
２．従来科学技術関係予算に含めていなかったが、集計方法の変更により含めることとしたもの（「科技予算×」⇒「科技予算○」）

通番 府省庁 事業名 ／　項・事項 区分
3 内閣官房 高度情報通信ネットワーク社会推進経費 (a)
7 内閣官房 領土・主権内外発信推進経費 (a)
8 内閣官房 健康・医療戦略経費 (a)
13 内閣官房 政府ＣＩＯ制度の維持経費 (a)
80 内閣府 地震対策等の推進に必要な経費 (a)
138 内閣府 宇宙利用拡大の調査研究 (a)
23 内閣府 （項）知的財産戦略推進事務局　（大事項）知的財産戦略推進事務局の運営に必要な経費 (b)
316 消費者庁 新たなインターネット技術・サービスに係る消費者トラブルの動向調査 (a)
322 消費者庁 独立行政法人国民生活センター運営費交付金 (a)
324 消費者庁 消費者政策の推進に関する調査・分析に関する経費 (a)
353 総務省 若年層に対するプログラミング教育の普及推進 (a)
354 総務省 映像等近未来技術活用促進事業 (a)
355 総務省 次世代Ｇ空間社会の構築（Ｇ空間２．０） (a)
356 総務省 地域防災等のためのＧ空間情報の利活用推進 (a)
365 総務省 マイナンバーカードの選挙事務への活用等に関する調査研究事業・政見放送手話通訳士研修会の事務委託事業 (a)
370 総務省 IoTネットワーク運用人材育成事業 (a)
371 総務省 スマートスクール・プラットフォーム実証事業 (a)
374 総務省 位置情報等のプライバシー情報の利活用モデル実証事業 (a)
376 総務省 無線システム普及支援事業（衛星放送用受信環境整備事業） (a)

417 総務省
社会保障・税番号制度の導入及び利活用の検討に要する経費
（携帯電話を利用した公的個人認証サービスに係る調査研究に要する経費）

(a)

434 総務省 地域情報化の推進（本省） (a)
440 総務省 情報通信政策のための総合的な調査研究 (a)
441 総務省 情報通信技術の利活用に関する調査研究 (a)
442 総務省 地域情報化の推進（地方） (a)
443 総務省 先導的教育システム実証事業 (a)

446 総務省
スマートフォン上のアプリケーションにおける利用者情報の取扱いに係る技術的検証等に係る実証実験（平成26年度事業名：
パーソナルデータの適正な利活用を促進するための環境整備に係る実証実験）

(a)

447 総務省 ふるさとテレワーク推進事業 (a)
448 総務省 ICTスマートシティ整備推進事業（平成28年度までは「ICTまち・ひと・しごと創生推進事業」） (a)
451 総務省 ウェブアクセシビリティに関する調査研究 (a)
452 総務省 多様なクラウド環境下における情報連携基盤構築事業 (a)
454 総務省 オープンデータ等利活用推進事業 (a)
455 総務省 公的個人認証サービス利活用推進事業 (a)
456 総務省 ＩoＴおもてなしクラウド事業(平成27年度事業名：デジタルサイネージ相互運用性検証事業) (a)
457 総務省 ４Ｋ・８Ｋ等最先端技術を活用した放送・通信分野の事業支援 (a)
459 総務省 放送政策に関する調査研究 (a)
464 総務省 電気通信事業分野における安全・信頼性確保のための事務経費 (a)
467 総務省 パーソナルデータ利活用のための安全確保技術の実証 (a)
468 総務省 異常トラヒックの自動遮断実現のための検証 (a)
486 総務省 国際電気通信連合（ITU）分担金・拠出金 (a)
487 総務省 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）への拠出 (a)
488 総務省 アジア・太平洋電気通信共同体（ＡＰＴ）分担金・拠出金 (a)
501 総務省 統計調査の実施等事業（経常調査等） (a)
502 総務省 統計調査の実施等事業（周期調査） (a)
503 総務省 統計体系整備事業 (a)
505 総務省 統計調査等業務の最適化事業 (a)
527 総務省 独立行政法人統計センター運営事業 (a)
620 外務省 国際連合教育科学文化機関関連資料保存事業拠出金 (a)
626 外務省 宇宙に関する取組の強化 (a)
655 外務省 日本人学生のインターンシップ支援及び日本人研究者育成支援事業 (a)
687 外務省 国際連合宇宙空間平和利用委員会（ＣＯＰＵＯＳ） (a)
697 外務省 包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）国内運用体制整備事業等 (a)
699 外務省 原子力の平和的利用のための国際協力の推進 (a)
704 外務省 知的財産権侵害対策 (a)
762 外務省 経済協力情報管理システム (a)
768 外務省 国別援助政策の策定等 (a)
825 外務省 国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）分担金 (a)
848 外務省 中東淡水化研究センター基金 (a)
891 外務省 国連大学拠出金（通常拠出） (a)
908 外務省 国際開発教育・研究機関拠出金（任意拠出金） (a)
975 財務省 財政経済計量分析委託 (a)
984 文部科学省 博物館ネットワークによる未来へのレガシー継承・発信事業 (a)
1005 文部科学省 教育政策の効果分析強化プラン (a)
1013 文部科学省 これからの時代に求められる資質・能力を育むためのカリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究 (a)
1024 文部科学省 基礎研究医養成活性化プログラム (a)
1063 文部科学省 独立行政法人国立女性教育会館運営費交付金に必要な経費 (a)
1069 文部科学省 専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業 (a)
1073 文部科学省 学校を核とした地域力強化プラン (a)
1079 文部科学省 先導的な教育体制構築事業 (a)
1084 文部科学省 教育課程の基準の改善 (a)
1135 文部科学省 文教施設に関する整備指針等の策定 (a)
1136 文部科学省 学校施設の天井等非構造部材の耐震対策先導的開発事業 (a)
1138 文部科学省 文教施設の防災対策の強化・推進 (a)
1164 文部科学省 国立大学法人等施設事務経費 (a)
1204 文部科学省 私立大学等教育研究活性化設備整備事業費補助 (a)
1339 文部科学省 ドーピング防止活動推進事業 (a)
1413 文部科学省 国際教育交流事業の振興 (a)
1440 文部科学省 ユネスコ活動の助成 (a)
2463 復興庁（厚生 食品汚染物質の安全性検証推進事業 (a)
1474 厚生労働省 歯科疾患実態調査費 (a)
1479 厚生労働省 国際的な安全性情報の収集・提供体制の整備事業 (a)
1486 厚生労働省 患者申出療養に関する経費 (a)
1495 厚生労働省 ＩＣＴを活用した新たな障害者の在宅雇用推進のための支援事業 (a)
1515 厚生労働省 歯科情報の利活用及び標準化普及事業 (a)
1526 厚生労働省 歯科医療事故情報収集等事業 (a)
1528 厚生労働省 ＡＭＲ対策推進費 (a)

集計方法の変更に伴う科学技術関係予算の内容の変化



通番 府省庁 事業名 ／　項・事項 区分
1531 厚生労働省 特区薬事戦略相談等推進事業 (a)
1532 厚生労働省 医療系ベンチャー育成支援事業のうちベンチャートータルサポート事業 (a)
1534 厚生労働省 療養費制度の見直し等に要する経費 (a)
1571 厚生労働省 中毒情報センター情報基盤整備費 (a)
1572 厚生労働省 中毒情報センター情報基盤整備費 (a)
1596 厚生労働省 8020運動・口腔保健推進事業費 (a)
1598 厚生労働省 歯科診療情報の標準化に関する実証事業 (a)
1599 厚生労働省 臨床効果データベース整備事業 (a)
1642 厚生労働省 医療情報システム等標準化推進事業 (a)
1643 厚生労働省 医療情報システム普及啓発等経費 (a)
1644 厚生労働省 ＥＢＭ普及推進事業 (a)
1646 厚生労働省 保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及・啓発事業 (a)
1655 厚生労働省 統合医療に係る情報発信等推進事業 (a)
1657 厚生労働省 独立行政法人国立病院機構運営費 (a)
1668 厚生労働省 感染症対策特別促進事業費 (a)
1672 厚生労働省 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業） (a)
1673 厚生労働省 予防接種対策費 (a)
1685 厚生労働省 予防接種従事者研修事業費 (a)
1687 厚生労働省 予防接種後副反応報告制度事業費（旧予防接種後副反応・健康状況調査事業費） (a)
1688 厚生労働省 肝炎研究基盤整備事業 (a)
1691 厚生労働省 感染症発生動向等調査費 (a)
1692 厚生労働省 ワクチン対策事業 (a)
1693 厚生労働省 ワクチン対策事業 (a)
1700 厚生労働省 エイズ予防対策事業委託費 (a)
1701 厚生労働省 エイズ対策促進事業 (a)
1723 厚生労働省 難病対策の推進のための患者データ登録整備事業経費 (a)
1726 厚生労働省 小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業経費 (a)
1727 厚生労働省 小児慢性特定疾病登録管理データ運用事業 (a)
1730 厚生労働省 小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業 (a)
1733 厚生労働省 移植対策費 (a)
1755 厚生労働省 日本薬局方調査事業 (a)
1758 厚生労働省 医薬品等承認審査費 (a)
1759 厚生労働省 医薬品等国際化対策事業 (a)
1760 厚生労働省 再審査・再評価調査事業 (a)
1762 厚生労働省 医療機器審査体制基盤強化費 (a)
1766 厚生労働省 一般用医薬品販売制度実態把握調査事業 (a)
1770 厚生労働省 医薬品等医療安全対策事業 (a)
1771 厚生労働省 医薬品等安全性調査事業 (a)
1776 厚生労働省 医薬品迅速分析法等作成事業 (a)
1777 厚生労働省 医薬品等ＧＭＰ対策事業 (a)
1786 厚生労働省 臨床研究拠点等整備事業 (a)
1789 厚生労働省 医薬品等産業振興費 (a)
1791 厚生労働省 薬事工業生産動態統計システム経費 (a)
1797 厚生労働省 ヒト幹細胞情報化推進事業 (a)
1800 厚生労働省 再生医療促進事業費 (a)
1801 厚生労働省 再生医療促進事業費 (a)
1818 厚生労働省 医療保険統計分析等経費 (a)
1819 厚生労働省 医療保険実態調査費 (a)
1825 厚生労働省 医療経済実態等調査費 (a)
1827 厚生労働省 歯科技工料調査費 (a)
1828 厚生労働省 衛生検査所検査料金調査費 (a)
1831 厚生労働省 医療費供給面統計システム (a)
1838 厚生労働省 医療費情報総合管理分析システムに要する経費 (a)
1839 厚生労働省 レセプト電算処理システムの推進に必要な経費 (a)
1841 厚生労働省 再審査事件等処理システムに要する経費 (a)
1851 厚生労働省 地域における医療・介護の連携強化の調査研究事業 (a)
1854 厚生労働省 診療報酬体系見直し後の評価等に係る調査に必要な経費（DPCデータ公開に必要な経費） (a)
1857 厚生労働省 地域保健総合推進事業費 (a)
1869 厚生労働省 国民健康・栄養調査委託費 (a)
1875 厚生労働省 生活習慣病対策推進費 (a)
1885 厚生労働省 農薬等ポジティブリスト制度推進事業 (a)
1886 厚生労働省 食品添加物、食品用器具・容器包装等の安全性確認の計画的推進事業 (a)
1887 厚生労働省 食品汚染物質の安全性検証推進事業 (a)
1888 厚生労働省 健康食品の安全性の確保等事業 (a)
1889 厚生労働省 食品安全に関するリスクコミュニケーション事業 (a)
1894 厚生労働省 水道水源水質対策費 (a)
1895 厚生労働省 給水装置等対策費 (a)
1901 厚生労働省 水道水質管理ベンチマーキング推進事業費 (a)
1908 厚生労働省 向精神薬対策費 (a)
1912 厚生労働省 毒物劇物取締法施行費 (a)
1913 厚生労働省 家庭用品規制法施行事務費 (a)
1922 厚生労働省 就労条件総合調査費 (a)
1925 厚生労働省 産業医学助成費補助金 (a)
1932 厚生労働省 化学物質管理の支援体制の整備 (a)
1935 厚生労働省 安全衛生施設整備等経費 (a)
1950 厚生労働省 新規化学物質の有害性調査試験 (a)
1969 厚生労働省 職場における化学物質管理に関する総合対策 (a)
1970 厚生労働省 石綿による健康障害防止対策の推進 (a)
1978 厚生労働省 作業環境管理等対策事業 (a)
1983 厚生労働省 過労死等防止対策推進法の施行に要する経費 (a)
1984 厚生労働省 過労死等防止対策推進法の施行に要する経費 (a)
1988 厚生労働省 労働災害動向調査費 (a)
1989 厚生労働省 労働安全衛生調査費 (a)
2012 厚生労働省 独立行政法人労働者健康安全機構施設整備に必要な経費 (a)
2015 厚生労働省 労働時間の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策の推進（テレワーク普及促進等対策） (a)
2020 厚生労働省 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 (a)
2021 厚生労働省 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費-分1 (a)
2022 厚生労働省 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費-分2 (a)
2023 厚生労働省 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費-分1 (a)
2024 厚生労働省 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費-分2 (a)
2107 厚生労働省 多様で安心できる働き方の普及・拡大事業 (a)
2138 厚生労働省 幅広い職種を対象とした職務分析に基づいた包括的な職業能力評価制度の整備 (a)



通番 府省庁 事業名 ／　項・事項 区分
2169 厚生労働省 女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業 (a)
2224 厚生労働省 生活保護に関する調査事業 (a)
2294 厚生労働省 国立更生援護施設運営事業 (a)
2302 厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 (a)
2332 厚生労働省 介護保険事業費補助金（（項）高齢者日常生活支援等推進費） (a)
2351 厚生労働省 要介護認定情報管理・分析事業費-分1 (a)
2353 厚生労働省 要介護認定情報管理・分析事業費-分３ (a)
2428 厚生労働省 人口動態調査費 (a)
2430 厚生労働省 衛生統計調査費 (a)
2431 厚生労働省 受療状況調査費 (a)
2432 厚生労働省 社会福祉統計調査費 (a)
2433 厚生労働省 社会福祉施設等調査費 (a)
2434 厚生労働省 国民生活基礎調査費 (a)
2435 厚生労働省 社会医療診療行為別調査費 (a)
2436 厚生労働省 介護保険統計調査費 (a)
2437 厚生労働省 縦断調査費 (a)
2438 厚生労働省 縦断調査費 (a)
2439 厚生労働省 賃金引上げ等の実態に関する調査費 (a)
2440 厚生労働省 労使関係総合調査費 (a)
2441 厚生労働省 毎月勤労統計調査費 (a)
2442 厚生労働省 毎月勤労統計調査費 (a)
2449 厚生労働省 賃金構造基本統計調査費 (a)
2456 厚生労働省 あへん倉庫整備事業 (a)
340 厚生労働省 （項）国立更生援護機関共通費　　（大事項）国立障害者リハビリテーションセンターに必要な経費 (b)
298 厚生労働省 （項）厚生労働本省共通費　　（大事項）国際会議に必要な経費 (b)
2815 復興庁（農林 放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策 (a)
2841 復興庁（農林 震災復興林業作業システム導入支援事業 (a)
2848 復興庁（農林 放射性物質影響調査推進事業 (a)
2488 農林水産省 日本発食品安全管理規格策定推進事業 (a)
2491 農林水産省 薬用作物等地域特産作物向け防除体系の確立推進事業 (a)
2492 農林水産省 植物検疫に係る臭化メチルくん蒸の代替薬剤開発事業委託費 (a)
2493 農林水産省 二国間輸出解禁協議の加速化のための新たな検疫措置の確立、実証委託事業 (a)
2495 農林水産省 動物疾病基幹診断施設のＩＳＯ17025等外部精度管理支援事業 (a)
2496 農林水産省 国際共同研究による重要家畜伝染病対策事業委託費 (a)
2506 農林水産省 農林水産分野における地域の気候変動適応計画調査・分析事業 (a)
2509 農林水産省 農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業 (a)
2514 農林水産省 植物品種等海外流出防止総合対策事業 (a)
2515 農林水産省 新たな種類のＪＡＳ規格調査委託事業 (a)
2521 農林水産省 気候変動等に対応した海外遺伝資源の取得に係る枠組み構築事業 (a)
2524 農林水産省 小水力等再生可能エネルギー導入支援事業 (a)
2530 農林水産省 動物用医薬品対策事業 (a)
2531 農林水産省 独立行政法人農林水産消費安全技術センターに必要な経費 (a)
2534 農林水産省 有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事業 (a)
2536 農林水産省 有害微生物リスク管理強化対策事業委託費 (a)
2548 農林水産省 東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進事業 (a)
2556 農林水産省 国際農業協力等委託・補助事業 (a)
2557 農林水産省 世界食料需給動向等総合調査・分析関係費 (a)
2561 農林水産省 水産防疫対策事業 (a)
2562 農林水産省 消費・安全対策交付金 (a)
2566 農林水産省 農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業委託費 (a)
2567 農林水産省 無人ヘリコプタ－重量規制緩和の効果を活かした新たな防除技術等の確立事業委託費 (a)
2569 農林水産省 LED光源を利用した予察灯の実用化事業委託費 (a)
2571 農林水産省 海外農林業開発協力問題調査等事業委託費 (a)
2572 農林水産省 海外農業農村開発促進調査等補助金 (a)

2595 農林水産省
農業界と経済界の連携による生産性向上モデル農業確立実証事業（H28年度までは農業界と経済界の連携による先端モデル
農業確立実証事業）

(a)

2608 農林水産省 農地中間管理機構による集積・集約化活動 (a)
2622 農林水産省 有明海再生関係事業 (a)
2624 農林水産省 諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対応に係る経費 (a)
2632 農林水産省 協同農業普及事業交付金 (a)
2634 農林水産省 独立行政法人家畜改良センターの運営に必要な経費 (a)
2649 農林水産省 乳製品国際規格策定活動支援事業 (a)
2678 農林水産省 産地リスク軽減技術総合対策事業 (a)
2679 農林水産省 農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 (a)
2680 農林水産省 輸入栽培用種子中の未承認遺伝子組換え体検査対策事業委託費 (a)
2686 農林水産省 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 (a)
2687 農林水産省 地域バイオマス産業化推進事業 (a)
2688 農林水産省 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 (a)
2691 農林水産省 地域森林計画編成事業費補助金 (a)
2702 農林水産省 森林吸収源インベントリ情報整備事業 (a)
2705 農林水産省 森林環境保全総合対策事業 (a)
2706 農林水産省 森林生態系多様性基礎調査事業 (a)
2719 農林水産省 ＲＥＤＤ＋推進民間活動支援事業 (a)
2737 農林水産省 捕鯨対策 (a)
2740 農林水産省 有明海漁場環境改善技術開発事業 (a)
2741 農林水産省 赤潮・貧酸素水塊対策事業 (a)
2742 農林水産省 持続的漁業確保対策事業 (a)
2743 農林水産省 漁場環境・生物多様性評価手法関連事業 (a)
2752 農林水産省 包括的な国際資源管理体制構築事業 (a)
2758 農林水産省 有害生物漁業被害防止総合対策事業 (a)
2761 農林水産省 漁場機能維持管理事業 (a)
2762 農林水産省 漁船等環境保全・安全推進技術開発事業 (a)
2777 農林水産省 強い水産業づくり交付金 (a)
2776 農林水産省 水産基盤整備事業（直轄） (a)
2790 農林水産省 農林漁業センサス (a)
2791 農林水産省 競争導入公共サービス農林水産統計調査業務（牛乳乳製品統計調査） (a)
2792 農林水産省 競争導入公共サービス農林水産統計調査業務（木材流通統計調査のうち木材価格統計調査） (a)
2793 農林水産省 競争導入公共サービス農林水産統計調査業務（生鮮野菜価格動向調査） (a)
2794 農林水産省 競争導入公共サービス農林水産統計調査業務（農業物価統計調査） (a)
2795 農林水産省 競争導入公共サービス農林水産統計調査業務（内水面漁業生産統計調査） (a)
462 農林水産省 （項）農林水産本省検査指導所　　（大事項）植物防疫所に必要な経費 (b)
463 農林水産省 （項）農林水産本省検査指導所　　（大事項）動物検疫所に必要な経費 (b)



通番 府省庁 事業名 ／　項・事項 区分
464 農林水産省 （項）農林水産本省検査指導所　　（大事項）動物医薬品検査所に必要な経費 (b)
465 農林水産省 （項）農林水産本省検査指導所　　（大事項）食品の安全と消費者の信頼確保対策に必要な経費 (b)
466 農林水産省 （項）農林水産本省検査指導所　　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費 (b)
2865 経済産業省 IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業 (a)
2872 経済産業省 商工鉱業統計調査費（（項）地域経済産業活性化対策費） (a)
2893 経済産業省 電気・熱エネルギー高度利用支援事業費補助金 (a)
2894 経済産業省 輸送機器の実使用時燃費改善事業費補助金 (a)
2902 経済産業省 水力発電新技術活用促進事業費補助金 (a)
2907 経済産業省 中小企業等知的財産活用支援事業委託費（巡回特許庁支援事業） (a)
2908 経済産業省 中小企業知的財産活用支援事業費補助金（海外知財訴訟保険事業） (a)
2909 経済産業省 工業所有権研究等委託費（地方創生のための事業プロデューサー派遣事業） (a)
2910 経済産業省 工業所有権研究等委託費（特許行政高度化調査事業） (a)
2914 経済産業省 先進コンテンツ技術による地域活性化促進事業 (a)
2924 経済産業省 先進的な火力発電技術の海外展開推進事業 (a)
2925 経済産業省 トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金 (a)
2927 経済産業省 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金 (a)
2933 経済産業省 天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金 (a)
2949 経済産業省 国際度量衡中央事務局分担金 (a)
2950 経済産業省 国際標準化機構分担金 (a)
2951 経済産業省 国際電気標準会議分担金 (a)
2952 経済産業省 計量制度国際機構分担金 (a)
2953 経済産業省 国際標準化機構拠出金 (a)
2954 経済産業省 経済産業統計の整備 (a)
2955 経済産業省 経済産業統計の整備 (a)
2967 経済産業省 商工鉱業統計調査（（項）ものづくり産業振興費） (a)
2980 経済産業省 医療技術・サービス拠点化促進事業 (a)
2981 経済産業省 産学連携サービス経営人材育成事業費 (a)
2984 経済産業省 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（旧　我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備） (a)
2985 経済産業省 電子経済産業省構築事業 (a)
3010 経済産業省 グローバル農商工連携推進事業 (a)
3021 経済産業省 小規模事業者統合データベース整備事業 (a)
3033 経済産業省 中小企業実態調査委託費 (a)
3041 経済産業省 地域経済産業活性化対策等調査・分析 (a)
3042 経済産業省 ビッグデータ等の分析を活用した地域活性化支援事業 (a)
3048 経済産業省 希少金属資源開発推進基盤整備事業 (a)
3062 経済産業省 国内石油天然ガス基礎調査委託費 (a)
3083 経済産業省 国内資源開発基礎情報取得等事業 (a)
3099 経済産業省 石油・天然ガスの権益確保に向けた海外の地質構造調査や情報収集等事業（旧：海外地質構造調査等事業費） (a)
3102 経済産業省 海外炭の開発支援事業（旧：海外炭開発支援事業） (a)
3133 経済産業省 省エネルギー性能の優れた建設機械の導入事業費補助金（旧名：省エネルギー型建設機械導入補助金） (a)
3134 経済産業省 冷媒管理技術向上支援事業 (a)
3138 経済産業省 省エネルギー機器の安全性確保に向けた調査事業委託費（旧：省エネ機器に係る特定製品安全性調査事業費） (a)
3148 経済産業省 新エネルギー等の導入促進のための広報等事業委託費（旧：新エネルギー等設備導入促進事業委託費） (a)
3154 経済産業省 風力発電のための送電網整備の実証事業費補助金（旧：風力発電のための送電網整備実証事業費補助金） (a)
3156 経済産業省 省エネルギー促進に向けた広報事業委託費（旧：省エネルギー設備導入等促進広報事業） (a)
3157 経済産業省 省エネルギー政策立案のための調査委託費（旧：エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費） (a)
3161 経済産業省 エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補助金 (a)
3188 経済産業省 地熱資源量の把握のための調査事業費補助金（旧：地熱資源開発調査事業費補助金） (a)
3190 経済産業省 海洋鉱物資源開発に向けた資源量評価・生産技術等調査事業委託費（旧：深海底資源基礎調査委託費） (a)
3193 経済産業省 鉱物資源開発の推進のための探査等事業委託費（旧：エネルギー使用合理化鉱物資源開発推進基盤整備委託費） (a)
3203 経済産業省 電力需給・系統等関連調査委託費（旧：電力系統関連設備形成等調査委託費） (a)
3208 経済産業省 海外におけるウラン探鉱支援事業費補助金（旧：海外ウラン探鉱支援事業補助金） (a)
3265 経済産業省 化学物質規制対策事業 (a)
3272 経済産業省 内外価格動向等調査（事務費） (a)
3273 経済産業省 独立行政法人経済産業研究所運営費交付金 (a)
3291 経済産業省 工業所有権研究等委託費（工業所有権研究推進事業） (a)
3292 経済産業省 工業所有権研究等委託費（グローバル知財マネジメント人材育成推進事業） (a)
3293 経済産業省 工業所有権研究等委託費（英語知財研修プログラム推進事業） (a)
3294 経済産業省 工業所有権調査等委託費（各国における知的財産権制度基盤整備事業） (a)
3295 経済産業省 工業所有権調査等委託費（知的財産権ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ等侵害対策強化事業） (a)
3296 経済産業省 工業所有権調査等委託費（台湾における知的財産権制度基盤整備事業） (a)
3297 経済産業省 工業所有権調査等委託費（知的財産国際権利化戦略推進事業） (a)
3298 経済産業省 工業所有権調査等委託費(知的財産保護包括協力推進事業) (a)
3299 経済産業省 外国工業所有権制度支援事業委託費（産業財産権侵害対策等事業） (a)
3300 経済産業省 外国工業所有権制度支援事業委託費（産業財産権人材育成協力事業） (a)
3301 経済産業省 世界知的所有権機関拠出金 (a)
3302 経済産業省 世界知的所有権機関事務局分担金 (a)
3303 経済産業省 経済協力開発機構拠出金 (a)
3311 経済産業省 東アジア経済統合研究協力拠出金 (a)
3313 経済産業省 中小企業知的財産活用支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業） (a)
3314 経済産業省 中小企業知的財産活用支援事業費補助金（中小企業等海外侵害対策支援事業） (a)
3315 経済産業省 中小企業等知的財産活用支援事業委託費（中小企業知財金融促進事業） (a)
3316 経済産業省 中小企業知的財産活動支援事業費補助金（日本発知的財産活用ビジネス化支援事業） (a)
3317 経済産業省 中小企業等知的財産活用支援事業委託費（中小企業等特許情報分析活用支援事業） (a)
3318 経済産業省 中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知財支援力強化事業） (a)

548 経済産業省
（項）登録免許税納付確認等事務費特許特別会計へ繰入
（大事項）登録免許税納付確認等事務の財源の特許特別会計へ繰入れに必要な経費

(b)

594 経済産業省 特許庁　（項）事務取扱費　　（大事項）事務取扱いに必要な経費 (b)
595 経済産業省 特許庁　（項）事務取扱費　　（大事項）事務取扱いに必要な経費 (b)
597 経済産業省 特許庁　（項）予備費　　（大事項）予備費 (b)
3357 国土交通省 火山噴火時の土砂災害緊急情報等の高度化検討経費 (a)
3362 国土交通省 国際戦略港湾コンテナターミナル高度化実証事業 (a)
3375 国土交通省 タクシー事業の活性化支援 (a)
3390 国土交通省 港湾機能を阻害しない洋上風力発電施設等の施工基準等の検討経費 (a)
3397 国土交通省 適正化事業の円滑な導入・拡大に向けた調査、人材育成 (a)
3398 国土交通省 自動走行を含む次世代のＩＴＳ構築に向けた路車協調システムに関する検討 (a)
3409 国土交通省 メンテナンス産業の育成・拡大 (a)
3436 国土交通省 民間事業者等の知見を活用した建築基準整備の推進事業 (a)
3446 国土交通省 インスペクションを活用した住宅市場活性化事業 (a)
3487 国土交通省 都市局地球環境問題等総合調査等経費 (a)
3488 国土交通省 下水処理場における総合バイオマス利活用検討経費 (a)
3492 国土交通省 海運からの温室効果ガス等環境負荷低減に関する総合対策 (a)



通番 府省庁 事業名 ／　項・事項 区分
3500 国土交通省 アメダス観測 (a)
3501 国土交通省 気象レーダー観測 (a)
3502 国土交通省 地磁気観測 (a)
3505 国土交通省 高層気象観測 (a)
3506 国土交通省 地震津波観測 (a)
3507 国土交通省 地殻観測 (a)
3508 国土交通省 火山観測 (a)
3509 国土交通省 海洋環境観測 (a)
3510 国土交通省 波浪観測 (a)
3511 国土交通省 高潮高波対策業務 (a)
3512 国土交通省 小笠原諸島気象業務 (a)
3513 国土交通省 大気バックグランド汚染観測 (a)
3514 国土交通省 オゾン層・紫外線観測 (a)
3515 国土交通省 日射観測 (a)
3516 国土交通省 温室効果ガスデータ管理業務 (a)
3517 国土交通省 気候・海洋情報処理業務 (a)
3526 国土交通省 都市局市街地防災推進費 (a)
3548 国土交通省 河川水理調査に必要な経費 (a)
3552 国土交通省 大規模土砂災害緊急調査経費 (a)
3581 国土交通省 ハイジャック・テロ対策 (a)
3603 国土交通省 自動車運送事業の安全総合対策事業（事故防止対策支援推進事業） (a)
3613 国土交通省 巡視船艇の整備に関する経費 (a)
3697 国土交通省 社会資本整備の生産性を高める生産管理システムの強化に向けた検討経費 (a)
3700 国土交通省 国土管理情報通信基盤に係るセンサーネットワークの計画検討経費 (a)
3705 国土交通省 情報化施工の活用による建設生産システムの高度化 (a)
3740 国土交通省 道路分野の海外展開支援に係る経費 (a)
3750 国土交通省 基準点測量等 (a)
3765 国土交通省 新たなエネルギー輸送ルートの海上輸送体制の確立（LNG船に係る安全性評価手法の策定経費を除く） (a)
3776 国土交通省 国土形成計画等に係る学官連携の推進 (a)
3841 国土交通省 都市行政情報データベース運営経費 (a)
613 国土交通省 社会資本整備・管理効率化推進費・社会資本整備・管理等の効率的な推進に必要な経費（建設技術総合管理推進経費） (b)
694 国土交通省 気象官署共通費・気象庁一般行政に必要な経費 (b)
695 国土交通省 気象官署共通費・気象大学校に必要な経費 (b)
699 国土交通省 海上保安官署共通費・海上保安庁一般行政に必要な経費 (b)
4219 復興庁（環境 環境モニタリング調査 (a)
4223 復興庁（環境 旧警戒区域内等における鳥獣捕獲等緊急対策事業 (a)
4285 復興庁（原子 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 (a)
3884 環境省 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業（経済産業省連携事業） (a)
3885 環境省 地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業 (a)
3889 環境省 次世代省CO2型データセンター確立・普及促進事業 (a)
3892 環境省 ヒートポンプを活用した低炭素型農業推進事業（農林水産省連携事業） (a)
3893 環境省 地下街を中心とした周辺地域における低炭素化モデル事業 (a)
3895 環境省 低炭素型浮体式洋上風力発電低コスト化・普及促進事業 (a)
3896 環境省 環境調和型バイオマス資源活用モデル事業 (a)
3901 環境省 先進環境対応トラック・バス導入加速事業（国土交通省・経済産業省連携事業） (a)
3902 環境省 木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画策定事業（経済産業省連携） (a)
3903 環境省 国立公園等における再生可能エネルギーの効率的導入促進事業 (a)
3907 環境省 放射線による自然生態系への影響調査費 (a)
3908 環境省 三陸復興国立公園再編成等推進事業費 (a)
3916 環境省 脱フロン社会構築に向けた業務用冷凍空調機器省エネ化推進事業（一部国土交通省連携事業） (a)
3918 環境省 低炭素型の行動変容を促す情報発信（ナッジ）による家庭等の自発的対策推進事業 (a)
3919 環境省 木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業（農林水産省連携事業） (a)
3922 環境省 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業（国土交通省連携事業） (a)
3927 環境省 リサイクルプロセスの横断的高度化・効率化事業 (a)
3928 環境省 アジア・太平洋地域の災害廃棄物対策強化支援事業 (a)
3930 環境省 気候変動適応計画推進のための浅海域生態系現況把握調査 (a)
3931 環境省 西之島総合学術調査事業費 (a)
3934 環境省 地球温暖化対策推進法施行推進経費 (a)
3939 環境省 モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業（国土交通省連携事業） (a)
3940 環境省 先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業（グリーンプラン・パートナーシップ事業） (a)
3943 環境省 風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業（経済産業省連携事業） (a)
3944 環境省 地下水の水質汚濁対策に資する地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業 (a)
3945 環境省 食品廃棄物及び家畜排泄物等を活用した地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業（農林水産省連携事業） (a)
3952 環境省 家庭部門のCO2排出実態統計調査事業 (a)
3953 環境省 低炭素ライフスタイルイノベーションを展開する評価手法構築事業 (a)
3954 環境省 地球温暖化対策の推進・国民運動「COOL CHOICE」強化事業等 (a)
3957 環境省 サプライチェーンにおける排出削減量の見える化推進事業 (a)
3959 環境省 先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業 (a)
3961 環境省 木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業（農林水産省連携事業） (a)
3963 環境省 エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業費 (a)
3967 環境省 自立・分散型低炭素エネルギー社会構築推進事業 (a)
3968 環境省 バイオ燃料利用体制確立促進事業 (a)
3970 環境省 離島の低炭素地域づくり推進事業 (a)
3972 環境省 先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器普及促進事業（一部国土交通省・経済産業省連携事業） (a)
3973 環境省 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業 (a)
3974 環境省 短期寿命気候汚染物質削減に関する国際パートナーシップ拠出金関連業務 (a)
3981 環境省 リースを活用した業務部門省CO2改修加速化モデル事業→H28：地域経済と連携した省CO2化手法促進モデル事業に組替え (a)
3983 環境省 L2-Tech（先導的低炭素技術）導入拡大推進事業 (a)
3987 環境省 森林等の吸収源対策に関する国内体制整備確立調査費 (a)
3990 環境省 循環産業の国際展開に係る海外でのCO2削減に向けた実証支援事業 (a)
3992 環境省 二国間クレジット制度（JCM)資金支援事業（プロジェクト補助） (a)
3993 環境省 二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業（ＡＤＢ拠出金） (a)
3996 環境省 気候技術センター・ネットワーク（ＣＴＣＮ）事業との連携推進 (a)
3998 環境省 途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業 (a)
3999 環境省 アジア地域におけるコベネフィット型環境汚染対策推進事業 (a)
4011 環境省 大気環境基準等設定業務費 (a)
4012 環境省 大気環境監視測定網整備推進費 (a)
4013 環境省 大気汚染防止規制等対策推進費 (a)
4014 環境省 有害大気汚染物質等対策推進費 (a)
4015 環境省 アスベスト飛散防止総合対策費 (a)
4017 環境省 コベネフィット・アプローチ推進事業費 (a)
4022 環境省 自動車大気汚染対策等推進費 (a)



通番 府省庁 事業名 ／　項・事項 区分
4024 環境省 船舶・航空機排出ガス対策検討調査 (a)
4026 環境省 自動車交通環境監視測定費 (a)
4029 環境省 環境測定等に関する調査 (a)
4030 環境省 放射性物質による一般環境汚染に係る基準等調査検討費 (a)
4037 環境省 水質関連情報利用基盤整備費 (a)
4038 環境省 総量削減及び閉鎖性海域管理推進費 (a)
4039 環境省 閉鎖性海域環境保全推進等調査費（有明海・八代海総合調査評価委員会経費を含む） (a)
4040 環境省 豊かさを実感できる海の再生事業 (a)
4042 環境省 水質・底質分析法検討費 (a)
4043 環境省 地盤沈下等水管理推進費 (a)
4048 環境省 漂流・漂着・海底ごみに係る削減方策総合検討事業 (a)
4049 環境省 我が国の優れた水処理技術の海外展開支援 (a)
4051 環境省 放射性物質による水質汚濁状況の常時監視 (a)
4053 環境省 地下水質保全推進費 (a)
4054 環境省 農用地土壌汚染対策費 (a)
4059 環境省 循環型社会形成推進等経費 (a)
4060 環境省 UNEP「持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援 (a)
4063 環境省 我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業（国際展開支援） (a)
4069 環境省 自動車リサイクル推進事業費 (a)
4071 環境省 廃棄物処理等に係る情報提供経費等 (a)
4079 環境省 廃棄物処分基準等設定費 (a)
4082 環境省 ITを活用した循環型地域づくり基盤整備事業 (a)
4084 環境省 PCB廃棄物適正処理対策推進事業 (a)

4096 環境省
し尿処理システム国際普及推進事業費(我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業(浄化槽グローバル支援事業費）に名称
変更し、統合）

(a)

4098 環境省 国際分担金等経費 (a)
4100 環境省 自然環境保全基礎調査費 (a)
4101 環境省 地球規模生物多様性モニタリング推進事業 (a)
4102 環境省 地球規模生物多様性情報システム整備推進費 (a)
4110 環境省 地域における対策・活用推進のための要注意鳥獣等（クマ等）監視業務 (a)
4116 環境省 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 (a)
4118 環境省 鳥獣保護管理強化総合対策事業 (a)
4123 環境省 生物多様性及び生態系サービスに関する科学政策プラットフォーム推進費 (a)
4130 環境省 希少種保護推進費 (a)
4131 環境省 外来生物対策費 (a)
4132 環境省 野生鳥獣感染症対策事業費 (a)
4133 環境省 遺伝子組換え生物対策費 (a)
4150 環境省 ＰＲＴＲ制度運用・データ活用事業 (a)
4156 環境省 茨城県神栖市における有機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策 (a)
4167 環境省 石綿問題への緊急対応に必要な経費 (a)
4175 環境省 地球環境パートナーシッププラザ運営 (a)
4187 環境省 環境アセスメント技術調査費 (a)
4208 環境省 2020年東京オリンピックに向けた都市圏における環境対策評価検証等事業 (a)
4213 環境省 原子力被災者に対する健康管理・健康調査 (a)
4234 原子力規制 国際原子力発電安全協力推進事業 (a)
4241 原子力規制 発電炉運転管理分野（検査・運転管理）の規制高度化研究事業 (a)
4243 原子力規制 使用済燃料等の貯蔵・輸送分野の規制高度化研究 (a)
4246 原子力規制 東京電力福島第一原子力発電所事故の分析・評価事業 (a)
4258 原子力規制 原子炉施設等の規制基準整備事業 (a)
4259 原子力規制 技術基盤分野の規制高度化研究事業 (a)
4261 原子力規制 原子力施設等安全解析事業 (a)
4263 原子力規制 原子力安全情報に係る基盤整備・分析評価事業 (a)
4278 原子力規制 避難指示区域等における環境放射線モニタリング推進事業委託費 (a)
4281 原子力規制 放射能測定の充実 (a)
区分　(a)：行政事業レビューシート対象事業　(b)：行政事業レビューシート対象外経費

通番は、「科学技術関係予算の判定結果一覧（平成２８年度・２９年度当初予算）」における通番を意味する。

平成２８年度又は２９年度で終了した事業・経費を含む。


