
0001 拉致被害者等の支援に必要な経費 50
（項）内閣本府共通費
　（大事項）拉致被害者等の支援に必要な経費

0002 内閣本府庁舎等施設の設備に必要な経費 836
（項）内閣本府施設費
　（大事項）内閣本府施設整備に必要な経費

0003 迎賓館施設整備に必要な経費 328 〃

0004 放送諸費 2,967
（項）政府広報費
　（大事項）政府広報の実施等に必要な経費

0005 出版諸費 5,214 〃
0006 対外広報諸費 256 〃
0007 事業諸費 690 〃
0008 政府広報ホームページ事業諸費 162 〃
0009 世論調査諸費 169 〃
0010 広聴活動の実施に必要な経費 16 〃
0011 「国民との対話」の実施に必要な経費 32 〃

0012 遺棄化学兵器処理担当室経費 244
（項）遺棄化学兵器廃棄処理事業費
　（大事項）遺棄化学兵器廃棄処理事業に必要な経費

0013 遺棄化学兵器廃棄処理事業経費 11,215 〃

0014 独立行政法人国立公文書館運営費交付金に必要な経費 2,074
（項）独立行政法人国立公文書館運営費
　（大事項）独立行政法人国立公文書館運営費交付金に必要な経費

0015 公文書館制度整備推進経費 1
（項）公文書館関連政策費
　（大事項）公文書館関連政策の企画及び立案に必要な経費

0016 中間書庫整備等経費 32 〃
0017 公文書等の管理・保存構想検討経費 34 〃

0018 市民活動促進経費 268
（項）市民活動促進費
　（大事項）市民活動の促進に必要な経費

0019 企業再生支援機構の監督体制等の整備に必要な経費 25
（項）経済財政政策費
　（大事項）経済財政政策の企画立案等に必要な経費

0020 政府調達苦情処理の推進に必要な経費 5 〃
0021 対日直接投資の促進に必要な経費 44 〃
0022 道州制特区の推進に必要な経費 6 〃
0023 地域社会雇用創造に必要な経費 7,000 〃
0024 経済財政政策運営の企画立案総合調整に必要な経費 10 〃
0025 経済財政諮問会議関係整備に必要な経費 46 〃
0026 国際経済会議等に必要な経費 67 〃
0027 経済協力の推進に必要な経費 7 〃
0028 グローバル化改革の推進に必要な経費 10 〃
0029 雇用環境の改善等の推進に必要な経費 30 〃
0030 高度人材受入アクションプログラムの推進に必要な経費 14 〃
0031 民間資金等活用事業調査等に必要な経費 26 〃
0032 市場開放問題苦情処理の推進に必要な経費 7 〃
0033 競争の導入による公共サービスの改革の推進に必要な経費 51 〃
0034 中長期の経済運営に必要な経費 93 〃

0035 民間資金活用等経済政策推進に必要な経費 180
（項）民間資金活用等経済政策推進費
　（大事項）民間資金活用等経済政策推進に必要な経費

法務省及び国土交通省へ移替え

0036 国内の経済動向調査等に必要な経費 77
（項）経済財政政策費
　（大事項）経済財政政策の企画立案等に必要な経費

0037 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 144 〃
0038 海外の経済動向調査等に必要な経費 46 〃
0039 経済財政政策の効果分析 30 〃
0040 計量分析一般関連業務 8 〃

0041 中心市街地活性化の推進に必要な経費 3
（項）地域活性化政策費
　（大事項）地域活性化政策の推進に必要な経費

0042
構造改革特別区域計画、地域再生計画の認定等及び地域の課題
解決の推進に必要な経費

78 〃

項・事項

行政事業レビュー対象事業一覧

補正後予算額
（百万円）

予　算　事　業　名（単　位）№ 備　　考
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項・事項

行政事業レビュー対象事業一覧

補正後予算額
（百万円）

予　算　事　業　名（単　位）№ 備　　考

0043 地域再生の推進のための利子補給金の支給に必要な経費 61 〃

0044 地方元気再生推進調査に必要な経費 4,699
（項）地方元気再生推進調査費
　（大事項）地方元気再生推進調査に必要な経費

総務省、厚生労働省、文部科学
省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省及び環境省へ移替え

0045 地域活性化・公共投資臨時交付金に必要な経費 1,289,000
（項）地域活性化・公共投資推進費
　（事項）地域活性化・公共投資臨時交付金に必要な経費

総務省、文部科学省、厚生労働
省、農林水産省及び国土交通省
へ移替え

0046 地域活性化・経済危機対策臨時交付金に必要な経費 1,000,000
（項）地域活性化・経済危機対策推進費
　（事項）地域活性化・経済危機対策臨時交付金に必要な経費

総務省へ移替え

0047 地域活性化・きめ細かな臨時交付金に必要な経費 500,000
（項）地域活性化推進費
　（事項）地域活性化・きめ細かな臨時交付金に必要な経費

総務省及び文部科学省へ移替え

0048 地域再生の推進のための施設整備に必要な経費 144,608
（項）地域再生推進費
　（大事項）地域再生の推進のための施設整備に必要な経費

対象外（公開プロセス対象事業
のため）

0049 原子力利用の推進に必要な経費 139
（項）科学技術政策費
　（大事項）総合科学技術政策の企画立案等に必要な経費

0050 総合科学技術政策に係る調査等 61 〃
0051 総合科学技術会議の主体的な国際活動 62 〃
0052 科学技術関係予算の改革 6 〃
0053 科学技術システム改革の推進 76 〃
0054 社会・国民に支持される科学技術の実現に向けた取組み 3 〃
0055 科学技術政策基盤等調査 80 〃
0056 イノベーション２５の推進 15 〃

0057 中央防災無線網の施設整備及び管理に要する経費 1,986

（項）内閣本府施設費
　（大事項） 内閣本府施設整備に必要な経費
（項）防災政策費
　（大事項）防災基本政策の企画立案等に必要な経費

対象外（公開プロセス対象事業
のため）

0058 防災に関する普及・啓発に必要な経費 430
（項）防災政策費
　（大事項）防災基本政策の企画立案等に必要な経費

0059 国際防災協力の推進に必要な経費 166 〃
0060 災害復旧・復興に関する施策の推進に必要な経費 56 〃
0061 地震対策等の推進に必要な経費 429 〃
0062 総合防災情報システムの整備経費 499 〃
0063 防災基本政策の企画立案等に必要な経費 271 〃
0064 被災者生活再建支援法施行に要する経費 600 〃
0065 災害に強い地域づくり推進経費 392 〃

0066 災害対策の総合推進調整に必要な経費 248
（項）災害対策総合推進調整費
　（事項）災害対策の総合推進調整に必要な経費

警察庁、総務省、農林水産省、
厚生労働省、国土交通省及び防
衛省へ移替え

0067 駐留軍用地跡地利用推進に必要な経費 73
（項）沖縄政策費
　(大事項）沖縄政策の推進に必要な経費

0068 高度観光人材育成モデル事業 12 〃
0069 国際観光戦略モデル事業 50 〃
0070 文化資源活用型観光戦略モデル構築事業 58 〃
0071 沖縄雇用 適化支援事業 14 〃
0072 ＢＰＯ人材育成モデル事業 23 〃
0073 雇用戦略プログラム推進事業 83 〃
0074 アジア青年の家事業 86 〃
0075 沖縄イノベーション創出事業 213 〃
0076 おきなわ新産業創出投資事業 809 〃
0077 持続可能な観光地づくり支援事業 102 〃
0078 沖縄ＩＴ津梁パーク整備事業 800 〃
0079 サポーティング産業誘致型賃貸工場整備事業 410 〃

対象外（公開プロセス対象事
業のため）
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行政事業レビュー対象事業一覧

補正後予算額
（百万円）

予　算　事　業　名（単　位）№ 備　　考

0080 沖縄離島活性化特別事業 23 〃
0081 南北大東地区地上デジタル放送推進事業 1,987 〃

0082 沖縄特別振興対策調整に必要な経費 2,260
（項）沖縄特別振興対策調整費
　（大事項）沖縄特別振興対策調整に必要な経費

総務省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通省及
び環境省へ移替え

0083 沖縄振興総合調査に必要な経費 170
（項）沖縄振興総合調査費
　（大事項）沖縄振興総合調査に必要な経費

国土交通省及び環境省へ移替え

0084 大規模駐留軍用地跡地等利用推進に必要な経費 251
（項）大規模駐留軍用地跡地等利用推進費
　（大事項）大規模駐留軍用地跡地等利用推進に必要な経費

国土交通省へ移替え

0085 沖縄特別振興対策事業に必要な経費 2,740
（項）沖縄特別振興対策事業費
　（大事項）沖縄特別振興対策事業に必要な経費

総務省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省及び環境省へ移
替え

0086 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に必要な経費 33
（項）沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費
　（大事項）沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に必要な経費

防衛省へ移替え

0087 沖縄北部特別振興対策事業に必要な経費 5,000
（項）沖縄北部特別振興対策事業費
　（大事項）沖縄北部特別振興対策事業に必要な経費

総務省、文部科学省、農林水産
省、経済産業省及び防衛省へ移
替え

0088 沖縄振興特別交付金に必要な経費 90
（項）沖縄政策費
　（大事項）沖縄政策の推進に必要な経費

0089 沖縄振興開発金融公庫に対する補給金に必要な経費 2,950 〃
0090 ハブ対策に必要な経費 46 〃
0091 沖縄体験滞在交流促進に必要な経費 54 〃
0092 沖縄の戦後処理対策に必要な経費 657 〃

0093 公立学校施設整備費 12,388
（項）沖縄教育振興事業費
　（事項）公立文教施設整備に必要な経費

文部科学省へ移替え

0094 沖縄保健衛生施設整備費等 1,296

（項）沖縄保健衛生諸費
　（大事項）医師歯科医師等の派遣に必要な経費
　（大事項）無医地区医師派遣等に必要な経費
（項）沖縄保健衛生施設整備費
　（大事項）医療施設整備に必要な経費

厚生労働省へ移替え

0095 植物防疫対策費 1,049
（項）沖縄農業振興費
　（大事項）沖縄農業振興に必要な経費

農林水産省へ移替え

0096 糖業振興費 3,325 〃 農林水産省へ移替え

0097
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構運営費交付金に必
要な経費

5,718
（項）独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構運営費
　（事項）独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構運営費交付金に必要
な経費

0098
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備に必要
な経費

5,511
（項）独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備費
　（事項）独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備に必要な経
費

0099
沖縄北部特別振興対策に係る特定開発事業の推進等に必要な経
費

5,000
（項）沖縄北部特別振興対策特定開発事業推進費
　（大事項）沖縄北部特別振興対策に係る特定開発事業の推進等に必要な経
費

農林水産省及び国土交通省へ移
替え

0100 沖縄特定開発事業の実施を推進するための調査に必要な経費 70
（項）沖縄特定開発事業推進調査費
　（大事項）沖縄特定開発事業の実施を推進するための調査に必要な経費

0101 ①農地海岸事業（補助） 495
（項）沖縄開発事業費
　（事項）海岸事業に必要な経費

農林水産省へ移替え

②漁港海岸事業（補助） 417 〃 国土交通省へ移替え
③海岸事業（建設海岸） 795 〃 〃
④海岸事業（港湾海岸） 449 〃 〃
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（百万円）
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0102 下水道事業費 10,935

（項）沖縄開発事業費
　（大事項）都市水環境整備事業に必要な経費
　（大事項）適正な汚水処理の確保等のための下水道事業に必要な経費
　（大事項）下水道防災事業に必要な経費

国土交通省へ移替え

0103 水道施設整備に必要な経費 17,115
（項）沖縄開発事業費
　（事項）水道施設整備に必要な経費

厚生労働省へ移替え

0104 廃棄物処理施設整備に必要な経費 3,058
（項）沖縄開発事業費
　（大事項）廃棄物処理施設整備に必要な経費

環境省へ移替え

0105 工業用水道事業に必要な経費 27
（項）沖縄開発事業費
　（大事項）工業用水道事業に必要な経費

経済産業省へ移替え

0106 都市公園事業 9,782

（項）沖縄開発事業費
　（大事項）良好で緑豊かな都市空間の形成等のための国営公園事業に必要
な経費
　（大事項）都市公園防災事業に必要な経費

国土交通省へ移替え

0107 公的賃貸住宅の整備・改善等 4,873
（項）沖縄開発事業費
　（大事項）住宅対策事業に必要な経費

国土交通省へ移替え

0108 森林整備事業に必要な経費 501
（項）沖縄開発事業費
　（大事項）森林整備事業に必要な経費

農林水産省へ移替え

0109 治山事業に必要な経費 730
（項）沖縄開発事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費

農林水産省へ移替え

0110 水産基盤整備に必要な経費 5,705
（項）沖縄開発事業費
　（大事項）水産基盤整備に必要な経費

農林水産省へ移替え

0111 農村の集落基盤の整備 3,792
（項）沖縄開発事業費
　（大事項）農村整備事業に必要な経費

農林水産省へ移替え

0112 中山間地域の総合的整備 578 〃 〃

0113 用排水施設の整備・保全（直轄） 3,740
（項）沖縄開発事業費
　（大事項）農業生産基盤整備・保全事業に必要な経費

農林水産省へ移替え

0114 用排水施設の整備・保全（補助） 6,324 〃 〃
0115 農地の整備（補助） 4,478 〃 〃
0116 農地の整備 196 〃 〃
0117 農地の防災保全（補助） 4,904 〃 〃

0118 青少年健全育成推進経費 352
（項）共生社会政策費
　（大事項）共生社会政策の企画立案等に必要な経費

0119 少子化社会対策推進経費 191 〃
0120 仕事と生活の調和の推進経費 73 〃
0121 食育推進経費 98 〃
0122 高齢社会対策推進経費 64 〃
0123 障害者施策推進経費 95 〃
0124 交通安全対策推進経費 332 〃
0125 犯罪被害者等施策推進経費 151 〃
0126 自殺対策推進経費 10,091 〃
0127 青年国際交流経費 1,580 〃
0128 バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策推進経費 8 〃
0129 原子力発電施設等立地地域における振興推進事業経費 3 〃

0130 栄典事務の適切な遂行に必要な経費 2,913
（項）栄典行政費
　（大事項）栄典事務の適切な遂行に必要な経費

0131 男女共同参画に関する普及・啓発に必要な経費 59
（項）男女共同参画社会形成促進費
　（事項）男女共同参画社会の形成の促進に必要な経費

0132
男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との
連携に必要な経費

128 〃

0133 国際交流・国際協力の促進に必要な経費 43 〃
0134 女性に対する暴力の根絶に向けた取組に必要な経費 90 〃
0135 女性の参画の拡大に向けた取組に必要な経費 30 〃
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項・事項
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補正後予算額
（百万円）

予　算　事　業　名（単　位）№ 備　　考

0136 赤坂迎賓館参観経費 13
（項）迎賓施設運営費
　（事項）迎賓施設の運営に必要な経費

0137 京都迎賓館参観経費 12 〃

0138 公益法人制度改革等の推進に必要な経費 98
（項）公益法人制度改革推進費
　（事項）公益法人制度改革等の推進に必要な経費

0139 食品安全確保総合調査費 173

（項）内閣本府共通費
　（事項）重要政策に関する会議等に必要な経費
（項）食品安全政策費
　（事項）食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションの推進に必
要な経費

対象外（公開プロセス対象事業
のため）

0140 食品安全に関する危機管理対策経費 14
（項）内閣本府共通費
　（事項）重要政策に関する会議等に必要な経費

0141 食品安全行政の充実・強化経費 197
（項）内閣本府共通費
　（事項）重要政策に関する会議等に必要な経費

0142 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費 323
(項）食品安全政策費
　（事項）食品健康影響評価技術の研究に必要な経費

0143 リスクコミュニケーション実施経費 79
(項）食品安全政策費
　（事項）食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションの推進に必
要な経費

0144  原子力安全確保総合調査 225
（項）原子力安全確保政策費
　（事項）原子力利用の安全確保に必要な経費

0145 シンポジウム等開催 25 〃
0146 原子力安全行政の充実・強化 397 〃

0147 経済社会活動の総合的研究に必要な経費 665
（項）経済社会総合研究所
　（大事項）経済社会活動の研究等に必要な経費

対象外（公開プロセス対象事業
のため）

0148 国民経済計算に必要な経費 273 〃
0149 経済研修所運営に必要な経費 19 〃

0150 経済財政政策関係業務システムの 適化実施に必要な経費 353
（項）経済社会総合研究所
　（大事項）経済財政政策関係業務システムの 適化実施に必要な経費

0151 北方領土返還要求運動推進等経費 64
（項）北方対策本部
　（大事項）北方領土問題対策に必要な経費

0152 北方地域旧漁業権者等貸付事業に必要な経費 181 〃

0153 独立行政法人北方領土問題対策協会運営費交付金に必要な経費 648
（項）独立行政法人北方領土問題対策協会運営費
　（大事項）独立行政法人北方領土問題対策協会運営費交付金に必要な経費

0154 独立行政法人北方領土問題対策協会施設整備に必要な経費 4
（項）独立行政法人北方領土問題対策協会施設整備費
　（事項）独立行政法人北方領土問題対策協会施設整備に必要な経費

0155 国際平和協力隊の派遣 295
（項）国際平和協力本部
　（事項）国際平和協力業務の実施等に必要な経費

0156 国際平和協力のための人材育成経費 45 〃

0157 人道救援物資備蓄経費 187 〃
対象外（公開プロセス対象事業
のため）

0158 各国アカデミーとの交流等の国際的な活動 304
（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

0159 科学の役割についての普及・啓発 5 〃
0160 科学者間ネットワークの構築 23 〃

3,129,650合　　　　　計
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