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内閣官房 危機管理強化のための情報収集衛星の開発等 17,508,867

内閣官房
情報通信技術調達等適正・効率化推進費（政府統計共同利用システムの整備及び運用（情報通信技術調達等適正・効率化推進費）
の合算） 1,220,869

内閣官房 法人共通認証基盤の整備及び運用（情報通信技術調達等適正・効率化推進費）

内閣官房 情報通信技術調達等適正・効率化推進費（システム予算の合計値）

内閣府 国立研究開発法人日本医療研究開発機構出資に必要な経費 18,000,000

内閣府 準天頂衛星システムの防災機能の強化及び開発加速等 11,730,000

内閣府 宇宙開発利用推進費 5,700,000

内閣府 沖縄国立大学法人施設整備に必要な経費 5,482,839

内閣府 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 2,999,445

内閣府 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM） 1,900,000

内閣府 スーパーシティの推進に必要な経費 703,156

内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（エネルギー分野、次世代インフラ分野及び地域資源分野） 700,000

内閣府 標準の活用の推進に係る戦略策定 209,880

内閣府 総合戦略に基づく重点施策広報事業 30,000

内閣府 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の機能強化 0

内閣府 経済社会総合研究所に必要な経費 -121,623

警察庁 科学警察研究所に必要な経費 -27,140

警察庁 科学警察研究所に必要な経費 -43,691

消費者庁 国民生活センターの運営 884,691

総務省 Beyond 5G研究開発促進事業(競争的資金) 30,000,000

総務省 Beyond 5G研究開発促進事業（共用施設・設備整備） 19,967,200

総務省 AI戦略の推進のための研究開発拠点の整備 11,340,000

総務省 サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤の構築 8,518,000

総務省 統計調査の実施等事業（周期調査） 1,529,353

総務省 インターネットトラヒック流通効率化等促進事業 999,617

総務省 新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発 953,042

総務省 衛星量子暗号通信のための鍵処理用デバイス検証環境の構築 400,000

総務省 先進的仮想化ネットワークの基盤技術の研究開発 390,000

総務省 統計調査等業務の最適化事業 312,620

外務省 国際連合開発計画（UNDP)拠出金（グローバルヘルス技術振興基金（GHIT）） 1,800,000

外務省 平和的利用イニシアティブ拠出金 861,000

外務省
国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金
（任意拠出金） 291,445

外務省 国際連合気候変動枠組条約拠出金 100,000

文部科学省 世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設 500,000,000

文部科学省 国立大学法人等施設整備（文教施設費） 49,008,500

文部科学省 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構運営費交付金に必要な経費 33,276,057

文部科学省 スーパーコンピュータ「富岳」の開発 32,489,074

文部科学省 国際宇宙ステーション開発に必要な経費 22,252,583

文部科学省 創発的研究若手挑戦事業 17,360,000

文部科学省 創発的研究支援事業 13,354,286

文部科学省 ＧＩＧＡスクールネットワーク構想（公立） 12,812,858

文部科学省 国立大学法人施設整備（大型特別機械整備費等（最先端等）） 8,302,938

文部科学省 先端研究設備整備費補助 7,470,000

文部科学省 国立大学法人における設備等の整備 7,410,000

文部科学省 デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン 6,000,000

文部科学省 ＧＩＧＡスクールネットワーク構想（私立） 5,782,521

文部科学省 国立研究開発法人物質・材料研究機構設備整備費補助 5,167,428

文部科学省 国立研究開発法人科学技術振興機構運営費交付金に必要な経費 4,651,564

文部科学省 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構施設整備に必要な経費 4,281,713

文部科学省 官民共同10万人全ゲノム解析の実現 4,000,000

文部科学省 国立大学・高等専門学校における練習船の整備 3,987,237

文部科学省 官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進 3,693,349

文部科学省 国立高等専門学校基盤的設備の整備 3,200,000

文部科学省 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業 3,185,000

文部科学省 国立大学法人等施設整備（文教施設費） 2,667,380

文部科学省 私立学校教育研究装置等施設整備費補助 2,206,004

文部科学省 オンライン学習システム（CBTシステム）の全国展開 2,205,889

文部科学省 ナノテクノロジー・材料科学技術の戦略的研究開発・基盤整備 2,000,000

文部科学省 国立研究開発法人理化学研究所施設整備に必要な経費 1,980,000

文部科学省 国立大学法人における先端研究の推進 1,881,995

文部科学省 感染症医療人材養成事業 1,875,000

科学技術関係予算の判定結果一覧（令和２年度第３次補正予算）
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文部科学省 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構施設整備に必要な経費 1,723,175

文部科学省 独立行政法人日本スポーツ振興センター研究施設整備費補助金 1,600,000

文部科学省 独立行政法人国立科学博物館施設整備に必要な経費 1,366,415

文部科学省 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構施設整備に必要な経費 1,360,164

文部科学省 気候変動適応戦略イニシアチブ 759,729

文部科学省 革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発 670,000

文部科学省 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設準備事業 479,500

文部科学省 国立研究開発法人防災科学技術研究所施設整備に必要な経費 417,130

文部科学省 国立研究開発法人海洋研究開発機構設備整備費補助 410,000

文部科学省 研究大学強化促進事業 390,000

文部科学省 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構設備整備に必要な経費 385,000

文部科学省 ナショナルバイオリソースプロジェクト 343,885

文部科学省 国立研究開発法人海洋研究開発機構船舶建造に必要な経費 280,049

文部科学省 国立研究開発法人科学技術振興機構施設整備に必要な経費 206,600

文部科学省 国立大学法人の運営に必要な経費 176,790

文部科学省 全国学力・学習状況調査のCBT化に向けた教育アセスメントに関する調査研究 122,018

文部科学省 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構設備整備費 118,258

文部科学省 在外教育施設におけるICT機器整備事業 93,838

文部科学省 国立大学法人における設備等の整備 70,654

文部科学省 海洋情報把握技術開発 0

文部科学省

（項）国立教育政策研究所
　（大事項）教育政策の基礎的な調査研究に必要な経費
   (中事項）国立教育政策研究調査研究等
　　　　　　　政策研究機能高度化推進経費
　(小事項） 客員研究員経費
　　　　　　　事業経費
（使途別分類1） -1

文部科学省

（項）国立教育政策研究所
　（大事項）国立教育政策研究所に必要な経費
   (中事項）国立教育政策研究所運営
　　　　　　　国立教育政策研究所事務処理
　(小事項） 評議員会運営経費
（使途別分類1） -15

文部科学省 地震調査研究推進本部 -34

文部科学省 イノベーションシステム整備事業 -200

文部科学省 海洋生物資源確保技術高度化 -206

文部科学省

（項）国立教育政策研究所
　（大事項）教育政策の基礎的な調査研究に必要な経費
   (中事項）国立教育政策研究調査研究等
　　　　　　　教育課程研究センター
　(小事項） 全国学力・学習状況調査の実施
　全国学力・学習状況の実施（翌年度準備経費）
（使途別分類1） -212

文部科学省 原子力研究開発の推進事務 -233

文部科学省 地震防災研究戦略プロジェクト -421

文部科学省

（項）国立教育政策研究所
　（大事項）国立教育政策研究所に必要な経費
   (中事項）国立教育政策研究所運営
　　　　　　　国立教育政策研究所事務処理
　(小事項）児童手当
（使途別分類1） -460

文部科学省 科学技術に関する人材の養成・活躍促進 -514

文部科学省 ＯＥＣＤ／ＧＳＦ分担金 -622

文部科学省 ライフサイエンス研究開発推進経費 -799

文部科学省 経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）共同事業参加 -7,993

文部科学省

（項）科学技術・学術政策研究所
　（大事項）科学技術・学術政策研究所に必要な経費
（使途別分類１） -41,764

文部科学省

（項）国立教育政策研究所
　（大事項）国立教育政策研究所に必要な経費
   (中事項）国立教育政策研究所運営
　　　　　　　既定定員に伴う経費
　(小事項） 人件費
（使途別分類1） -47,023

文部科学省 南極地域観測事業に必要な経費 -55,071

厚生労働省 ワクチン生産体制等緊急整備基金 120,000,000

厚生労働省 医療研究開発推進事業費補助金（保健衛生医療調査等推進事業費補助金等を含む） 7,700,647

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症治療薬を国民に確実に届けるための支援事業 7,000,000

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の克服及び今後新たに発生する感染症対策のための基盤整備事業 4,000,000

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策システム関連事業 3,605,739

厚生労働省 水道施設等整備費（水道施設災害復旧費補助含む） 2,500,000

厚生労働省 訪問看護レセプト電算処理システム整備事業 2,250,929



府省庁 事業名
令和2年度第3次補正予算

うち科技予算額（千円）

科学技術関係予算の判定結果一覧（令和２年度第３次補正予算）

厚生労働省 健診結果等の様式の標準化整備事業 2,040,579

厚生労働省 国立感染症研究所施設整備経費 1,341,930

厚生労働省 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,080,850

厚生労働省 保健医療情報利活用推進関連事業 970,219

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策等に係る国立感染症研究所の体制整備事業 921,073

厚生労働省 医療情報データベースを活用した医薬品等安全対策総合推進事業 792,874

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の疫学調査 699,071

厚生労働省 DPCデータベース管理運用システム等に要する経費 654,472

厚生労働省 レセプト等データの収集体制整備に要する経費 477,275

厚生労働省 レセプト情報・特定健診等情報データベースシステムの構築 432,683

厚生労働省 障害福祉分野のICT導入モデル事業 327,573

厚生労働省 障害福祉分野のロボット等導入支援事業 290,683

厚生労働省 医療等IDのシステム開発等事業 248,118

厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金（厚生労働行政推進調査事業費補助金を含む） 240,500

厚生労働省 要介護認定情報管理・分析事業費 235,843

厚生労働省 医療的ケア児等医療情報共有サービス基盤構築事業 221,210

厚生労働省 医療情報データベースを活用した医薬品等安全対策総合推進事業 163,555

厚生労働省 医薬品等承認審査費 101,971

厚生労働省 レセプト情報・特定健診等情報データベースへの患者住所の追加 80,000

厚生労働省 医薬品等安全性調査事業 50,501

厚生労働省 国民生活基礎調査費 45,735

厚生労働省 感染地域における専門家派遣事業 33,132

厚生労働省 医薬品等安全性調査事業 30,000

厚生労働省 医療研究開発推進事業費補助金（保健衛生医療調査等推進事業費補助金等を含む） 672

厚生労働省 国立社会保障・人口問題研究所に必要な経費（人件費） -36,614

厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費（人件費） -55,510

厚生労働省 国立感染症研究所に必要な経費（人件費） -95,295

厚生労働省 国立保健医療科学院に必要な経費（人件費） -125,183

農林水産省 漁業構造改革総合対策事業 6,300,000

農林水産省 スマート農業技術の開発・実証プロジェクト 6,200,000

農林水産省 合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策 3,640,000

農林水産省 森林整備事業（補助） 2,937,000

農林水産省 産地生産基盤パワーアップ事業 2,000,000

農林水産省 漁獲情報等デジタル化推進事業 1,904,342

農林水産省 畜産環境対策総合支援事業 1,841,232

農林水産省 農地情報一元的管理加速化事業 1,117,336

農林水産省 治山事業（補助） 893,000

農林水産省 農地区画データ情報体制整備緊急対策事業 845,031

農林水産省 消費・安全対策交付金 463,034

農林水産省 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に要する経費 280,199

農林水産省 　「緑の雇用」新規就業者育成推進事業 235,000

農林水産省 水産エコラベルの認証取得加速化緊急対策事業 45,000

農林水産省
（項）農林水産技術会議共通費
　（大事項）農林水産技術会議の運営に必要な経費 -39,827

農林水産省

（項）農林水産政策研究所
　（大事項）農林水産政策研究所に必要な経費
    （大事項）農林水産業政策研究に必要な経費 -71,822

経済産業省 グリーンイノベーション基金事業 2,000,000,000

経済産業省 中小企業生産性革命推進事業の特別枠の改編 229,999,944

経済産業省 ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業 90,000,000

経済産業省 廃炉・汚染水対策事業 16,740,000

経済産業省 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 13,000,000

経済産業省 国立研究開発法人産業技術総合研究所施設整備費補助 12,353,667

経済産業省 産業・業務部門における高効率ヒートポンプ導入促進事業 4,652,655

経済産業省 学びと社会の連携促進事業 2,899,788

経済産業省 洋上風力発電の地域一体的開発に向けた調査研究事業 2,749,778

経済産業省 廃炉・汚染水対策事業（放射性物質研究拠点施設等運営事業） 2,472,786

経済産業省 カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業 1,500,000

経済産業省 産業保安高度化推進事業 869,873

経済産業省 研究開発型スタートアップ支援事業 697,977

経済産業省 停電復旧見通しの精緻化・情報共有システム等整備事業費 396,023

経済産業省 Global Technology Governance Summit 支援事業 269,202

経済産業省 人件費 -2,357
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国土交通省 河川改修事業 4,770,000

国土交通省 海洋環境観測 3,663,284

国土交通省 海事分野におけるカーボンニュートラルの推進 1,400,000

国土交通省 気象レーダー観測 1,190,467

国土交通省 港湾関連データ連携基盤の構築に必要な経費 870,000

国土交通省 新技術導入促進に関する経費 858,000

国土交通省 国立研究開発法人土木研究所（施設整備） 635,258

国土交通省 国立研究開発法人建築研究所（施設整備） 619,520

国土交通省 土木関連施設整備費、建築関連施設整備費 594,000

国土交通省 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用調整に必要な経費 580,999

国土交通省 基本測地基準点測量経費 455,500

国土交通省 アメダス観測 363,263

国土交通省 緊急支援物資輸送のデジタル化等推進事業 337,738

国土交通省 スマートシティ実証調査 299,995

国土交通省 火山観測 263,358

国土交通省 独立行政法人自動車技術総合機構施設整備費 199,980

国土交通省 地理空間情報の流通・利用促進の検討 195,892

国土交通省 大学校教員の事務費（レビュー外経費） 191,940

国土交通省 地震津波観測 142,587

国土交通省 建設施工分野における革新的技術の導入推進事業 136,000

国土交通省 海洋開発における技術力の強化に向けた支援 122,100

国土交通省 デジタル改革（DX）による船舶産業における競争基盤強化 119,656

国土交通省 デジタル改革（DX）による船舶産業における競争基盤強化 110,000

国土交通省 新技術導入促進に関する経費 100,000

国土交通省 デジタルトランスフォーメーションセンターWEB会議システム構築業務 100,000

国土交通省 デジタル改革によるDX造船所の実現 100,000

国土交通省 建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージの推進 81,460

国土交通省 デジタル改革（DX）による船舶産業における競争基盤強化 79,000

国土交通省 高層気象観測 70,211

国土交通省 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所施設整備費補助金 63,228

国土交通省 港湾・空港関連施設整備費 59,000

国土交通省 洪水・豪雨に対する道路構造物の強靱化に関する調査研究 49,995

国土交通省 施設の維持管理及び行政事務データの管理効率化に係る調査研究 49,820

国土交通省 海洋情報に関する経費 42,504

国土交通省 浮体式洋上風力発電施設の建造・設置コスト低減等に向けた安全評価手法等の確立 40,000

国土交通省 基本図測量経費 31,489

国土交通省 温室効果ガス削減に向けた革新的建設機械導入支援事業 24,000

国土交通省 地理空間情報ライブラリー推進経費 22,038

国土交通省 水害時の被災リスクを低減する既存戸建住宅の予防的改修方法に関する研究 19,980

国土交通省 ＩＣＴ施工推進に必要な技術基準類整備に係る調査研究 19,828

国土交通省 中山間地における降雨観測精度の高度化のための画像雨量計の開発 19,800

国土交通省 物流生産性向上推進事業 0

国土交通省 ITを活用した道路管理体制の強化対策 0

国土交通省 日本版MaaS推進・支援事業 0

国土交通省 気象研究所・気象研究所に必要な経費 -11,351

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 -15,641

国土交通省 港湾・空港関連施設整備費 -58,533

環境省 再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業 8,000,000

環境省 グリーン社会実現のためのオンサイトPPA等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 8,000,000

環境省 脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業 7,600,000

環境省 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 5,500,000

環境省 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 5,500,000

環境省 既存住宅における断熱リフォーム・ZEH化支援事業 4,500,000

環境省 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業 4,000,000

環境省 革新的な省CO2型感染症対策技術等の実用化加速のための実証事業（一部総務省、文科省連携） 1,000,000

環境省 石綿健康被害判定業務のICT化推進事業 673,435

環境省 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の化学物質分析加速化事業 599,995

環境省 GOSATシリーズによる地球観測事業 330,000

環境省 産業廃棄物管理票電子処理システム機能強化事業費 142,534

環境省 環境調査研修所共通経費 -820

環境省
環境調査研修所共通経費
（国立水俣病総合研究センターに必要な共通経費） -8,769
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環境省 人件費（環境調査研修所） -23,768

原子力規制委員会 放射線監視体制の機能維持に関する強化対策（放射線監視等交付金） 2,317,319

原子力規制委員会 放射線障害防止措置に関する対策（放射線対策委託費） 1,022,346

原子力規制委員会 原子力災害医療機関の施設設備に関する強化対策（原子力災害等医療実効性確保事業） 745,859

原子力規制委員会 放射線測定インフラの機能維持に関する強化対策（環境放射能水準調査等事業） 672,435

原子力規制委員会 原子力艦環境放射能モニタリング設備・資機材更新対策（放射能調査研究に必要な経費） 193,402

原子力規制委員会 国が所有する緊急時モニタリングに係る資機材の更新に関する対策（緊急時モニタリングの体制整備事業） 66,000

原子力規制委員会 非常勤職員手当（放射能調査研究に必要な経費） -101
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