
要望一覧

文部科学省 （単位：千円）

事業名 要望額
事項
のみ

学校やスポーツ・文化施設、研究施設等における施設
整備（国土強靱化関係）

- ○

少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備 - ○

困窮学生等への授業料等減免支援 - ○

大学入学者選抜における共通テスト改革推進事業 - ○

大学病院の基盤の安定化 - ○

世界レベルの研究基盤を構築するための仕組みの
実現等

- ○

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る新型コロ
ナウイルス感染症関連経費のうち、国が負担すべき経費

- ○

国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対
策経費

- ○

スポーツ施設等における感染症関連経費 - ○

文化芸術団体等の活動継続・技能向上 - ○

緊急文化庁長官調査 - ○

日本型教育の海外展開 30,000

日本・国際連合大学共同研究事業拠出金 21,250

コロナ禍後の社会におけるユネスコ活動を通した持
続可能な社会づくり

79,518

多様化する学習内容・方法等の変化に対応した学校
施設等の整備推進

56,045

公立学校の施設整備 60,023,257

国立大学等施設の整備 45,844,980

海外子女教育活動の助成 88,186

在外教育施設教員派遣事業等 2,617,099

全国学力・学習状況調査の実施 404,190

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

80,000

専修学校における先端技術利活用実証研究 351,909

専修学校留学生の学びの支援推進事業 321,703

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

265,710

高等学校卒業程度認定試験等 111,841



事業名 要望額
事項
のみ

放送大学学園補助 260,000

学校を核とした地域力強化プラン 2,207,997

体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト 232,630

外国人児童生徒等への教育の充実 517,651

独立行政法人国立女性教育会館運営費 87,972

独立行政法人教職員支援機構運営費 197,000

アジア高校生架け橋プロジェクト 78,690

全国学力・学習状況調査の実施（翌年度準備経費） 500,000

オンライン学習システム（CBTシステム）の全国展開、
先端技術・教育データの利活用推進

3,591,276

地方自治体業務プロセス・情報システム標準仕様作
成事業（就学）

143,931

補習等のための指導員等派遣事業 17,915,901

緊急事態に備えた外国語指導助手のオンライン研修
体制の整備

25,740

認定こども園等の施設整備 17,485,696

教育支援体制整備事業 6,500,000

私立幼稚園の施設整備 1,002,700

幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 105,031

特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 5,279,205

withコロナ時代に対応した研修の充実（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の内数）

51,000

GIGAスクールサポーター配置促進事業 5,252,625

新時代の学びの基盤となる通信環境整備 1,138,565

学習者用デジタル教科書普及促進事業 5,225,480

学校における感染症対策専門家派遣事業 1,393,966

学校健康診断情報のPHRへの活用に関する調査研
究事業

155,465

学校給食・食育総合推進事業 66,338

日本学校保健会補助 39,681

感染症対策のための衛生環境整備支援事業 7,761,659

学校等欠席者・感染症情報システムと統合型校務支
援システムとの連携事業

2,161,956

WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構
築支援事業

90,000

国立大学法人運営費 33,015,457



事業名 要望額
事項
のみ

ポストコロナ社会を担う人材育成プログラム 1,503,245

独立行政法人国立高等専門学校機構運営費 3,341,934

デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン 9,001,850

独立行政法人日本学生支援機構運営費 1,735,219

感染症医療人材養成拠点形成事業 5,001,443

私立大学等経常費補助（新たな大学教育の取組支
援）

2,700,000

私立高等学校等経常費助成費補助（教育改革推進
特別経費（教育の質の向上を図る学校推進経費（学
習指導員等を配置する学校への支援）））

831,000

私立学校施設・設備の整備の推進（私立幼稚園の施
設整備を除く）

23,604,183

国立大学法人先端研究推進費補助 3,530,734

国立大学法人等先端研究等施設整備費補助（大型
特別機械整備費等）

6,119,000

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

134,540

科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロー
シップ創設事業

2,856,667

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ 90,000

次世代アントレプレナー育成事業（EDGE－NEXT） 1,613,704

研究基盤の整備・共用とリモート化・スマート化の推
進

11,621,000

官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設
の推進

1,673,951

光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP） 1,200,000

科学技術・学術政策研究所一般管理運営 1,968

科学技術システムの現状と課題に係る基盤的調査研
究

61,259

国立研究開発法人科学技術振興機構運営費 17,725,280

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構運営
費

1,423,217

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

2,221,208

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI) 700,000

科学研究費助成事業 4,046,390

研究大学強化促進事業 590,000

特色ある共同研究拠点の整備の推進事業 90,000

スーパーコンピュータ「富岳」の成果創出 1,076,741



事業名 要望額
事項
のみ

スーパーコンピュータ「富岳」の運営 1,999,848

スーパーコンピュータ「富岳」の整備 26,689,441

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

615,800

統計エキスパート人材育成プロジェクト 313,200

マテリアルデータインフラ 2,540,000

データ創出・活用型プロジェクト 431,238

ナショナルバイオリソースプロジェクト 433,000

国立研究開発法人物質・材料研究機構運営費 5,809,716

国立研究開発法人理化学研究所運営費 12,948,800

独立行政法人日本学術振興会運営費 3,674,362

医療研究開発推進事業補助金 11,613,271

気候変動適応戦略イニシアチブ 1,135,348

海底地震・津波観測網の構築・運用に必要な経費 2,082,578

火山機動観測実証研究事業 100,870

革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開
発事業

670,000

ITER(国際熱核融合実験炉)計画の推進に必要な経費 896,944

国際宇宙ステーション開発に必要な経費 68,600,000

核融合研究開発施設整備 95,000

国立研究開発法人防災科学技術研究所運営費 6,765,561

国立研究開発法人海洋研究開発機構運営費 410,000

国立研究開発法人海洋研究開発機構船舶建造費 2,168,349

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構運営費 56,841,341

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費 635,949

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構施設整
備費

1,140,032

Sport in Life推進プロジェクト 80,000

スポーツによる地域活性化推進事業 120,960

障害者スポーツ推進プロジェクト 18,763

Specialプロジェクト2020 22,826

ハイパフォーマンス・サポート事業 976,465

スポーツ研究イノベーション拠点形成プロジェクト 78,462



事業名 要望額
事項
のみ

民間スポーツ振興費等補助金
（日本スポーツ協会補助、日本障がい者スポーツ協
会補助、日本オリンピック委員会補助）

901,560

地方スポーツ振興費補助金（国民体育大会開催事
業、全国障害者スポーツ大会開催事業）

272,417

国際スポーツ大会における新型コロナ対策支援事業 922,153

ドーピング検査員の感染予防対策支援事業 215,671

スポーツ・フォー・トゥモロー等推進プログラム 663,474

スポーツによる地域の価値向上プロジェクト 95,460

民間スポーツ振興費等補助金（一般社団法人大学ス
ポーツ協会活動支援事業）

258,730

スポーツスペース・ボーダレスプロジェクト 40,000

全国的なスポーツリーグ等における新型コロナウイル
ス感染症対策事業

3,905,993

スポーツ産業の成長促進事業 130,000

日本スポーツ振興センター運営費 1,723,951

文化施設の活動支援環境整備事業 10,000,000

文化施設の感染症防止対策事業 2,100,166

文化芸術収益力強化事業 4,000,000

舞台芸術創造活動活性化事業 333,803

国民文化祭 116,000

全国高等学校総合文化祭 64,000

日本博イノベーション型プロジェクト 1,300,000

新進芸術家グローバル人材育成事業 120,906

文化芸術による子供育成総合事業 6,445,515

伝統文化親子教室事業 1,155,000

劇場・音楽堂等機能強化推進事業 1,000,000

国際文化芸術発信拠点形成事業 90,470

文化資源活用推進事業 878,423

戦略的芸術文化総合推進事業 60,604

障害者等による文化芸術活動推進事業 200,000

国宝重要文化財建造物保存修理強化対策事業 7,702,121

登録文化財保存修理 65,700

国宝・重要文化財等美術工芸品保存修理抜本強化
事業

1,282,575



事業名 要望額
事項
のみ

伝統的建造物群基盤強化 156,679

重要文化的景観保護推進事業 28,700

歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 1,661,847

地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 11,300

邦楽普及拡大推進事業 596,925

地域ゆかりの文化資産を活用したモデル展覧会事業 217,301

無形文化財の伝承・公開 194,500

民俗文化財の保存修理等 55,566

文化財保存技術の伝承等 70,500

地域文化財総合活用推進事業 2,136,159

国立文化施設の機能強化 8,321,147

文化資源の高付加価値化促進事業 1,000,000

博物館等の国際交流促進 512,000

近現代建築資料等の収集・保存 130,587

合計 598,319,860


