
科学技術関係予算の判定結果一覧（令和３年度補正予算）

府省庁 事業名
令和3年度補正予算

うち科技予算額（千円）
内閣官房 危機管理強化のための情報収集衛星の開発等 17,477,000
内閣官房 ウィズコロナ時代の実現に向けた主要技術の実証・導入に向けた調査研究事業 4,719,991
内閣府 ワクチン・新規モダリティ研究開発事業 150,400,000
内閣府 デジタル田園都市国家構想推進交付金 20,000,000
内閣府 準天頂衛星システムの開発加速等 11,024,894
内閣府 衛星コンステレーションの利用実証等の宇宙開発利用の加速推進 7,000,000
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） 6,502,650
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事業 5,000,000
内閣府 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM） 3,001,312
内閣府 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 2,500,000
内閣府 スーパーシティの推進に必要な経費 716,344
内閣府 スマートシティ・スマートローカルの地域間連携による持続可能な地域づくりの実現 301,355
内閣府 標準の活用の推進に係る戦略策定 210,000
内閣府 地震対策等の推進に必要な経費 99,628
内閣府 経済社会総合研究所に必要な経費 -122,885
警察庁 科学警察研究所に必要な経費 -7,490
警察庁 科学警察研究所に必要な経費 -46,546
消費者庁 国民生活センターの運営 256,540
デジタル庁 情報システムの整備・運用に関する経費 301,234
総務省 データセンター、海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靭化事業 50,000,000
総務省 Beyond 5G研究開発促進事業 20,000,000
総務省 グリーン・デジタル社会を実現するためのICTデバイス研究基盤・開発環境の整備 17,500,000
総務省 量子暗号通信ネットワークの社会実装加速のための広域テストベッド整備 9,000,000
総務省 多数の機器が存在する環境下におけるローカル５G技術実証 7,980,000
総務省 グローバルな情報収集等に対応した多言語翻訳技術の高度化 6,034,000
総務省 衛星コンステレーションにおける量子暗号通信を実現するための光地上局テストベッド環境の整備 5,050,000
総務省 次世代の人工知能技術の実現のための脳情報データ収集基盤の整備 3,900,000
総務省 防災・減災のためのリモートセンシング技術による高精度データの収集・分析・配信技術の開発及び基盤の整備 3,000,000
総務省 サイバー攻撃インフラ検知等の積極的セキュリティ対策総合実証 1,799,879
総務省 防災・減災のためのリモートセンシング技術による高精度データの収集・分析・配信技術の開発及び基盤の整備 1,394,023
総務省 サイバーセキュリティ演習環境の拡充 1,170,000
総務省 救助活動を支援する携帯電話の電波捕捉に関する技術実証 1,000,000
総務省 公共安全LTEの実現のための安定性・信頼性向上に向けた技術的検討 800,000
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 799,180
総務省 課題解決型ローカル５Ｇ等の実現に向けた開発実証 798,612
総務省 国際電気通信連合（ITU）を通じた国際連携強化事業 490,000
総務省 衛星通信における量子暗号技術の研究開発 480,000
総務省 統計調査の実施等事業（経常調査等） 452,468
総務省 デジタル教育プラットフォーム活用支援事業 159,973
総務省 情報信託機能活用促進事業 114,859
総務省 火災・危険物流出等事故原因調査に必要な機器の整備 69,300
総務省 情報収集分析車の整備 64,900
総務省 戦略的情報通信研究開発推進事業 -9,818
外務省 メコン川流域におけるプラスチック汚染と気候変動に対するコミュニティレジリエンスの強化 99,130

外務省
ポストコロナの木材サプライチェーン再構築に向けたパナマにおける森林モニタリング制度の整備及び木材の合法性トレーサビリティシステム構築
支援

78,850

外務省 国際連合開発計画（UNDP)・グローバルヘルス技術振興基金（GHIT）連携事業拠出金 60,000
文部科学省 国立研究開発法人科学技術振興機構出資金 611,100,000
文部科学省 科学技術国際活動の推進 125,000,000
文部科学省 ムーンショット型研究開発プログラム 68,000,000
文部科学省 ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成 51,500,000
文部科学省 国立大学法人等施設整備（文教施設費） 48,719,407
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 44,923,986
文部科学省 次世代研究者挑戦的研究プログラム 34,720,000
文部科学省 国際宇宙ステーション開発に必要な経費 13,335,539
文部科学省 ＧＩＧＡスクール構想の実現（公立学校情報情報機器整備費補助金） 12,596,080
文部科学省 科学研究費助成事業 11,000,000
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）） 10,118,842
文部科学省 北極域研究船の建造（国立研究開発法人海洋研究開発機構船舶建造費補助金） 9,147,393
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費 8,196,689
文部科学省 国立大学法人における設備等の整備 7,246,957
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 7,124,246
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 6,704,770
文部科学省 核融合発電の実現に向けた基幹技術の研究開発 5,990,705
文部科学省 デジタルと専門分野の掛け合わせによる産業DXをけん引する高度専門人材育成事業 4,594,000
文部科学省 国立大学法人等施設整備（文教施設費） 4,593,840
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 4,547,333
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 3,990,065
文部科学省 ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成 3,889,100
文部科学省 基幹ロケット高度化の推進 3,673,748
文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 3,605,960
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 3,575,270
文部科学省 独立行政法人国立高等専門学校機構の教育研究設備の整備 3,549,037
文部科学省 GIGAスクール構想推進のための学習者用デジタル教科書活用事業 3,452,735
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 3,171,850
文部科学省 デジタルコンテンツとしてのデジタル教科書の配信基盤の整備 3,045,757
文部科学省 次世代X-nics半導体創生拠点形成事業 2,999,535
文部科学省 海底地震・津波観測網の構築・運用 2,757,879
文部科学省 創発的研究支援事業 2,640,000
文部科学省 創発的研究支援事業 2,640,000
文部科学省 イノベーションシステム整備事業 2,546,780



文部科学省 国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必要な経費 2,500,000
文部科学省 私立学校教育研究装置等施設整備費補助 2,155,527
文部科学省 国立大学法人の運営に必要な経費 1,936,356
文部科学省 国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備に必要な経費 1,839,475
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 1,541,300
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 1,260,173
文部科学省 SPring-8におけるデータ創出基盤の整備 1,006,137
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 975,805
文部科学省 ＧＩＧＡスクールネットワーク構想（私立） 927,945
文部科学省 海底深部における地殻変動観測装置の整備（国立研究開発法人海洋研究開発機構設備整備費補助金） 699,930
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 455,889
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費 380,061
文部科学省 AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト（次世代人工知能技術等研究開発拠点形成事業費補助金） 320,300
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研究開発 309,799
文部科学省 JAMSTECの主要拠点における施設等の整備（国立研究開発法人海洋研究開発機構施設整備費補助金） 301,939
文部科学省 私立大学等研究設備整備等 156,964
文部科学省 海外子女教育活動の助成 126,565
文部科学省 国際研究協力経費 120,274
文部科学省 国立大学法人における設備等の整備 106,290
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 79,215
文部科学省 材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業 -1
文部科学省 先端基盤技術研究開発推進経費 -9
文部科学省 （項）科学技術・学術政策研究所　（大事項）科学技術・学術基本政策の基礎的な調査研究等に必要な経費（使途別分類１） -12
文部科学省 イノベーションシステム整備事業 -13
文部科学省 海洋生物資源確保技術高度化 -18
文部科学省 核融合分野の研究開発推進事務 -19
文部科学省 地震防災研究戦略プロジェクト -30
文部科学省 ライフサイエンス研究開発推進経費 -47
文部科学省 省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発 -69
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 -82
文部科学省 研究開発管理システム運営 -97
文部科学省 次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT） -138
文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP) -147
文部科学省 原子力研究開発の推進事務 -204
文部科学省 基礎研究振興・研究環境整備経費 -258
文部科学省 海洋生物ビッグデータ活用技術高度化 -293
文部科学省 科学技術に関する人材の養成・活躍促進 -309
文部科学省 地震調査研究推進本部 -312
文部科学省 次世代超高速電子計算機システム利用の成果促進 -657
文部科学省 ＯＥＣＤ／ＧＳＦ分担金 -705
文部科学省 南極地域観測事業に必要な経費 -1,929
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） -7,752
文部科学省 経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）協働事業参加 -8,852
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） -18,472
文部科学省 日本学士院会員年金の支給等に必要な経費 -30,206
厚生労働省 新型コロナワクチン開発支援等事業 256,249,500
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） 10,183,493
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症治療薬実用化支援事業 5,600,000
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） 4,008,660
厚生労働省 新興・再興感染症データバンク事業 3,409,657
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） 2,708,670
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 2,497,841
厚生労働省 がん診療連携拠点病院機能強化事業等 1,573,220
厚生労働省 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所運営費交付金 1,251,335
厚生労働省 予防接種事務の電子化の推進 981,270
厚生労働省 国民健康保険団体連合会等補助金 789,000
厚生労働省 40歳未満の事業主健診情報の活用に向けたシステム改修 590,000
厚生労働省 訪問診療等の医療保険オンライン資格確認等の仕組みの構築等 588,121
厚生労働省 国立感染症研究所施設整備経費 565,762
厚生労働省 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 454,157
厚生労働省 国立感染症研究所の機能・体制の強化を図るために必要な施設・設備整備事業 447,323
厚生労働省 開発途上国向け医薬品研究開発支援事業 400,000
厚生労働省 要介護認定情報管理・分析事業費 388,073
厚生労働省 広島原爆体験者調査等委託費 359,370
厚生労働省 国立研究開発法人国立国際医療研究センター施設整備費 353,875
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 294,462
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 214,086
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） 180,000
厚生労働省 レセプトオンライン請求の促進に向けたシステム改修 119,315
厚生労働省 医薬品の安全性に関する情報の科学的・体系的収集、解析、評価及び提供に係る研究事業費 -13
厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所運営経費 -29
厚生労働省 研究情報基盤整備費（情報を基盤とする化学物質安全性国際協力事業） -41
厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所競争的研究事務経費 -45
厚生労働省 医療・福祉サービス研究 -202
厚生労働省 医薬品等規制行政に直結する政策研究費 -208
厚生労働省 国立保健医療科学院競争的研究事務経費 -300
厚生労働省 国立保健医療科学院運営経費 -494
厚生労働省 専門・研究課程教育費 -718
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） -2,454
厚生労働省 短期研修経費 -2,782
厚生労働省 感染症危機管理人材養成事業費 -4,156
厚生労働省 新興感染症対応のための実践的な平時体制強化 -14,865
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） -21,497
厚生労働省 国立保健医療科学院に必要な経費（人件費） -98,689



厚生労働省 国立感染症研究所に必要な経費（人件費） -2,013,506
農林水産省 スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業 7,700,000
農林水産省 漁業構造改革総合対策事業 6,500,000
農林水産省 水産基盤整備事業（補助） 5,558,000
農林水産省 　スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト 4,850,000
農林水産省 肥料コスト低減体系緊急転換事業 4,500,000
農林水産省 木材産業国際競争力・製品供給力強化緊急対策 4,475,080
農林水産省 森林整備事業（補助） 3,293,000
農林水産省 　ムーンショット型農林水産研究開発事業 3,000,000
農林水産省 みどりの食料システム戦略緊急対策事業 2,517,500
農林水産省 漁獲番号等デジタル化推進事業 1,300,000
農林水産省 消費・安全対策交付金 1,074,640
農林水産省 水産業競争力強化漁港機能増進事業 1,000,000
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 994,340
農林水産省 治山事業（補助） 589,000
農林水産省 輸出物流構築緊急対策事業 499,955
農林水産省 水産基盤整備事業（補助）（TPP対策） 403,000
農林水産省 食品産業の国際競争力強化緊急対策事業 396,000
農林水産省 植物品種等海外流出防止緊急対策事業 338,507
農林水産省 水産基盤整備事業（直轄） 300,000
農林水産省 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業 283,412
農林水産省 北海道赤潮対策緊急支援事業のうち漁場環境改善緊急対策事業 75,964
農林水産省 グローバル産地づくり緊急対策事業のうち水産エコラベル認証取得支援事業 50,000
農林水産省 敷料等の有害物質の家畜等への移行調査・試験費 45,626
農林水産省 豚熱経口ワクチン製造用機器導入支援事業 30,000
農林水産省 治山事業（直轄） 0
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 -51,837
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 -68,430
農林水産省 （項）農林水産業イノベーション創出・技術開発推進費　（大事項）農林水産分野のイノベーション創出・技術開発の推進に必要な経費 -125,404
経済産業省 先端半導体の国内生産拠点の確保 617,000,000
経済産業省 ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業 227,384,000
経済産業省 中小企業生産性革命推進事業 200,058,923
経済産業省 経済安全保障重要技術育成プログラム（ビジョン実現型） 125,000,000
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 110,003,000
経済産業省 蓄電池の国内生産基盤確保のための先端生産技術導入・開発促進事業 100,000,000
経済産業省 創薬ベンチャーエコシステム強化事業 50,000,000
経済産業省 サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業 46,998,007
経済産業省 クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 37,499,865
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 21,783,441
経済産業省 再生可能エネルギー導入加速化に向けた系統用蓄電池等導入支援事業 12,999,813
経済産業省 廃炉・汚染水・処理水対策事業 12,516,000
経済産業省 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 9,995,384
経済産業省 データセンターの地方拠点整備 7,095,009
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 6,333,000
経済産業省 基礎素材産業の低炭素化投資促進に向けた設計・実証事業 6,099,982
経済産業省 地域の中核大学の産学融合拠点の整備 5,903,060
経済産業省 再生可能エネルギー大量導入に向けた次世代型ネットワーク構築加速化事業 4,999,403
経済産業省 廃プラスチックの資源循環高度化事業 4,600,200
経済産業省 ムーンショット型研究開発事業 4,000,000
経済産業省 地域の技術シーズ等を活用した研究開発型スタートアップ支援事業 3,349,960
経済産業省 地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金 2,950,000
経済産業省 廃炉・汚染水・処理水対策事業（放射性物質研究拠点施設等運営事業） 2,843,468
経済産業省 衛星データ利用基盤強化事業 2,499,961
経済産業省 廃炉・汚染水・処理水対策事業（放射性物質研究拠点施設等整備事業） 2,260,000
経済産業省 安全性向上等に資する革新的な原子力イノベーション事業 2,000,000
経済産業省 学びと社会の連携促進事業（EdTech導入補助金） 1,999,528
経済産業省 開発段階におけるIoT機器の脆弱性検証推進事業 830,000
経済産業省 国立研究開発法人産業技術総合研究所運営費交付金 615,744
経済産業省 新たな学び直し・キャリアパス促進事業 499,998
経済産業省 産業保安高度化推進事業 499,913
経済産業省 人件費 -3,375
国土交通省 防災地理調査経費 4,903,421
国土交通省 河川改修事業 4,496,000
国土交通省 国立研究開発法人土木研究所（施設整備費） 2,349,013
国土交通省 静止気象衛星運営業務 2,332,061
国土交通省 都市空間情報デジタル基盤構築調査 2,000,000
国土交通省 新技術導入促進に関する経費 1,760,635
国土交通省 海洋環境観測 1,637,649
国土交通省 気象レーダー観測 1,564,959
国土交通省 国立研究開発法人建築研究所（施設整備） 1,304,158
国土交通省 砂防事業 1,270,000
国土交通省 地震津波観測 1,168,231
国土交通省 基本測地基準点測量経費 1,148,808
国土交通省 気象研究所 980,021
国土交通省 気象研究所 901,995
国土交通省 アメダス観測 653,815
国土交通省 高層気象観測 652,239
国土交通省 土木関連施設整備費、建築関連施設整備費 494,096
国土交通省 火山観測 483,781
国土交通省 ガス燃料船の競争力強化 259,656
国土交通省 DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進による観光サービスの変革と観光需要の創出 218,606
国土交通省 国土数値情報の整備 149,930
国土交通省 鉄道技術開発・普及促進制度 148,101
国土交通省 スマートシティ実装化支援事業 140,000
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 128,000



国土交通省 新技術導入促進に関する経費 109,886
国土交通省 港湾・空港関連施設整備費 104,800
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 100,000
国土交通省 交通運輸技術開発推進制度 100,000
国土交通省 国際標準化の推進に向けた戦略策定 99,998
国土交通省 インフラ管理用電気通信施設におけるカーボンニュートラルの推進 99,875
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 93,000
国土交通省 土地分類及び水に係る基本調査に関する経費 87,884
国土交通省 重要インフラの地震被害推定情報の即時配信システムの開発 79,970
国土交通省 海の次世代モビリティの社会実装に向けた調査検討業務 60,000
国土交通省 環境・ストック活用推進事業 50,000
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 バリアフリーデータ共通プラットフォームの構築 49,972
国土交通省 緊急仮設橋の性能規定と部材等規格化に向けた調査研究 49,500
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 40,000
国土交通省 高頻度流域精密測量による短期・中期土砂流出対策手法高度化のための研究 29,700
国土交通省 国土交通データプラットフォームを活用した防災・減災 29,266
国土交通省 （独）自動車技術総合機構施設整備費 29,001
国土交通省 地理地殻活動の研究に必要な経費 28,330
国土交通省 大学校教員の事務費（レビュー外経費） 21,728
国土交通省 ダムで計測された地震動データを活用した被災状況推定システムの開発 19,998
国土交通省 水門等運用高度化促進調査費 19,988
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 リモートセンシング技術を統合活用した効率的な災害調査手法に関する研究 19,800
国土交通省 人工衛星データの統合活用による植生による土砂災害防止評価に関する研究 19,800
国土交通省 がけ崩れ災害緊急対応のための意思決定支援システムの開発 19,800
国土交通省 鉄道技術開発（一般鉄道技術開発） 15,000
国土交通省 海洋情報に関する経費 14,256
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 -5,376
国土交通省 気象研究所・気象研究所に必要な経費 -6,782
国土交通省 国土技術政策総合研究所に必要な経費 -77,378
国土交通省 ICT等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」の満足度向上整備等支援事業(国際観光旅客税財源) -277,539
国土交通省 新モビリティサービス推進事業
国土交通省 ITを活用した道路管理体制の強化対策
環境省 PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業（一部　総務省・農林水産省・経済産業省 連携事業） 11,350,000
環境省 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化のための高機能換気設備導入・ZEB化支援事業 7,500,000
環境省 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 7,000,000
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 5,000,000
環境省 温室効果ガス観測技術衛星等による排出量検証に向けた技術高度化事業 3,026,000
環境省 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 1,500,000
環境省 海事分野におけるカーボンニュートラル支援事業 1,050,000
環境省 GOSATシリーズのデータ処理の加速及び継続性強化事業 1,017,520
環境省 国立環境研究所特別高圧受変電施設等老朽化緊急対策整備 935,529
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 国立水俣病総合研究センター (メチル水銀の健康影響を客観的に評価する調査手法の開発) 341,086
環境省 サブスクリプションを活用したエアコン普及促進モデル事業 289,590
環境省 人件費（環境調査研修所） -7,261
原子力規制委員会 核物質防護検査体制の充実・強化事業 1,146,674
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 662,199
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・資機材更新加速化事業 171,355
原子力規制委員会 保障措置体制の充実・強化事業 123,754
原子力規制委員会 保障措置環境分析設備の充実・強化事業 83,824
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