

14,147,780 一般会計
地域企業立地促進等事業費
補助金

平成23年5月18日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度石炭利用技術振興費補
助金

財団法人石炭エネルギーセンター
一般財団法人石炭エネルギーセン
ター

20,000,000
エネルギー対策

特別会計
非化石エネルギー等技術開
発費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度石炭利用技術振興費補
助金

財団法人石炭エネルギーセンター
一般財団法人石炭エネルギーセン
ター

16,000,000
エネルギー対策

特別会計
非化石エネルギー等技術開
発費補助金

平成23年10月7日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度石炭利用技術振興費補
助金

財団法人石炭エネルギーセンター
一般財団法人石炭エネルギーセン
ター

1,310,000
エネルギー対策

特別会計
非化石エネルギー等技術開
発費補助金

平成23年10月7日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度石炭利用技術振興費補
助金

 財団法人電力中央研究所 一般財団法人電力中央研究所 13,340,000
エネルギー対策

特別会計
非化石エネルギー等技術開
発費補助金

平成23年10月7日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度国際石炭利用技術振興
費補助金（石炭利用国際共同実証事
業費補助金）

財団法人石炭エネルギーセンター
一般財団法人石炭エネルギーセン
ター

28,422,000
エネルギー対策

特別会計
非化石エネルギー等技術開
発費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省
平成２３年度国際石炭利用技術振興
費補助金（気候変動対応クリーンコー
ル技術国際協力事業）

財団法人石炭エネルギーセンター
一般財団法人石炭エネルギーセン
ター

679,516,000
エネルギー対策

特別会計
非化石エネルギー等技術開
発費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

経済産業省 千歳鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 9,828,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年8月9日 公財 国所管

経済産業省 下川鉱山（坑廃水処理） 財団法人資源環境センター 公益財団法人資源環境センター 7,307,000 一般会計
休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

平成23年8月9日 公財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人日本乳業技術協会 財団法人日本乳業技術協会 5,775,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年6月20日 特財 国所管

経済産業省
貿易円滑化事業費補助金（輸出品放
射線量検査事業）

財団法人日本乳業技術協会 財団法人日本乳業技術協会 5,200,000 一般会計 貿易円滑化事業費補助金 平成23年12月1日 特財 国所管

経済産業省
超小型衛星の耐宇宙環境性評価基
準の構築

社団法人日本航空宇宙工業会 一般社団法人日本航空宇宙工業会 8,077,843 一般会計
アジア基準認証推進事業費
補助金

平成23年9月1日 特社 国所管

経済産業省

平成２３年度エネルギー使用合理化
先進的技術開発費補助金（密閉型植
物工場を活用した遺伝子組み換え植
物ものづくり実証研究開
発）

公益財団法人サントリー生命化学
財団

公益財団法人サントリー生命科学
財団

8,000,000
エネルギー対策

特別会計
エネルギー使用合理化技術
開発費補助金

平成23年11月29日 公財 国所管

経済産業省

平成23年度経済連携促進のための
産業高度化推進事業補助金（ASEAN
包括的経済連携促進研修事業（物流
人材育成））

財団法人海外技術者研修協会 財団法人海外産業人材育成協会 7,497,921 一般会計
政府開発援助経済連携促進
等事業費補助金

平成23年9月28日 特財 国所管

経済産業省

平成２３年度経済連携促進のための
産業高度化推進事業補助金（ASEAN
包括的経済連携促進専門家派遣事
業（物流人材育成））

公益社団法人日本ロジスティクスシ
ステム協会

公益社団法人日本ロジスティクスシ
ステム協会

7,415,722 一般会計
政府開発援助経済連携促進
等事業費補助金

平成23年10月11日 公社 国所管

経済産業省
地域新成長産業創出事業費補助金
（地域新成長産業群創出事業）

公益社団法人日本プラントメンテナ
ンス協会

公益社団法人日本プラントメンテナ
ンス協会

5,944,071 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年10月31日 公財 国所管

経済産業省
平成２３年度地域新成長産業創出促
進事業費補助金（地域新成長産業群
創出事業）

社団法人 中国地域ニュービジネス
協議会

社団法人中国地域ニュービジネス
協議会

9,424,640 一般会計
地域新成長産業創出促進事
業費補助金

平成23年6月17日 特社 国所管

国土交通省 住宅市場整備推進等事業 社団法人日本鋼構造協会 社団法人日本鋼構造協会 5,000,000 一般会計
住宅市場整備推進費
住宅市場整備推進等事業費
補助金

平成23年8月5日 特社 国所管

国土交通省 民間都市開発事業支援事業 （特財）民間都市開発推進機構 財団法人民間都市開発推進機構 5,000,000,000 一般会計
都市再生・地域再生整備事
業費
都市再生推進事業費補助

平成23年11月14日 特財 国所管

国土交通省
住民参加型まちづくりファンド支援事
業

財団法人民間都市開発推進機構 財団法人民間都市開発推進機構 190,000,000 一般会計
都市再生・地域再生整備事
業費
都市再生推進事業費補助

平成24年2月24日 特財 国所管

国土交通省 地域づくり支援事業 公益社団法人 日本都市計画学会 公益社団法人日本都市計画学会 4,040,000 一般会計

東日本大震災復旧・復興国
土形成推進費
地域づくり支援事業費補助
金

平成24年2月8日 公社 国所管

国土交通省 住宅市場整備推進等事業費補助金
財団法人 住宅リフォーム・紛争処
理支援センター

公益財団法人住宅リフォーム・紛争
処理支援センター

90,000,000 一般会計
住宅市場整備推進費
住宅市場整備推進等事業費
補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

国土交通省 住宅市場整備推進等事業費補助金
財団法人 住宅リフォーム・紛争処
理支援センター

公益財団法人住宅リフォーム・紛争
処理支援センター

10,000,000 一般会計
住宅市場整備推進費
住宅市場整備推進等事業費
補助金

平成23年9月21日 特財 国所管

国土交通省 住宅市場整備推進等事業費補助金
財団法人 住宅リフォーム・紛争処
理支援センター

公益財団法人住宅リフォーム・紛争
処理支援センター

△ 90,000,000 一般会計
住宅市場整備推進費
住宅市場整備推進等事業費
補助金

平成23年11月21日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

国土交通省 住宅市場整備推進等事業費補助金
財団法人住宅リフォーム・紛争処理
支援センター

公益財団法人住宅リフォーム・紛争
処理支援センター

△ 9,000,000 一般会計
住宅市場整備推進費
住宅市場整備推進等事業費
補助金

平成23年3月22日 特財 国所管

国土交通省
平成２３年度アイヌ伝統等普及啓発
等事業

財団法人 アイヌ文化振興・研究推
進機構

財団法人アイヌ文化振興・研究推進
機構

108,000,000 一般会計
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

平成23年4月1日 特財 国所管

国土交通省
平成２３年度アイヌ伝統等普及啓発
等事業

財団法人 アイヌ文化振興・研究推
進機構

財団法人アイヌ文化振興・研究推進
機構

△ 9,000,000 一般会計
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

平成23年4月17日 特財 国所管

国土交通省
平成２３年度アイヌ伝統等普及啓発
等事業

財団法人 アイヌ文化振興・研究推
進機構

財団法人アイヌ文化振興・研究推進
機構

△ 5,000,000 一般会計
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

平成23年4月20日 特財 国所管

国土交通省 建設技術の研究開発助成経費
財団法人先端建設技術センター
加納 敏行

財団法人先端建設技術センター 16,530,000 一般会計
東日本大震災復旧・復興技
術研究開発推進費
技術研究開発費補助金

平成23年1月31日 特財 国所管

国土交通省 鉄道技術開発費補助 （公財）鉄道総合技術研究所(２件) 公益財団法人鉄道総合技術研究所 531,000,000 一般会計

技術研究開発推
進費
鉄道技術開発費
補助金

平成23年4月1日 公財 国所管

国土交通省 交通遺児育成基金事業 ㈶交通遺児育成基金 財団法人交通遺児等育成基金 108,000,000

自動車安全特別
会計

（自動車事故対
策勘定）

自動車事故対策費
自動車事故対策費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

国土交通省 自動車事故相談及び示談あっ旋事業 ㈶日弁連交通事故相談センター
公益財団法人日弁連交通事故相談
センター

570,000,000

自動車安全特別
会計

（自動車事故対
策勘定）

自動車事故対策費
自動車事故対策費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

国土交通省
自動車運送事業の安全・円滑化等
総合対策事業

（特社）広島県バス協会 社団法人広島県バス協会 21,000,000

自動車安全特別
会計

 (自動車事故対
策勘定)

自動車事故対策費
自動車事故対策費補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

国土交通省 低公害車普及促進対策事業 (財)運輸低公害車普及機構 一般財団法人環境優良車普及機構 1,000,000 一般会計
道路環境等対策費
低公害車普及促進対策費補
助金

平成23年4月25日 特財 国所管

国土交通省 低公害車普及促進対策事業 (財)畜産環境整備機構 財団法人畜産環境整備機構 1,000,000 一般会計
道路環境等対策費
低公害車普及促進対策費補
助金

平成23年4月25日 特財 国所管

国土交通省
自動車基準・認証制度国際化対策事
業

財団法人日本自動車輸送技術協会 財団法人日本自動車輸送技術協会 200,000,000

自動車安全特別
会計

（自動車検査登
録勘定）

業務取扱費
自動車基準・認証制度国際
化対策費補助金

平成23年5月18日 特財 国所管

国土交通省
自動車運送事業の安全・円滑化等
総合対策事業

（特財）運輸低公害車普及機構 一般財団法人環境優良車普及機構 65,000,000

自動車安全特別
会計

 (自動車事故対
策勘定)

自動車事故対策費
自動車事故対策費補助金

平成23年6月9日 特財 国所管

国土交通省 自動車事故救急法普及事業
（公社）日本交通福祉協会（1
件）

公益社団法人日本交通福祉協会 10,000,000
自動車安全特別
会計 (自動車事
故対策勘定)

自動車事故対策費
自動車事故対策費補助金

平成23年7月13日 公社 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

国土交通省 低公害車普及促進対策事業 (財)運輸低公害車普及機構 一般財団法人環境優良車普及機構 12,353,000 一般会計
道路環境等対策費
低公害車普及促進対策費補
助金

平成23年11月25日 特財 国所管

国土交通省
自動車運送事業の安全・円滑化等
総合対策事業

（特財）運輸低公害車普及機構 一般財団法人環境優良車普及機構 2,000,000

自動車安全特別
会計

 (自動車事故対
策勘定)

自動車事故対策費
自動車事故対策費補助金

平成23年11月30日 特財 国所管

国土交通省 低公害車普及促進対策事業 (財)運輸低公害車普及機構 一般財団法人環境優良車普及機構 40,000,000 一般会計
道路環境等対策費
低公害車普及促進対策費補
助金

平成23年12月22日 特財 国所管

国土交通省 低公害車普及促進対策事業 (財)運輸低公害車普及機構 一般財団法人環境優良車普及機構 23,000,000 一般会計
道路環境等対策費
低公害車普及促進対策費補
助金

平成24年1月31日 特財 国所管

国土交通省 低公害車普及促進対策事業 (財)運輸低公害車普及機構 一般財団法人環境優良車普及機構 41,000,000 一般会計
道路環境等対策費
低公害車普及促進対策費補
助金

平成24年2月22日 特財 国所管

国土交通省 低公害車普及促進対策事業 (財)運輸低公害車普及機構 一般財団法人環境優良車普及機構 4,000,000 一般会計
道路環境等対策費
低公害車普及促進対策費補
助金

平成24年3月29日 特財 国所管

国土交通省 船員雇用促進対策事業
(財)日本船員福利雇用促進セン
ター

財団法人日本船員福利雇用促進セ
ンター

35,000,000 一般会計
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

平成23年6月14日 特財 国所管

国土交通省 開発途上国船員養成事業
(財)日本船員福利雇用促進セン
ター

財団法人日本船員福利雇用促進セ
ンター

35,000,000 一般会計
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

平成23年7月21日 特財 国所管

国土交通省
観光地域づくりプラットフォーム支援
事業

(社)函館国際観光コンベンション協
会
はこだて観光圏

社団法人函館国際観光コンベンショ
ン協会

4,500,000 一般会計
観光振興費
観光圏整備事業費補助金

平成23年4月1日 特社 国所管

国土交通省
観光地域づくりプラットフォーム支援
事業

(社)函館国際観光コンベンション協
会
はこだて観光圏

社団法人函館国際観光コンベンショ
ン協会

500,000 一般会計
観光振興費
観光圏整備事業費補助金

平成23年8月23日 特社 国所管

国土交通省
観光地域づくりプラットフォーム支援
事業

(財)浜松観光コンベンションビュー
ロー
浜名湖観光圏

公益財団法人浜松観光コンベンショ
ンビューロー

500,000 一般会計
観光振興費
観光圏整備事業費補助金

平成23年8月23日 特財 国所管

環境省 産業廃棄物適正処理推進費補助金
財団法人産業廃棄物処理事業振興
財団

公益財団法人産業廃棄物処理事業
振興財団

170,000,000 一般会計
産業廃棄物適正処理推進費
補助金

平成23年7月5日 特財 国所管

環境省
循環型社会形成推進科学研究費補
助金

財団法人地球環境戦略研究機関
公益財団法人地球環境戦略研究機
関

9,687,000 一般会計
循環型社会形成推進科学研
究費補助金

平成23年12月2日 特財 国所管

環境省
循環型社会形成推進科学研究費補
助金

財団法人産業廃棄物処理事業振興
財団

公益財団法人産業廃棄物処理事業
振興財団

20,560,000 一般会計
循環型社会形成推進科学研
究費補助金

平成23年12月2日 特財 国所管

環境省
循環型社会形成推進科学研究費補
助金

財団法人日本産業廃棄物処理振興
センター

公益財団法人日本産業廃棄物処理
振興センター

23,691,000 一般会計
循環型社会形成推進科学研
究費補助金

平成23年12月2日 特財 国所管
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支出元府省 事業名
補助金交付先名 補助金交付先法人名

（平成24年９月末時点）
交付決定額 支出元会計区分 支出元（目）名称

補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

防衛省
退職予定自衛官就職援護業務費補
助

財団法人自衛隊援護協会 一般財団法人自衛隊援護協会 364,323,000 一般会計
退職予定自衛官就職援護業
務費補助金

平成23年4月1日 特財 国所管

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
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