
【総務局】補助金等の支出状況（平成28年度）

事業名 根拠規程
決算額
（千円）

支出先ほか

多摩の魅力発信支援補助金 多摩の魅力発信支援補助金交付要綱 39,063 八王子市外20市町村

道府県等に対する災害見舞金贈呈要領

外国の都市等に対する災害見舞金及び救
援物資贈呈要領

小笠原諸島離島航路改善補助
小笠原諸島離島航路改善補助金交付要
綱

8,902 定期航路補助事業者１社

小笠原航路新船建造費補助
小笠原諸島離島航路船舶建造費補助金
交付要綱

1,197,495 定期航路補助事業者２社

統計調査費交付金（学校基本調査
（国費））

統計調査等区市町村交付金取扱要綱 2,007 千代田区外61区市町村

東京都民間一時滞在施設備蓄品購
入費用補助

東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費
用補助金交付要綱

72,596
民間一時滞在施設を開設する事業者
（備蓄品購入費用）

東京都民間一時滞在施設整備費補
助

東京都一時滞在施設災害時拠点強靭化
緊急促進事業に関する補助金交付要綱

113,030
民間一時滞在施設を開設する事業者
（受入関連設備整備費用）

統計調査費交付金
（経済センサス調査区管理）

統計調査等区市町村交付金取扱要綱 1,150 千代田区外61区市町村

小笠原協会補助 東京都補助金等交付規則 4,000 （公財）小笠原協会

（公財）東京都人権啓発センター運営
費補助

公益財団法人東京都人権啓発センター運
営費補助金交付要綱

90,557 （公財）東京都人権啓発センター

熊本県、北海道、岩手県災害見舞金 4,000
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（公財）東京都島しょ振興公社補助
東京都伊豆諸島地域ヘリコミューター補助
金交付要綱

553,974 （公財）東京都島しょ振興公社

統計調査費交付金（工業統計調査） 統計調査等区市町村交付金取扱要綱 543 千代田区外61区市町村

公立大学設置団体協議会会費 全国公立大学設置団体協議会規約 20 全国公立大学設置団体協議会

公立学校共済組合業務負担金 地方公務員等共済組合法第113条第4項 7,120 公立学校共済組合

公立大学法人首都大学東京運営費
交付金

公立大学法人首都大学東京運営費交付
金交付要綱

17,644,254 公立大学法人首都大学東京

公立大学法人首都大学東京施設費
補助金

公立大学法人首都大学東京施設費補助
金交付要綱

3,216,617 公立大学法人首都大学東京

高等学校等就学支援金の支給に関する法
律第６条

東京都立産業技術高等専門学校就学支
援金等交付要綱

高等専門学校の学び直し支援金
東京都立産業技術高等専門学校学び直し
支援金交付要綱

176 公立大学法人首都大学東京

高等学校等就学支援金事務費交付
金

東京都立産業技術高等専門学校就学支
援金等交付要綱

486 公立大学法人首都大学東京

高等専門学校の奨学のための給付
金

東京都立産業技術高等専門学校奨学のた
めの給付金支給要綱

5,957
東京都立産業技術高等専門学校に通う学生の
保護者

公立大学法人首都大学東京119,250高等学校等就学支援金
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災害復旧・復興特別交付金
東京都災害復旧・復興特別交付金交付要
綱

500,000 東京都大島町

ワンストップ支援センター運営費補助
性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事
業費補助金交付要綱

34,172
特定非営利活動法人　性暴力救援センター・東
京

東京都消防協会補助 東京都補助金等交付規則 6,300 一般社団法人東京都消防協会

市町村振興宝くじ交付金 東京都市町村振興宝くじ交付金交付要綱 4,766,246 （公財）東京都区市町村振興協会

市町村総合交付金 東京都市町村総合交付金交付要綱 50,000,000 都内全39市町村

統計調査費交付金
（住民基本台帳等人口調査）

統計調査等区市町村交付金取扱要綱 26,602 千代田区外61区市町村

統計調査費交付金
（商業動態統計調査）

統計調査等区市町村交付金取扱要綱 8,992 千代田区外22区

市町村消防施設整備費補助 東京都消防施設整備費補助金交付要綱 7,290 大島町、八丈町

市町村消防団用防火衣整備費補助
市町村消防団用防火衣整備費補助金交
付要綱

27,245 八王子市外14市町村

人権啓発活動区市町村再委託事業
補助

東京都人権啓発活動区市町村補助金交
付要綱

22,865 千代田区外59区市町村
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小笠原諸島生活物資輸送費補助
小笠原諸島への生活物資の輸送費補助
要綱

41,359 小笠原支庁管内生活物資販売事業者10社

小笠原諸島生産物貨物運賃補助
小笠原諸島生産物貨物運賃補助金交付
要綱

9,731 定期航路補助事業者２社

石油貯蔵施設等立地対策等交付金
東京都石油貯蔵施設立地対策等交付金
交付要領

5,715 江戸川区、大田区

小笠原諸島離島航路補助 小笠原諸島離島航路補助金交付要綱 68,552 定期航路補助事業者１社

統計調査費交付金
（統計調査員確保対策）

統計調査等区市町村交付金取扱要綱 2,732 新宿区外30区市

特別区都市計画交付金
平成28年度特別区都市計画交付金交付
要綱

19,452,147 中央区外20区

非常用発電機等設置補助
大規模災害時燃料供給用発電機整備費
補助金交付要綱

73,378 都と協定を締結し、燃料を備蓄している事業者

統計調査費交付金
（平成28年経済センサス活動調査）

統計調査等区市町村交付金取扱要綱 640,088 千代田区外61区市町村
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