
21年度予算における公益法人等への補助金等による支出状況（第2四半期）

（単位：円）

(目)名称
支出元

会計区分
左記法人に対する交付

決定額
交付決定日

（財） 建築行政情報センター 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 940,000,000 2009/4/1

（財）
日弁連交通事故相談セン
ター

自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 570,000,000 2009/4/1

（財）
住宅リフォーム・紛争処
理支援センター

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 300,000,000 2009/4/1

（財）
住宅リフォーム・紛争処
理支援センター

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 200,000,000 2009/4/1

（財）
自賠責保険・共済紛争処
理機構

自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 150,000,000 2009/4/1

（財） 交通遺児育成基金 自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 145,500,000 2009/4/1

（財） 日本建築防災協会 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 130,000,000 2009/4/1

（財）
住宅リフォーム・紛争処
理支援センター

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 75,000,000 2009/4/1

宅 産 体連 宅 総 整 促進事 費補 般

（様式１）

交付先法人名称

（社） 住宅生産団体連合会 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 49,800,000 2009/4/1

（財） 高齢者住宅財団 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 21,000,000 2009/4/1

（財）
ハウジングアンドコミュ
ニティ財団

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 21,000,000 2009/4/1

（財） 日本賃貸住宅管理協会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 14,000,000 2009/4/1

（財） 高齢者住宅財団 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 3,070,000 2009/4/6

（財） ベターリビング 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 250,000,000 2009/5/15

（社） 日本膜構造協会 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 6,500,000 2009/5/18

（社） 日本鋼構造協会 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 4,500,000 2009/5/18

（財）
住宅リフォーム・紛争処
理支援センター

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 22,000,000 2009/6/8

（財） マンション管理センター 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 20,000,000 2009/6/8

（財） 日本建築センター 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 19,000,000 2009/6/8

（財） 高齢者住宅財団 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 15,000,000 2009/6/8

（社） 住宅生産団体連合会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 12,000,000 2009/6/8

（社）
全国中小建築工事業団体
連合会

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 10 000 000 2009/6/8（社）
連合会

住宅市場整備推進等事業費補助金 般会計 10,000,000 2009/6/8

（財） 日本建築防災協会 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 10,000,000 2009/6/8
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（社）
再開発コーディネーター
協会

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 8,000,000 2009/6/8

（社） 新都市ハウジング協会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 6,500,000 2009/6/8

（社） リビングアメニティ協会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 4,000,000 2009/6/8

（財） 日本賃貸住宅管理協会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 3,000,000 2009/6/8

（財） 住宅生産振興財団 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,500,000 2009/6/8

（財） ベターリビング 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 20,000,000 2009/6/9

（財） ベターリビング 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 12,000,000 2009/6/9

（社） 日本建築士会連合会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 2,000,000 2009/6/9

（社） 日本鋼構造協会 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 5,000,000 2009/6/10

（財）
交通事故総合分析セン
ター

自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 30,000,000 2009/7/1

（財） 東京タクシーセンター 自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 20,007,000 2009/7/1

（財） 大阪タクシーセンター 自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 11,579,000 2009/7/1

（社） 日本交通福祉協会 自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 10,000,000 2009/7/1

（社） 札幌ハイヤー協会 自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 5,277,000 2009/7/1

（社） 宮城県タクシー協会 自動車事故対策費補助金 自動車特会・事故対策勘定 3,136,000 2009/7/1

（財） 建設業振興基金 建設業振興費補助金 一般会計 9,600,000,000 2009/7/3

（財） 運輸低公害車普及機構 低公害車普及促進等対策費補助金 一般会計 57,525,000 2009/7/3

（社） 日本旅行業協会 政府開発援助経済協力調査委託費 一般会計 12,691,326 2009/7/8

（社） 日本建築士会連合会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/7/27

（社）
日本建築士事務所協会連
合会

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/7/27

（財） 民間都市開発推進機構 港湾民間拠点施設整備事業費補助 一般会計 190,000,000 2009/7/28

（社） 九州経済連合会 国土形成推進委託費 一般会計 20,000,000 2009/7/31

（社） 東北経済連合会 国土形成推進委託費 一般会計 17,000,000 2009/7/31

（社） 日本建築構造技術者協会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/8/3

（財） 住宅保証機構 住宅市街地総合整備促進事業費補助 一般会計 1,300,000,000 2009/8/10
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（財） 建築行政情報センター 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 15,000,000 2009/8/10

（社） 日本鋼構造協会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 10,000,000 2009/8/10

（社） 日本建築家協会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/8/10

（社） 住宅生産団体連合会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/8/10

（財） 宮城県フェリー埠頭公社 港湾機能高度化施設整備費補助金 一般会計 -891,000 2009/8/17

（社）
全国ビルメンテナンス協
会

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/8/20

（社）
日本ファシリティマネジ
メント推進協会

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/8/20

（財） 神戸港埠頭公社 港湾機能高度化施設整備費補助金 一般会計 99,000,000 2009/8/25

（財） 運輸低公害車普及機構 低公害車普及促進等対策費補助金 一般会計 74,665,000 2009/8/28

（社） 日本リゾートクラブ協会
長期優良住宅等推進環境整備事業費補
助金

一般会計 5,000,000 2009/8/28

（社）
日本建築あと施工アン
カー協会

住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 10,000,000 2009/8/31

（社） 国際建設技術協会 政府開発援助経済協力調査委託費 一般会計 8,797,217 2009/8/31

（財） 住宅生産振興財団 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/8/31

（財） 運輸低公害車普及機構 低公害車普及促進等対策費補助金 一般会計 5,880,000 2009/9/4

（財） 建築行政情報センター 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 30,000,000 2009/9/7

（社） 海外建設協会 政府開発援助経済協力調査委託費 一般会計 4,514,541 2009/9/7

（社） 日本建築学会 住宅市場整備推進等事業費補助金 一般会計 1,000,000 2009/9/7

（財） 民間都市開発推進機構 民間都市開発推進機構補給金 一般会計 58,814,449 2009/9/8

（社） 国際建設技術協会 政府開発援助経済協力調査委託費 一般会計 6,772,336 2009/9/8

（社） 国際建設技術協会 経済協力調査委託費 一般会計 4,046,314 2009/9/8

（社） 茨城県観光物産協会 観光圏整備事業費補助金 一般会計 1,664,000 2009/9/18

（財） 大阪港埠頭公社 港湾機能高度化施設整備費補助金 一般会計 30,000,000 2009/9/29
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