
0001 沖縄原子力艦放射能調査施設の施設整備 科学技術・学術政策局
0002 教育改革の総合的推進 生涯学習政策局
0003 教育統計調査の普及等 生涯学習政策局
0004 地方教育費及び行政の実態調査 生涯学習政策局
0005 内外教育事情等調査 生涯学習政策局
0006 学校基本調査 生涯学習政策局
0007 学校保健統計調査 生涯学習政策局
0008 社会教育調査 生涯学習政策局
0009 政府統計共同利用システムの整備 生涯学習政策局
0010 専修学校教育等の運営改善に関する調査指導 生涯学習政策局
0011 専修学校教育重点支援プラン 生涯学習政策局
0012 専修学校・高等学校連携等職業教育推進プラン 生涯学習政策局
0013 専修学校を活用した就業能力向上支援事業 生涯学習政策局
0014 生涯学習施策の総合的推進 生涯学習政策局
0015 専修学校留学生総合支援プラン 生涯学習政策局
0016 実践型学習支援システム構築事業 生涯学習政策局
0017 生涯学習フェスティバル 生涯学習政策局
0018 生涯学習施策に関する調査研究 生涯学習政策局
0019 生涯学習の学習成果の評価等の在り方の調査研究 生涯学習政策局
0020 社会通信教育の振興 生涯学習政策局
0021 放送大学学園補助 生涯学習政策局
0022 高等学校卒業程度認定試験等 生涯学習政策局
0023 女性のライフプランニング支援総合推進事業 生涯学習政策局
0024 放課後子どもプラン推進のための調査研究等 生涯学習政策局
0025 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 生涯学習政策局
0026 図書館・博物館における地域の知の拠点推進事業 生涯学習政策局
0027 地域ボランティア活動支援センターの在り方に関する特別調査研究 生涯学習政策局
0028 学校支援地域本部事業 生涯学習政策局
0029 人権教育推進のための調査研究事業 生涯学習政策局
0030 優れた社会教育重点推進プラン 生涯学習政策局
0031 ＮＰＯを核とした生涯学習活性化プロジェクト 生涯学習政策局
0032 社会教育を推進するための指導者の資質向上等 生涯学習政策局
0033 保護者を中心とした学校・家庭・地域連携強化及び活性化推進事業 生涯学習政策局
0034 訪問型家庭教育相談体制充実事業 生涯学習政策局
0035 子どもの生活習慣づくり支援事業 生涯学習政策局
0036 家庭教育手帳の作成 生涯学習政策局
0037 デジタル教育基盤の整備 生涯学習政策局
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0038 地域で取り組むＩＴ安心利用推進事業 生涯学習政策局
0039 デジタルテレビ等を活用した先端的教育・学習に関する調査研究 生涯学習政策局
0040 メディアを通じた生涯学習コンテンツ普及事業 生涯学習政策局
0041 教育用コンテンツ活用・奨励事業 生涯学習政策局
0042 学校教育情報化推進総合プラン 生涯学習政策局
0043 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 生涯学習政策局
0044 独立行政法人国立科学博物館施設整備に必要な経費 生涯学習政策局
0045 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 生涯学習政策局
0046 独立行政法人国立女性教育会館施設整備に必要な経費 生涯学習政策局
0047 学力向上支援事業 初等中等教育局
0048 新学習指導要領移行措置に対応する算数・数学、理科の補助教材の作成・配布事業 初等中等教育局
0049 全国学力・学習状況調査の実施 初等中等教育局
0050 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 初等中等教育局
0051 学習指導要領等の編集改訂等 初等中等教育局／スポーツ・青少年局
0052 環境教育推進グリーンプラン 初等中等教育局
0053 小学校外国語活動の導入等新学習指導要領の着実な実施に向けた条件整備 初等中等教育局
0054 英語教育改善のための一貫した教育システムの構築 初等中等教育局
0055 小学校中核教員外国語活動実践研修事業費補助 初等中等教育局
0056 教育制度等特別研究 初等中等教育局
0057 外国教育施設日本語指導教員派遣事業 初等中等教育局
0058 国際教育推進プラン 初等中等教育局
0059 学校図書館の活性化推進総合事業 初等中等教育局
0060 司書教諭養成講習会 初等中等教育局
0061 教科書の検定調査発行供給等事務処理 初等中等教育局
0062 教科書の改善・充実 初等中等教育局
0063 教科書編さん趣旨の徹底 初等中等教育局
0064 義務教育教科書購入費等 初等中等教育局
0065 産業教育総合推進事業 初等中等教育局
0066 教員要件の高度化に伴う研修事業 初等中等教育局
0067 産業教育設備費補助 初等中等教育局
0068 退職教員等外部人材活用事業 初等中等教育局
0069 道徳教育の総合的推進 初等中等教育局
0070 豊かな体験活動推進事業 初等中等教育局
0071 青少年体験活動総合プラン スポーツ・青少年局
0072 発達段階に応じたキャリア教育総合支援事業 初等中等教育局
0073 小学校におけるキャリア教育の指導内容の充実 初等中等教育局
0074 人権教育開発事業 初等中等教育局
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0075 問題を抱える子ども等の支援事業 初等中等教育局
0076 いじめ対策緊急支援総合事業 初等中等教育局
0077 生徒指導総合推進事業 初等中等教育局
0078 児童生徒の自殺予防に向けた取組に関する調査研究 初等中等教育局
0079 青少年元気サポート事業 スポーツ・青少年局
0080 青少年交流推進事業 スポーツ・青少年局
0081 子ども読書応援プロジェクト スポーツ・青少年局
0082 青少年を取り巻く有害環境対策の推進 スポーツ・青少年局
0083 青少年健全育成非行防止活動の推進 スポーツ・青少年局
0084 非行等青少年のための立ち直り支援推進事業 スポーツ・青少年局
0085 スクールへルスリーダー派遣事業 スポーツ・青少年局
0086 子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業 スポーツ・青少年局
0087 学校環境衛生管理マニュアルの作成・配布 スポーツ・青少年局
0088 保健主事の実務ハンドブックの作成・配布 スポーツ・青少年局
0089 薬物乱用防止教育推進事業 スポーツ・青少年局
0090 心のケア対策推進事業 スポーツ・青少年局
0091 児童生徒の心と体を守るための啓発教材の作成 スポーツ・青少年局
0092 児童生徒の現代的健康課題への学校における取組に関する調査研究 スポーツ・青少年局
0093 「性に関する教育」普及推進事業 スポーツ・青少年局
0094 健康教育関係調査費等 スポーツ・青少年局
0095 「「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」の改訂 スポーツ・青少年局
0096 教職員向け安全教育資料の作成・配布 スポーツ・青少年局
0097 防災教育教材の作成・配布 スポーツ・青少年局
0098 防犯教室の推進 スポーツ・青少年局
0099 交通安全教育推進事業 スポーツ・青少年局
0100 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業全国連絡協議会の開催等 スポーツ・青少年局
0101 スポーツ施設等安全管理推進事業 スポーツ・青少年局
0102 栄養教諭を中核とした食育推進事業 スポーツ・青少年局
0103 「食に関する指導の手引」の改訂 スポーツ・青少年局
0104 学校における食育の推進と理解促進のための啓発資料の作成・配布 スポーツ・青少年局
0105 学校給食の衛生管理等に関する調査研究 スポーツ・青少年局
0106 学校給食における新たな地場産物の活用方策等に関する調査研究 スポーツ・青少年局
0107 栄養教諭の専門性の高度化に関する先導的プログラムの研究開発 スポーツ・青少年局
0108 郷土料理等を活用した学校給食情報化推進事業 スポーツ・青少年局
0109 栄養教諭育成講習事業 スポーツ・青少年局
0110 食育推進交流シンポジウムの開催 スポーツ・青少年局
0111 食生活学習教材の作成・配布 スポーツ・青少年局
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0112 災害共済給付事業 スポーツ・青少年局
0113 日本学校保健会補助 スポーツ・青少年局
0114 初等中等教育改革推進費 初等中等教育局
0115 学校予算の効果的な配分・活用方法に関する調査研究 初等中等教育局
0116 第三者評価ガイドラインの策定に向けた調査研究 初等中等教育局
0117 学校評価の充実・改善の推進 初等中等教育局
0118 コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）推進プラン 初等中等教育局
0119 教育委員会の運営指導等 初等中等教育局
0120 地方教育行政推進費 初等中等教育局
0121 教員資格認定試験 初等中等教育局
0122 公立学校共済組合普及指導監査 初等中等教育局
0123 義務教育費国庫負担金及び標準法実施等 初等中等教育局
0124 教職員等の生涯生活設計の推進 初等中等教育局
0125 全国優秀教員顕彰事業 初等中等教育局
0126 教員免許更新制の円滑な実施 初等中等教育局
0127 教員養成・採用・研修制度の調査・指導 初等中等教育局
0128 学校マネジメント支援に関する調査研究事業 初等中等教育局
0129 へき地児童生徒援助費等補助 初等中等教育局／スポーツ・青少年局
0130 要保護児童生徒援助費補助等 初等中等教育局／スポーツ・青少年局
0131 海外子女教育推進体制の整備 初等中等教育局
0132 海外子女教育活動の助成 初等中等教育局
0133 帰国・外国人児童生徒等教育の推進 初等中等教育局
0134 在外教育施設教員派遣事業等 初等中等教育局
0135 アイヌ子弟高等学校等進学奨励費補助(高校・高専) 初等中等教育局
0136 アイヌ子弟高等学校等進学奨励費補助(大学) 高等教育局
0137 高校生の授業料減免等に対する緊急支援 初等中等教育局／高等教育局
0138 公立文教施設事務経費 大臣官房
0139 文教施設に関する整備指針等の策定 大臣官房
0140 文教施設の防災対策の強化・推進 大臣官房
0141 文教施設の環境対策の推進 大臣官房
0142 幼稚園教育内容・方法の改善充実 初等中等教育局
0143 幼稚園就園奨励費補助 初等中等教育局
0144 幼児期からの「人間力」向上総合推進プラン 初等中等教育局
0145 認定こども園幼保連携型移行・設置促進事業 初等中等教育局
0146 特別支援教育の充実 初等中等教育局
0147 特別支援教育設備整備費等補助 初等中等教育局
0148 特別支援教育就学奨励費負担等 初等中等教育局
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0149 特別支援教育就学啓発事業 初等中等教育局
0150 特別支援教育に関わる教職員の資質向上 初等中等教育局
0151 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 スポーツ・青少年局
0152 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 スポーツ・青少年局
0153 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 初等中等教育局
0154 独立行政法人教員研修センター施設整備に必要な経費 初等中等教育局
0155 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 初等中等教育局
0156 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 初等中等教育局
0157 義務教育費国庫負担金に必要な経費 初等中等教育局
0158 グローバルＣＯＥプログラム 高等教育局
0159 組織的な大学院教育改革推進プログラム 高等教育局
0160 産学連携による実践型人材育成事業 高等教育局
0161 先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム 高等教育局
0162 教育研究高度化のための支援体制整備事業 高等教育局
0163 高等教育改革の総合的な推進等 高等教育局
0164 国立大学法人等施設事務経費 大臣官房
0165 大学教育・学生支援推進事業 高等教育局
0166 大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム 高等教育局
0167 専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム 高等教育局
0168 周産期医療環境整備事業 高等教育局
0169 看護職キャリアシステム構築プラン 高等教育局
0170 大学病院連携型高度医療人養成推進事業 高等教育局
0171 がんプロフェッショナル養成プラン 高等教育局
0172 大学病院業務改善推進事業 高等教育局
0173 社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム 高等教育局
0174 先導的大学改革推進委託 高等教育局
0175 国立大学法人の教育研究設備の整備 高等教育局
0176 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 高等教育局
0177 国際化拠点整備事業 高等教育局
0178 独立行政法人大学評価・学位授与機構運営費交付金に必要な経費 高等教育局
0179 独立行政法人大学入試センター運営費交付金に必要な経費 高等教育局
0180 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 高等教育局
0181 独立行政法人国立大学財務・経営センター運営費交付金に必要な経費 高等教育局
0182 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 大臣官房
0183 育英事業に必要な経費 高等教育局
0184 日本私立学校振興・共済事業団補助（基礎年金等） 高等教育局
0185 日本私立学校振興・共済事業団出資金 高等教育局
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0186 私立大学等研究設備整備等 高等教育局
0187 私立大学等経常費補助 高等教育局
0188 私立高等学校等経常費助成費等補助 高等教育局
0189 私立学校施設高度化推進事業費補助 高等教育局
0190 日本私学教育研究所研究事業費 高等教育局
0191 専修学校教員研修事業費 生涯学習政策局
0192 私立学校行政事務処理等 高等教育局
0193 私立幼稚園施設整備費補助 初等中等教育局
0194 私立高等学校産業教育施設整備費補助 初等中等教育局
0195 私立学校教育研究装置等施設整備費補助 高等教育局
0196 私立学校体育等諸施設整備費補助 スポーツ・青少年局
0197 優秀な科学技術関係人材の養成及び確保 科学技術・学術政策局
0198 スーパーサイエンスハイスクール 初等中等教育局
0199 専門的な職業系人材の育成推進事業 初等中等教育局
0200 理科教育等設備整備費補助等 初等中等教育局
0201 科学技術分野の文部科学大臣表彰 研究振興局
0202 技術士法施行 科学技術・学術政策局
0203 科学技術広報啓発 科学技術・学術政策局
0204 ライフサイエンスに関する安全の確保及び生命倫理への取組 研究振興局
0205 地域における科学技術の振興に必要な経費 科学技術・学術政策局
0206 専門的知見に基づく研究開発評価環境の整備 科学技術・学術政策局
0207 世界トップレベル国際研究拠点形成促進 科学技術・学術政策局
0208 研究開発管理システム運営 大臣官房
0209 国の研究開発の評価の総合的推進 科学技術・学術政策局
0210 競争的資金調整経費 科学技術・学術政策局
0211 科学技術・学術に関する分野横断的な政策の企画立案のための調査 科学技術・学術政策局
0212 デジタル・ミュージアムの実現に向けた研究開発の推進 科学技術・学術政策局
0213 研究環境の国際化の推進 科学技術・学術政策局
0214 生体機能国際協力基礎研究の推進 科学技術・学術政策局
0215 国際科学技術センターの地球規模問題研究の実施 科学技術・学術政策局
0216 科学技術・学術に関する内外の動向調査・分析等 科学技術・学術政策局
0217 国際研究集会研究員の派遣 科学技術・学術政策局
0218 地球規模問題の解決に向けた科学技術上の国際的取組の推進 科学技術・学術政策局
0219 国際科学技術交流等 科学技術・学術政策局
0220 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）協力 科学技術・学術政策局
0221 学術の国際協力事業の推進 科学技術・学術政策局
0222 科学技術の指標開発に係る国際的取組の推進 科学技術・学術政策局
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0223 メガサイエンス対策 科学技術・学術政策局
0224 科学技術振興調整費 科学技術・学術政策局
0225 放射能調査研究に必要な経費 科学技術・学術政策局
0226 原子力施設の安全規制 科学技術・学術政策局
0227 原子力の安全・防災対策 科学技術・学術政策局
0228 国際約束に基づく保障措置の実施 研究開発局
0229 安全規制行政の効率的推進 科学技術・学術政策局
0230 原子炉主任技術者等試験施行 科学技術・学術政策局
0231 先端研究助成基金補助金 研究振興局
0232 研究者海外派遣基金補助金 科学技術・学術政策局
0233 科学研究費補助金 研究振興局
0234 学術研究支援事業 研究振興局
0235 科学官の運営等 研究振興局
0236 政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進事業 研究振興局
0237 人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業 研究振興局
0238 研究機関等における研究活動状況調査 研究振興局
0239 大学図書館の改善等 研究振興局
0240 産学官連携戦略展開事業 研究振興局
0241 招へい外国人研究者用宿舎の整備 研究振興局
0242 筑波研究学園都市研究交流センター 研究振興局
0243 イノベーション創出の総合的推進 研究振興局
0244 ナノテクノロジー・ネットワーク 研究振興局
0245 先端研究施設共用促進 研究振興局
0246 ナショナルバイオリソースプロジェクト 研究振興局
0247 次世代スーパーコンピュータの開発・利用 研究振興局
0248 Ｘ線自由電子レーザーの開発・共用 研究振興局
0249 特定放射光施設利用研究拡大・充実支援交付金 研究振興局
0250 次世代スーパーコンピュータ戦略プログラム 研究振興局
0251 科学技術情報流通高度化 研究振興局
0252 科学技術研究基盤整備利用方策調査 研究振興局
0253 中性子利用実験装置の整備 研究振興局
0254 国立大学法人施設整備(文教施設費等) 大臣官房
0255 国立大学法人施設整備(大型特別機械整備費(附属病院)) 高等教育局
0256 国立大学法人施設整備(大型特別機械整備費(最先端等)) 研究振興局
0257 国立大学法人船舶建造に必要な経費 高等教育局
0258 国立大学法人運営費交付金に必要な経費 高等教育局
0259 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 研究振興局
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0260 粒子線がん治療に係る人材育成プログラム 研究振興局
0261 新興・再興感染症研究拠点形成プログラム 研究振興局
0262 分子イメージング研究プログラム 研究振興局
0263 橋渡し研究支援推進プログラム 研究振興局
0264 再生医療の実現化プロジェクト 研究振興局
0265 脳科学研究戦略推進プログラム 研究振興局
0266 革新的タンパク質・細胞解析研究イニシアティブ 研究振興局
0267 統合データベースプロジェクト 研究振興局
0268 個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト（テーラーメイド医療実現プロジェクト） 研究振興局
0269 ライフサイエンス研究の総合的推進 研究振興局
0270 高機能・超低消費電力コンピューティングのためのデバイス・システム基盤技術の研究開発 研究振興局
0271 高信頼ソフトウェア構築状況の可視化技術の開発普及 研究振興局
0272 イノベーション創出の基盤となるシミュレーションソフトウェアの研究開発 研究振興局
0273 情報基盤戦略活用プログラム 研究振興局
0274 ２１世紀気候変動予測革新プログラム 研究開発局
0275 国際深海掘削計画 研究開発局
0276 地球圏・生物圏国際協同研究計画（ＩＧＢＰ） 研究開発局
0277 地球観測に関する政府間会合（ＧＥＯ） 研究開発局
0278 地球環境行動会議（ＧＥＡ） 研究開発局
0279 地球環境遠隔探査技術等の研究に必要な経費 研究開発局
0280 地球観測データ統合・解析システム 研究開発局
0281 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 研究開発局
0282 海洋地球・環境分野の研究開発の推進 研究開発局
0283 ナノテクノロジー・材料を中心とした融合新興分野研究開発 研究振興局
0284 低炭素社会構築に向けた研究基盤ネットワークの整備 研究振興局
0285 ナノ計測・加工技術の実用化開発 研究振興局
0286 物質・材料科学技術研究開発の総合的推進等 研究振興局
0287 原子力関係者の研修 研究開発局
0288 量子放射線研究の総合的推進 研究振興局
0289 原子力分野の研究・開発・利用の推進 研究開発局
0290 経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）共同事業参加 研究開発局
0291 国際熱核融合実験炉計画の推進に必要な経費 研究開発局
0292 原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 研究開発局
0293 宇宙開発関係者の海外派遣 研究開発局
0294 国際宇宙ステーション開発に必要な経費 研究開発局
0295 地球観測衛星の開発に必要な経費 研究開発局
0296 宇宙・航空分野の研究・開発・利用の推進 研究開発局
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0297 宇宙利用促進の調整に必要な経費 研究開発局
0298 光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発 研究振興局
0299 ナノテクノロジーを活用した環境技術開発 研究振興局
0300 先端基盤技術研究開発の総合的推進 研究振興局
0301 首都直下地震防災・減災特別プロジェクト 研究開発局
0302 ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究 研究開発局
0303 東海・東南海・南海地震の連動性評価研究 研究開発局
0304 防災教育支援推進プログラム 研究開発局
0305 地震・津波観測監視システム 研究開発局
0306 安全・安心科学技術プロジェクト 科学技術・学術政策局
0307 国民の健康な食生活に資する科学技術の推進に必要な経費 科学技術・学術政策局
0308 総合核テロ対策技術調査 科学技術・学術政策局
0309 放射線障害防止対策事業等 科学技術・学術政策局
0310 食品成分データベース整備の推進 科学技術・学術政策局
0311 防災科学技術研究推進 研究開発局
0312 地震調査研究推進本部 研究開発局
0313 地震調査研究観測データの分析評価支援 研究開発局
0314 地震観測データ集中化の促進 研究開発局
0315 活断層調査の総合的推進 研究開発局
0316 地震調査研究の重点的推進 研究開発局
0317 独立行政法人科学技術振興機構運営費交付金に必要な経費 科学技術・学術政策局
0318 独立行政法人科学技術振興機構施設整備に必要な経費 科学技術・学術政策局
0319 南極地域観測事業等に必要な経費 研究開発局
0320 独立行政法人海洋研究開発機構運営費交付金に必要な経費 研究開発局
0321 独立行政法人海洋研究開発機構施設整備に必要な経費 研究開発局
0322 独立行政法人海洋研究開発機構船舶建造に必要な経費 研究開発局
0323 独立行政法人物質・材料研究機構運営費交付金に必要な経費 研究振興局
0324 独立行政法人物質・材料研究機構施設整備に必要な経費 研究振興局
0325 試験研究機関等の原子力試験研究に必要な経費 研究開発局
0326 独立行政法人放射線医学総合研究所運営費交付金に必要な経費 研究振興局
0327 独立行政法人放射線医学総合研究所施設整備に必要な経費 研究振興局

研究開発局
研究開発局

0329 独立行政法人日本原子力研究開発機構施設整備に必要な経費 研究開発局
0330 独立行政法人宇宙航空研究開発機構運営費交付金に必要な経費 研究開発局
0331 独立行政法人宇宙航空研究開発機構施設整備に必要な経費 研究開発局
0332 独立行政法人理化学研究所運営費交付金に必要な経費 研究振興局

0328 独立行政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
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0333 独立行政法人理化学研究所（ＳＰｒｉｎｇ－８の運営業務） 研究振興局
0334 独立行政法人理化学研究所施設整備に必要な経費 研究振興局
0335 独立行政法人防災科学技術研究所運営費交付金に必要な経費 研究開発局
0336 独立行政法人防災科学技術研究所施設整備に必要な経費 研究開発局
0337 子どもの体力向上推進事業 スポーツ・青少年局
0338 委託事業選定・評価委員会 スポーツ・青少年局
0339 トップアスリート派遣指導事業 スポーツ・青少年局
0340 体力向上の基礎を培うための幼児期における実践活動の在り方に関する調査研究 スポーツ・青少年局
0341 子どもの発達段階に応じた体力向上プログラムの開発 スポーツ・青少年局
0342 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 スポーツ・青少年局
0343 ｢全国体力・運動能力、運動習慣等調査｣に基づく子どもの体力向上支援事業 スポーツ・青少年局
0344 緑のグラウンド維持活用推進事業 スポーツ・青少年局
0345 運動部活動等活性化推進事業 スポーツ・青少年局
0346 地域スポーツ人材の活用実践支援事業 スポーツ・青少年局
0347 人間力形成に向けた武道指導実践事業 スポーツ・青少年局
0348 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 スポーツ・青少年局
0349 総合型地域スポーツクラブの育成支援 スポーツ・青少年局
0350 総合型地域スポーツクラブの設立効果に関する調査研究 スポーツ・青少年局
0351 総合型地域スポーツクラブを核とした活力ある地域づくり推進事業 スポーツ・青少年局
0352 総合型地域スポーツクラブ特別支援事業 スポーツ・青少年局
0353 全国広域スポーツセンター育成連絡協議会の開催等 スポーツ・青少年局
0354 地域スポーツ指導者育成推進事業 スポーツ・青少年局
0355 指導者養成研修会の開催等 スポーツ・青少年局
0356 生涯スポーツ推進体制の充実 スポーツ・青少年局
0357 全国スポーツ・レクリエーション大会開催事業 スポーツ・青少年局
0358 体力つくり国民運動事務費 スポーツ・青少年局
0359 健康・体力つくり事業財団補助 スポーツ・青少年局
0360 スポーツコーチサミットの開催 スポーツ・青少年局
0361 競技スポーツ指導者等の顕彰 スポーツ・青少年局
0362 競技者育成プログラム普及促進事業 スポーツ・青少年局
0363 ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能化事業 スポーツ・青少年局
0364 事業企画会議の設置 スポーツ・青少年局
0365 ナショナルトレーニングセンター運用検討委員会の開催等 スポーツ・青少年局
0366 競技力向上ナショナルプロジェクト スポーツ・青少年局
0367 セカンドキャリア支援促進事業 スポーツ・青少年局
0368 スポーツ環境の整備に関する調査研究事業 スポーツ・青少年局
0369 ドーピング防止活動推進事業 スポーツ・青少年局
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0370 世界ドーピング防止機構等関係経費 スポーツ・青少年局
0371 世界ドーピング防止機構拠出金 スポーツ・青少年局
0372 ユネスコ基金への拠出金 スポーツ・青少年局
0373 国立競技場の在り方に関する調査研究 スポーツ・青少年局
0374 スポーツ交流の推進 スポーツ・青少年局
0375 国民体育大会開催事業（地方スポーツ振興費補助） スポーツ・青少年局
0376 日本体育協会補助 スポーツ・青少年局
0377 日本オリンピック委員会補助 スポーツ・青少年局
0378 日本武道館補助 スポーツ・青少年局
0379 競技強化支援事業の充実 スポーツ・青少年局
0380 国際競技力の向上のための施設整備に必要な経費 スポーツ・青少年局
0381 公立学校施設整備費 大臣官房
0382 公立学校施設災害復旧費 大臣官房
0383 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 スポーツ・青少年局
0384 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 スポーツ・青少年局
0385 文化功労者年金の支給に必要な経費 大臣官房
0386 国際教育交流事業の振興 大臣官房
0387 学者・専門家交流事業 大臣官房
0388 初等中等教育教職員招へい事業 大臣官房
0389 国際交流拡大プログラム 大臣官房
0390 国際業務研修の実施 大臣官房
0391 日米教育交流計画分担金 大臣官房
0392 日米教育交流プログラム拠出金 大臣官房
0393 留学生の受入・派遣体制の改善充実等 高等教育局
0394 調査研究委託 大臣官房
0395 外国人児童生徒の母国政府との協議会等運営事業 大臣官房
0396 国際バカロレア事業への拠出 大臣官房
0397 定住外国人の子どもの就学支援事業 大臣官房
0398 高校生の留学促進 初等中等教育局
0399 外国人高校生（日本語専攻）の招致 初等中等教育局
0400 内閣総理大臣オーストラリア科学奨学生の派遣 初等中等教育局
0401 沖縄県人材育成海外派遣事業 高等教育局
0402 沖縄県高校生米国派遣事業 初等中等教育局
0403 沖縄県同時通訳者養成事業 生涯学習政策局
0404 国費外国人留学生制度 高等教育局
0405 留学生交流支援制度 高等教育局
0406 外国政府派遣留学生の予備教育への協力等 高等教育局
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0407 国際視覚障害者援護協会 初等中等教育局
0408 交流協会 高等教育局
0409 日本語教育振興協会 高等教育局
0410 留学生支援企業協力推進協会 高等教育局
0411 新たな留学プログラムの推進 高等教育局
0412 準備教育推進経費 高等教育局
0413 留学生交流総合推進会議経費 高等教育局
0414 アジア太平洋大学交流機構拠出金 高等教育局
0415 授業料減免学校法人援助 高等教育局
0416 日本ユネスコ国内委員会事務処理 大臣官房
0417 ユネスコ会議関係共通経費 大臣官房
0418 開発途上国への教育協力事業 大臣官房
0419 日本／ユネスコパートナーシップ事業 大臣官房
0420 ユネスコ地球規模の課題の解決のための科学事業信託基金拠出金 大臣官房
0421 ユネスコ国内委員会の連携強化 大臣官房
0422 ユネスコ技術援助専門家の派遣 大臣官房
0423 持続可能な開発のための教育協力等 大臣官房
0424 ユネスコ活動の助成 大臣官房
0425 ＯＥＣＤ／ＣＥＲＩ分担金 大臣官房
0426 ＯＥＣＤ事業への参加 大臣官房
0427 日本・ＯＥＣＤ事業協力信託基金拠出金 大臣官房
0428 国際成人力調査 生涯学習政策局
0429 高等教育における国際的な学習成果の評価に関する調査研究等 高等教育局
0430 国際教育協力に関する基本的施策立案のための調査 生涯学習政策局
0431 国際連合大学事業への協力 大臣官房
0432 国際連合大学事業への拠出 大臣官房
0433 国際協力イニシアティブ 大臣官房
0434 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 高等教育局
0435 政策研究機能高度化推進経費 生涯学習政策局
0436 国際研究協力経費 生涯学習政策局
0437 教育情報ナショナルセンター機能の運用に要する経費 生涯学習政策局
0438 教育研究情報センター 生涯学習政策局
0439 教育課程研究センター 生涯学習政策局
0440 生徒指導研究センター 生涯学習政策局
0441 社会教育実践研究センター 生涯学習政策局
0442 文教施設研究センター 生涯学習政策局
0443 科学技術システム基盤研究 科学技術・学術政策局
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0444 科学技術政策課題対応調査研究 科学技術・学術政策局
0445 科学技術政策研究国際協力推進 科学技術・学術政策局
0446 科学技術政策研究に関する情報処理 科学技術・学術政策局
0447 分野別科学技術動向調査 科学技術・学術政策局
0448 日本学士院会員年金の支給等に必要な経費 研究振興局
0449 芸術創造活動特別推進事業等の推進 文化庁
0450 魅力ある日本映画・映像の創造 文化庁
0451 日本映画・映像の流通の促進 文化庁
0452 映画・映像人材の育成と普及等 文化庁
0453 メディア芸術振興総合プログラム 文化庁
0454 我が国の写真フィルムの保存・活用に関する調査研究 文化庁
0455 新進芸術家の養成・発表への支援 文化庁
0456 芸術団体等が行う養成・発表機会の充実 文化庁
0457 本物の舞台芸術に触れる機会の確保 文化庁
0458 学校の文化活動の推進 文化庁
0459 「文化芸術による創造のまち」支援事業 文化庁
0460 地域人材の活用による文化活動支援事業 文化庁
0461 地域文化活動活性化推進事業 文化庁
0462 芸術祭等 文化庁
0463 伝統文化による地域活性化と文化力の向上 文化庁
0464 映像コンテンツのナショナルアーカイブ化 文化庁
0465 日本芸術院会員年金の支給等に必要な経費 文化庁
0466 独立行政法人国立美術館運営費交付金に必要な経費 文化庁
0467 独立行政法人国立美術館施設整備に必要な経費 文化庁
0468 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 文化庁
0469 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 文化庁
0470 文化財の維持管理等の推進 文化庁
0471 文化財保護対策の検討等 文化庁
0472 美術館・博物館活動の充実 文化庁
0473 鑑賞・体験機会等充実のための事業推進 文化庁
0474 アイヌ関連施策の推進 文化庁
0475 国宝重要文化財等の買上げ 文化庁
0476 国有文化財の保存整備等 文化庁
0477 国宝・重要文化財等の保存整備等 文化庁
0478 史跡等の買上げ 文化庁
0479 重要文化財のデジタルアーカイブ化 文化庁
0480 平城及び飛鳥・藤原宮跡等の買上 文化庁
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0481 平城宮跡地等整備費 文化庁
0482 平城宮跡第一次大極殿正殿復原整備事業 文化庁
0483 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 文化庁
0484 独立行政法人国立文化財機構施設整備に必要な経費 文化庁
0485 国際文化交流の推進 文化庁
0486 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－ 文化庁
0487 多様な手段による日本文化の発信 文化庁
0488 文化芸術分野における海外との共同創作活動を通じた国際交流の推進 文化庁
0489 現代日本文学翻訳・普及事業 文化庁
0490 優れた芸術の国際交流 文化庁
0491 文化政策企画立案 文化庁
0492 文化ボランティア活動推進事業 文化庁
0493 文化政策情報システムの整備 文化庁
0494 著作権行政の充実 文化庁
0495 著作権施策の推進 文化庁
0496 コンテンツの保護の推進 文化庁
0497 国語施策の充実 文化庁
0498 外国人に対する日本語教育の充実 文化庁
0499 宗務行政の推進 文化庁
0500 独立行政法人国立国語研究所運営費交付金に必要な経費 文化庁
0501 放射線利用技術・原子力基盤技術移転事業等委託費 研究開発局
0502 核燃料サイクル関係推進調整等委託費 研究開発局
0503 原子力教育支援事業等委託費 研究開発局
0504 放射能分析確認調査委託費 研究開発局
0505 原子力発電施設等緊急時対策技術調査等委託費 研究開発局
0506 海洋環境放射能総合評価委託費 研究開発局
0507 核燃料サイクル施設等運転管理方策調査委託費 研究開発局
0508 原子力発電施設等従事者追跡健康調査等委託費 研究開発局
0509 原子力関係研修事業等委託費 研究開発局
0510 国際原子力安全交流対策委託費 研究開発局
0511 電源地域産業育成支援補助金 研究開発局
0512 電源地域振興促進事業費補助金 研究開発局
0513 原子力発電施設等安全対策等研修事業費補助金 研究開発局
0514 電源立地地域対策交付金 研究開発局
0515 広報・安全等対策交付金 研究開発局
0516 交付金事務等交付金 研究開発局
0517 放射線利用・原子力基盤技術試験研究推進交付金 研究開発局
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0518 リサイクル研究開発促進交付金 研究開発局
0519 原子力・エネルギーに関する教育支援事業交付金 研究開発局
0520 高速増殖炉サイクル技術研究開発推進交付金 研究開発局
0521 放射線監視等交付金 研究開発局
0522 大型再処理施設等放射能影響調査交付金 研究開発局
0523 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 研究開発局
0524 国際原子力機関拠出金 研究開発局
0525 経済協力開発機構原子力機関拠出金 研究開発局
0526 原子力人材育成プログラム委託費 研究開発局
0527 解体撤去等委託費 研究開発局
0528 発電用新型炉等開発調査委託費 研究開発局
0529 プルトニウム平和利用確保日米基盤形成調査委託費 研究開発局
0530 大型混合酸化物燃料加工施設保障措置試験研究委託費 研究開発局
0531 原子力システム研究開発委託費 研究開発局
0532 核燃料サイクル関連施設廃棄物処理処分技術開発等委託費 研究開発局
0533 原子力研究環境整備補助金 研究開発局
0534 原子力平和利用調査等事業拠出金 研究開発局
0535 独立行政法人日本原子力研究開発機構施設整備費 研究開発局
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