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<内閣官房　行政事業レビュー外部有識者点検対象事業（案）一覧>

0005 拉致問題対策経費 142 194 拉致問題対策本部事務局 一般会計
（項）内閣官房共通費
（大事項）内閣官房一般行政に必要な経費

0003 その他

0006 国土強靭化政策推進経費 142 140 国土強靭化推進室 〃 〃 新26－0001 その他

0007 領土・主権内外発信推進経費 38 44 領土・主権対策企画調整室 〃 〃 新26－0002 その他

0016 内閣サイバーセキュリティセンター情報システム等経費 870 778
内閣サイバーセキュリティ
センター

〃
（項）内閣官房共通費
（大事項）情報の収集及び分析その他の調査に必要
な経費

0012 その他

0017 情報収集衛星の研究・開発 55,848 47,636 内閣衛星情報センター 〃
（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

0014 その他
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0002
国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討
経費

50 100 大臣官房 一般会計
（項）公文書等管理政策費
（大事項）公文書等管理施政策に必要な経費

0002 その他

0003 放送諸費 505 452 〃 〃
（項）政府広報費
（大事項）政府広報の実施等に必要な経費

0003 その他

0004 出版諸費 2,172 2,180 〃 〃 〃 0004 その他

0015 サービス業の生産性向上推進に必要な経費 1,200 -          
政策統括官（経済財政運営
担当）

〃
（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

前年度新規

0016 民間資金等活用事業調査等に必要な経費 139 169
政策統括官（経済社会シス
テム担当）

一般会計
（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

0017 行革推進会議

0020 海外の経済動向調査等に必要な経費 36 43
政策統括官（経済財政分析
担当）

〃 〃 0022 その他

0021 環境未来都市の推進に必要な経費 77 72 地方創生推進室 〃
（項）地方創生支援費
（大事項）地方創生の支援に必要な経費

0031 その他

0023 地方創生リーダー人材の育成・普及事業に必要な経費 1,386           - 地方創生推進室 〃
（項）地方創生支援費
（大事項）地域活性化政策の推進に必要な経費

前年度新規

0024 地方版総合戦略の推進に必要な経費 69 115 地方創生推進室 〃
（項）地方創生支援費
（大事項）地方創生の支援に必要な経費

前年度新規

0025 地方創生推進に関する知的基盤の整備に必要な経費 1,341           - 地方創生推進室 〃
（項）地方創生支援費
（大事項）地域活性化政策の推進に必要な経費

前年度新規

0027 中心市街地活性化の推進に必要な経費 11 10 地方創生推進事務局 〃
（項）地方創生推進事務局
（大事項）地方創生の推進に係る計画認定等に必要
な経費

0024 その他

0028 構造改革特別区域計画の認定等に必要な経費 25 13 〃 〃 〃 0025 その他

0030 総合特区計画に基づく支援措置等に必要な経費 613 691 〃 〃 〃 0029 その他

0031 総合特区の推進調整に必要な経費 5,000 2,500 〃 〃
（項）総合特区推進調整費
（大事項）総合特区の推進調整に必要な経費

0030 行革推進会議

0036 遺棄化学兵器廃棄処理事業経費 31,177 34,313 遺棄化学兵器処理担当室 〃
（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 その他
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0039 国際防災協力の推進に必要な経費 232 287 政策統括官（防災担当） 〃
（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

0042 その他

0045 被災者生活再建支援法施行に要する経費 600 600 〃 〃 〃 0050 その他

0049 災害救助等に要する経費 1,435 492 〃 〃 〃 0054 その他

0050 原子力災害対策事業 10,000 -          
政策統括官（原子力防災担
当）

〃
（項）原子力災害対策費
（大事項）原子力災害対策に必要な経費

0056 その他

0056 医師歯科医師等の派遣に必要な経費 4 2 沖縄振興局 〃
（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

0062 その他

0058 （建設海岸）海岸事業調査費 3 3 〃 〃
（項）沖縄開発事業費
（大事項）海岸事業に必要な経費

0064 その他

0059 （港湾海岸）海岸事業調査費 4 4 〃 〃 〃 0065 その他

0061 廃棄物処理施設整備に必要な経費 1,166 1,166 〃 〃
（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

0067 その他

0064 治山事業に必要な経費 301 295 〃 〃
（項）沖縄開発事業費
（大事項）治山事業に必要な経費

0070 その他

0067
社会資本総合整備事業に必要な経費
（社会資本整備総合交付金）

14,687 14,415 〃 〃
（項）沖縄開発事業費
（大事項）社会資本総合整備事業に必要な経費

0075-01 その他

0068
社会資本総合整備事業に必要な経費
（防災・安全社会資本整備交付金）

4,118 4,132 〃 〃 〃 0075-02 その他

0078 高齢社会対策推進経費 58 37
政策統括官（共生社会政策
担当）

〃
（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

0086 その他

0079 バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策推進経費 5 5 〃 〃 〃 0087 その他

0080 障害者施策推進経費 97 98 〃 〃 〃 0088 その他

0086 男女共同参画に関する普及・啓発に必要な経費 37 33 男女共同参画局 〃
（項）男女共同参画社会形成促進費
（大事項）男女共同参画社会の形成の促進に必要な
経費

0097 その他

0087
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

50 45 〃 〃 〃 0098 その他
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0095 リスクコミュニケーション実施経費 27 25 食品安全委員会 〃
（項）食品安全政策費
（大事項）食品安全の確保に必要な経費

0106 その他

0098 国民経済計算に必要な経費 258 229 経済社会総合研究所 〃
（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

0109 その他

0100 赤坂迎賓館参観経費 19 275 迎賓館 〃
（項）迎賓施設運営費
（大事項）迎賓施設の運営に必要な経費

0111 その他

0101 京都迎賓館参観経費 12 22 〃 〃 〃 0112 その他

0104 実用準天頂衛星システム事業の推進 19,658 14,461 宇宙戦略室 〃
（項）宇宙開発利用政策費
（大事項）宇宙開発利用政策の企画立案等に必要な
経費

0039 その他

0106 子ども・子育て支援に必要な経費 268 249 子ども・子育て本部 〃
（項）子ども・子育て本部
（大事項）子ども・子育て支援に必要な経費

0114 その他

0107 地域少子化対策強化事業 2,499 499 〃 〃 〃 0115 行革推進会議

0114 国際平和協力のための人材育成経費 39 40 国際平和協力本部 〃
（項）国際平和協力本部
（大事項）国際平和協力業務の実施等に必要な経費

0117 その他

0117 科学の役割についての普及・啓発 3 3 日本学術会議 〃
（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

0120 その他

0123 内閣本府庁舎等施設の整備に必要な経費 161 241 大臣官房 〃
（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

0126 その他

0125 経済財政政策運営の企画立案総合調整に必要な経費 21 24
政策統括官（経済財政運営
担当）

〃
（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

0129 その他

0126 国際経済会議等に必要な経費 94 101 〃 〃 〃 0130 その他

0128 中長期の経済運営に必要な経費 37 40
政策統括官（経済社会シス
テム担当）

〃 〃 0134 その他

0130 経済財政政策の効果分析 22 36
政策統括官（経済財政分析
担当）

〃 〃 0136 その他

0132 地方創生加速化交付金に必要な経費 100,000 -          地方創生推進室 〃
（項）地方創生加速化推進費
（大事項）地方創生加速化交付金に必要な経費

前年度新規

0137 科学技術関係予算の改革 4 4
政策統括官（科学技術・イ
ノベーション担当）

〃
（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

0143 その他



4/4

<内閣本府等　行政事業レビュー外部有識者点検対象事業（案）一覧>

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成２７年度レ
ビューシート番

号

事業
番号

事　　業　　名
平成２７年度
補正後予算額

担当部局庁
平成２８年度
当初予算額

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

0138 科学技術システム改革の推進 13 9 〃 〃 〃 0144 その他

0143 中央防災無線網の施設整備及び管理に要する経費 1,176 1,156 政策統括官（防災担当） 〃
（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

0149 その他

0146 栄典事務の適切な遂行に必要な経費 2,726 2,716 賞勲局 〃
（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

0096 その他

0151 北方地域旧漁業権者等貸付事業 178 154 北方対策本部 〃
（項）北方対策本部
（大事項）北方領土問題対策に必要な経費

0157 その他

0153 地域防災計画関連調査委託費 40 87
政策統括官（原子力防災担
当）

エネルギー
対策特別会
計電源開発
促進勘定

（項）原子力安全規制対策費
（大事項）原子力の安全規制対策に必要な経費

その他

0154 国際会議開催に必要な経費 354 -          
政策統括官（沖縄政策担
当）

一般会計
（項）沖縄政策費
（大事項）沖縄政策の推進に必要な経費

新27-0003 その他

0155 男女共同参画基本計画改定 13 -          男女共同参画局 〃
（項）男女共同参画社会形成促進費
（大事項）男女共同参画社会の形成の促進に必要な
経費

その他

　　　　「前年度新規」：前年度に新規に開始したもの。
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