
科学技術関係予算の判定結果一覧（令和元年度補正予算）

府省庁 事業名
令和元年度補正予算
うち科技予算額（千円）

内閣官房 健康・医療戦略経費 195,000

内閣官房 政府ＣＩＯ制度の推進経費 22,110

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 11,126,110

内閣府 健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業 10,000,000

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） 2,904,603

内閣府 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の機能強化 890,000

内閣府 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 700,000

内閣府 経済社会総合研究所に必要な経費 -66,025

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） -559,547

警察庁 科学警察研究所に必要な経費 -39,684

消費者庁 独立行政法人国民生活センター運営費 1,132,366

総務省 統合イノベーション戦略の推進拠点の初期整備 4,386,877

総務省 量子セキュリティ領域の産学官連携による国際的研究拠点の整備 3,500,000

総務省 電波資源拡大のための研究開発 2,195,122

総務省 公共安全LTEの実現に向けた総合実証 1,198,897

総務省 革新的AIネットワーク統合基盤技術の研究開発 696,785

総務省 地域ＩＸ・CDN等を活用したコンテンツ配信効率化等促進事業 674,527

総務省 地域課題解決型ローカル５G等の実現に向けた開発実証 642,199

総務省 モバイル決済モデル推進事業 259,993

総務省 高度映像配信プラットフォームに関する実証 149,980

総務省 高度対話エージェント技術の研究開発・実証 137,018

総務省 統計調査の実施等事業（経常調査等） 107,575

総務省 多言語翻訳の普及推進 102,095

総務省 Ｌアラート等による災害情報伝達の正確性・迅速性の向上に向けた実証 93,173

外務省 海洋プラスチックごみ・気候変動対策緊急支援 2,843,423

外務省 グローバルヘルス技術振興基金（GHIT）及びUNDPへの拠出を通じた医薬品の研究開発及び供給支援 400,000

外務省 国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金（任意拠出金） 323,405

財務省 独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金 473,448

文部科学省 ＧＩＧＡスクール構想の実現 231,805,485

文部科学省 創発的研究支援事業 50,000,000

文部科学省 国立大学法人等施設整備（文教施設） 25,968,933

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 19,337,428

文部科学省 スーパーコンピュータ「富岳」の開発 14,400,000

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 6,677,972

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 6,369,232

文部科学省 国際宇宙ステーション開発に必要な経費 5,656,193

文部科学省 「創発的研究」の場の形成（先端共用研究設備の整備） 5,000,000

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）） 4,984,000

文部科学省 国立高等専門学校機構設備整備費 4,012,294

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 3,797,961

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 3,606,008

文部科学省 研究開発法人等の安全確保と防災・減災に資する研究開発の推進 2,296,000

文部科学省
国立大学法人における設備等の整備
　※国立大学法人設備整備費補助金 2,223,498

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 1,869,020

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 1,524,708

文部科学省 国立大学法人船舶建造費必要な経費 1,500,000

文部科学省 我が国の研究力向上に向けた取組の加速化 1,397,627

文部科学省 私立学校教育研究装置等施設整備費補助 1,359,159

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 1,332,793

文部科学省
国立大学法人等施設整備（文教施設費）
　※「施設整備費補助金（大型特別機械整備等）」 1,113,081

文部科学省 持続可能開発目標達成支援事業 1,095,000

文部科学省 学術研究船「白鳳丸」の老朽化対策 991,640

文部科学省 海底地震・津波観測網の構築・運用 581,251

文部科学省 気候変動適応戦略イニシアチブ 460,000

文部科学省 私立学校教育研究活動復旧費（私立大学等経常費補助金） 456,709

文部科学省
国立大学法人の運営に必要な経費
　※国立大学法人運営費交付金 330,606

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 300,000

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 246,827

文部科学省 国立大学法人等施設整備（文教施設） 243,130

文部科学省 私立大学等授業料減免等支援（私立大学等経常費補助金） 204,200
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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 50,000

文部科学省 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所施設整備に必要な経費 30,000

文部科学省 独立行政法人国立高等専門学校機構運営費交付金に必要な経費 9,805

文部科学省 政策研究機能高度化推進経費 -3

文部科学省 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム -51

文部科学省 海洋生物資源確保技術高度化 -206

文部科学省 海洋情報把握技術開発 -211

文部科学省 宇宙航空分野の戦略的研究開発・国際展開の推進 -340

文部科学省 地震調査研究推進本部 -407

文部科学省 科学技術に関する人材の養成・活躍促進 -413

文部科学省 原子力研究開発利用の推進事務 -427

文部科学省 ＯＥＣＤ／ＧＳＦ分担金 -454

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
（使途別分類４） -931

文部科学省 南極地域観測事業費 -1,481

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 -5,918

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） -23,135

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
（使途別分類１） -52,728

文部科学省 ナショナルトレーニングセンターの拡充整備 -85,292

厚生労働省
IoTを活用するスマート水道促進事業
（「水道施設等整備費(水道施設災害復旧費補助含む)」の一部事業 2,500,000

厚生労働省 データヘルス分析関連サービス 938,897

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） 579,573

厚生労働省 国民健康保険団体連合会等補助金 453,105

厚生労働省 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業を除く） 362,950

厚生労働省 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 320,151

厚生労働省 要介護認定情報管理・分析事業費 230,728

厚生労働省 障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業 202,800

厚生労働省 要介護認定情報管理・分析事業費 70,000

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） 41,246

厚生労働省
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
審査等勘定運営費交付金 4,170

厚生労働省 国立保健医療科学院に必要な経費（人件費） -3,921

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） -9,983

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） -12,212

厚生労働省 国立感染症研究所に必要な経費（人件費） -15,470

農林水産省 消費・安全対策交付金 7,729,564

農林水産省 スマート農業技術の開発・実証プロジェクト 7,150,000

農林水産省 ムーンショット型農林水産研究開発事業 5,000,000

農林水産省 畜産・酪農生産力強化対策事業 3,397,180

農林水産省 畜産環境対策総合支援事業 2,238,782

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 2,200,000

農林水産省 漁業構造改革総合対策事業 2,091,240

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 公共牧場活用和子牛等増産対策事業 1,950,902

農林水産省 国立研究開発法人森林研究・整備機構 研究・育種勘定に要する経費 339,889

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 246,912

農林水産省 治山事業(補助、直轄) 175,000

農林水産省 鳥獣被害防止総合対策交付金 165,600

農林水産省 国立研究開発法人水産研究・教育機構に要する経費 149,969

農林水産省 担い手確保・経営強化支援事業 100,000

農林水産省 国立研究開発法人水産研究・教育機構に要する経費 99,913

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 62,510

農林水産省 グローバル産地づくり緊急対策事業 50,000

農林水産省 国際機関を通じた農林水産業協力拠出金 15,000

農林水産省 森林整備事業（補助） 3,079

農林水産省

農林水産政策研究所に必要な経費　△52,735千円
農林水産技術会議の運営に必要な経費　△60,111千円
農林水産分野の研究開発・技術移転の推進に必要な経費　△4,061千円 -116,907
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経済産業省 中小企業生産性革命推進事業 309,000,000

経済産業省 ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化対策 110,000,000

経済産業省 廃炉・汚染水対策事業 15,500,000

経済産業省 革新的環境イノベーション戦略加速プログラム 8,996,348

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 5,001,263

経済産業省 生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業 4,998,601

経済産業省 革新的環境イノベーション戦略加速プログラム 3,700,042

経済産業省 研究開発型スタートアップ支援事業 3,019,592

経済産業省 中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業（交付金） 2,899,720

経済産業省 規制の精緻化に向けたデジタル技術の開発事業 2,829,941

経済産業省 人工知能に関する橋渡しインフラ拡張 2,002,528

経済産業省
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを活用したレジリエンス強化事業費補助金

1,997,400

経済産業省 災害時における生活環境の確保に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 1,900,662

経済産業省 安全安心なドローン基盤技術開発 1,607,847

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） 1,361,000

経済産業省 EdTech導入実証事業 1,000,097

経済産業省
独立行政法人製品評価技術基盤機構施設整備費補助金
(NITEバイオテクノロジーセンター災害対応強化事業) 799,900

経済産業省
アジアDX等新規事業創造支援事業
（大企業人材等新規事業創造推進支援事業） 599,998

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金（防災対策） 598,157

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 590,500

経済産業省 地域イノベーション基盤整備事業費 550,170

経済産業省 生活空間におけるサイバー／フィジカル融合促進事業費補助金 550,050

経済産業省 認知症共生等を通じた予防・健康づくりの推進に向けた基盤整備事業（補助金） 550,030

経済産業省
アジアDX等新規事業創造支援事業
（日・ASEAN経済産業協力拠出金） 500,000

経済産業省 多様なモビリティ導入支援事業(補助金) 498,814

経済産業省 アジア健康構想等の実現に向けた各国の医療・ヘルスケアサービス連携基盤整備事業 400,423

経済産業省 多様なモビリティ導入支援事業（委託費） 269,996

経済産業省
アジアDX等新規事業創造支援事業
（アジアデジタル企業ネットワーク構築事業（交付金）） 159,880

経済産業省
アジアDX等新規事業創造支援事業
（日印経済産業協力補助金） 139,840

経済産業省 認知症共生等を通じた予防・健康づくりの推進に向けた基盤整備事業（委託費） 50,030

経済産業省 人件費 -160

経済産業省 人件費 -3,900

国土交通省 巡視船艇の整備に関する経費 2,176,127

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 794,927

国土交通省 地域公共交通の生産性向上 769,633

国土交通省 国立研究開発法人建築研究所（施設整備費） 747,175

国土交通省 土木・建築関連施設整備費 650,000

国土交通省 国立研究開発法人土木研究所（施設整備費） 595,913

国土交通省 孤立者救助や排水作業の迅速・効率化のための浸水状況推定に関する緊急施策 539,875

国土交通省 船舶の建造・運航における生産性向上（情報技術等の活用によるコスト競争力・品質・サービスの革新） 535,000

国土交通省 新技術導入促進に関する経費 399,977

国土交通省 アメダス観測 398,265

国土交通省 スマートシティ実証調査 199,968

国土交通省 海洋開発市場の獲得に向けた海事生産性革命の前進に必要な経費 170,000

国土交通省 高潮高波対策業務 132,553

国土交通省 海洋調査に関する経費 130,680

国土交通省 AIターミナル高度化実証事業 107,952

国土交通省 物流生産性向上推進事業 99,894

国土交通省 港湾の完全電子化の推進に必要な経費 89,558

国土交通省 気象レーダー観測 87,714

国土交通省 海洋情報に関する経費 77,213

国土交通省 洗掘の被害を受ける可能性が高い道路橋の抽出と改造マニュアルの開発 49,891

国土交通省 建築物の外装材及び屋根の耐風性能向上に資する調査研究 49,885

国土交通省 船舶産業におけるサプライチェーンの最適化 49,167

国土交通省 波浪観測 34,661

国土交通省 下水処理場の応急復旧対応を再現可能な下水処理実験施設整備及び検討 29,950

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 -7,810

国土交通省 気象研究所・気象研究所に必要な経費 -32,430
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令和元年度補正予算
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国土交通省  国土技術政策総合研究所に必要な経費 -60,881

環境省 GOSATシリーズによる地球環境観測事業 5,000,000

環境省 子どもの健康と環境に関する全国調査の化学物質分析加速化事業 515,900

環境省 国立環境研究所施設費補助 310,000

環境省 脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業 300,000

環境省 世界を牽引するイノベーション確立のための部材や素材の社会実装・普及展開加速化事業 300,000

環境省 大気汚染物質広域監視システムの再構築事業 161,999

環境省 沖合海底自然環境保全地域管理事業費 160,000

環境省 環境調査研修所施設整備費 90,174

環境省 環境調査研修所共通経費 -11,431

環境省 環境調査研修所 -35,727

原子力規制委員会 放射能調査研究に必要な経費 196,660

原子力規制委員会 原子力規制検査の体制整備事業 144,865

原子力規制委員会 環境放射能水準調査等事業 129,242
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