
科学技術関係予算の判定結果一覧（令和５年度当初予算案）行政事業レビューシート対象外等 （別添２）

通番 府省庁
事業

番号
項・事項 事業名

令和５年度当初予算

うち科技予算額

（千円）

1 国会 3 （項）国立国会図書館

（大事項）国立国会図書館業務に必要な経費

（中事項）図書館業務経費

東京本館、業務の情報システム化、立法調査業務及び国際子ども

図書館の業務に必要な経費

20,601

2 国会 7 （項）国立国会図書館

（大事項）科学技術関係資料の収集整備に必要な経費

科学技術振興政策の一環として行っている内外の科学技術関係資

料の整備に必要な経費 1,090,292

3 内閣官房 4 （項）情報収集衛星業務費

（大事項）情報収集衛星システム開発等に必要な経費

－

20,699,405

4 内閣官房 5 （項）情報収集衛星施設費

（大事項）情報収集衛星施設整備に必要な経費

－

1,151,690

5 内閣府 3 （項）内閣本府共通費

（大事項）重要政策に関する会議等に必要な経費

総合科学技術・イノベーション会議、原子力委員会　等

－

120,109

6 内閣府 5 （項）科学技術・イノベーション政策費

（大事項）科学技術・イノベーション政策の企画立案等に必要な経費

－

198,596

7 内閣府 14 （項）経済社会総合研究所

（大事項）経済社会総合研究所に必要な経費

－

1,340,343

8 内閣府 17 （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

－

9 内閣府 25 （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

－

534,587

10 内閣府 26 （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

－

190,720

11 警察庁 5 （項）科学警察研究所

（大事項）科学警察研究所に必要な経費

科学警察研究所に必要な経費

1,058,607

12 警察庁 5 （項）科学警察研究所

（大事項）科学警察研究所に必要な経費

科学警察研究所に必要な経費

219,975

13 警察庁 5 （項）警察活動基盤整備費

（大事項）警察活動基盤整備に必要な経費

科学警察研究所に必要な経費

24,930

14 法務省 8 （項）法務総合研究所共通費

　（大事項）法務総合研究所に必要な経費

-

798,583

15 法務省 8 （項）法務総合研究所共通費

　（大事項）法務総合研究所に必要な経費

-

2,213

16 法務省 8 （項）法務総合研究所共通費

　（大事項）法務総合研究所に必要な経費

-

346,206

17 文部科学省 1 （項）文部科学本省共通費

　（大事項）文部科学本省一般行政に必要な経費

－

86,712

18 文部科学省 2 （項）文部科学本省共通費

　（大事項）審議会等に必要な経費

－

162,394

19 文部科学省 5 (項)研究振興費

　 (大事項)学術研究等の推進に必要な経費

科学研究振興経費

9,252

20 文部科学省 8 （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２） 67,260

21 文部科学省 8 （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）

－

216,542

22 文部科学省 8 （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） 1,297,261

23 文部科学省 9 （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）

－

422,491

24 文部科学省 9 （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２）

－

17,813

25 文部科学省 9 （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４）

－

51,136

26 文部科学省 10 （項）日本学士院

　（大事項）日本学士院の運営に必要な経費

（使途別分類4）

－

114,107

27 文部科学省 10 （項）日本学士院

　（大事項）日本学士院の運営に必要な経費

（使途別分類１）

－

81,278

28 文部科学省 20 研究開発局

(項)事務取扱費

　（大事項）事務取扱いに必要な経費

－

54,874

29 文部科学省 21 研究開発局

(項)諸支出金

　（大事項）返納金等の払戻しに必要な経費

－

50

30 文部科学省 22 研究開発局

(項)予備費

　（大事項）予備費

－

10,000

31 厚生労働省 4 （項）厚生労働本省共通費

　（大事項）国際会議に必要な経費

厚生科学国際研究協力推進費

1,050
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32 厚生労働省 64 （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

国立障害者リハビリテーションセンターに必要な経費

5,542,342

33 厚生労働省 （項）厚生労働本省試験研究所共通費

　（大事項）国立保健医療科学院に必要な経費

（項）厚生労働本省試験研究所試験研究費

　（大事項）国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究に必要な経費

国立保健医療科学院に必要な経費

160,768

34 厚生労働省 （項）厚生労働本省試験研究所共通費

　（大事項）国立保健医療科学院に必要な経費

国立保健医療科学院に必要な経費（人件費）

1,104,698

35 厚生労働省 （項）厚生労働本省試験研究所共通費

　（大事項）国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費

（項）厚生労働省本省試験研究所試験研究費

　（大事項）国立医薬品食品衛生研究所の試験研究に必要な経費

（項）血清等製造及検定費

　（大事項）医薬品等の国家検定及び検査等に必要な経費

国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費

302,235

36 厚生労働省 （項）厚生労働本省試験研究所共通費

　（大事項）国立社会保障・人口問題研究所に必要な経費

国立社会保障・人口問題研究所に必要な経費（人件費）

509,634

37 厚生労働省 （項）厚生労働本省試験研究所共通費

　（大事項）国立社会保障・人口問題研究所に必要な経費

（項）厚生労働本省試験研究所試験研究費

　（大事項）国立社会保障・人口問題研究所の試験研究に必要な経費

国立社会保障・人口問題研究所に必要な経費

209,684

38 厚生労働省 （項）厚生労働本省試験研究所共通費

　（大事項）国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費

国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費（人件費）

1,983,438

39 厚生労働省 （項）厚生労働本省試験研究所共通費

　（大事項）国立感染症研究所に必要な経費

（項）厚生労働省本省試験研究所試験研究費

　（大事項）国立感染症研究所の試験研究に必要な経費

（項）血清等製造及検定費

　（大事項）血清その他の製造及び検定に必要な経費

国立感染症研究所に必要な経費

594,407

40 厚生労働省 （項）厚生労働省本省試験研究所共通費

　（大事項）国立感染症研究所に必要な経費

国立感染症研究所に必要な経費（人件費）

5,100,033

41 農林水産省 42 （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

-

812,254

42 農林水産省 43 （項）農林水産政策研究所

　（大事項）農林水産業政策研究に必要な経費

-

134,404

43 農林水産省 51 （項）農林水産統計調査費

　（大事項）農林水産統計調査の実施等に必要な経費

統計調査手法開発経費

　うち新技術を活用した実査手法の確立 33,765

44 農林水産省 54 （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

植物防疫所に必要な経費

280,868

45 農林水産省 55 （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

動物検疫所に必要な経費

149,104

46 農林水産省 56 （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

動物医薬品検査所に必要な経費

703,992

47 農林水産省 57 （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

食品の安全と消費者の信頼確保対策事務経費

281,327

48 農林水産省 58 （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

食料安全保障確立対策事務経費

88,136

49 農林水産省 59 （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

-

2,129,481

50 農林水産省 60 （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

-

390,792

51 経済産業省 1 （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

事務費

46,093

52 経済産業省 5 （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

人件費

22,050

53 経済産業省 5 （項）技術革新促進・環境整備費

　（大事項）産業技術の研究開発の推進に必要な経費

事務費

168,203

54 経済産業省 5 特許庁

（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

特許特別会計へ繰入

16,620

55 経済産業省 43 特許庁

（項）事務取扱費

　（大事項）事務取扱いに必要な経費

貨幣交換差減補填金

150,908

56 経済産業省 44 特許庁

（項）事務取扱費

　（大事項）事務取扱いに必要な経費

人件費

33,799,120

57 経済産業省 45 特許庁

（項）事務取扱費

　（大事項）事務取扱いに必要な経費

事務費

10,419,656

58 経済産業省 46 特許庁

（項）予備費

　（大事項）予備費

予備費

200,000

59 経済産業省 福島国際研究教育機構関連事業費 運営費 19,574
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60 経済産業省 （項）情報処理・サービス・製造産業振興費

（大事項）情報処理の促進及びサービス・製造産業の振興に係る研究開発

等に必要な経費

事務費

23,871

61 国土交通省 1 国土交通本省共通費・国土交通本省一般行政に必要な経費 交通分野における科学技術協力並びに技術研究開発に係る評価及

び成果普及の推進 721

62 国土交通省 12 空港整備事業に必要な経費 - 70,000

63 国土交通省 16 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

建設技術総合管理の推進経費

271

64 国土交通省 48 国土技術政策総合研究所共通費・国土技術政策総合研究所に必要な経費 - 3,213,611

65 国土交通省 49 技術研究開発推進費・社会資本整備関連技術の試験研究等に必要な経費 - 126,929

66 国土交通省 55 国土地理院共通費・国土地理院の運営に必要な経費 - 151,800

67 国土交通省 56 災害情報整備推進費・災害時における情報伝達手段等の整備に必要な経費 災害情報整備推進共通経費

2,487

68 国土交通省 57 災害情報整備推進費・災害時における情報伝達手段等の整備に必要な経費 地震予知連絡会の開催に必要な諸経費

198

69 国土交通省 58 地理空間情報整備・活用等推進費・地理空間情報の整備・活用等の推進に

必要な経費

地理空間情報整備・活用等推進共通経費

12,892

70 国土交通省 59 地理空間情報整備・活用等推進費・地理空間情報の整備・活用等の推進に

必要な経費

複写機等国債関係経費

1,038

71 国土交通省 62 技術研究開発推進費・地理地殻活動の研究に必要な経費 調査研究評価委員会の開催に必要な諸経費 1,177

72 国土交通省 98 気象官署共通費・気象庁一般行政に必要な経費 - 363,297

73 国土交通省 99 気象官署共通費・気象大学校に必要な経費 - 122,403

74 国土交通省 101 気象研究所・気象研究所に必要な経費 - 1,811,915

75 国土交通省 103 海上保安官署共通費・海上保安庁一般行政に必要な経費 - 654,469

76 国土交通省 104 海上保安官署共通費・職員の教育訓練に必要な経費 - 67,003

77 国土交通省 空港等の維持運営に必要な経費 - 548,400

78 国土交通省 空港等の維持運営に必要な経費 - 46,473

79 国土交通省 公共交通安全対策の技術開発に必要な経費 - 9,948

80 環境省 11 （項）環境調査研修所

（大事項）環境調査研修所に必要な経費

環境調査研修所人件費

337,673

81 環境省 12 （項）環境調査研修所

（大事項）環境調査研修所に必要な経費

環境調査研修所共通経費

176,832

82 環境省 19 （項）環境政策基盤整備費

（大事項）環境問題に対する調査・研究・技術開発に必要な経費

環境問題に対する調査・研究・技術開発共通経費

1,219

83 環境省 21 （項）環境調査研修所

（大事項）環境保全に関する調査、研修等に必要な経費

環境保全調査・研修等共通経費（国立水俣病総合研究センターの

調査・研究に必要な共通経費） 149,664

84 環境省 22 （項）環境調査研修所

（大事項）環境調査研修所に必要な経費

環境調査研修所共通経費

75,562

85
環境省 30

（項）環境政策基盤整備費

（大事項）環境問題に対する調査・研究・技術開発に必要な経費
環境政策基盤整備等に必要な共通経費 840

86 防衛省 240 （項）防衛力基盤強化推進費　（大事項）技術基盤の強化に必要な経費 職員旅費 294,906
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