
外部有識者による事業の点検について 

【行政事業レビュー実施要領第２部２】 

 

１．点検の観点 

○同じ予算でより多くの成果を引き出す工夫はないか。 

○より少ない予算で同等以上の成果を引き出す工夫はないか。 

 

２．点検対象事業について 

（１） 全てのレビュー対象事業が少なくとも５年に一度を目途に、文部科学省選任の

外部有識者（以下同じ。）の点検を受けることになるよう、前年度実施事業の中か

ら以下により約１６０事業を選定する。 

 

・平成２８年度に新規に開始した事業     ２８事業 

    （平成２８年度補正予算計上の新規事業含む） 

・平成２９年度が事業の最終実施年度又は    ７事業 

最終目標年度に当たる事業 

・平成２８年度に行政改革推進会議よる     ９事業 

意見の対象となった事業 

    

・上記以外の事業から、過去４年間に外部有識者点検を受けていない約１２０事業

を選定 

 

（２） 外部有識者は（１）により選定した点検対象事業に対して、追加や変更を申し

出ることができる（点検対象事業の連絡の日から起算し、土日祝日を除く５日間）。 

 

 

３．点検の進め方 

（１）実施時期等 

７月中旬に、外部有識者による書面点検を基本とし、必要に応じヒアリングを

実施し、事業の成果や資金の使われ方を中心に点検する。 

 

 

４３事業 

（重複を排除） 

資料４－１ 

 



（２）実施体制 

１事業につき外部有識者 1名で点検を行うものとする。 

 

（３）所見欄への記入  

点検の結果をレビューシートの所定の欄に記入する際、当該所見が事業の問題

点に関する指摘を含まないものである場合、点検を行った外部有識者の氏名を明

記することとする。 

 

（４）外部有識者への情報提供等 

文部科学省は、外部有識者が適切な点検を行えるよう、事業概要や政策評価に

おけるデータ等の情報提供や問い合わせ等に対応する。 

 



文部科学省

（単位：百万円）

施策名：1-1 教育改革に関する基本的な政策の推進等

0001 地方教育費及び行政の実態調査
S25
H6

未定 9 18 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0001

0002 内外教育事情等調査 H13 未定 5 4 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0002

0003 学校基本調査 S23 未定 89 90 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0003

0004 学校保健統計調査 S23 未定 15 15 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0004

0005 学校教員統計調査 S22 未定 15 2 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0005

0006 政府統計共同利用システムの整備 H20 未定 532 172 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0006

0007 教育改革の総合的推進に関する調査研究 H25 未定 17 16 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0007 平成２６年度対象

0008 社会教育調査 H27 未定 3 - 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0010 平成２８年度対象

0009 地域政策等に関する調査研究 H27 未定 17 14 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

0011 平成２８年度対象

0010 学校から社会・職業への移行に係る縦断調査 H28 未定 12 34 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)教育改革の推進等に必要な経費

新28-0001

資料４－２

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

平成２９年度行政事業レビュー事業単位整理表（前年度実施事業）

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0011 政策研究機能高度化推進経費 H13 未定 99 83 
国立教育

政策研究所
一般会計

(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

0008

0012 国際研究協力経費 H13 未定 238 271 
国立教育

政策研究所
一般会計

(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

0009

施策名：1-2 生涯を通じた学習機会の拡大

0013
成長分野等における中核的専門人材養成等の
戦略的推進

H23 H28 1,533 - 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0012

0014 生涯学習施策に関する調査研究 H9 未定 44 35 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0013

0015 高等学校卒業程度認定試験等 H17 未定 300 341 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0014 平成２５年度対象

0016 放送大学学園補助 S58 未定 8,910 7,725 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0016

0017
男女共同参画社会の実現の加速に向けた学習
機会充実事業

H24 H28 29 - 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0020 平成２５年度対象

0018
職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保
証・向上の推進

H25 未定 183 181 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0021 平成２６年度対象

0019 専修学校留学生就職アシスト事業 H25 H28 53 - 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0022 平成２６年度対象

0020 連携・協働による消費者教育推進事業 H25 未定 17 11 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0023 平成２６年度対象

0021
専門学校生への効果的な経済的支援の在り方
に関する実証研究事業

H27 H29 305 181 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0024 平成２８年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0022 高齢者による地域活性化促進事業 H27 未定 3 3 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)生涯を通じた学習機会の拡大に必
要な経費

0025 平成２８年度対象

0023 専修学校版デュアル教育推進事業 H28 H28 148 - 生涯学習政策局 一般会計
（項）生涯学習振興費
　（大事項）生涯を通じた学習機会の拡大に
必要な経費

新28-0002

0024
地域と教育機関の連携による女性の学びを支
援する保育環境の在り方の検討

H28 H28 21 - 生涯学習政策局 一般会計
（項）生涯学習振興費
　（大事項）生涯を通じた学習機会の拡大に
必要な経費

新28-0003

0025
独立行政法人国立科学博物館運営費交付金に
必要な経費

H13 未定 2,768 2,797 生涯学習政策局 一般会計
(項)独立行政法人国立科学博物館運営費
　(大事項)独立行政法人国立科学博物館運営
費交付金に必要な経費

0017

0026
独立行政法人国立女性教育会館運営費交付金
に必要な経費

H13 未定 524 519 生涯学習政策局 一般会計
(項)独立行政法人国立女性教育会館運営費
　(大事項)独立行政法人国立女性教育会館運
営費交付金に必要な経費

0018

0027
独立行政法人国立女性教育会館施設整備に必
要な経費

H13 未定 272 - 生涯学習政策局 一般会計

(項)独立行政法人国立女性教育会館施設整備
費
　(大事項)独立行政法人国立女性教育会館施
設整備に必要な経費

0019

施策名：1-3 地域の教育力の向上

0028
社会教育を推進するための指導者の資質向上
等

H15 未定 71 64 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)地域の教育力の向上に必要な経費

0026 平成２８年度対象

0029 公立社会教育施設災害復旧事業 H24 H30 2,127 - 生涯学習政策局 一般会計

(項）生涯学習振興費
　（大事項）地域の教育力の向上に必要な経
費
(項)公立文教施設整備費
　(大事項)公立文教施設整備に必要な経費

0027 平成２７年度対象

0030 学校を核とした地域力強化プラン H27 未定 7,803 6,932 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)地域の教育力の向上に必要な経費

0029 平成２８年度対象

0031
学びによる地域力活性化プログラム普及・啓
発事業

H27 H30 33 22 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)地域の教育力の向上に必要な経費

0030 平成２８年度対象

0032
博物館ネットワークによる未来へのレガシー
継承・発信事業

H28 H32 26 23 生涯学習政策局 一般会計
（項）生涯学習振興費
　（大事項）地域の教育力の向上に必要な経
費

新28-0004
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0033 社会教育実践研究センター H13 未定 43 39 
国立教育

政策研究所
一般会計

(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

0028 平成２８年度対象

施策名：1-4 家庭の教育力の向上

0034 子供の生活習慣づくり支援事業 H21 未定 26 5 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)家庭の教育力の向上に必要な経費

0031 平成２８年度対象

0035 多様な主体の参画による家庭教育の充実 H26 H28 18 - 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)家庭の教育力の向上に必要な経費

0032 平成２７年度対象

施策名：1-5 ICTを活用した教育・学習の振興

0036 教育用コンテンツ奨励事業 H20 未定 19 17 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)情報通信技術を活用した教育・学
習の振興に必要な経費

0033 平成２７年度対象

0037 情報通信技術を活用した教育振興事業 H26 未定 88 63 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)情報通信技術を活用した教育・学
習の振興に必要な経費

0034 平成２７年度対象

0038 先導的な教育体制構築事業 H26 H28 116 - 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)情報通信技術を活用した教育・学
習の振興に必要な経費

0035 平成２８年度対象

0039 ＩＣＴを活用した教育推進自治体応援事業 H27 未定 331 171 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)情報通信技術を活用した教育・学
習の振興に必要な経費

0037 平成２８年度対象

0040
人口減少社会におけるＩＣＴの活用による教
育の質の維持向上に係る実証事業

H27 H29 136 68 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)情報通信技術を活用した教育・学
習の振興に必要な経費

0038 平成２８年度対象

0041 情報モラル教育推進事業 H27 未定 22 15 生涯学習政策局 一般会計
(項)生涯学習振興費
　(大事項)情報通信技術を活用した教育・学
習の振興に必要な経費

0039 平成２８年度対象

0042 教育研究情報化推進事業 H13 未定 177 177 
国立教育

政策研究所
一般会計

(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

0036 平成２５年度対象

施策名：2-1 確かな学力の育成
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0043 教育課程の基準の改善 S51 未定 83 73 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0040

0044 全国学力・学習状況調査の実施 H18 未定 4,665 4,611 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0041 平成２８年度対象

0045
学力調査を活用した専門的な課題分析に関す
る調査研究

H21 未定 28 14 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0042

0046 学習指導要領等の編集改訂等 H20 未定 535 615 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0043

0047 環境教育の実践普及 H22 未定 7 7 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0044

0048 教科書の検定調査発行供給等 S22 未定 41,278 41,812 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0045 平成２５年度対象

0049 産業教育総合推進事業 H15 未定 23 23 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0046

0050 産業教育設備費補助 S27 未定 25 24 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0047

0051 学校における放射線に関する教育の支援 H25 未定 58 31 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0048 平成２６年度対象

0052
高等学校等の新たな教育改革に向けた調査研
究事業

H25 未定 48 42 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0049 平成２８年度対象

0053 補習等のための指導員等派遣事業 H25 未定 4,736 4,586 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0050 平成２６年度対象
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0054 小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業 H26 未定 741 757 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0051 平成２８年度対象

0055 スーパーグローバルハイスクール H26 未定 1,052 869 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0052 平成２７年度対象

0056 土曜授業推進事業 H26 H28 38 - 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0053 平成２７年度対象

0057
スーパー・プロフェッショナル・ハイスクー
ル

H26 未定 164 173 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0055 平成２７年度対象

0058 主体的・対話的で深い学びの推進事業 H27 未定 66 58 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0057 平成２８年度対象

0059 多様な学習を支援する高等学校の推進事業 H27 H29 79 68 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0058 平成２８年度対象

0060
高校生の基礎学力の定着に向けた学習改善の
ための研究開発事業

H27 H30 109 138 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0059 平成２８年度対象

0061
司書教諭及び学校司書の資質の向上等を通じ
た学校図書館改革

H27 未定 34 30 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)確かな学力の育成に必要な経費

0060 平成２８年度対象

0062 主体的な社会参画の力を育む指導の充実 H28 未定 43 35 初等中等教育局 一般会計
（項）初等中等教育等振興費
　（大事項）確かな学力の育成に必要な経費

新28-0005

0063 教育課程研究センター H13 未定 913 938 
国立教育

政策研究所
一般会計

(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

0056

施策名：2-2 豊かな心の育成

0064 生徒指導等に関する調査研究 H22 未定 8 4 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)豊かな心の育成に必要な経費

0061
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0065 人権教育開発事業 H9 未定 66 55 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)豊かな心の育成に必要な経費

0062

0066 いじめ対策等総合推進事業 H25 未定 5,711 6,114 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)豊かな心の育成に必要な経費

0063 平成２６年度対象

0067 道徳教育の抜本的改善・充実 H26 未定 1,460 677 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)豊かな心の育成に必要な経費

0064 平成２７年度対象

0068
将来の在り方・生き方を主体的に考えられる
若者を育むキャリア教育推進事業

H26 未定 31 32 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)豊かな心の育成に必要な経費

0065 平成２７年度対象

0069
我が国の伝統・文化教育の充実に係る調査研
究

H27 未定 12 11 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)豊かな心の育成に必要な経費

0067 平成２８年度対象

0070 生徒指導・進路指導研究センター H13 未定 50 49 
国立教育

政策研究所
一般会計

(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

0066

施策名：2-3 青少年の健全育成

0071 体験活動推進プロジェクト等の充実 H23 未定 51 37 生涯学習政策局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)青少年の健全育成に必要な経費

0068 平成２６年度対象

0072 青少年の国際交流の推進 H14 未定 133 95 生涯学習政策局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)青少年の健全育成に必要な経費

0069

0073 国立青少年教育施設の在り方検討経費 H23 H28 6 - 生涯学習政策局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)青少年の健全育成に必要な経費

0070

0074 子供の読書活動推進事業 H23 未定 40 28 生涯学習政策局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)青少年の健全育成に必要な経費

0071 平成２５年度対象

0075 青少年を取り巻く有害環境対策の推進 H16 未定 67 50 生涯学習政策局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)青少年の健全育成に必要な経費

0072

7/51



（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0076
独立行政法人国立青少年教育振興機構運営費
交付金に必要な経費

H18 未定 9,029 8,940 生涯学習政策局 一般会計

(項)独立行政法人国立青少年教育振興機構運
営費
　(大事項)独立行政法人国立青少年教育振興
機構運営費交付金に必要な経費

0073

0077
独立行政法人国立青少年教育振興機構施設整
備に必要な経費

H18 未定 696 22 生涯学習政策局 一般会計

(項)独立行政法人国立青少年教育振興機構施
設整備費
　(大事項)独立行政法人国立青少年教育振興
機構施設整備に必要な経費

0074

施策名：2-4 健やかな体の育成及び学校安全の推進

0078 学校保健推進事業 H11 未定 159 120 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)健やかな体の育成及び学校安全の
推進に必要な経費

0075 平成２８年度対象

0079 学校安全推進事業 H15 未定 64 266 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)健やかな体の育成及び学校安全の
推進に必要な経費

0076 平成２８年度対象

0080 学校給食・食育総合推進事業 H13 未定 223 140 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)健やかな体の育成及び学校安全の
推進に必要な経費

0077 平成２８年度対象

0081 災害共済給付事業 H15 未定 2,213 2,176 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)健やかな体の育成及び学校安全の
推進に必要な経費

0078 平成２８年度対象

0082 日本学校保健会補助 S48 未定 41 44 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)健やかな体の育成及び学校安全の
推進に必要な経費

0079 平成２８年度対象

0083 防災教育推進事業 H24 未定 225 - 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)健やかな体の育成及び学校安全の
推進に必要な経費

0080 平成２５年度対象

施策名：2-5 地域住民に開かれた信頼される学校づくり

0084
地域とともにある学校づくりの推進（コミュ
ニティ・スクール等）

H25 未定 125 228 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)信頼される学校づくりに必要な経
費

0081 平成２６年度対象

0085 地方教育行政推進事業 H24 未定 53 72 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)信頼される学校づくりに必要な経
費

0082 平成２８年度対象

施策名：2-6 魅力ある優れた教員の養成・確保
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0086 総合的な教師力向上のための調査研究事業 H26 H28 134 - 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教員の養成・確保に必要な経費

0083 平成２７年度対象

0087 大学における教員の現職教育への支援 H21 未定 121 72 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教員の養成・確保に必要な経費

0084 平成２８年度対象

0088 教員資格認定試験 S39 未定 111 111 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教員の養成・確保に必要な経費

0085 平成２８年度対象

0089 全国優秀教員顕彰事業 H18 未定 2 3 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教員の養成・確保に必要な経費

0086 平成２６年度対象

0090 公立学校共済組合普及指導監査等 S38 未定 0 0 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
(大事項)教員の養成・確保に必要な経費

0087 平成２８年度対象

0091 義務教育費国庫負担金及び標準法実施等 S28 未定 4 4 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教員の養成・確保に必要な経費

0088 平成２５年度対象

0092
現職教員の新たな免許状取得を促進する講習
等開発事業

H27 H29 50 33 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教員の養成・確保に必要な経費

0091 平成２８年度対象

0093 教育政策形成に関する実証研究 H28 H32 46 57 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教員の育成・確保に必要な経費

新28-0006

0094
独立行政法人教職員支援機構運営費交付金に
必要な経費

H13 未定 1,169 1,226 初等中等教育局 一般会計

【旧】
(項)独立行政法人教員研修センター運営費
　(大事項)独立行政法人教員研修センター運
営費交付金に必要な経費
【新】
(項)独立行政法人教職員支援機構運営費
　(大事項)独立行政法人教職員支援機構運営
費交付金に必要な経費

0089 平成２８年度対象
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0095
独立行政法人教職員支援機構施設整備に必要
な経費

H13 未定 106 89 初等中等教育局 一般会計

【旧】
(項)独立行政法人教員研修センター施設整備
費
　(大事項)独立行政法人教員研修センター施
設整備に必要な経費
【新】
(項)独立行政法人教職員支援機構施設整備費
　(大事項)独立行政法人教職員支援機構施設
整備に必要な経費

0090 平成２５年度対象

施策名：2-7 安全・安心で豊かな学校施設の整備推進

0096 文教施設に関する整備指針等の策定 H17 未定 42 83 
大臣官房

文教施設企画部
一般会計

(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)学校施設の整備推進に必要な経費

0092 平成２５年度対象

0097 文教施設の防災対策の強化・推進 H17 未定 56 42 
大臣官房

文教施設企画部
一般会計

(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)学校施設の整備推進に必要な経費

0093
0094

平成２８年度対象

0098 文教施設の環境対策の推進 H17 未定 28 22 
大臣官房

文教施設企画部
一般会計

(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)学校施設の整備推進に必要な経費

0095 平成２８年度対象

0099 公立学校施設整備費 S33 未定 211,792 69,199 
大臣官房

文教施設企画部
一般会計

(項)公立文教施設整備費
　(大事項)公立文教施設整備に必要な経費
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)学校施設の整備推進に必要な経費

0096 平成２６年度対象

0100 公立学校施設整備費（復興関連事業） S33 未定 - - 
大臣官房

文教施設企画部
東日本大震災復興

特別会計
(項)公立文教施設整備費
　(大事項)公立文教施設整備に必要な経費

0097 平成２８年度対象

0101 公立学校施設整備費 S28 未定 17,793 358 
大臣官房

文教施設企画部
一般会計

(項)公立文教施設整備費
　(大事項)公立文教施設整備に必要な経費
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)学校施設の整備推進に必要な経費

0098 平成２５年度対象

0102 文教施設研究センター H16 未定 20 17 
国立教育

政策研究所
一般会計

(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

0099

施策名：2-8 教育機会の確保のための支援づくり

0103 へき地児童生徒援助費等補助 S34 未定 2,521 2,518 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0100
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0104 要保護児童生徒援助費補助等 S34 未定 783 714 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0101 平成２５年度対象

0105 海外子女教育推進体制の整備 H4 未定 8 59 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0102

0106 海外子女教育活動の助成 S42 未定 128 128 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0103

0107 在外教育施設教員派遣事業等 S53 未定 19,210 18,952 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0104 平成２８年度対象

0108 帰国・外国人児童生徒等教育の推進 H22 未定 231 260 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0105

0109
アイヌ子弟高等学校等進学奨励費補助（高
校・高専）

S50 未定 45 43 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0106

0110 高校生等への修学支援 H22 未定 381,901 381,029 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0107 平成２６年度対象

0111 被災児童生徒就学支援等事業 H28 1,075 556 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

補正新規
新29-0013

0112
アイヌ子弟高等学校等進学奨励費補助（大
学）

S51 未定 54 48 高等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)教育機会の確保に必要な経費

0108

施策名：2-9 幼児教育の振興

0113 幼稚園教育内容・方法の改善充実 H21 未定 22 58 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)幼児教育の振興に必要な経費

0109 平成２５年度対象

0114 幼稚園就園奨励費補助 S47 未定 32,272 30,899 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)幼児教育の振興に必要な経費

0110 平成２７年度対象
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0115 認定こども園等への財政支援 H20 未定 13,700 4,148 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)幼児教育の振興に必要な経費

0111 平成２６年度対象

0116 幼児教育の質向上推進プラン H27 未定 222 286 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)幼児教育の振興に必要な経費

0112 平成２８年度対象

0117 幼児教育研究センター H28 未定 11 11 
国立教育

政策研究所
一般会計

（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

新28-0007

施策名：2-10 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進

0118 特別支援教育充実事業 H22 未定 1,470 834 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)特別支援教育の推進に必要な経費

0113 平成２７年度対象

0119 インクルーシブ教育システム推進事業費補助 H25 未定 1,001 1,452 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)特別支援教育の推進に必要な経費

0114 平成２７年度対象

0120 特別支援教育設備整備費等補助 S32 未定 7 7 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)特別支援教育の推進に必要な経費

0115 平成２７年度対象

0121 特別支援教育就学奨励費負担等 S29 未定 12,909 12,209 初等中等教育局 一般会計
(項)初等中等教育等振興費
　(大事項)特別支援教育の推進に必要な経費

0116 平成２７年度対象

0122
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所運
営費交付金に必要な経費

H13 未定 1,143 1,049 初等中等教育局 一般会計

(項)独立行政法人国立特別支援教育総合研究
所運営費
　(大事項)独立行政法人国立特別支援教育総
合研究所運営費交付金に必要な経費

0117 平成２７年度対象

0123
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

H13 未定 102 40 初等中等教育局 一般会計

(項)独立行政法人国立特別支援教育総合研究
所施設整備費
　(大事項)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

0118 平成２５年度対象

施策名：3-1 義務教育に必要な教職員の確保

0124 義務教育費国庫負担金に必要な経費 S28 未定 1,530,256 1,524,829 初等中等教育局 一般会計
(項)義務教育費国庫負担金
　(大事項)義務教育費国庫負担金に必要な経
費

0119 平成２８年度対象

施策名：4-1  大学などにおける教育研究の質の向上
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0125 国立大学法人等施設事務経費 H16 未定 40 40 
大臣官房

文教施設企画部
一般会計

(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0120 平成２７年度対象

0126 大学等施設の整備に係る基準等の策定等 H16 未定 5 6 
大臣官房

文教施設企画部
一般会計

(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0121 平成２７年度対象

0127 国立大学法人等施設整備（文教施設費） H16 未定 62,804 40,979 
大臣官房

文教施設企画部
一般会計

(項)国立大学法人施設整備費
　(大事項)国立大学法人施設整備に必要な経
費
　(大事項)国立大学法人研究施設整備に必要
な経費
(項)独立行政法人国立高等専門学校機構施設
整備費
　(大事項)独立行政法人国立高等専門学校機
構施設整備に必要な経費

0122 平成２７年度対象

0128
国立大学法人等施設整備（文教施設費）（復
興関連事業）

H23 H28 - - 
大臣官房

文教施設企画部
東日本大震災復興

特別会計

(項)国立大学法人施設整備費
　(大事項)国立大学法人施設整備に必要な経
費
(項)独立行政法人国立高等専門学校機構施設
整備費
　(大事項)独立行政法人国立高等専門学校機
構施設整備に必要な経費

0123 平成２７年度対象

0129 高等教育改革の総合的な推進等 H13 未定 73 72 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0124 平成２７年度対象

0130 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン H24 H28 1,454 - 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学における教育研究拠点の形成
等に必要な経費

0125 平成２８年度対象

0131 未来医療研究人材養成拠点形成事業 H25 H29 1,390 1,049 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学における教育研究拠点の形成
等に必要な経費

0126 平成２８年度対象

0132
基礎・臨床を両輪とした医学教育改革による
グローバルな医師養成

H24 H28 221 - 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0127 平成２８年度対象

0133 課題解決型高度医療人材養成プログラム H26 H33 881 752 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0129 平成２７年度対象
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0134 大学改革研究委託事業 H17 未定 85 63 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0130 平成２７年度対象

0135 博士課程教育リーディングプログラム H23 H31 17,005 15,005 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学における教育研究拠点の形成
等に必要な経費

0131 平成２８年度対象

0136 大学の世界展開力強化事業 H23 未定 1,641 1,659 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0132 平成２６年度対象

0137
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構運
営費交付金に必要な経費

H16 未定 2,169 1,761 高等教育局 一般会計

(項)独立行政法人大学改革支援・学位授与機
構運営費
　(大事項)独立行政法人大学改革支援・学位
授与機構運営費交付金に必要な経費

0133 平成２７年度対象

0138
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

H16 未定 62,195 62,324 高等教育局 一般会計

(項)独立行政法人国立高等専門学校機構運営
費
　(大事項)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

0134 平成２６年度対象

0139 国立大学法人船舶建造に必要な経費 H16 未定 2,243 2,243 高等教育局 一般会計
(項)国立大学法人船舶建造費
　(大事項)国立大学法人船舶建造に必要な経
費

0136 平成２７年度対象

0140 国立大学法人の運営に必要な経費 H16 未定 1,097,017 1,097,058 高等教育局 一般会計
(項)国立大学法人運営費
　(大事項)国立大学法人運営費交付金に必要
な経費

0137 平成２７年度対象

0141 大学間連携共同教育推進事業 H24 H28 782 - 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0138 平成２８年度対象

0142
成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の
形成（enPiT）

H24 H32 652 863 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学における教育研究拠点の形成
等に必要な経費

0139 平成２７年度対象

0143 国立大学改革強化推進事業 H24 未定 6,000 5,170 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0140 平成２６年度対象

0144 国立大学改革基盤強化促進事業 H23 H28 2,000 - 高等教育局 一般会計
(項)国立大学法人施設整備費
　(大事項)国立大学法人施設整備に必要な経
費

0141 平成２７年度対象
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0145 国立大学法人における設備等の整備 H24 H28 4,898 - 高等教育局 一般会計

(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費
(項)国立大学法人施設整備費
　(大事項)国立大学法人施設整備に必要な経
費

0142 平成２８年度対象

0146
大学教育再生加速プログラム「高大接続改革
推進事業」

H26 H31 1,507 1,520 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0144 平成２７年度対象

0147 スーパーグローバル大学創成支援事業 H26 H35 7,178 6,342 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0145 平成２７年度対象

0148 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業 H27 H31 4,007 3,614 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0146 平成２８年度対象

0149 理工系プロフェッショナル教育推進委託事業 H27 H28 121 - 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0147 平成２８年度対象

0150
大学における医療人養成の在り方に関する調
査研究委託事業

H27 H29 102 100 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0148 平成２８年度対象

0151
大学入学希望者学力評価テスト（仮称）
フィージビリティ検証事業

H27 H28 139 - 高等教育局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学等における教育改革に必要な
経費

0150 平成２８年度対象

0152 大学入学者選抜改革推進委託事業 H28 H30 300 250 高等教育局 一般会計
（項）高等教育振興費
　（大事項）大学等における教育改革に必要
な経費

新28-0008

0153 先導的経営人材養成機能強化促進委託事業 H28 H28 82 - 高等教育局 一般会計
（項）高等教育振興費
　（大事項）大学等における教育改革に必要
な経費

新28-0009

0154
国立大学法人施設整備（大型特別機械整備費
等（最先端等））

H16 未定 9,577 2,800 研究振興局 一般会計
(項)国立大学法人施設整備費
　(大事項)国立大学法人研究施設整備に必要
な経費

0143 平成２７年度対象

0155 国立大学法人における先端研究の推進 H27 未定 7,916 10,931 研究振興局 一般会計
(項)高等教育振興費
　(大事項)大学における教育研究拠点の形成
等に必要な経費

0149 平成２８年度対象
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施策名：4-2 大学などにおける教育研究基盤の整備

再掲
国立大学法人等施設整備（文教施設費）【事
業番号0127の再掲】

大臣官房
文教施設企画部

再掲
国立大学法人等施設整備（文教施設費）（復
興関連事業）【事業番号0128の再掲】

大臣官房
文教施設企画部

再掲
国立大学法人船舶建造に必要な経費【H28事業
番号0139の再掲】

高等教育局

再掲
国立大学改革基盤強化促進事業【事業番号
0144の再掲】

高等教育局

再掲
国立大学法人施設整備（大型特別機械整備費
等（最先端等））【事業番号0154の再掲】

研究振興局

再掲
国立大学法人における設備等の整備【事業番
号0145（一部）の再掲】

高等教育局

施策名：5-1 意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進

0156 育英事業に必要な経費 S18 未定 98,121 103,324 高等教育局 一般会計
(項)育英事業費
　(大事項)育英事業に必要な経費

0151

0157
独立行政法人日本学生支援機構運営費交付金
に必要な経費

H16 未定 13,245 13,773 高等教育局 一般会計
(項)独立行政法人日本学生支援機構運営費
　(大事項)独立行政法人日本学生支援機構運
営費交付金に必要な経費

0152 平成２６年度対象

施策名：6-1 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興

0158 私立幼稚園施設整備費補助 S42 未定 3,507 502 初等中等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0153 平成２８年度対象

0159 私立幼稚園施設整備費補助（復興関連事業） H23 H28 - - 初等中等教育局
東日本大震災復興

特別会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0154 平成２８年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0160 私立高等学校産業教育施設整備費補助 S29 未定 35 33 初等中等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0155

0161
日本私立学校振興・共済事業団補助（基礎年
金等）

S28
S61
H20

未定 124,450 122,297 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0156 平成２６年度対象

0162 私立大学等研究設備整備等
S28
S49

未定 3,228 2,861 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0157 平成２６年度対象

0163 私立大学等経常費補助 S45 未定 319,669 315,250 高等教育局 一般会計

(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費
　（大事項）私立大学等における研究の推進
等に必要な経費

0158 平成２６年度対象

0164 私立高等学校等経常費助成費等補助 S50 未定 103,720 102,192 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0159

0165 私立学校施設高度化推進事業費補助 H9 未定 1,383 1,308 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0160

0166
私立大学等教育研究活性化設備整備事業費補
助

H24 未定 2,300 1,260 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0161 平成２５年度対象

0167 私立学校教員研修事業費等補助 S53 未定 28 28 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0162

0168 私立学校行政事務処理等 H13 未定 18 18 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0163

0169 私立学校教育研究装置等施設整備費補助 S58 未定 32,080 5,419 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0164 平成２６年度対象

0170
私立学校教育研究装置等施設整備費補助（復
興関連事業）

H23 H28 - - 高等教育局
東日本大震災復興

特別会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0165 平成２８年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
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0171 私立学校施設災害復旧 H28 9,929 - 高等教育局 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

補正新規

0172 私立学校体育等諸施設整備費補助 S40 未定 90 90 スポーツ庁 一般会計
(項)私立学校振興費
　(大事項)私立学校の振興に必要な経費

0167 平成２８年度対象

施策名：7-1 産学官における人材・知・資金の好循環システムの構築

0173 地域イノベーション戦略支援プログラム H24 未定 2,372 1,246 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技
術の振興に必要な経費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）人材・知・資金の好循環システ
ムの構築に必要な経費

0168 平成２６年度対象

0174
先端融合領域イノベーション創出拠点形成プ
ログラム

H24 H30 3,249 1,316 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技
術の振興に必要な経費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）人材・知・資金の好循環システ
ムの構築に必要な経費

0169 平成２８年度対象

0175 イノベーション創出の総合的推進 H23 未定 49 49 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技
術の振興に必要な経費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）人材・知・資金の好循環システ
ムの構築に必要な経費

0170

0176 大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業 H25 H33 38 38 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技
術の振興に必要な経費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）人材・知・資金の好循環システ
ムの構築に必要な経費

0171 平成２６年度対象

0177 研究交流促進事業の推進 H26 未定 53 53 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技術
の振興に必要な経費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）人材・知・資金の好循環システ
ムの構築に必要な経費

0172 平成２７年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
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0178 産学官連携リスクマネジメントモデル事業 H27 H30 110 120 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技
術の振興に必要な経費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）人材・知・資金の好循環システ
ムの構築に必要な経費

0175 平成２８年度対象

0179
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

H15 未定 100,888 101,869 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)国立研究開発法人科学技術振興機構運営
費
　(大事項）国立研究開発政法人科学技術振
興機構運営費交付金に必要な経費

0176 平成２７年度対象

0180
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

H21 未定 - 48 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)国立研究開発法人科学技術振興機構施設
整備費
　(大事項)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

0177 平成２７年度対象

0181
地域イノベーション・エコシステム形成プロ
グラム

H28 未定 600 2,350 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技
術の振興に必要な経費
【新】
(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)人材・知・資金の好循環システム
の構築に必要な経費

新28-0010

0182 地域科学技術実証拠点整備事業 H28 15,000 - 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技
術の振興に必要な経費
【新】
(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)人材・知・資金の好循環システム
の構築に必要な経費

補正新規

0183
国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必
要な経費

H28 12,000 - 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項）国立研究開発法人科学技術振興機構出
資
　（大事項） 国立研究開発法人科学技術振
興機構出資に必要な経費

補正新規

0184
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

H15 未定 51,591 52,591 研究振興局 一般会計
(項)国立研究開発法人理化学研究所運営費
　(大事項)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

0173 平成２８年度対象

0185
国立研究開発法人理化学研究所施設整備に必
要な経費

H15 未定 4,005 - 研究振興局 一般会計

(項)国立研究開発法人理化学研究所施設整備
費
　(大事項)国立研究開発法人理化学研究所施
設整備に必要な経費

0174 平成２８年度対象

施策名：7-2　科学技術の国際活動の戦略的推進

0186 国際科学技術センター H23 未定 82 75 
科学技術・
学術政策局

一般会計
(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術国際活動に必要な経費

0179 平成２８年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
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0187
ＯＥＣＤが実施する地球規模課題の解決に向
けた取組への拠出

H23 未定 27 24 
科学技術・
学術政策局

一般会計
(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術国際活動に必要な経費

0180 平成２８年度対象

0188 ＯＥＣＤ／ＧＳＦ分担金 H23 未定 11 11 
科学技術・
学術政策局

一般会計
(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術国際活動に必要な経費

0181 平成２８年度対象

0189 科学技術国際活動の推進 H23 未定 5 5 
科学技術・
学術政策局

一般会計
(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術国際活動に必要な経費

0182 平成２８年度対象

0190 科学技術国際活動の推進事務費 H23 未定 161 159 
科学技術・
学術政策局

一般会計
(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術国際活動に必要な経費

0183 平成２８年度対象

0191
頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネット
ワーク推進事業（頭脳循環を加速する若手研
究者戦略的海外派遣事業）

H26 未定 1,608 1,124 
科学技術・
学術政策局

一般会計
(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術国際活動に必要な経費

0184 平成２７年度対象

0192 大型国際共同プロジェクトに関する調査 H28 未定 30 - 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)産学官連携の推進及び地域科学技
術の振興に必要な経費
【新】
(項)科学技術・学術政策推進費
　(大事項)人材・知・資金の好循環システム
の構築に必要な経費

新28-0011

0193
独立行政法人日本学術振興会運営費交付金に
必要な経費

H15 未定 26,709 26,712 研究振興局 一般会計
(項)独立行政法人日本学術振興会運営費
  (大事項)独立行政法人日本学術振興会運営
費交付金に必要な経費

0185 平成２７年度対象

再掲
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【事業番号0179の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0180の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必
要な経費【事業番号0183の再掲】

科学技術・
学術政策局

施策名：7-3 科学技術イノベーションの創出機能と社会との関係の強化
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0194 研究開発管理システム運営 H19 未定 471 643 大臣官房政策課 一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術システム改革に必要な経
費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）科学技術イノベーション創出機
能と社会との関係強化に必要な経費

0186 平成２８年度対象

0195
研究及び開発の向上に関する評価環境の戦略
的構築

H23 未定 25 24 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
 (大事項)科学技術システム改革に必要な経
費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）科学技術イノベーション創出機
能等の強化に必要な経費

0187

0196
政策の企画立案等に必要な国内外の動向調
査・分析等

H23 未定 48 61 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
 (大事項)科学技術システム改革に必要な経
費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）科学技術イノベーション創出機
能等の強化に必要な経費

0188

0197
科学技術イノベーション政策における政策の
ための科学の推進

H23 未定 628 597 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
 (大事項)科学技術システム改革に必要な経
費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）科学技術イノベーション創出機
能等の強化に必要な経費

0189

0198
社会システム改革と研究開発の一体的推進事
業

H25 H28 99 - 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
 (大事項)科学技術システム改革に必要な経
費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）科学技術イノベーション創出機
能等の強化に必要な経費

0190 平成２８年度対象

0199 科学技術に関する研究不正対応及び理解増進 H23 未定 89 92 
科学技術・
学術政策局

一般会計

（項）科学技術・学術政策推進費
　（大事項）科学技術関係人材の育成等に必
要な経費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）科学技術イノベーション創出機
能等の強化に必要な経費

0196
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0200
イノベーション創出のメカニズムに係る基盤
的研究

H23 未定 27 28 
科学技術・

学術政策研究所
一般会計

(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

0191

0201
科学技術システムの現状と課題に係る基盤的
調査研究

H23 未定 132 120 
科学技術・

学術政策研究所
一般会計

(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

0192

0202
科学技術イノベーション政策の科学の推進に
資する基盤的調査研究

H23 未定 43 63 
科学技術・

学術政策研究所
一般会計

(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

0193

0203 社会的課題対応型科学技術に係る調査研究 H23 未定 40 37 
科学技術・

学術政策研究所
一般会計

(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

0194

0204 競争的資金調整経費 H19 未定 8 8 研究振興局 一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術システム改革に必要な経
費
【新】
（項）科学技術・学政策推進費
　（大事項）科学技術イノベーション創出機
能と社会との関係強化に必要な経費

0195 平成２６年度対象

再掲
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【事業番号0179の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0180の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必
要な経費【事業番号0183の再掲】

科学技術・
学術政策局

施策名：8-1 科学技術イノベーションを担う人材力の強化

0205 科学技術に関する人材の養成・活躍促進 H23 未定 6,145 4,956 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術関係人材の育成等に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）科学技術イノベーション人材力
の強化に必要な経費

0196
0197

新28-0012
平成２５年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0206
スーパーサイエンスハイスクールにかかる事
務費

H14 未定 3 5 初等中等教育局 一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術関係人材の育成等に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）科学技術イノベーション人材力
の強化に必要な経費

0198 平成２７年度対象

0207 理科教育等設備整備費補助等 S29 未定 2,369 1,991 初等中等教育局 一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術関係人材の育成等に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）科学技術イノベーション人材力
の強化に必要な経費

0199 平成２７年度対象

0208 科学技術分野の文部科学大臣表彰 S34 未定 25 25 研究振興局 一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術関係人材の育成等に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）科学技術イノベーション人材力
の強化に必要な経費

0200 平成２５年度対象

再掲
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【事業番号0179の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0180の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必
要な経費【事業番号0183の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
独立行政法人日本学術振興会運営費交付金に
必要な経費【事業番号0193の再掲】

研究振興局

施策名：8-2 イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進

0209 世界トップレベル研究拠点プログラム H19 未定 9,441 6,001 研究振興局 一般会計

(項)科学技術・学術政策推進費
  (大事項)科学技術システム改革に必要な経
費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）学術研究等の推進に必要な経費

0201
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0210 学術研究機関調査支援事業 H23 未定 4 4 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)学術研究の振興に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）学術研究等の推進に必要な経費

0202

0211 科学官の運営等 H16 未定 32 32 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)学術研究の振興に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）学術研究等の推進に必要な経費

0203

0212 科学研究情報発信基盤の強化 H23 未定 10 10 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
(大事項)学術研究の振興に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）学術研究等の推進に必要な経費

0204

0213 科学研究費助成事業 S40 未定 227,330 228,390 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
 (大事項)学術研究の振興に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）学術研究等の推進に必要な経費

0205 平成２６年度対象

0214 特色ある共同研究拠点の整備の推進事業 H20 未定 294 294 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)学術研究の振興に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）学術研究等の推進に必要な経費

0206

0215 研究大学強化促進事業 H25 H34 5,589 5,558 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
   (大事項)学術研究の振興に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）学術研究等の推進に必要な経費

0207 平成２６年度対象

0216
大学が保管するアイヌ遺骨の返還に向けた手
続等に関する調査研究

H27 未定 9 9 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)学術研究の振興に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）学術研究等の推進に必要な経費

0209 平成２８年度対象

0217 日本学士院会員年金の支給等に必要な経費 S31 未定 417 446 日本学士院 一般会計
(項)日本学士院
  (大事項)日本学士院会員年金の支給等に必
要な経費

0208

再掲
国立大学法人等施設整備（文教施設費）【事
業番号0127の再掲】

大臣官房
文教施設企画部
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

再掲
国立大学法人等施設整備（文教施設費）（復
興関連事業）【事業番号0128の再掲】

大臣官房
文教施設企画部

再掲
国立大学法人船舶建造に必要な経費【事業番
号0139の再掲】

高等教育局

再掲
国立大学法人運営費交付金に必要な経費【事
業番号0140の再掲】

高等教育局

再掲
国立大学改革基盤強化促進事業【事業番号
0144の再掲】

高等教育局

再掲
国立大学法人における設備等の整備【事業番
号0145の再掲】

高等教育局

再掲
国立大学法人施設整備（大型特別機械整備費
等（最先端等））【事業番号0154の再掲】

研究振興局

再掲
独立行政法人日本学術振興会運営費交付金に
必要な経費【事業番号0193の再掲】

研究振興局

施策名：8-3 研究開発活動を支える研究基盤の戦略的強化

0218 先端研究基盤共用促進事業 H19 未定 1,064 1,524 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)科学技術振興の基盤の強化に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）研究基盤の強化に必要な経費

0210 平成２５年度対象

0219
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

H3 未定 16,156 15,443 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)研究振興費
 (大事項)科学技術振興の基盤の強化に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）研究基盤の強化に必要な経費

0213
0214

平成２７年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0220
大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）の整
備・共用

H21 未定 10,441 10,977 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)科学技術振興の基盤の強化に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）研究基盤の強化に必要な経費

0215 平成２５年度対象

0221
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

H18 未定 14,246 12,693 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)科学技術振興の基盤の強化に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）研究基盤の強化に必要な経費

0211 平成２８年度対象

0222 ポスト「京」の開発 H26 H33 6,700 6,700 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)科学技術振興の基盤の強化に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）研究基盤の強化に必要な経費

0216 平成２８年度対象

0223 基礎研究振興・研究環境整備経費 H26 未定 24 84 研究振興局 一般会計

(項)研究振興費
  (大事項)科学技術振興の基盤の強化に必要
な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）研究基盤の強化に必要な経費

0217 平成２７年度対象

0224
国立研究開発法人理化学研究所設備整備費補
助

H15 未定 - - 研究振興局 一般会計
(項)研究振興費
  (大事項)理化学研究所設備整備費補助

0218 平成２８年度対象

0225 食品成分データベース整備の推進 H11 未定 8 8 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)安全・安心な社会構築に資する科
学技術の推進に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）研究基盤の強化に必要な経費

0219 平成２５年度対象

0226
現代型食生活のための食品成分情報取得強化
事業

H25 未定 68 68 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)安全・安心な社会構築に資する科
学技術の推進に必要な経費
【新】
（項）研究振興費
　（大事項）研究基盤の強化に必要な経費

0220 平成２７年度対象

再掲
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【事業番号0184の再掲】

研究振興局
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

再掲
国立研究開発法人理化学研究所施設整備に必
要な経費【事業番号0185の再掲】

研究振興局

再掲
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【事業番号0179の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0180の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必
要な経費【事業番号0183の再掲】

科学技術・
学術政策局

施策名：9-1 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化

0227
光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術
開発等

H20 H32 1,431 1,289 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)新興・融合領域の研究開発の推進
に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）先端基盤技術の強化に必要な経
費

0225 平成２６年度対象

0228 先端基盤技術研究開発推進経費 H23 未定 12 12 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)新興・融合領域の研究開発の推進
に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）先端基盤技術の強化に必要な経
費

0226 平成２７年度対象

0229
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

H13 未定 21,558 21,609 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構運営費
  (大事項)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

0228 平成２８年度対象

0230
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

H13 未定 7,413 4,273 
科学技術・
学術政策局

一般会計

(項)国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構施設整備費
  (大事項)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

0229 平成２８年度対象

0231
未来社会実現のためのＩＣＴ基盤技術の研究
開発

H19 H28 232 - 研究振興局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)情報通信分野の研究開発の推進に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）先端基盤技術の強化に必要な経
費

0221 平成２８年度対象

27/51



（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0232
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

H13 未定 12,021 13,459 研究振興局 一般会計

(項)国立研究開発法人物質・材料研究機構運
営費
  (大事項)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

0222

0233
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

H13 未定 3,000 - 研究振興局 一般会計

(項)国立研究開発法人物質・材料研究機構施
設整備費
  (大事項)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

0223 平成２６年度対象

0234
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

H21 H33 4,057 3,936 研究振興局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)ナノテクノロジー・材料分野の研
究開発の推進に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）先端基盤技術の強化に必要な経
費

0224

0235
数学・数理科学と諸科学・産業との協働によ
るイノベーション創出のための研究促進プロ
グラム

H24 H28 34 - 研究振興局 一般会計

(項)研究開発推進費
(大事項)新興・融合領域の研究開発の推進に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）先端基盤技術の強化に必要な経
費

0227 平成２８年度対象

0236
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

H28 H37 1,450 2,950 研究振興局 一般会計

（項）研究開発推進費
　（大事項）情報通信分野の研究開発の推進
に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）先端基盤技術の強化に必要な経
費

新28-0013

0237
国立研究開発法人物質・材料研究機構設備整
備費補助

H28 未定 500 - 研究振興局 一般会計
(項)研究開発推進費
  (大事項)先端基盤技術の強化に必要な経費

補正新規

再掲
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【事業番号0184の再掲】

研究振興局

再掲
国立研究開発法人理化学研究所施設整備に必
要な経費【事業番号0185の再掲】

研究振興局

再掲
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【事業番号0179の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0180の再掲】

科学技術・
学術政策局
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

再掲
国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必
要な経費【事業番号0183の再掲】

科学技術・
学術政策局

施策名：9-2 環境・エネルギーに関する課題への対応

0238 気候変動適応戦略イニシアチブ H22 H32 919 1,419 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
  （大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0230 平成２８年度対象

0239 地球観測衛星システムの開発に必要な経費 H17 未定 12,353 6,898 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
  （大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0231 平成２８年度対象

0240 海底地震・津波観測網の運用 H18 未定 1,061 1,061 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
  （大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0232
0233

平成２７年度対象

0241 地球観測に関する政府間会合（GEO） H18 未定 36 36 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
  （大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0235 平成２８年度対象

0242 環境分野の研究開発の推進 H23 未定 24 30 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
  （大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0236 平成２８年度対象

0243 気候変動リスク情報創生プログラム H24 H28 600 - 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
  （大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0237 平成２８年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0244 国際熱核融合実験炉計画の推進に必要な経費 H18 H54 19,074 16,080 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)核融合分野の研究開発の推進等に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0238 平成２８年度対象

0245
幅広いアプローチ（ＢＡ）活動の推進に必要
な経費

H25 H31 2,813 2,398 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
 (大事項)核融合分野の研究開発の推進等に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0239 平成２６年度対象

0246
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

H28 H32 1,000 1,253 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
  （大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

新28-0014

0247 革新的エネルギー研究開発拠点形成 H28 H28 236 - 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
　（大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

新28-0015 平成２５年度対象

0248
東北復興のためのクリーンエネルギー研究開
発推進

H28 H28 342 - 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
　（大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

新28-0016 平成２５年度対象

0249 地形・地盤情報調査に必要な経費 H28 H28 - - 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
　（大事項）環境分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

新28-0017

30/51



（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
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年度
事業終了

(予定)年度

0250
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

H26 未定 684 - 
科学技術・
学術政策局

一般会計

【旧】
(項)研究開発推進費
  (大事項)核融合分野の研究開発の推進等に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）環境・エネルギーに関する課題
対応に必要な経費

0241
0275

再掲
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【事業番号0184の再掲】

研究振興局

再掲
国立研究開発法人理化学研究所施設整備に必
要な経費【事業番号0185の再掲】

研究振興局

再掲
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【事業番号0179の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0180の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必
要な経費【事業番号0183の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0229の
再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0230の再
掲】

科学技術・
学術政策局

施策名：9-3 健康・医療・ライフサイエンスに関する課題への対応

0251 ライフサイエンス研究開発推進経費 H23 未定 66 64 研究振興局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)ライフサイエンス分野の研究開発
の推進等に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）健康・医療・ライフサイエンス
に関する課題対応に必要な経費

0242 平成２８年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載
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補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0252 医療分野の研究開発の推進 H27 未定 53,682 53,154 研究振興局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)ライフサイエンス分野の研究開発
の推進等に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）健康・医療・ライフサイエンス
に関する課題対応に必要な経費

0244 平成２８年度対象

0253
国立研究開発行政法人日本医療研究開発機構
運営費交付金に必要な経費

H27 未定 5,024 5,592 研究振興局 一般会計

(項)国立研究開発法人日本医療研究開発機構
運営費
  (大事項)国立研究開発法人日本医療研究開
発機構運営費交付金に必要な経費

0245 平成２８年度対象

再掲
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【事業番号0184の再掲】

研究振興局

再掲
国立研究開発法人理化学研究所施設整備に必
要な経費【事業番号0185の再掲】

研究振興局

再掲
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【事業番号0179の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0180の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
国立研究開発法人科学技術振興機構出資に必
要な経費【事業番号0183の再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0229の
再掲】

科学技術・
学術政策局

再掲
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【事業番号0230の再
掲】

科学技術・
学術政策局

施策名：9-4 安全・安心の確保に関する課題への対応
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
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平成２８年度
補正後予算額

平成２９年度
当初予算額

事業
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事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0254 地震防災研究戦略プロジェクト H23 H32 1,180 731 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
(大事項)安全・安心な社会構築に資する科学
技術の推進に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）安全・安心の確保に関する課題
対応に必要な経費

0247 平成２７年度対象

0255 地震調査研究推進本部 H8 未定 1,042 1,024 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)安全・安心な社会構築に資する科
学技術の推進に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）安全・安心の確保に関する課題
対応に必要な経費

0248 平成２５年度対象

0256
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

H13 未定 7,021 7,100 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人防災科学技術研究所運
営費
  (大事項)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

0249 平成２５年度対象

0257
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

H13 未定 504 - 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人防災科学技術研究所施
設整備費
  (大事項)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

0250 平成２７年度対象

0258 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト H28 H37 670 650 研究開発局 一般会計

（項）研究開発推進費
　（大事項）安全・安心な社会構築に資する
科学技術の推進に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）安全・安心の確保に関する課題
対応に必要な経費

新28-0018

施策名：9-5 国家戦略上重要な基幹技術の推進

0259 原子力研究開発の推進事務 H23 未定 130 98 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)核融合分野の研究開発の推進等に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）原子力研究開発に関する基幹技
術の推進に必要な経費

0252

0260 国際原子力人材育成イニシアティブ H22 未定 299 208 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)原子力分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）原子力エネルギーに関する基幹
技術の推進に必要な経費

0253
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0261 核不拡散・核セキュリティ関連業務 H23 未定 519 503 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)原子力分野の研究開発の推進に必
要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）原子力エネルギーに関する基幹
技術の推進に必要な経費

0254

0262
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

H17 未定 34,615 37,982 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構運営費
  (大事項)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

0255 平成２８年度対象

91,520 91,239 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構運営費
  (大事項)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

0255 平成２８年度対象

0263
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

H17 未定 1,030 - 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構施設整備費
  (大事項)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

0256 平成２８年度対象

0264
経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ／Ｎ
ＥＡ）共同事業参加

S41 未定 85 83 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)核融合分野の研究開発の推進等に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）原子力研究開発に関する基幹技
術の推進に必要な経費

0257 平成２６年度対象

0265 放射性廃棄物減容化研究開発の推進 H26 未定 377 170 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)核融合分野の研究開発の推進等に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）原子力研究開発に関す基幹技術
の推進に必要な経費

0258 平成２７年度対象

0266 核燃料物質輸送等関連業務 H26 未定 - - 研究開発局 一般会計
(項)研究開発推進費
  (大事項)核融合分野の研究開発の推進等に
必要な経費

0259 平成２７年度対象

0267 放射線利用技術等国際交流事業委託費 H7 未定 209 207 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0260

0268 核燃料サイクル関係推進調整等委託費 S57 未定 39 39 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0261 平成２６年度対象
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0269 電源地域産業育成支援補助金 H4 未定 114 114 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0262 平成２８年度対象

0270
電源地域振興促進事業費補助金
（特別電源所在県科学技術振興事業補助金）

H4 未定 1,830 1,802 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0263

0271 原子力発電施設等研修事業費補助金 H6 未定 90 96 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0264

0272
電源立地地域対策交付金、交付金事務等交付
金

S49 未定 7,304 7,595 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0265 平成２８年度対象

0273 広報・調査等交付金 S49 未定 109 125 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0266 平成２８年度対象

0274
放射線利用・原子力基盤技術試験研究推進交
付金

H5 未定 1,420 388 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0267

0275 原子力・エネルギー教育支援事業交付金 H14 未定 243 233 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0268

0276 核燃料サイクル関係推進調整等交付金 H2 未定 3,249 2,997 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0269 平成２５年度対象

0277 経済協力開発機構原子力機関拠出金 H1 未定 131 115 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源立地対策費
  (大事項)電源立地対策に必要な経費

0270

0278 原子力平和利用確保調査委託費 H9 未定 13 12 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源利用対策費
  (大事項)電源利用対策に必要な経費

0271

0279 原子力システム研究開発委託費 H17 未定 1,970 1,337 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源利用対策費
  (大事項)電源利用対策に必要な経費

0272 平成２８年度対象
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0280 原子力平和利用調査等事業拠出金 S61 未定 89 79 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)電源利用対策費
  (大事項)電源利用対策に必要な経費

0273 平成２６年度対象

0281
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構施
設整備費

H17 未定 1,165 3,096 研究開発局
エネルギー対策特
別会計電源開発促

進勘定

(項)国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構施設整備費
  (大事項)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

0274 平成２８年度対象

0282
英知を結集した原子力科学技術・人材育成推
進事業

H27 未定 1,486 1,544 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)核融合分野の研究開発の推進等に
必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）原子力研究開発に関する基幹技
術の推進に必要な経費
　（大事項）原子力エネルギーに関する基幹
技術の推進に必要な経費

0276 平成２８年度対象

0283 国際宇宙ステーション開発に必要な経費 H15 未定 40,089 28,747 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)宇宙・航空分野の研究開発の推進
に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）宇宙・航空に関する基幹技術の
推進に必要な経費

0277 平成２８年度対象

0284 宇宙・航空科学技術推進の調整に必要な経費 H21 未定 462 426 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)宇宙・航空分野の研究開発の推進
に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）宇宙・航空に関する基幹技術の
推進に必要な経費

0278 平成２５年度対象

0285
宇宙・航空分野の戦略的研究開発・国際展開
の推進

H23 未定 96 130 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)宇宙・航空分野の研究開発の推進
に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）宇宙・航空に関する基幹技術の
推進に必要な経費

0279 平成２７年度対象

0286
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

H15 未定 118,505 111,286 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
運営費
  (大事項)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

0280 平成２８年度対象

0287
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

H15 未定 4,861 4,725 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
施設整備費
  (大事項)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

0281 平成２５年度対象
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0288 基幹ロケット高度化の推進 H25 未定 6,259 2,012 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)宇宙・航空分野の研究開発の推進
に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）宇宙・航空に関する基幹技術の
推進に必要な経費

0282 平成２６年度対象

0289
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構設備
整備

H25 未定 - - 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)宇宙・航空分野の研究開発の推進
に必要な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）宇宙・航空に関する基幹技術の
推進に必要な経費

0283 平成２６年度対象

0290 北極域研究推進プロジェクト H27 H31 760 824 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)環境分野の研究開発の推進に必要
な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）海洋に関する基幹技術の推進に
必要な経費

0251 平成２８年度対象

0291 海洋生物資源確保技術高度化 H23 H32 104 103 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)海洋分野の研究開発の推進に必要
な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）海洋に関する基幹技術の推進に
必要な経費

0284

0292 海洋鉱物資源広域探査システム開発 H25 H29 452 445 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)海洋分野の研究開発の推進に必要
な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）海洋に関する基幹技術の推進に
必要な経費

0285 平成２６年度対象

0293 海洋分野の研究開発の推進事務 H23 未定 10 9 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)海洋分野の研究開発の推進に必要
な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）海洋に関する基幹技術の推進に
必要な経費

0286

0294 南極地域観測事業に必要な経費 S31 未定 6,407 4,507 研究開発局 一般会計
(項)南極地域観測事業費
  (大事項)南極地域観測事業に必要な経費

0287 平成２６年度対象
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0295
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

H16 未定 30,618 31,718 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人海洋研究開発機構運営
費
  (大事項)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

0288 平成２８年度対象

0296
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

H16 未定 - - 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人海洋研究開発機構船舶
建造費
  (大事項)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

0289 平成２８年度対象

0297
国立研究開発法人海洋研究開発機構設備整備
費補助

H24 未定 1,410 - 研究開発局 一般会計

(項)研究開発推進費
  (大事項)海洋分野の研究開発の推進に必要
な経費
【新】
（項）研究開発推進費
　（大事項）海洋に関する基幹技術の推進に
必要な経費

0290 平成２６年度対象

0298
国立研究開発法人海洋研究開発機構施設整備
費補助

H16 未定 3,144 - 研究開発局 一般会計

(項)国立研究開発法人海洋研究開発機構施設
整備費
  (大事項)国立研究開発法人海洋研究開発機
構施設整備に必要な経費

補正新規

施策名：10-1 原子力事業者による原子力損害を賠償するための適切な措置の確保

（予算事業該当なし) - 

施策名：10-2 原子力損害賠償の補償の迅速、公平かつ適正な実施

（予算事業該当なし) - 

施策名：11-1 子供の体力の向上　※政策評価基本計画の改正に伴い変更予定

0299 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 H20 未定 270 245 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)子どもの体力の向上に必要な経費

0291 平成２７年度対象

0300 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 S60 未定 66 66 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)子どもの体力の向上に必要な経費

0293 平成２８年度対象

0301
学校における体育活動での事故防止対策推進
事業

H25 未定 72 22 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)子どもの体力の向上に必要な経費

0294 平成２６年度対象

0302 運動部活動指導の工夫・改善支援事業 H26 H28 250 - スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)子どもの体力の向上に必要な経費

0295 平成２８年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
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番号

事　　業　　名
事業開始

年度
事業終了

(予定)年度

0303 武道等指導充実・資質向上支援事業 H27 未定 195 190 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)子どもの体力の向上に必要な経費

0297 平成２８年度対象

0304
学校における子供の体力向上課題対策プロ
ジェクト

H28 H32 95 46 スポーツ庁 一般会計
（項）スポーツ振興費
　（大事項）子どもの体力の向上に必要な経
費

新28-0019

再掲 公立学校施設整備費【事業番号0099の再掲】
大臣官房

文教施設企画部

再掲
公立学校施設整備費（復興関連事業）【事業
番号0100の再掲】

大臣官房
文教施設企画部

施策名：11-2 生涯スポーツ社会の実現　※政策評価基本計画の改正に伴い変更予定

0305 日本体育協会補助
S32
S56

未定 503 503 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0299

0306 生涯スポーツ振興事業 S35 未定 35 34 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0300
0302

平成２８年度対象

0307
スポーツ政策の基礎的調査及び広報活動の実
施

H22 未定 7 34 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0301 平成２８年度対象

0308
全国障害者スポーツ大会開催事業（地方ス
ポーツ振興費補助）

H26 未定 81 81 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0304 平成２７年度対象

0309 日本障がい者スポーツ協会補助 H26 未定 385 428 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0305 平成２７年度対象

0310 スポーツによる地域活性化推進事業 H27 未定 374 110 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0306 平成２８年度対象

0311 地域における障害者スポーツ普及促進事業 H27 未定 82 60 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0307 平成２８年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番
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外部有識者点検対象
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事業終了

(予定)年度

0312 体育・スポーツ施設に関する調査研究 H27 未定 8 7 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0308 平成２８年度対象

0313 スポーツキャリアサポート戦略 H27 未定 32 38 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)生涯スポーツ社会の実現に必要な
経費

0309 平成２８年度対象

0314
特別支援学校等を活用した障害児・者のス
ポーツ活動実践事業

H28 未定 18 - スポーツ庁 一般会計
（項）スポーツ振興費
　（大事項）生涯スポーツ社会の実現に必要
な経費

新28-0020

0315 スポーツ新事業開拓に関する調査研究事業 H28 H28 34 - スポーツ庁 一般会計
（項）スポーツ振興費
　（大事項）生涯スポーツ社会の実現に必要
な経費

新28-0021

施策名：11-3 我が国の国際競技力の向上　※政策評価基本計画の改正に伴い変更予定

0316
ナショナルトレーニングセンター競技別強化
拠点施設活用事業

H19 未定 900 900 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0310 平成２７年度対象

0317 国際競技大会情報ネットワーク形成支援事業 H23 H28 36 - スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0311 平成２７年度対象

0318 スポーツ仲裁活動推進事業 H23 未定 14 14 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0312 平成２７年度対象

0319 競技力向上支援体制の充実 S43 未定 24 20 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0313 平成２７年度対象

0320 ドーピング防止活動推進事業 H18 未定 159 201 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0314 平成２７年度対象

0321 世界ドーピング防止機構等関係経費 H13 未定 24 24 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0315 平成２７年度対象

0322 世界ドーピング防止機構拠出金 H14 未定 180 165 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0316 平成２７年度対象
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（単位：百万円）

担当部局庁 会計区分 項・事項
平成２８年度レ
ビューシート番

号

外部有識者点検対象
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事業終了
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0323 国民体育大会開催事業 S30 未定 462 462 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0317 平成２７年度対象

0324 日本オリンピック委員会補助 H2 未定 290 197 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0318 平成２７年度対象

0325 日本武道館補助 S40 未定 62 62 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0319 平成２７年度対象

0326
独立行政法人日本スポーツ振興センター運営
費交付金に必要な経費

H15 未定 14,086 14,976 スポーツ庁 一般会計

(項)独立行政法人日本スポーツ振興センター
運営費
  (大事項)独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター運営費交付金に必要な経費

0320 平成２８年度対象

0327
独立行政法人日本スポーツ振興センター施設
整備に必要な経費

H15 未定 320 - スポーツ庁 一般会計

(項)独立行政法人日本スポーツ振興センター
施設整備費
  (大事項)独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター施設整備に必要な経費

0321 平成２７年度対象

0328
独立行政法人日本スポーツ振興センター研究
施設整備に必要な経費

H15 未定 - - スポーツ庁 一般会計

(項)独立行政法人日本スポーツ振興センター
施設整備費
    (大事項)独立行政法人日本スポーツ振興
センター研究施設整備に必要な経費

0321 平成２７年度対象

0329 2019年ラグビーワールドカップ普及啓発事業 H24 未定 30 28 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0322 平成２５年度対象

0330 女性アスリートの育成・支援プロジェクト H25 未定 380 388 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0323 平成２６年度対象

0331 国連ジュニアスポーツリーダー研修事業 H25 未定 10 - スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0325 平成２６年度対象

0332 ハイパフォーマンス・サポート事業 H27 未定 3,528 1,591 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上のための科学的
研究の推進等に必要な経費

0326 平成２８年度対象

0333
スポーツ研究イノベーション拠点形成プロ
ジェクト

H27 未定 90 86 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上のための科学的
研究の推進等に必要な経費

0327 平成２８年度対象
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0334 スポーツ国際展開基盤形成事業 H27 未定 71 101 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0328 平成２８年度対象

0335
スポーツ・フォー・トゥモロー等推進プログ
ラム

H27 未定 1,218 1,171 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興費
  (大事項)国際競技力の向上に必要な経費

0329 平成２８年度対象

0336 ナショナルトレーニングセンターの拡充整備 H27 H30 2,606 3,640 スポーツ庁 一般会計
(項)スポーツ振興施設費
  (大事項)国際競技力の向上のための施設整
備に必要な経費

0330 平成２８年度対象

0337
スポーツ医・科学等を活用した健康増進プロ
ジェクト

H28 未定 18 16 スポーツ庁 一般会計
（項）スポーツ振興費
　（大事項）国際競技力の向上のための科学
的研究の推進等に必要な経費

新28-0022

0338
独立行政法人日本スポーツ振興センター出資
に必要な経費

H26 H31 12,500 - スポーツ庁 一般会計

（項）独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター出資
　（大事項）独立行政法人日本スポーツ振興
センター出資に必要な経費

補正新規

0339
独立行政法人日本スポーツ振興センター研究
設備整備

H28 未定 1,054 - スポーツ庁 一般会計
（項）スポーツ振興費
　（大事項）国際競技力の向上のための科学
的研究の推進等に必要な経費

補正新規

施策名：12-1 芸術文化の振興

0340 文化功労者年金の支給に必要な経費 S26 未定 851 882 大臣官房人事課 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)文化功労者年金の支給に必要な経
費

0331

0341 舞台芸術創造力向上・発信プラン H22 未定 3,728 3,988 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0332 平成２８年度対象

0342 芸術祭・芸術選奨 S21 未定 318 318 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0333

0343 国民文化祭 S61 未定 243 243 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0334

0344 全国高等学校総合文化祭 S52 未定 83 96 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0335
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0345 日本映画の創造・交流・発信 H15 未定 700 789 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0336 平成２６年度対象

0346 若手映画作家等の育成 H16 未定 161 157 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0337

0347 メディア芸術の創造・発信 H9 未定 913 861 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0338

0348 メディア芸術の人材育成 H22 未定 232 232 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0339

0349 新進芸術家等の人材育成
H23
H14
H25

未定 6,882 7,008 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0340 平成２６年度対象

0350 日本芸術院会員年金の支給等に必要な経費 S16 未定 317 344 文化庁 一般会計
(項)日本芸術院
  (大事項)日本芸術院会員年金の支給等に必
要な経費

0341

0351
独立行政法人国立美術館運営費交付金に必要
な経費

H13 未定 7,501 7,537 文化庁 一般会計
(項)独立行政法人国立美術館運営費
  (大事項)独立行政法人国立美術館運営費交
付金に必要な経費

0342

0352
独立行政法人国立美術館施設整備に必要な経
費

H13 未定 3,679 2,010 文化庁 一般会計
(項)独立行政法人国立美術館施設整備費
  (大事項)独立行政法人国立美術館施設整備
に必要な経費

0343

0353
独立行政法人日本芸術文化振興会運営費交付
金に必要な経費

H15 未定 10,053 10,000 文化庁 一般会計
(項)独立行政法人日本芸術文化振興会運営費
  (大事項)独立行政法人日本芸術文化振興会
運営費交付金に必要な経費

0344 平成２８年度対象

0354
独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備に
必要な経費

H15 未定 1,388 181 文化庁 一般会計

(項)独立行政法人日本芸術文化振興会施設整
備費
  (大事項)独立行政法人日本芸術文化振興会
施設整備に必要な経費

0345

0355 劇場・音楽堂等活性化事業 H25 未定 3,027 2,931 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0346 平成２８年度対象
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0356 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 H27 未定 2,790 2,960 文化庁 一般会計
(項)文化振興費
  (大事項)芸術文化の振興に必要な経費

0347 平成２８年度対象

施策名：12-2 文化財の保存及び活用の充実

0357 文化財保護共通費 S25 未定 54 51 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0348

0358 有形文化財 S54 未定 89 73 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0349

0359 無形文化財 H17 未定 30 30 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0350

0360 文化財保護対策の検討等 S46 未定 113 105 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0351 平成２５年度対象

0361 美術館・歴史博物館活動の充実 H9 未定 19 18 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0352

0362 鑑賞・体験機会等充実のための事業推進 S47 未定 225 214 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0353

0363 アイヌ関連施策の推進 H9 未定 299 446 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0354 平成２８年度対象

0364 国宝重要文化財等の買上げ S25 未定 1,326 946 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0355 平成２６年度対象

0365 模写模造 S28 未定 35 35 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0356

0366 文化財管理及び保存活用等 S25 未定 707 738 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0357
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0367 国宝・重要文化財等の保存整備等 S25 未定 22,274 19,382 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
   (大事項)文化財の保存及び活用に必要な
経費

0358 平成２６年度対象

0368 史跡等の買上げ S32 未定 10,663 10,623 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
   (大事項)文化財の保存及び活用に必要な
経費

0359 平成２６年度対象

0369 平城及び飛鳥・藤原宮跡等の買上 S38 未定 483 483 文化庁 一般会計
(項)文化財保存施設整備費
   (大事項)文化財の保存及び活用のための
施設整備に必要な経費

0360

0370 平城宮跡地等整備費 S40 未定 236 213 文化庁 一般会計
(項)文化財保存施設整備費
   (大事項)文化財の保存及び活用のための
施設整備に必要な経費

0361

0371
独立行政法人国立文化財機構運営費交付金に
必要な経費

H13 未定 8,388 8,325 文化庁 一般会計
(項)独立行政法人国立文化財機構運営費
  (大事項)独立行政法人国立文化財機構運営
費交付金に必要な経費

0362

0372
独立行政法人国立文化財機構施設整備に必要
な経費

H13 未定 1,421 1,780 文化庁 一般会計
(項)独立行政法人国立文化財機構施設整備費
  (大事項)独立行政法人国立文化財機構施設
整備に必要な経費

0363

0373 文化財建造物等を活用した地域活性化事業 H25 未定 724 444 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0364 平成２６年度対象

0374 文化遺産総合活用推進事業 H25 未定 2,160 1,909 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0366 平成２６年度対象

0375 世界遺産普及活用・推薦のための事業推進 H26 未定 81 79 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0367 平成２７年度対象

0376 伝統文化親子教室事業 H26 未定 1,202 1,238 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0368 平成２７年度対象

0377 日本遺産魅力発信推進事業 H27 未定 1,275 1,350 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0369 平成２８年度対象
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0378 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業 H27 未定 1,318 1,124 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0370 平成２８年度対象

0379 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 H27 未定 10,265 6,522 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0371 平成２８年度対象

0380 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 H27 未定 605 565 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0372 平成２８年度対象

0381 国産良質材使用推進・供給地活性化事業 H27 未定 10 10 文化庁 一般会計
(項)文化財保存事業費
  (大事項)文化財の保存及び活用に必要な経
費

0373 平成２８年度対象

施策名：12-3 日本文化の発信及び国際文化交流の推進

0382 文化芸術の海外発信拠点形成事業 H23 未定 110 110 文化庁 一般会計
(項)国際文化交流推進費
  (大事項)国際文化交流の推進に必要な経費

0374 平成２５年度対象

0383
国際文化ネットワークの構築及び文化多様性
の保護・促進への対応

H12 未定 26 24 文化庁 一般会計
(項)国際文化交流推進費
  (大事項)国際文化交流の推進に必要な経費

0375 平成２６年度対象

0384
芸術家・文化人等による文化発信推進事業－
文化庁「文化交流使」の派遣等－

H15 未定 70 70 文化庁 一般会計
(項)国際文化交流推進費
  (大事項)国際文化交流の推進に必要な経費

0376

0385 国際文化交流・協力推進事業 H14 未定 279 240 文化庁 一般会計
(項)国際文化交流推進費
  (大事項)国際文化交流の推進に必要な経費

0377

0386 文化財の国際協力の推進 S62 未定 559 375 文化庁 一般会計
(項)国際文化交流推進費
  (大事項)国際文化交流の推進に必要な経費

0378 平成２６年度対象

0387 東アジア文化交流推進プロジェクト事業 H24 未定 170 170 文化庁 一般会計
(項)国際文化交流推進費
  (大事項)国際文化交流の推進に必要な経費

0379 平成２５年度対象

0388 芸術文化の世界への発信と新たな展開 H26 未定 962 1,070 文化庁 一般会計
(項)国際文化交流推進費
  (大事項)国際文化交流の推進に必要な経費

0380 平成２７年度対象
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施策名：12-4 文化芸術振興のための基盤の充実

0389 文化政策企画立案 S42 未定 77 194 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0381 平成２７年度対象

0390 文化芸術創造都市の推進 H21 未定 15 15 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0382 平成２５年度対象

0391
文化関係資料のアーカイブの構築に関する調
査研究

H23 未定 98 97 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0383 平成２７年度対象

0392 著作権行政の充実 S26 未定 38 34 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0384 平成２５年度対象

0393 著作権施策の推進 S54 未定 213 273 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0385 平成２７年度対象

0394 国語施策の充実 S43 未定 51 50 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0386 平成２５年度対象

0395 外国人に対する日本語教育の推進 S42 未定 210 211 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0387 平成２７年度対象

0396 宗務行政の推進 S26 未定 36 36 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0388 平成２５年度対象

0397 近現代建築資料等の収集・保存 H24 未定 98 104 文化庁 一般会計
(項)文化振興基盤整備費
  (大事項)文化振興の基盤整備に必要な経費

0389 平成２５年度対象

施策名：13-1 国際交流の推進

0398 国際教育交流事業の振興 H19 未定 13 13 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際交流の推進に必要な経費

0390 平成２８年度対象
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0399 学者・教職員等の交流 H23 未定 162 158 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際交流の推進に必要な経費

0391

0400 国際業務研修の実施 H9 未定 91 90 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際交流の推進に必要な経費

0392 平成２６年度対象

0401 日米教育交流の推進 H23 H28 339 - 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際交流の推進に必要な経費

0393

0402 国際バカロレア事業への拠出 S54 未定 89 74 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際交流の推進に必要な経費

0394 平成２６年度対象

0403
オーストラリア科学奨学生の派遣（隔年実施
事業）

S43 未定 - 1 初等中等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際交流の推進に必要な経費

0395

0404 国際視覚障害者援護協会 H12 未定 4 4 初等中等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)外国人留学生等に必要な経費

0396

0405 留学生の受入・派遣体制の改善充実等 H13 未定 21 20 高等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際交流の推進に必要な経費

0397

0406 国費外国人留学生制度 S29 未定 18,713 18,714 高等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)外国人留学生等に必要な経費

0398

0407
外国政府派遣留学生の予備教育等留学生受入
促進事業

S54 未定 129 135 高等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)外国人留学生等に必要な経費

0399

0408 日本台湾交流協会 S47 未定 672 672 高等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)外国人留学生等に必要な経費

0400

0409 社会総がかりで行う高校生留学促進事業 H26 未定 187 152 初等中等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際交流の推進に必要な経費

0402 平成２８年度対象
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0410 留学コーディネーター配置事業 H26 未定 120 120 高等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)外国人留学生等に必要な経費

0403 平成２７年度対象

0411 日本人の海外留学促進事業 H26 未定 80 80 高等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)外国人留学生等に必要な経費

0404 平成２７年度対象

0412 大学等の海外留学支援制度 H26 未定 8,712 8,065 高等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)外国人留学生等に必要な経費

0405 平成２７年度対象

0413 住環境・就職支援等受入れ環境の充実 H27 H28 62 - 高等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)外国人留学生等に必要な経費

0406 平成２８年度対象

0414
スポーツ・文化・ワールド・フォーラムの開
催

H28 H28 501 - 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
　(大事項)国際交流の推進に必要な経費

新28-0023

再掲
独立行政法人日本学生支援機構運営費交付金
に必要な経費【事業番号0157の再掲】

施策名：13-2 国際協力の推進

0415 ＯＥＣＤ／ＣＥＲＩ分担金 H7 未定 68 56 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0407 平成２５年度対象

0416 日本・ＯＥＣＤ事業協力信託基金拠出金 H9 未定 108 92 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0408 平成２５年度対象

0417 日本・国際連合大学共同研究事業拠出金 H7 未定 155 155 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0409

0418 国際機関における事業への参加 H23 未定 11 10 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0410

0419 東アジア関係諸機関との連携強化 H23 未定 7 7 大臣官房国際課 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0411
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0420 日本ユネスコ国内委員会運営 S27 未定 12 12 国際統括官 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0412 平成２５年度対象

0421 ユネスコ会議関係共通経費 S27 未定 16 16 国際統括官 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0413

0422 ユネスコ事業への協力 H23 未定 186 203 国際統括官 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0414

0423 日本／ユネスコパートナーシップ事業 H19 未定 80 93 国際統括官 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0415

0424 ユネスコ国内委員会の連携強化 S40 未定 2 2 国際統括官 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0416 平成２５年度対象

0425 ユネスコ技術援助専門家の派遣 S48 未定 57 52 国際統括官 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0417

0426 ユネスコ活動の助成 S27 未定 30 30 国際統括官 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0418

0427 グローバル人材の育成に向けたESDの推進 H26 H30 61 56 国際統括官 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0419 平成２７年度対象

0428 国際成人力調査 H21 未定 46 42 生涯学習政策局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0420

0429 教員・学習に関する国際調査 H23 未定 140 45 初等中等教育局 一般会計
(項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0421

0430 国際幼児教育・保育従事者調査 H23 未定 10 9 初等中等教育局 一般会計
 (項)国際交流・協力推進費
  (大事項)国際協力の推進に必要な経費

0421
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0431 日本型教育の海外展開 H28 H32 63 63 大臣官房国際課 一般会計
(項) 国際交流・協力推進費
　(大事項）国際協力の推進に必要な経費

新28-0024

いずれの施策にも関連しないもの

0432 国連大学の施設整備 H22 H28 29 - 大臣官房国際課 一般会計
(項)文部科学本省施設費
  (大事項)文部科学本省施設整備に必要な経
費

0422 平成２８年度対象

0433 国立アイヌ民族博物館の施設整備 H27 H32 279 1,031 文化庁 一般会計
(項)文化庁施設費
  (大事項)文化庁施設整備に必要な経費

0424 平成２８年度対象

0434 日本芸術院施設整備費 H27 H28 126 - 文化庁 一般会計
(項)日本芸術院施設費
  (大事項)日本芸術院施設整備に必要な経費

0425 平成２８年度対象

0435 ２０１６年Ｇ７教育大臣会合の開催 H28 H28 116 - 大臣官房国際課 一般会計
(項) 文部科学本省共通費
　(大事項) 国際会議に必要な経費

新28-0025

【外部有識者点検対象】
○「平成○年度対象」・・・平成○年度に外部有識者点検（公開プロセスを含む）を受けた事業
○ 空欄・・・平成２５～２６年度に外部有識者点検を受けていない事業
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