
科学技術関係予算の判定結果一覧（令和４年度補正予算）

府省庁 事業名

令和４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 17,520,000

内閣官房 スマートライフ実現のためのＡＩシミュレーション 2,403,756

内閣府 ＳＢＩＲ（Small Business Innovation Research）制度の抜本拡充 206,000,000

内閣府
デジタル田園都市国家構想交付金＜（旧）デジタル田園都市国家構想推進交付金

＞
40,000,000

内閣府 宇宙開発利用推進費 10,750,000

内閣府 実用準天頂衛星システム事業の推進 8,247,916

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 8,000,000

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）
6,076,800

内閣府 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 2,272,636

内閣府 沖縄国立大学法人施設整備に必要な経費 2,000,350

内閣府 グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム 1,501,312

内閣府 標準活用加速化支援 1,500,000

内閣府 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の推進 900,000

内閣府 スーパーシティ構想等の推進に必要な経費 720,000

内閣府 AIホスピタルを実装化するための医療AIプラットフォームの構築 700,003

内閣府 デジタル実装計画策定支援事業 300,000

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 140,000

内閣府 エビデンスに基づく重要科学技術領域の調査分析事業 124,643

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金　効果検証調査事業 60,000

内閣府 スタートアップによる公共調達促進プログラム 25,000

内閣府 （項）日本学術会議（大事項）日本学術会議の運営に必要な経費 -716

内閣府 （項）日本学術会議（大事項）科学に関する重要事項の審議等に必要な経費 -920

内閣府 各国アカデミーとの交流等の国際的な活動 -1,944

内閣府 経済社会総合研究所に必要な経費 -49,670

警察庁 科学警察研究所 294,836

警察庁 科学警察研究所に必要な経費 -21,993

金融庁 AIを活用したマネー・ローンダリング対策高度化推進事業 620,000

デジタル庁 テクノロジーマップ整備事業費 4,507,000

デジタル庁 情報システムの整備（情報通信技術調達等適正・効率化推進費） 1,026,434

総務省 革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業 66,200,000

総務省 多言語翻訳技術の高度化に関する研究開発 2,770,000

総務省 仮想空間における電波模擬システム技術の高度化 2,500,000

総務省 政府端末情報を活用したサイバーセキュリティ情報の収集・分析に係る実証事業 1,999,962

総務省 地域デジタル基盤活用推進事業 1,999,766

総務省 グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発 1,950,000

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 1,797,297



総務省
公共ブロードバンド移動通信システムの災害時の総合的な通信手段確保等に関す

る検討
1,572,830

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
1,300,000

総務省 安全なデータ連携による最適化AI技術の研究開発 999,999

総務省 通信アプリに含まれうる不正機能の検証に関する実証 996,407

総務省 統計調査等業務の最適化事業 834,582

総務省 電波の安全性に関する調査及び評価技術 549,954

総務省 高強度深紫外LEDの社会実装加速化事業 500,000

総務省 通信分野におけるSBOMの導入に向けた課題の調査 497,877

総務省 放送同時配信等における視聴履歴等の取扱いの適正化等に関する調査研究 470,496

総務省 広帯域無線LANの導入に関する調査検討 300,000

総務省 情報信託機能活用促進事業 213,508

総務省 テレワーク普及展開推進事業 205,004

総務省 ICT基盤高度化事業 99,998

総務省 インターネットの通信サービスの脆弱性分析に関する調査研究 99,904

総務省 統計調査の実施等事業（経常調査等） 72,678

総務省 消防防災分野の研究開発に必要な経費 58,850

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
1,800,000

外務省 平和的利用イニシアティブ拠出金 745,633

外務省 国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金（任意拠出金） 482,242

財務省 独立行政法人酒類総合研究所施設整備費補助金 103,289

文部科学省
成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金による継続的支援（仮

称）
300,242,000

文部科学省 地域における拠点形成等の構築に向けた取組の推進 200,036,125

文部科学省 経済安全保障重要技術育成プログラム 125,000,000

文部科学省 大学発スタートアップ創出の抜本的強化 98,766,320

文部科学省 創発的研究支援事業 55,344,300

文部科学省 先端国際共同研究推進事業/プログラム 50,050,000

文部科学省 革新的GX技術創出事業（GteX） 49,580,000

文部科学省 国立大学法人等施設整備（文教施設費） 48,038,755

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 39,928,300

文部科学省 科学研究費助成事業 15,604,000

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（エネ特） 13,209,305

文部科学省 国際宇宙ステーション開発に必要な経費 11,620,969

文部科学省 国立大学法人の運営に必要な経費 9,459,372

文部科学省 基幹ロケット高度化の推進 9,414,640

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）） 8,090,943

文部科学省 ＧＩＧＡスクール構想の実現（公立学校情報機器整備費補助） 7,571,738

文部科学省 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想関連事業 6,600,000

文部科学省 高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業 6,013,500

文部科学省 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）の構築 5,416,090



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 5,255,092

文部科学省 国立研究開発法人理化学研究所設備整備に必要な経費 4,654,400

文部科学省 海底地震・津波観測網の構築・運用 4,495,792

文部科学省 国立大学法人における設備等の整備 4,443,716

文部科学省 脳とこころの研究推進プログラム 4,033,374

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 4,021,520

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 3,925,706

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 3,823,616

文部科学省
大型放射光施設（SPring-8）及びX線自由電子レーザー施設（SACLA)の整備・共

用
3,429,147

文部科学省 大強度陽子加速器施設（J-PARC）の整備・共用 3,273,919

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 3,033,065

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 2,906,801

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（NanoTerasu）の推進 2,737,736

文部科学省 私立学校教育研究装置等施設整備費補助 2,579,037

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 2,519,128

文部科学省 国立研究開発法人海洋研究開発機構施設整備費補助 2,495,009

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 2,030,121

文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 1,999,630

文部科学省 再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム 1,724,580

文部科学省 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 1,602,435

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 1,593,900

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運営費交付金に必要な経費 1,485,988

文部科学省 医学部等教育・働き方改革支援事業 1,470,000

文部科学省 生命科学・創薬研究支援基盤事業 1,449,470

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 1,317,008

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 1,316,255

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費補助 1,269,156

文部科学省 国立研究開発法人科学技術振興機構設備整備費補助 1,121,100

文部科学省 次世代X-nics半導体創生拠点形成事業 1,120,995

文部科学省 次世代の校務デジタル化推進実証事業 1,053,190

文部科学省 イノベーションシステム整備事業 1,008,800

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 664,285

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設備整備費補助金 498,500

文部科学省 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 423,774

文部科学省 核物質防護実習フィールドの拡充 414,705

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 392,554

文部科学省 大学等の海外留学支援制度 374,060

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 242,000

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 238,274

文部科学省 国立研究開発法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 217,504

文部科学省 気候変動適応戦略イニシアチブ 208,776

文部科学省 私立大学等経常費補助 202,767



文部科学省 私立大学等研究設備整備等 143,450

文部科学省 国立研究開発法人海洋研究開発機構運営費交付金に必要な経費 137,880

文部科学省 全国学力・学習状況調査のCBT化に向けた実施準備 110,952

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 78,064

文部科学省 国立研究開発法人防災科学技術研究所運営費交付金に必要な経費 69,655

文部科学省
新時代の学びにおける先端技術導入実証研究(教育データの利活用に関する留意事

項策定)
59,475

文部科学省 国立研究開発法人物質・材料研究機構運営費交付金に必要な経費 31,433

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）
2,796

文部科学省 科学技術国際活動の推進事務費 793

文部科学省 科学官の運営等 451

文部科学省 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 114

文部科学省 OECD/GSF分担金 -501

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）
-620

文部科学省 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 -1,816

文部科学省 南極地域観測事業に必要な経費 -2,180

文部科学省 地震調査研究推進本部 -4,052

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 -6,547

文部科学省 科学技術・学術政策研究所に必要な経費 -26,506

厚生労働省 訪問診療等におけるオンライン資格確認等の導入に係る財政支援事業 17,327,360

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）
5,750,000

厚生労働省 社会保障・税番号活用推進事業（医療扶助におけるオンライン資格確認の導入） 5,691,501

厚生労働省 社会保障・税番号活用推進事業（医療保険者等） 5,107,257

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）
4,227,500

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） 3,223,902

厚生労働省 新興・再興感染症データバンク事業 2,618,720

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 開発途上国向け医薬品研究開発支援事業 2,160,000

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構築の支援 1,240,695

厚生労働省 国民健康保険連合会等補助金 742,054

厚生労働省 国立感染症研究所施設整備経費 737,868

厚生労働省 予防接種事務デジタル化等事業 693,896

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） 665,600

厚生労働省 がん診療連携拠点病院機能強化事業等 543,840

厚生労働省 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 452,242

厚生労働省 介護ロボット開発等加速化事業 386,946

厚生労働省 障害福祉分野のICT導入モデル事業 341,964

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 335,201



厚生労働省 難病ゲノム等情報利活用検証事業 331,343

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 271,490

厚生労働省
国立感染症研究所の機能・体制強化を図るために必要な施設・設備整備事業（令

和4年度2次補正）
176,902

厚生労働省 毎月勤労統計調査費 93,001

厚生労働省 医薬品等承認審査費 91,638

厚生労働省 遺伝子治療実用化基盤整備促進事業 90,159

厚生労働省 人口動態調査費 64,490

厚生労働省 医療機器審査体制基盤強化費 54,384

厚生労働省 ＣＯＩデータベース構築事業 50,013

厚生労働省 国家資格等情報連携・活用システム導入支援業務 49,995

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 -36

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） -42

厚生労働省 医薬品等規制行政に直結する政策研究費 -56

厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所運営経費 -63

厚生労働省 厚生労働行政に寄与する研究課題に関する受託研究費 -79

厚生労働省 研究評価推進事業費 -177

厚生労働省 賃金構造基本統計調査費 -788

厚生労働省 社会医療診療行為別調査費 -3,113

厚生労働省 賃金構造基本統計調査費 -11,304

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） -20,423

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） -32,653

厚生労働省 国立保健医療科学院に必要な経費（人件費） -50,433

厚生労働省 国立感染症研究所に必要な経費（人件費） -774,828

農林水産省 漁業構造改革総合対策事業 7,000,000

農林水産省 国内森林資源活用・木材産業国際競争力強化対策 5,291,678

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 4,400,000

農林水産省 森林整備事業（補助） 2,869,600

農林水産省 みどりの食料システム戦略緊急対策事業 2,224,000

農林水産省 消費・安全対策交付金 1,262,687

農林水産省 農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策 1,236,000

農林水産省 ペレット堆肥流通・下水汚泥資源等の肥料利用促進技術の開発・実証 1,000,000

農林水産省 食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト 1,000,000

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 みどりの食料システム戦略緊急対策事業 776,000

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 771,000

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 519,800

農林水産省 アグリ・スタートアップ創出強化対策 500,000

農林水産省 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに要する経費 331,200

農林水産省 林業従事者等確保緊急支援対策 319,001

農林水産省 食品産業の国際競争力強化緊急対策事業 309,800

農林水産省 治山事業（補助） 298,000



農林水産省
水産業スマート化推進事業のうち水産流通適正化制度における電子化推進対策事

業
269,899

農林水産省 植物品種等海外流出防止緊急対策事業 262,500

農林水産省 水産業スマート化推進事業のうちスマート水産機械導入利用支援 206,433

農林水産省 国内森林資源活用・木材産業国際競争力強化対策 200,000

農林水産省 水産基盤整備事業（補助）（TPP対策） 58,000

農林水産省 産業動物遠隔診療推進事業 55,923

農林水産省 グローバル産地づくり緊急対策事業のうちJAS等の国際標準化支援委託事業 55,000

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 41,336

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 30,500

農林水産省 豚熱経口ワクチン内製化推進事業 30,000

農林水産省 水産基盤整備事業（補助） 21,000

農林水産省 豚熱経口ワクチン実用化促進事業 18,000

農林水産省 家畜伝染病監視体制強化・緊急防疫対策事業（動物医薬品検査所） 13,596

農林水産省
輸出環境整備緊急対策事業のうち登録発行機関等の試験検査への監査・性能能力

の強化支援事業
0

農林水産省 治山事業（直轄） 0

農林水産省 水産基盤整備事業（直轄） 0

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
-45,510

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
-61,317

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
-69,168

経済産業省 先端半導体の国内生産拠点の確保 450,000,000

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 410,000,000

経済産業省 グリーン社会に不可欠な蓄電池の製造サプライチェーン強靭化支援事業 331,600,000

経済産業省 バイオものづくり革命推進事業 300,034,199

経済産業省 グリーンイノベーション基金事業 300,000,000

経済産業省 創薬ベンチャーエコシステム強化事業 299,999,420

経済産業省 中小企業生産性革命推進事業 200,000,000

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 ディープテック・スタートアップ支援事業 100,041,207

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 100,031,879

経済産業省 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 69,999,437

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 46,952,596

経済産業省 再生可能エネルギー導入拡大に資する分散型エネルギーリソース導入支援事業 24,999,249

経済産業省 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 24,995,451

経済産業省
クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進

補助金
19,999,938

経済産業省 廃炉・汚染水・処理水対策事業 12,000,000

経済産業省 地域の中核大学等のインキュベーション・産学融合拠点の整備 6,003,658

経済産業省 再生・細胞医療・遺伝子治療の社会実装に向けた環境整備 5,048,085



経済産業省 地熱発電の資源量調査事業 3,399,667

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） 2,910,000

経済産業省 探究的な学び関連サービス等利活用促進事業 1,881,550

経済産業省 資源自律に向けた資源循環システム強靱化実証事業 1,500,000

経済産業省 若手研究者によるスタートアップ課題解決支援事業 1,002,854

経済産業省 再生可能エネルギーの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 999,997

経済産業省
事業環境変化対応型支援事業のうち「地域DX促進環境整備事業（業種特化型DX促

進事業）」地域デジタルイノベーション実証型
408,240

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 369,900

経済産業省 スマート保安導入支援事業 352,516

経済産業省 独立行政法人製品評価技術基盤機構運営費交付金 47,103

経済産業省
（項）基準認証政策推進費（大事項）基準認証政策に関する調査・開発・試験等

に必要な経費
-470

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 -540,500

国土交通省 静止気象衛星運営業務 61,446,986

国土交通省 建築BIM加速化事業 8,000,000

国土交通省 船舶関連機器のサプライチェーン強靭化事業 6,306,304

国土交通省 河川改修事業 4,428,000

国土交通省 防災地理調査経費 2,964,971

国土交通省 下水道事業 2,514,000

国土交通省 新技術導入促進に関する経費　（庁費） 2,009,800

国土交通省 砂防事業 1,710,000

国土交通省 都市空間情報デジタル基盤構築調査 1,500,000

国土交通省 基本測地基準点測量経費 1,362,977

国土交通省 気象レーダー観測 1,320,891

国土交通省 物流生産性向上推進事業 1,230,000

国土交通省 土木関連施設整備費、建築関連施設整備費 976,524

国土交通省 国立研究開発法人建築研究所（施設整備） 969,077

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 726,801

国土交通省 国立研究開発法人土木研究所（施設整備費） 528,992

国土交通省 新技術導入促進に関する経費　（調査費） 388,840

国土交通省 鉄道技術開発・普及促進制度 351,642

国土交通省 地震津波観測・地殻観測 302,677

国土交通省 歩行空間における自律移動支援の普及・高度化に向けたDXの推進 266,000

国土交通省 大気環境観測・監視業務 259,486

国土交通省 アメダス観測 250,669

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 249,779

国土交通省 火山観測 199,342

国土交通省 国土数値情報の整備 149,864

国土交通省 スマートシティ実装化支援事業 120,000

国土交通省 建設技術の研究開発助成経費 119,600

国土交通省 海洋調査に関する経費 110,864

国土交通省 交通運輸技術開発推進制度 100,000



国土交通省 鉄道技術開発（一般鉄道技術開発等） 85,356

国土交通省 建設機械等の自動化・遠隔化技術の導入 80,000

国土交通省 カーボンニュートラルポート形成に関する新技術開発等実証検討に必要な経費 66,584

国土交通省 港湾・空港関連施設整備費 64,266

国土交通省 気象研究所 63,340

国土交通省 重要インフラの地震等被害推定情報の即時配信システムの開発 62,271

国土交通省 海洋情報に関する経費 57,024

国土交通省 デジタル改革によるDX造船所の実現 53,000

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 40,238

国土交通省 地理空間情報の流通・利用促進の検討 39,818

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 39,720

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 30,000

国土交通省 気象研究所・気象研究所に必要な経費 28,419

国土交通省 巡視船艇の運航に関する経費 15,713

国土交通省 国土技術政策総合研究所に必要な経費 13,402

国土交通省 大学校教員の事務費 11,568

国土交通省 地理地殻活動の研究に必要な経費 8,892

国土交通省 大学校教員の人件費 3,510

国土交通省 気象官署共通費・気象大学校に必要な経費 -2,200

国土交通省 海洋環境観測 -4,274

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 -4,762

国土交通省 ITを活用した道路管理体制の強化対策

国土交通省 新モビリティサービス推進事業

環境省
民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業（一部　総務省・農

林水産省・経済産業省 連携事業）
9,000,000

環境省
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（一部経済産業省・国土交通

省・厚生労働省連携事業）
6,000,000

環境省 二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業（ADB拠出金） 2,500,000

環境省 プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業 2,500,000

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 2,017,000

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
2,000,000

環境省 既存住宅の断熱リフォーム等加速化事業 1,390,000

環境省 国立研究開発法人国立環境研究所施設整備費補助 649,616

環境省 国立研究開発法人国立環境研究所　運営費交付金 600,000

環境省 国際メタン排出削減拠出金 400,000

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 492,759

原子力規制委員会 保障措置体制の充実・強化事業 126,982

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 124,764

原子力規制委員会 人件費（放射能調査研究費） -39

原子力規制委員会 人件費（放射性同位元素使用施設等の安全規制） -51

原子力規制委員会 人件費（保障措置の実施に必要な経費） -643

原子力規制委員会 人件費（放射線安全規制研究戦略的推進事業） -743



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） -263

環境省 環境調査研修所共通経費 -410

環境省 環境調査研修所人件費 -1,899


