
平成31年1月
財務省主計局

平成29年度

個別事業のフルコスト情報の開示

（ダイジェスト版）

本冊子では、「個別事業のフルコスト情報」を、国民の皆様に手に取って見て頂

けるように、各省庁等のホームページで公表しているものを簡易的に編集したも
のです。

参考資料２



「個別事業のフルコスト情報の開示」について

経緯

平成27年4月30日に財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会の

下に設置されたワーキンググループより、「財務書類等の一層の活用」という観
点から、『財務書類等の一層の活用に向けて（報告書）』が公表され、以下の提
言がなされました。

・ 直接行政サービスを実施している代表的な事業については、各事業の
単位当たりコスト情報を提供してはどうか。

・ 資源配分を行っている代表的な事業については、国から交付された資金
が 終的に国民に行き渡るまでの中間コスト（間接経費）についての情報を
提供してはどうか。

この提言を踏まえ、平成26年度決算分より試行的に以下の取組みを行うこと
としました。

・ 「個別事業のフルコスト情報」の把握、開示

・ 各事業の「単位当たりコスト情報」の提供

（注１）「フルコスト」は、「政策別コスト情報」で区分している以下のコストの合計。

（注２）「単位当たりコスト」とは、フルコストを「国民1人当たり」、「利用者1人当た
り」、 「業務1日当たり」といった指標で示したコストの金額。

1

人にかかるコスト ＋ 物にかかるコスト ＋ 庁舎等（減価償却費） ＋ 事業コスト
（人件費） （物件費） （事業費）



（留意事項）

○ 本冊子は、各省庁等のホームページで公表している「個別事業のフルコスト情報」について簡易的に
編集したものですが、より見やすくするため、本冊子においては、以下のように表示しています。

・「フルコスト」の金額については、
①１億円以上のものは「億円」単位で統一し、小数点第１位まで表示。
②１億円未満のものは「万円」単位で統一し、整数で表示。

・「単位当たりコスト」の金額については、
①１，０００万円以上のものは「億円」単位で統一し、小数点第１位まで表示。
②１，０００万円未満１０万円以上のものは「万円」単位で統一し、小数点第１位まで表示。
③１０万円未満のものは、「円」単位で統一して表示。（金額が１円未満となる場合は、便宜的に小数
点以下を表示。）

○ 各省庁等のホームページで公表している「個別事業のフルコスト情報」において、事業の類型に応じ
て各コストの合計を「フルコスト」・「中間コスト」と表しておりますが、本冊子においては便宜的に全て「フ
ルコスト」と統一して表示しています。

○ 表示金額未満は切り捨てとしているため、合計等が一致しないことがあります。

○ 該当計数が皆無の場合には「－」で表示しています。

○ フルコスト情報をみるときの参考として、４２ページに「【参考】フルコスト情報から分かること」及び「フ
ルコスト情報の見方」を掲載しておりますが、これは財務書類作成担当者等への研修などにおいて説明
したことを整理したものです。

２
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【国会】衆議院業務

衆議院は、全国民を代表する選挙された議員で構成され、衆議院議員の定数は465人です。各議員は国会法の
定めによって、その職務の遂行を補佐する秘書2人を、また、このほかに主として議員の政策立案及び立法活動を
補佐する秘書1人を付することができることとなっています。
衆議院には、議院の活動を直接補佐し事務を処理するために事務局が設置されており、また、議員の立法活動

を補佐するために法制局が置かれています。

国民1人当たりコスト：517円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

1日当たりコスト： 1.7億円
（参考）単位：年間日数 365日

フルコスト 655.5億円
（内訳）
人にかかるコスト 422.8億円
物にかかるコスト 18.9億円
庁舎等（減価償却費） 34.8億円
事業コスト 178.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

業務の概要

【国会】参議院業務

参議院は、全国民を代表する選挙された議員で構成され、参議院議員の定数は242人です。各議員は国会法の
定めによって、その職務の遂行を補佐する秘書2人を、また、このほかに主として議員の政策立案及び立法活動を
補佐する秘書1人を付することができることとなっています。
参議院には、議院の活動を直接補佐し事務を処理するために事務局が設置されており、また、議員の立法活動を

補佐するために法制局が置かれています。

業務の概要

単位当たりコスト

６

参議院議場

第１委員会室

国民1人当たりコスト：309円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

1日当たりコスト： 1.0億円
（参考）単位：年間日数 365日

フルコスト 391.8億円
（内訳）
人にかかるコスト 256.7億円
物にかかるコスト 20.7億円
庁舎等（減価償却費） 19.3億円
事業コスト 95.1億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト



【国会】国立国会図書館業務

国立国会図書館は、「国会法」第 130 条及び「国立国会図書館法」に基づいて、納本制度等によって図書

その他の資料を収集し、国会議員の職務の遂行をサポートするとともに、行政及び司法の各部門に対して、
さらに一般国民に対して図書館サービスを提供するなど、国の中央図書館としての役目も果たしています。

業務の概要

【国会】裁判官訴追委員会業務

業務の概要

７

裁判官訴追委員会会議室

国民1人当たりコスト：157円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

1日当たりコスト： 0.5億円
（参考）単位：年間日数 365日

フルコスト 199.7億円
（内訳）
人にかかるコスト 90.9億円
物にかかるコスト 15.5億円
庁舎等（減価償却費） 15.7億円
事業コスト 77.5億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

国民1人当たりコスト： 0.9円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

1日当たりコスト：32.3万円
（参考）単位：年間日数 365日

フルコスト 1.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 1.1億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） ―億円
事業コスト ―億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

裁判官訴追委員会は、裁判官の罷免の訴追を行う機関であり、衆参両議院の議員の中から選挙された各
10人の訴追委員及び各5人の予備員によって構成され、国民からの訴追請求等に基づき、職務上あるいは

倫理上問題のある裁判官について調査及び審査を行い、罷免事由に該当すると判断したときには、裁判官
弾劾裁判所に対し、その裁判官の罷免の訴追を行うことになります。

東京本館 本館書庫

東京本館 本館目録ホール



【国会】裁判官弾劾裁判所業務

業務の概要

【裁判所】裁判所の業務

裁判所の仕事は、個人間等の法律的な紛争を解決したり、罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪かを判
断したりすること等により、国民の権利を守り、国民生活の平穏と安全を保つことです。

業務の概要

８

裁判官弾劾裁判所法廷

国民1人当たりコスト： 0.8円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

1日当たりコスト： 28.3万円
（参考）単位：年間日数 365日

フルコスト 1.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.9億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） ―億円
事業コスト ―億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

国民1人当たりコスト：2,341円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 2,966.4億円
（内訳）
人にかかるコスト 2,476.2億円
物にかかるコスト 165.6億円
庁舎等（減価償却費） 136.5億円
事業コスト 187.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

高裁判所大法廷

裁判官弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために設置されており、衆参両議院の議
員の中から選挙された各7人の裁判員及び各4人の予備員によって構成されています。
裁判官弾劾裁判所は、裁判官が職務上の義務に著しく違反した、あるいは裁判官としての威信を著しく

失う非行があったなどとして、裁判官訴追委員会から罷免の訴追を受けた裁判官について、罷免又は不
罷免の裁判を行います。



【会計検査院】会計検査業務

会計検査院は、内閣から独立した憲法上の機関として、国の収入支出の決算の検査を行うほか、法律に定

める会計の検査を行い、これを常時実施することによって、会計経理を監督し、その適正を期し、かつ、是正
を図るとともに、検査の結果によって、国の収入支出の決算を確認し、検査報告を作成して内閣を通じて国会
に報告しています。

業務の概要

【内閣府】遺棄化学兵器処理事業

事業の概要

９

＜検査報告の総理手交＞

首相官邸ＨＰより転載

国民1人当たりコスト：123円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

1日当たりコスト： 0.4億円
（参考）単位：年間日数 365日

フルコスト 156.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 129.7億円
物にかかるコスト 11.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.8億円
事業コスト 14.3億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

遺棄化学兵器処理１発当たりコスト
：574.2万円

（参考）単位: 遺棄化学兵器処理数 3,983発

国民１人当たりコスト： 180円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 228.7億円
（内訳）
人にかかるコスト 2.8億円
物にかかるコスト －億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト 225.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

単位当たりコスト

遺棄化学兵器処理事業は、中国側と協議しながら化学兵器禁止条約上の義務を履行するため、中国各

地から発見されている旧日本軍の遺棄化学兵器について、環境と安全を も優先しつつ、速やかに発掘・
回収、廃棄処理を行うものです。



【内閣府】青年国際交流事業

事業の概要

１０

事業参加人数1人当たりコスト
：181.0万円

（参考）単位：事業参加人数 839人

国民1人当たりコスト： 11円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 15.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.9億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.1億円
事業コスト 13.9億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

【内閣府】赤坂迎賓館参観事業

事業の概要

参観者1人当たりコスト：1,619円
（参考）単位：参観者数 583,238人

国民1人当たりコスト： 7円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

ニュージーランドの訪問先で意見交換
（地域コアリーダープログラム）

船上での集合写真
（「世界青年の船」事業）

迎賓館赤坂離宮（本館）

迎賓館赤坂離宮（和風別館）

フルコスト 9.4億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.6億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.1億円
事業コスト 8.5億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 4.9億円

青年国際交流事業は、航空機による派遣・招へい及び船による多国間交流を通じて、日本及び海外

の青年たちが、ディスカッションや文化交流、ホームステイ、表敬訪問など多様なプログラムに取り組む
事業です。事業に参加した青年たちは、日本及び世界各国で事後活動組織を設立し、様々な社会貢献
活動を行っています。

迎賓館は国公賓等の接遇のための施設としての性質上、非公開を原則とする一方、国公賓等が利用
していない一定期間に限り、無料で特別に公開してきたところです。本事業は、平成28年度より、国有財

産を有効に活用する観点から、現役の迎賓施設として歴史的・文化的価値を維持しつつ、その魅力を広
く国民及び世界へ発信し、観光立国にも資することを目的に一般公開を有料で行っているものです。



【内閣府】実用準天頂衛星システム事業の推進事業

１機当たりコスト： 52.6億円
（参考）単位：機数 4機

国民1人当たりコスト：166円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 210.7億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.4億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト 210.1億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

事業の概要

単位当たりコスト

１１

【内閣府】京都迎賓館参観事業

事業の概要

参観者1人当たりコスト：2,219円
（参考）単位：参観者数 128,857人志

国民1人当たりコスト： 2円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

京都迎賓館（藤の間）

京都迎賓館（桐の間）

フルコスト 2.8億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.2億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.1億円
事業コスト 2.3億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 1.5億円

迎賓館は国公賓等の接遇のための施設としての性質上、非公開を原則とする一方、国公賓等が利用し
ていない一定期間に限り、無料で特別に公開してきたところです。本事業は、平成28年度より、国有財産を

有効に活用する観点から、現役の迎賓施設として歴史的・文化的価値を維持しつつ、その魅力を広く国民
及び世界へ発信し、観光立国にも資することを目的に一般公開を有料で行っているものです。

実用準天頂衛星システム事業の推進事業は、測位衛星の補完機能(測位可能時間の拡大）、測位の精度

や信頼性を向上させる補強機能やメッセージ機能等を有する準天頂衛星システムを開発・整備・運用するも
のです。
宇宙基本計画（平成28年4月1日閣議決定）、骨太の方針2018（平成30年6月15日閣議決定）、未来投資戦

略2108（平成30年6月15日閣議決定）において、持続測位が可能となる7機体制の確立と機能・性能向上を図
り、平成35年度をめどに運用に向けた着実な開発・整備を行うこととしています。

○衛星測位の精度や信頼性を向上させる測位衛星の補強機能に加え、災害情報・安否情
報を配信するメッセージ機能等を有する準天頂衛星システムの開発・整備を行う。
①4機（1号機～4号機）の運用
②7機体制の確立と機能・性能向上に向けた衛星開発・整備（1号後継機及び5号機～7号機）

事業イメージ・具体例

ほぼ真上（準天頂）からの信号に
より精度向上（衛星数増）

準天頂衛星システム利用者

PFI事業による運用

H-ⅡA、HⅢロケットによる打ち上げ

準天頂衛星システムを活用した災害時の通信機能



【内閣府】国立公文書館業務

独立行政法人国立公文書館は、国の機関及び独立行政法人等から歴史資料として重要な公文書等の移

管を受け入れ、特定歴史公文書等として保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、
歴史公文書等の適切な保存及び利用を図っています。

業務の概要

１アクセス当たりコスト：8,186円
（参考）単位：ホームページアクセス数 278,650件

国民1人当たりコスト： 18円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

１２

【内閣府】国民生活センター相談事業

事業の概要

相談１件当たりコスト：21,225円
（参考）単位：相談件数 24,644件

国民1人当たりコスト： 4円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

フルコスト 22.8億円

うち国におけるフルコスト 0.5億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.3億円
物にかかるコスト 0.2億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト ―億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

うち（独）国立公文書館
におけるフルコスト 22.2億円
（内訳）
業務費用（人件費） 8.9億円
引当外賞与見積額 0.0億円
業務費用（人件費以外） 11.8億円
損益外減価償却相当額 1.3億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 0.3億円

フルコスト 5.2億円

うち国におけるフルコスト 0.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.0億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） ―億円
事業コスト ―億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

うち（独）国民生活センター
におけるフルコスト 5.1億円
（内訳）
業務費用（人件費） 3.9億円
引当外賞与見積額 ▲0.0億円
業務費用（人件費以外） 1.2億円
損益外減価償却相当額 0.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

国民生活センター相談事業は、①全国の消費生活センターの苦情処理相談業務を支援するための「経

由相談」②平日に消費生活センター等に電話したが繋がらなかった相談を受け付けるための「平日バック
アップ相談」③消費生活センター等の昼休みの時間や、土日祝日に代わりに相談を受け付けるための「お
昼の消費生活相談」「休日相談」④海外から購入した商品等に関する越境消費者トラブル解決のための
相談等を実施しております。



【復興庁】復興特区支援利子補給金事業

復興特区支援利子補給金事業は、被災地の復興に向け、復興推進計画を実施する上で中核となる

事業の実施者が、予め国が指定した金融機関（以下「指定金融機関」という。）から当該事業に実施する
上で必要な資金を借り入れる場合に、予算の範囲内で、融資の利子分の 大0.7%に相当する額を利
子補給金として指定金融機関に対して支給する事業です。

事業の概要

単位当たりコスト

１３

【内閣府】犯罪被害給付金事業

犯罪被害給付金事業は、犯罪行為により不慮の重大な被害を受けたにもかかわらず、加害者から

の損害賠償が得られず、他の公的救助も受けられない犯罪被害者等に対して、国が社会連帯共助
の精神に基づき犯罪被害者等給付金を支給することで、その精神的・経済的打撃を早期に軽減する
とともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援する事業です。

給付件数当たりコスト：31.2万円
（参考）単位：給付件数 432件

国民1人当たりコスト： 1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 1.3億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.3億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 0.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

事業の概要

単位当たりコスト

消防防災・危機管理センター

利子補給契約１件当たりコスト：74.6万円
（参考）単位：利子補給契約数 78件

国民1人当たりコスト： 0.4円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 5,826万円
（内訳）
人にかかるコスト 1,997万円
物にかかるコスト 3,828万円
庁舎等（減価償却費） －万円
事業コスト －万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円



【総務省】地方への移住・交流の推進事業

地方への移住・交流の推進事業は、地方への移住関連情報の提供・相談支援の一元的な窓口と

して「移住・交流情報ガーデン」を開設し、移住希望者のニーズに応じて地方公共団体へあっせんす
るほか、地方への移住・交流に関する都市住民のニーズや意識、動向を把握するとともに、地方へ
の移住・交流のための全国フェアの開催等により、地方への移住・交流の機運を醸成するものです。

事業の概要

１４

事業の概要

【総務省】電波遮へい対策事業（新幹線トンネル）

電波遮へい対策事業は、鉄道トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所において、

移動通信用中継施設を設置して携帯電話等を利用可能にすることにより、電波の適正な利用を確保する
ものです。

新幹線トンネル対策距離当たりコスト：0.2億円
（参考）単位：新幹線トンネル対策距離 96km

国民1人当たりコスト： 20円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 26.4億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.3億円
物にかかるコスト 0.2億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 25.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 25.8億円

単位当たりコスト

フルコスト 1.4億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.1億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 1.1億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

来場者当たりコスト：10,647円
（参考）単位：来場者数 13,955人

国民1人当たりコスト： 1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

注：無線局Ａと無線局Ｂとの間の電波が遮へいされるため、無線局Ｃ
を設置することにより代替する伝送路を開設。



１５

【総務省】消防庁危機管理機能の充実・確保事業

事業の概要

一元化システム当たりコスト：1.9億円
（参考）単位：一元化システム数 18件

国民1人当たりコスト： 27円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 35.2億円
（内訳）
人にかかるコスト 2.8億円
物にかかるコスト 19.2億円
庁舎等（減価償却費） 1.1億円
事業コスト 12.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

単位当たりコスト

【総務省】統計調査の実施等事業（経常調査等）

事業の概要

単位当たりコスト

調査当たりコスト：19.2億円
（参考）単位：調査数 7件

国民1人当たりコスト：106円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

消防防災・危機管理センター

フルコスト 135.0億円

うち国におけるフルコスト 109.5億円
（内訳）
人にかかるコスト 25.7億円
物にかかるコスト 17.9億円
庁舎等（減価償却費） 2.8億円
事業コスト 62.9億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

うち（独）統計センター
におけるフルコスト 25.5億円
（内訳）
業務費用（人件費） 18.6億円
引当外賞与見積額 ▲0.0億円
業務費用（人件費以外） 6.9億円
損益外減価償却相当額 ―億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

消防庁危機管理機能の充実・確保事業では、東日本大震災の教訓等を踏まえ、今後発生が懸念され

る南海トラフ地震等の大規模自然災害等が発生した場合にあっても、国民の命を守るという消防庁の使
命を果たすため、消防庁と各地方公共団体・消防機関が連携した災害対応能力の向上、消防庁が所掌
する消防防災業務を支援するシステムの一元化等の効率化、高度化による大規模災害時にも継続的に
災害応急活動が可能となるよう耐災害性の強化等、消防庁の危機管理能力の向上を図ります。

統計調査の実施等事業(経常調査等)は、統計需要や調査環境の変化に対応した統計調査を着実に

実施し、必要不可欠な公的統計を体系的かつ効率的に整備するとともに、統計情報を的確に提供し、国
民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。国民の就業・不就業を
明らかにする労働力調査、家計の実態を明らかにする家計調査等の実施及び結果の公表等の事業を
実施するものです。



１６

【法務省】矯正業務

矯正業務では、被収容者の収容を確保し、その人権を尊重しつつ、刑事施設においては、作業や

改善指導等、少年施設においては、教科指導や職業指導等、適切な処遇を実現することによって、
刑事・少年司法手続の円滑な運営に寄与し、犯罪・非行を犯した者の再犯・再非行を防止し、新たな
犯罪被害者を生じさせないという役割を担っています。

被収容者１日当たりコスト：12,203円
（参考）単位：被収容者数 56,688人

国民1人当たりコスト： 1,992円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 2,525.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 1,552.3億円
物にかかるコスト 48.4億円
庁舎等（減価償却費） 244.7億円
事業コスト 679.4億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 39.0億円

業務の概要

単位当たりコスト

【総務省】恩給支給事業

事業の概要

受給者当たりコスト：5,143円
（参考）単位：受給者数 355,725人

国民1人当たりコスト： 14円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 18.2億円
（内訳）
人にかかるコスト 4.2億円
物にかかるコスト 6.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.9億円
事業コスト 6.9億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

工場にて勤務する刑務官 改善指導等を行う刑務官

グループワーク
（薬物依存離脱）

職業訓練
（介護福祉科）

恩給は、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のために退職した場

合又は公務のために死亡した場合において、国が使用者として給付するもので、公務員の退職又は
死亡後における生活の支えになるものです。（国家補償の性格を有する制度）

恩給を受ける権利の裁定、恩給年額の改定及び恩給についての不服申立てに対する決定や裁決
等に関する事務等のほか、恩給及び互助年金等の支給事務を行っています。



１７

【法務省】訟務業務

訟務業務では、法務省訟務局、法務局及び地方法務局において、国を当事者（原告・被告）とする訴訟につ
いて、国を代表し、国の立場から裁判所に対する申立てや主張・立証などの活動（訟務）を行っています。

また、訴訟を未然に防ぐための予防司法支援、国益に関わる国際訴訟等への支援を行っています。

業務の概要

処理事件１件当たりコスト：74.3万円
（参考）単位：処理事件数 6,850件

国民1人当たりコスト： 40円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 50.9億円
（内訳）
人にかかるコスト 30.8億円
物にかかるコスト 5.3億円
庁舎等（減価償却費） 2.4億円
事業コスト 12.2億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

単位当たりコスト

登記業務は、不動産取引の安全及び円滑並びに会社・法人等に係る信用の維持等を図るために、法務

局・地方法務局又はこれらの支局・出張所で行っている業務で、「不動産の所有権移転等に関する登記の申
請がされた場合に内容を審査して登記簿に登記事項を記録する業務」と「登記事項証明書の交付等の登記
簿等に記録された内容を一般に公開する業務」の大きく２つに分けられます。

業務の概要

【法務省】登記業務

フルコスト 946.4億円
（内訳）
人にかかるコスト 373.1億円
物にかかるコスト 37.6億円
庁舎等（減価償却費） 23.9億円
事業コスト 511.6億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 704.9億円

単位当たりコスト

登記事件１件当たりコスト：373円
（参考）単位：登記事件数 253,421,405件

国民1人当たりコスト： 746円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

①登記審査業務 ［再調査が必要］

［受付完了］ ［調査完了］ ［記入完了］ ［校合完了］

受付 調査 記入 校合 事件終了

［取下/却下決定］
［記入内容の修正が必要］

取下/却下

［取下/却下決定］ ［取下/却下完了］

②登記事項証明書等交付業務

［物件特定］ ［出力］ ［交付完了］

交付 事件終了

［物件特定］

［物件未特定］ ［入力物件なし］

受　　付 物件入力

検　　索

登記業務処理手続の流れ（概要）
：フルコストの発生



１８

【外務省】ＪＩＣＡボランティア事業

JICAボランティア事業は、開発途上国や日系社会からの要請（ニーズ）に基づき、それに見合った技
術・知識・経験を持ち、「開発途上国の人々のために生かしたい」と望む、我が国一般国民を広く募集し、
訓練を経て派遣する国民参加型事業です。

派遣者１人当たりコスト：349.8万円
（参考）単位：派遣者数 3,848人

国民1人当たりコスト： 106円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

事業の概要

単位当たりコスト

【法務省】出入国管理業務

出入国管理業務は、日本に入国又は出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、

難民の認定手続を整備することを目的としており、主に日本に出入国する人の審査・確認や、日本に
在留する外国人の在留資格の変更等のほか、日本に不法に滞在する外国人の取締りや日本にいる
外国人が難民に該当するか否かの認定などを行っております。

業務の概要

業務1件当たりコスト：508円
（参考）単位：業務件数 106,767,772件

国民1人当たりコスト：428円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 543.4億円
（内訳）
人にかかるコスト 287.4億円
物にかかるコスト 26.2億円
庁舎等（減価償却費） 13.3億円
事業コスト 216.4億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

提供：JICA

フルコスト 134.6億円

うち国におけるフルコスト 0.2億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.1億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 0.0億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

うち（独）国際協力機構
におけるフルコスト 134.3億円
（内訳）
業務費用（人件費） 10.8億円
引当外賞与見積額 0.0億円
業務費用（人件費以外） 122.8億円
損益外減価償却相当額 0.6億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 0.1億円



１９

【外務省】親日派・知日派育成のための交流拡充拠出金事業

親日派・知日派育成のための交流拡充拠出金事業は、日本とアジア大洋州、北米、欧州、中南米の

各国・地域との間で、対外発信力を有し、将来を担う人材を招へい・派遣し、政治、経済、社会、文化、歴
史及び外交政策等に関する対日理解の促進を図るとともに、親日派・知日派を発掘し、また、日本の外
交姿勢や魅力等について被招へい者・被派遣者自ら積極的に発信してもらうことで対外発信を強化し、
我が国の外交基盤を拡充する「対日理解促進交流プログラム」を実施する事業です。

事業の概要

招へい・派遣者１人当たりコスト：92,554円
（参考）単位：招へい・派遣者数 6,562人

国民1人当たりコスト： 4円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 6.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 2.7億円
物にかかるコスト 3.3億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト ―億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

【外務省】外交・安全保障調査研究事業費補助事業

外交・安全保障調査研究事業費補助事業は、外交・安全保障に関する我が国の調査研究機関の活動
を支援し、同調査研究機関の情報収集・分析・発信・政策提案能力を高めることを目的としています。
また、このことを通じて日本の総力を結集した全員参加型の外交を推進し、以て日本の国益の更なる推

進を図っています。

事業の概要

１事業当たりコスト：174.9万円
（参考）単位：事業数 12事業

国民1人当たりコスト： 0.1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 2,099万円
（内訳）
人にかかるコスト 932万円
物にかかるコスト 1,054万円
庁舎等（減価償却費） 36万円
事業コスト 76万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

単位当たりコスト



２０

【財務省】通関業務

航空機やクルーズ船などを利用した出入国旅客等ついて、入国時と出国時にそれぞれの税関への手続き
が必要です。すべての入国旅客等は「携帯品・別送品申告書」を税関に提出し、輸入する携帯品については

一定の範囲内のものは免税になりますが、その限度を超えるものは税金を納めて輸入することになります。
また、出国旅客等が外国製品や輸出免税物品を持ち出す場合は、税関の確認を受ける必要があります。

税関で行う通関業務では、出入国旅客等に対し必要な税関申告手続きや携帯品等の検査を行うこととして
います。

業務の概要

通関業務で対応した
出入国者1人当たりコスト：328円
（参考）単位：出入国者数 9,294万人

国民1人当たりコスト： 240円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

【財務省】国税局電話相談センター運営事業

国税局電話相談センター運営事業では、より多くの相談等に効率的に対応するため、税務署にかけら

れた電話を、自動音声案内により税に関する相談（電話相談センター）と税務署に対する照会とに振り分
け、電話相談センターでは、担当者が税目別に対応することにより、相談時間の短縮を図るなど、納税者
利便の向上に努めています。

事業の概要

国税局電話相談センターで対応した
電話相談１件当たりコスト： 872円
（参考）単位：電話相談件数 557万件

国民1人当たりコスト： 38円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

フルコスト 48.6億円
（内訳）
人にかかるコスト 41.9億円
物にかかるコスト 1.6億円
庁舎等（減価償却費） 1.2億円
事業コスト 3.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

フルコスト 305.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 188.7億円
物にかかるコスト 12.8億円
庁舎等（減価償却費） 14.5億円
事業コスト 88.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円



２１

【財務省】輸出入通関業務

貨物を外国へ輸出又は外国から輸入するときは、通関手続（税関に輸出申告又は輸入申告をしてその許
可を受けること）が必要です。
その際、税関で行う輸出入通関業務では、輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）及び通関情報

総合判定システム（ＣＩＳ）等のシステムを活用し、限られた人員の中で、①適正な税の課税・徴収、②国民の
安全・安心の確保、③利用者利便の向上を通じて国際物流等の迅速化・円滑化を図ることとしています。

輸出入通関業務で対応した
輸出入許可１件当たりコスト：285 円
（参考）単位：輸出入許可件数 5,439万件

国民1人当たりコスト： 122円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 155.5億円
（内訳）
人にかかるコスト 86.2億円
物にかかるコスト 5.8億円
庁舎等（減価償却費） 6.6億円
事業コスト 56.7億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

業務の概要

単位当たりコスト
ｚ

【文部科学省】教員資格認定試験事業

事業の概要

単位当たりコスト

フルコスト 1.2億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.0億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 1.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 0.2億円

受験者1人当たりコスト：90,431円
（参考）単位：受験者数 1,372人

国民1人当たりコスト： 0.9円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

教員資格認定試験は、大学等で教職課程を取らなかった者で、教育者としてふさわしい資質を身に

付け教職を志すに至った者に対し、教職への道を開くことを目的として創設されました。現在は幼稚園、
小学校、特別支援学校の教員資格認定試験を実施しています。
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【文部科学省】国立科学博物館（展示）事業

入場者数1人当たりコスト：549円
（参考）単位：入場者数 2,884,518人

国民1人当たりコスト： 12円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

事業の概要

単位当たりコスト

【文部科学省】教科書の検定調査発行供給等事業

事業の概要

１冊当たりコスト： 449円
（参考）単位：義務教育諸学校の

教科書支給冊数 92,550,910冊

国民1人当たりコスト：328円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

企画展「きのこ展」（筑波）企画展「標本作りの技」特別展「昆虫」

【特別展・企画展】

当館の研究成果を
広く普及するととも
に、企業、大学等
関係機関との積極
的な連携・協力によ
り、多様な展示を実
施している。

【筑波実験植物園】

「世界の生態区」と
「生命を支える多
様性区」の２区画
からなり、約3,000

種の植物を展示し
ている。

【附属自然教育園】

港区白金台という東京
都心にあって武蔵野の
自然を残し、多くの動植
物を観察することができ
る。天然記念物及び史

跡に指定されている。

大地を駆ける生命

【上野本館】
「日本列島の自然と私たち」をテーマにした日本館と「地球生命史と人類」をテーマにした地球
館で構成。親子のコミュニケーションを促す仕掛けを多数用意した通称「コンパス」や、世界初
の全方位シアター「シアター36○」など、特色ある展示も展開する。

フルコスト 415.7億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.9億円
物にかかるコスト 0.9億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 413.7億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 0.1億円

フルコスト 15.8億円

うち国におけるフルコスト 0.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.0億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト ―億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

うち（独）国立科学博物館
におけるフルコスト 15.8億円
（内訳）
業務費用（人件費） 3.0億円
引当外賞与見積額 0.0億円
業務費用（人件費以外） 8.2億円
損益外減価償却相当額 4.5億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 4.2億円

国立科学博物館の展示事業

親と子のたんけん広場 コンパス シアター３６○

教科書の検定調査発行供給等事業は教科書発行者の創意工夫が生かされつつ適切な教科書を確

保するための教科書検定を実施します。また、必要とされる教科書の需要数の集計を文部科学省にお
いて実施するとともに、義務教育段階の児童生徒に係る教科書については、児童生徒に無償で給与し
ます。加えて、障害のある児童生徒のための教科用特定図書等の普及を促進するため、効率的な製
作方法等に係る調査研究を委託事業により実施します。

国立科学博物館（展示）事業は、調査研究の成果やコレクションなど、科学博物館が保有する知的・

人的・物的資源を活用するとともに、社会の様々なセクターと協働して人々の科学リテラシーの向上を
図るため、幅広いテーマによる魅力ある展示を実施するものです。
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【文部科学省】日本科学未来館事業

事業の概要

フルコスト 28.5億円

入場者数1人当たりコスト： 2,099円
（参考）単位：入場者数 1,358,387人

国民1人当たりコスト： 22円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

うち国におけるフルコスト 0.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.0億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト －億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち国立研究開発法人科学技術振興機構
におけるフルコスト 28.4億円
（内訳）
業務費用（人件費） 9.2億円
引当外賞与見積額 0.0億円
業務費用（人件費以外） 18.6億円
損益外減価償却相当額 0.5億円
損益外除売却差額相当額 0.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 6.4億円

参加体験型の展⽰やイベント、実験教室、科学コミュニケーターとの対話等を通じ、
最先端の科学技術と⼈とをつなぐサイエンスミュージアム

日本科学未来館事業は、日本科学未来館の運営を行う事業です。日本科学未来館は、参加体験型の

展示やイベント、実験教室、企画展の他、科学コミュニケーターとの対話を通し、科学技術によってもたら
される私たちの暮らしと、未来の進むべき道を考える施設です。また、先端科学技術情報の発信拠点とし
て、科学を一つの文化として身近に感じてもらうことをコンセプトに様々な活動を展開しています。

【文部科学省】全国障害者スポーツ大会開催事業

全国障害者スポーツ大会開催事業は、スポーツ基本法（平成23年法律第78号）の規定に基づき、都道府

県が開催する全国障害者スポーツ大会に要する経費の一部を補助金として開催都道府県に交付すること
により、障害者のスポーツ参加を促進するとともに、国民の障害者スポーツに対する理解・関心を深めます。

事業の概要

参加選手１人当たりコスト：26,750円
（参考）単位：参加選手数 3,288人

国民1人当たりコスト： 0.6円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

フルコスト 8,795万円

うち国におけるフルコスト 695万円
（内訳）
人にかかるコスト 466万円
物にかかるコスト 214万円
庁舎等（減価償却費） 14万円
事業コスト －万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

うち地方公共団体
におけるフルコスト 8,100万円
（内訳）

人件費 －万円
人件費以外 8,100万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円
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【文部科学省】奨学金貸与事業

奨学金貸与事業は、経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対する学資の貸与を行う事業です。
利息の付かない第一種奨学金と、利息の付く第二種奨学金があります。

貸与人員１人当たりコスト：12,404円
（参考）単位：貸与人員数 5,823,274人

国民1人当たりコスト： 570円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

事業の概要

単位当たりコスト

【文部科学省】文化芸術による子供の育成事業

文化芸術による子供の育成事業は、幼稚園・小学校・中学校等において一流の文化芸術団体による実演芸

術の巡回公演を行い、又は幼稚園・小学校・中学校等に個人若しくは少人数の芸術家を派遣し、子供たちに
対し質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を確保するとともに、芸術家による表現手法を用いたワーク
ショップ等を実施することにより、子供たちの豊かな創造力・想像力や、思考力、コミュニケーション能力などを
養うとともに、将来の芸術家や観客層を育成し、優れた文化芸術の創造に資するものです。

事業の概要

事業実施校１校当たりコスト：116.9万円
（参考）単位：事業実施校数 4,490校

国民1人当たりコスト： 41円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

フルコスト 52.5億円

うち国におけるフルコスト 3.2億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.1億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 2.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち（株）ＪＴＢデザインコミュニケーション
におけるフルコスト 49.2億円
（内訳）
人件費 0.4億円
人件費以外 48.7億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

フルコスト 722.3億円

うち国におけるフルコスト 0.2億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.1億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト －億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち（独）日本学生支援機構
におけるフルコスト 722.0億円
（内訳）
業務費用（人件費） 29.2億円
引当外賞与見積額 0.1億円
業務費用（人件費以外） 692.6億円
損益外減価償却相当額 －億円
損益外除売却差額相当額 0.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 414.7億円



２５

【厚生労働省】入国者に対する検疫業務

入国者に対する検疫業務は、我が国に常在しない感染症の病原体が、船舶又は航空機を介して国内

に侵入することを防止するために、検疫法に基づいて、外国から来航した船舶、航空機及びその乗組員、
乗客に対して、病原体の有無に関する調査や診察などを行うとともに、患者を発見した場合には、隔離、
停留及び消毒等の措置を講じるといった、一連の業務並びに港湾区域の衛生措置を行っています。

業務の概要

検疫実施者1人当たりコスト：53円
（参考）単位：検疫実施者数 55,036,122人

国民1人当たりコスト： 23円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 29.2億円
（内訳）
人にかかるコスト 21.5億円
物にかかるコスト 0.2億円
庁舎等（減価償却費） 0.7億円
事業コスト 6.6億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 2.0億円

単位当たりコスト

【文部科学省】科学研究費助成事業

事業の概要

フルコスト 22.3億円

科学研究費助成件数1件当たりコスト：13,705円
（参考）単位：科学研究費助成件数 163,037件

国民1人当たりコスト： 17円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

うち国におけるフルコスト 1.9億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.6億円
物にかかるコスト 0.8億円
庁舎等（減価償却費） 0.1億円
事業コスト 0.3億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち（独）日本学術振興会
におけるフルコスト 20.3億円
（内訳）
業務費用（人件費） 3.4億円
引当外賞与見積額 0.0億円
業務費用（人件費以外） 16.8億円
損益外減価償却相当額 －億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

科学研究費助成事業（科研費）では、大学等の研究者に広く公募を行っており、応募された研究課題に
ついては、7,000人以上の研究者による専門分野ごとのピアレビュー（専門分野の近い複数の研究者によ
る審査）を行い、研究者に研究費を支給しています。

＜科研費の研究種目体系＞

【検疫検査場】 【サーモグラフィによる確認】

○検疫の実施
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【厚生労働省】国立看護大学校事業

国立看護大学校事業は、国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として、看

護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行っています。具体的には、高度な臨床看護
実践能力、臨床看護研究能力を備えた看護師・助産師の育成、先端医療の現場や国際医療協力の場
で活躍できる看護師・助産師の養成、国立高度専門医療研究センターにおける臨床看護研究の支援
や将来の幹部看護職員の育成等を行っています。

事業の概要

学生１人当たりコスト：226.9万円
（参考）単位：学生数 440人

国民1人当たりコスト： 7円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

フルコスト 9.9億円

うち国におけるフルコスト －億円
（内訳）
人にかかるコスト －億円
物にかかるコスト －億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト －億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち国立看護大学校
におけるフルコスト 9.9億円
（内訳）
業務費用（人件費） 6.3億円
引当外賞与見積額 －億円
業務費用（人件費以外） 2.2億円
損益外減価償却相当額 1.4億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 2.9億円

【厚生労働省】養育費相談支援センター事業

養育費相談支援センター事業は、ひとり親家庭からの養育費等に関する相談への対応、地方公共

団体に設置されている母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けられた養育費等に関する対応が
困難な事例についての助言や、母子家庭等就業・自立支援センターの職員等、地域において養育費等
に係る業務に従事している者を対象とする研修の実施、ホームページやパンフレット等の作成、セミ
ナーの開催による情報提供を実施しております。

事業の概要

【全国母子・父子自立支援員研修会・養育費相談支援に関する全国研修会合同研修会】

【養育費・面会交流に関するパンフレット】

モデル人形を使用した
小児看護学の学内演習

国立看護大学校校舎

フルコスト 5,687万円
（内訳）
人にかかるコスト 133万円
物にかかるコスト 8万円
庁舎等（減価償却費） 24万円
事業コスト 5,521万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

相談1件当たりコスト： 7,310円
（参考）単位：養育費相談支援センタ－

で受けた相談件数 7,780件

国民1人当たりコスト： 0.4円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

（注）本事業では、国の定員において、当該事業に
従事していると概ね整理できる業務量割合が
１０％未満と極めて僅少であることから、「国
におけるフルコスト」は「－」としています。



２７

【厚生労働省】診療報酬情報提供事業

診療報酬情報提供事業は、レセプト電算システムにおいて不可欠な診療報酬基本マスターのマスターコード

体系をデータベースに蓄積し一元的に管理を行い、医療費請求を行う全国の保険医療機関等にホームページ
を利用して提供します。あわせて、マスター以外のレセプト電算処理システムや保険請求に関係する各種情報
についても、ホームページを利用して提供します。また、類似薬選定のための薬剤分類情報と共に、該当する保
険医薬品情報を検索システムを用いて、ホームページ上で提供します。

利用者当たりコスト： 3円
（参考）単位：利用者数 6,772,451人

国民1人当たりコスト：0.1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

事業の概要

単位当たりコスト

【厚生労働省】骨髄移植対策事業

骨髄移植対策事業は、白血病等に対する有効な治療法の一つである造血幹細胞移植のうち、骨髄移

植及び末梢血幹細胞移植に関して、法に基づく「あっせん事業者」である公益財団法人日本骨髄バンクが、
患者・ドナー・医療機関を結ぶコーディネート業務、ドナーを募るための普及啓発等を実施することにより、
骨髄移植等の円滑な推進を図るものです。

事業の概要

フルコスト 14.5億円

非血縁者間骨髄等移植
実施1件当たりコスト：117.4万円
（参考）単位：非血縁者間骨髄等移植実施数 1,241件

国民1人当たりコスト： 11円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

うち国におけるフルコスト 0.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.1億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト －億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち（公財）日本骨髄バンク
におけるフルコスト 14.4億円
（内訳）
人件費 5.8億円
人件費以外 8.6億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 9.9億円

【イメージ図】

フルコスト 2,221万円

うち国におけるフルコスト 345万円
（内訳）
人にかかるコスト 266万円
物にかかるコスト 20万円
庁舎等（減価償却費） 58万円
事業コスト －万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

うち（株）セック
におけるフルコスト 1,875万円
（内訳）
人件費 746万円
人件費以外 1,129万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

診療報酬情報提供事業に係るスキーム図

診療報酬情報提供システム
薬剤分類情報閲覧システム

受託事業者

情報提供機能
WWWサーバ

医療機関

保険者

レセコンメーカー

学術機関

※診療報酬情報提供サービス

DB登録
DB差分更新

・調達業務

・運用業務 等

厚生労働省

告示情報
通知情報

マスター異動情報

・更新データ
・基本マスター
・記録条件仕様
・標準仕様

フルコスト合計

メンテナンス機能

(一財)日本医薬情報センター
・薬剤品目情報

・薬効作用情報

社会保険診療報酬支払基金

○基本マスター ○記録条件仕様
・傷病名マスター ・医科用
・修飾語マスター ・DPC用
・医科診療行為マスター ・歯科用
・医薬品マスター ・調剤用
・特定器材マスター ○標準仕様
・コメントマスター ・医科用
・歯式マスター ・DPC用
・歯科診療行為マスター ・歯科用
・調剤行為マスター ・調剤用

インターネット

【国庫補助額】
平成２６年度：４６０，３２２千円
平成２７年度：４４５，８２０千円
平成２８年度：３９５，３１８千円
平成２９年度：４５６，０５０千円

告示情報
通知情報
薬剤分類表
（CD-R等）

改定情報登録
薬剤分類表登録
薬効作用登録

（メールにて送付）

・薬剤分類表データ
・医薬品マスター

（CD-R等）

・薬剤品目情報
・薬効作用情報

（CD-R等による）

保険者



２８

【厚生労働省】失業等給付関係業務

業務の概要

被保険者１人当たりコスト： 1,072円
（参考）単位：被保険者数 42,831千人

国民1人当たりコスト： 362円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

【厚生労働省】労災保険給付業務

労災保険給付は、労働基準法上の事業主の災害補償責任を担保するための制度であり、労働者災

害補償保険法に基づき、労働者の業務上又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ
公正な保護をするため必要な保険給付を行っています。

業務の概要

保険給付支払１件当たりコスト：6,917円
（参考）単位：保険給付支払件数 5,568,691件

国民1人当たりコスト： 304円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

療養（補償）給付

仕事や通勤が原因でケガをしたり病気にかかった場合、労
災の指定医療機関において無料で治療を受けることができ
ます（療養の給付）。やむを得ず指定医療機関以外で治療
を受けた場合は、いったん治療費を負担いただき、あとで請
求することにより負担した費用が支給されます（療養の費用
の支給）。

休業（補償）給付 療養のため仕事を休み、賃金を受けていない場合に支給。

障害（補償）給付 障害等級に該当する障害が残った場合に支給。

遺族（補償）給付 仕事や通勤が原因で亡くなった方の遺族に支給。

葬祭料（葬祭給付） 亡くなった方の遺族や会社が葬祭を行った場合に支給。

傷病（補償）年金
療養開始後、一定期間を経過しても治癒（症状固定）せず、
傷病等級に該当する場合に支給。

介護（補償）給付 介護が必要となった場合に、一定の要件のもと支給。

二次健康診断等
給付

定期健康診断等（一次健康診断）で異常があった場合に、
二次健康診断等を無料で受診。

労災保険給付の種類フルコスト 385.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 125.9億円
物にかかるコスト ▲0.2億円
庁舎等（減価償却費） 15.3億円
事業コスト 244.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

フルコスト 459.5億円
（内訳）
人にかかるコスト 141.7億円
物にかかるコスト 4.3億円
庁舎等（減価償却費） 10.7億円
事業コスト 302.6億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

失業等給付は雇用保険法に基づき、労働者（被保険者）が失業した場合、労働者（被保険者）が自ら

職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者（被保険者）について雇用の継続が困難となる事由が
生じた場合に全国の544ヵ所のハローワークにおいて支給の手続を行っています。

失業等給付の種類

労働者（被保険者）が
失業した場合に、その失
業中の生活の安定を図
ることを目的としています

求職者給付

雇用継続給付

労働者（被保険者）に
ついて雇用の継続が困難
となる事由が生じた場合
に、その雇用の継続を図
ることを目的としています

一般求職者給付
下記以外の方に対して
支給します

高年齢求職者給付
65歳以上の方に対して
支給します

特例求職者給付
季節労働者の方に対し
て支給します

日雇求職者給付
日雇労働者の方に対し
て支給します

就職促進給付
労働者（被保険者）が失業した場合に、その再
就職を促進することを目的とし、早期に職業に就
いた場合等に支給します

教育訓練給付
労働者（被保険者）が自ら職業に関する教育訓
練を受けた場合に支給します

高年齢雇用継続給付
60歳から賃金が低下し
た場合に支給します

育児休業給付
子を養育するための育
児休業を行う場合に支
給します

介護休業給付
家族を介護するための
介護休業を行う場合に
支給します



２９

【農林水産省】輸出入植物検疫業務

植物防疫所における輸出入植物検疫業務は、植物防疫法に基づき、全国の海港や空港（輸出にお
いては集荷地も含む。）において、我が国に輸入又は我が国から輸出される植物について、検査を行う
ものです。検査の植物は、船舶や航空機による大量の穀物や野菜の貨物はもとより、旅行者が携行す
る果物や切り花、鉢植えに至るまで、多岐にわたり対象となっています。

業務の概要

フルコスト 95.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 61.3億円
物にかかるコスト 23.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.5億円
事業コスト 10.1億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

単位当たりコスト

【厚生労働省】特別児童扶養手当給付事業

特別児童扶養手当給付事業は、精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図るために、
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて、20歳未満で精神又は身体に一定以上の障
害を有する児童を家庭で監護、養育している父母又はその養育者に対して手当を支給しています。

事業の概要

受給者（延べ）数１人当たりコスト：14円
（参考）単位：受給者（延べ）数 2,931,062人

国民1人当たりコスト： 0.3円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

フルコスト 4,313万円
（内訳）
人にかかるコスト 1,997万円
物にかかるコスト 190万円
庁舎等（減価償却費） 544万円
事業コスト 1,581万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―万円

検査1件当たりコスト： 7,516円
（参考）単位：検査数 1,264,718件

国民1人当たりコスト： 75円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

[手当支給額]
1級 51,450円 2級 34,270円（平成29年度手当月額
＜平成29年度8月定時払いより適用＞）

※ 原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前

月分までを支給。なお、受給者もしくはその配偶者又
は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であると
きは支給停止。



３０

【農林水産省】農業集落排水施設整備効率化調査業務

農業集落排水施設整備効率化調査業務は、農業集落排水施設の整備の推進により、快適で安全・安心な

農村の実現を図るため、農村集落の形態、地形、地質条件等の地域の実情に即した農業集落排水施設の
効率的かつ経済的な整備の推進に資する各種技術的資料の整備を行うための調査・検討を実施しています。

調査当たりコスト： 0.2億円
（参考）単位：調査件数 1調査

国民1人当たりコスト：0.2円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 2,580万円
（内訳）
人にかかるコスト 865万円
物にかかるコスト 141万円
庁舎等（減価償却費） 6万円
事業コスト 1,566万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

業務の概要

単位当たりコスト

【農林水産省】輸出入動畜産物検疫業務

輸出入動畜産物検疫業務は、動物・畜産物を介して、家畜の伝染性疾病が、我が国へ侵入することを

防止するほか、外国に拡散することを防止するため、家畜伝染病予防法、狂犬病予防法等に基づき、我
が国の各港、空港等において実施しています。
なお、動物検疫は、日本のみではなく、世界各国が、それぞれ、動物の伝染性疾病の侵入を防止する

ため行っている検疫制度です。

検査１件当たりコスト：5,346円
（参考）単位：動畜産物輸出入検査件数 613,214件

国民1人当たりコスト： 25円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 32.7億円
（内訳）
人にかかるコスト 19.8億円
物にかかるコスト 7.4億円
庁舎等（減価償却費） 0.1億円
事業コスト 5.2億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

業務の概要

単位当たりコスト

【畜産物（生鮮肉）の検査】

【動物（馬）の検査】 【動物（犬）の検査】

【農業集落排水施設】

【技術的資料の整備にかかる有識者による検討会】



３１

【農林水産省】水産研究・教育機構水産大学校の人材育成業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校は、水産資源の持続的な利用、水産業の担い手の確

保、安全な水産物の安定供給など、水産業の課題や水産政策の方向性を踏まえ、水産に関連する分野を
担う有為な人材を供給するため、水産業、水産政策の重要課題に的確に対応する幅広い見識と技術、実社
会での実力を発揮するための社会人基礎力を有する、創造性豊かで水産の現場での問題解決能力を備え
た人材の育成並びにこれらの業務に係る研究を行っています。

学生１人当たりコスト：309.6万円
（参考）単位：学生数 926人

国民1人当たりコスト： 22円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

業務の概要

単位当たりコスト

【農林水産省】種苗生産事業

種苗生産事業では、種苗管理センターにおいて、都道府県知事が作成する「ばれいしょ・さとうきびの原種

ほ及び採種ほ設置計画」に基づき、これを充足する数量の原原種を隔離環境下で生産し、健全無病な種苗
の配布を行っています。さらにこれらの新品種の導入・無病化、品種の維持を行っています。

これは、ばれいしょ及びさとうきびは、我が国の重要な畑作物ですが、種苗増殖率が低い上、ウイルス病、
細菌病等に一度感染すると防除が困難であり、病害が種苗により伝染して広く産地にまん延し、壊滅的な被
害を与える恐れがあるため、行っているものです。

事業の概要

単位当たりコスト

フルコスト 14.0億円

うち国におけるフルコスト 0.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.0億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 0.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち国立研究開発法人農業・食品産業
技術総合研究機構種苗管理センター
におけるフルコスト 14.0億円

（内訳）
業務費用（人件費） 8.9億円
引当外賞与見積額 －億円
業務費用（人件費以外 ） 3.4億円
損益外減価償却相当額 1.6億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 1.9億円

ばれいしょ原原種の生産

母本の管理（隔離施設内） 原原種の元だねの施設生産
（エアロポニック栽培によるミニチューバ）

収量(%)

45%

23%

100%

0

20

40

60

80

100

健全な
種苗

ばれいしょ
葉巻病
（重症）

ばれいしょ
Ｙモザイク病

○ ばれいしょウイルス病による減収
栽培管理、病害防除

漁業練習船天鷹丸 練習船における
トロール実習風景

海洋機械工学科での
機械実験風景

食品科学科での
化学実験風景

①ばれいしょ原原種1袋当たりコスト：17,751円
（参考）単位：ばれいしょ原原種 65,861袋/20kg

②さとうきび原原種千本当たりコスト：85,846円

（参考）単位：さとうきび原原種 2,714千本/2節苗

国民1人当たりコスト： 11円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 28.6億円

うち国におけるフルコスト 0.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.0億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 0.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち水産大学校
におけるフルコスト 28.6億円
（内訳）
業務費用（人件費） 14.2億円
引当外賞与見積額 0.0億円
業務費用（人件費以外） 8.6億円
損益外減価償却相当額 4.8億円
損益外減損損失相当額 0.8億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 6.7億円
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【経済産業省】弁理士試験業務

業務の概要

単位当たりコスト

志願者1人当たりコスト：21,249円
（参考）単位：志願者数 4,352人

国民1人当たりコスト： 0.7円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 9,247万円
（内訳）
人にかかるコスト 2,130万円
物にかかるコスト 914万円
庁舎等（減価償却費） 63万円
事業コスト 6,138万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 5,222万円

林業施設整備等利子助成事業は、林業の成長産業化を図るため、林業の経営改善や木材の生産・加

工・流通の合理化に取り組む意欲ある林業者等に対し、日本政策金融公庫資金（森林取得資金、農林漁
業施設資金）及び民間金融機関の資金（相続等による事業用資産分散防止のための資金）の借入れにつ
いて、 大２％の利子助成を行うことで、金利負担の軽減を図り、木材の安定供給体制の構築を図る事業
です。なお、平成27年度までは「地域材利用促進緊急利子助成事業」として事業を執行していました。

利子助成件数１件当たりコスト：50,470円
（参考）単位：利子助成件数 341件

国民1人当たりコスト： 0.1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

事業の概要

【農林水産省】林業施設整備等利子助成事業

フルコスト 1,721万円

うち国におけるフルコスト 32万円
（内訳）
人にかかるコスト 19万円
物にかかるコスト 11万円
庁舎等（減価償却費） 0万円
事業コスト －万円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

うち全国木材協同組合連合会
におけるフルコスト 1,688万円
（内訳）
人件費 1,448万円
人件費以外 239万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

弁理士試験は、弁理士になろうとする者が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかど
うかを判定することを目的とし、短答式、論文式筆記及び口述により試験を行うものです。
弁理士試験業務は、試験問題の作成、採点等を行う工業所有権審議会弁理士審査分科会試験部

会の事務局として、部会の運営を行うとともに受験願書の受付及び各試験の実施にかかる事務を行う
ものです。
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【経済産業省】創業補助事業

創業補助事業は、地域の需要や雇用を支える事業を起こす創業に加え、既に事業を営んでいる企

業において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する「第
二創業」を行う者に対して事業計画を募集し、廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含
み事業計画の実施に要する費用の一部を補助することで、地域需要を起こすビジネス等を支援します。

事業の概要

補助事業１件当たりコスト： 65.9万円
（参考）単位：補助金交付件数 109件

国民1人当たりコスト： 0.5円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

フルコスト 7,191万円

うち国におけるフルコスト 204万円
（内訳）
人にかかるコスト 133万円
物にかかるコスト 71万円
庁舎等（減価償却費） －万円
事業コスト －万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

うち事務局（（株）電通）
におけるフルコスト 6,987万円
（内訳）
人件費 4,942万円
人件費以外 2,044万円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

【経済産業省】製品安全事業

製品安全事業では、消費生活用製品安全法等に基づき、製品事故に関する情報を調査し原因究明

を行うとともに、事故の再発防止やリスクの低い製品開発など、製品事故の未然防止に向けた情報提
供を実施します。

事業の概要

製品事故原因究明
調査件数当たりコスト：104.7万円
（参考）単位：製品事故原因究明調査件数 2,561件

国民1人当たりコスト： 21円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

フルコスト 26.8億円

うち国におけるフルコスト 0.3億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.2億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト －億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち（独）製品評価技術基盤機構
におけるフルコスト 26.4億円
（内訳）
業務費用（人件費） 14.2億円
引当外賞与見積額 0.0億円
業務費用（人件費以外） 7.4億円
損益外減価償却相当額 4.7億円
損益外除売却差額相当額 0.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 0.0億円
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電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助事業は、電気自動車
（EV）やプラグインハイブリッド自動車（PHV）の普及を通じて、運輸部門におけるCO2の排出抑制や石
油依存度の低減を図るため、普及に不可欠な充電インフラの整備に必要な費用の一部を補助します。

補助事業１件当たりコスト：58.7万円
（参考）単位：補助金交付件数 381件

国民1人当たりコスト： 1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

事業の概要

単位当たりコスト

【経済産業省】電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電
インフラ整備事業費補助事業

【経済産業省】高圧エネルギーガス設備に対する耐震補強支援事業

高圧エネルギーガス設備に対する耐震補強支援事業は、東日本大震災の被害を踏まえ、見直しを行った

球形タンクに係る耐震基準への既存の高圧ガス設備の適合の促進、及び、今後より大きな地震が発生する
可能性も指摘されているため、敷地外の建物等に被害を与えるリスクがある保安上重要度の高い既存の設
備について、耐震補強対策に取り組む場合に要する費用の一部を支援します。これらの取組により、高圧エ
ネルギーガス設備の耐震性の強化を図ります。

１件当たりコスト： 0.1億円
（参考）単位：補助事業件数 8件

国民1人当たりコスト：0.7円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

事業の概要

単位当たりコスト

○高圧ガス設備の耐震補強の補助対象例

・球形タンクを支える脚部
（ブレース）の耐震 補強

・ 新の耐震基準に適合す
るための支柱又は基礎の
耐震補強

【東日本大震災時に発生
した大規模火災の様子】

フルコスト 9,719万円

うち国におけるフルコスト 7,861万円
（内訳）
人にかかるコスト 399万円
物にかかるコスト 1,043万円
庁舎等（減価償却費） 6,418万円
事業コスト －万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

うち（一財）エンジニアリング協会
におけるフルコスト 1,858万円
（内訳）
人件費 1,328万円
人件費以外 529万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

フルコスト 2.2億円

うち国におけるフルコスト －億円
（内訳）
人にかかるコスト －億円
物にかかるコスト －億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト －億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち（一社）次世代自動車振興センター
におけるフルコスト 2.2億円
（内訳）
人件費 1.5億円
人件費以外 0.6億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

（注）本事業では、国の定員において、当該事業に
従事していると概ね整理できる業務量割合が
１０％未満と極めて僅少であることから、「国
におけるフルコスト」は「－」としています。
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【国土交通省】地殻変動等調査業務（水準測量業務）

水準測量とは、土地の高さを精密に測る技術で、これを継続的に実施することで高さの変化を知るこ

とができます。この水準測量から得られる結果は、南海トラフ等の海溝型地震の発生過程や規模の推定
など、地震に関する政府会議での検討に役立てられる他、建物等の構造物への被害や浸水被害の拡
大など生活環境に様々な影響を与える地盤沈下の状況把握や対策に役立てられます。

業務の概要

単位当たりコスト

【経済産業省】燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等
導入支援事業

燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業は、省エネルギーとCO２削減効果の高い

「家庭用燃料電池システム（エネファーム）」及び業務・産業用燃料電池の普及を促進するため、設置者に
対し導入費用の一部を補助します。

１件当たりコスト：17,342円
（参考）単位：補助件数 40,582件

国民1人当たりコスト： 5円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

事業の概要

単位当たりコスト

エネファーム
(集合住宅⽤)

エネファーム
(⼾建住宅⽤)

エネファーム
模式図 ●燃料電池は化学反応に

より直接電気と熱を発生さ
せるため高効率。

●また、分散型電源のた
め送電ロスが少なく、電気
に加えて熱を有効に利用
するため、総合エネル
ギー効率が非常に高い。

【出典】パナソニック

フルコスト 7.0億円

うち国におけるフルコスト 2.2億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.1億円
物にかかるコスト 0.2億円
庁舎等（減価償却費） 1.8億円
事業コスト －億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち（一社）燃料電池普及促進協会
におけるフルコスト 4.8億円
（内訳）
人件費 1.0億円
人件費以外 3.7億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

フルコスト 2.1億円

うち国土地理院実施の水準測量
におけるフルコスト 0.0億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.0億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト 0.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

うち業務委託の水準測量
におけるフルコスト 2.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.3億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト 1.7億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

①国土地理院実施の水準測量延長1㎞当たりコスト：12.8万円
（参考）単位：国土地理院実施の水準測量延長 20km

②業務委託の水準測量延長1㎞当たりコスト： 15.3万円
（参考）単位：業務委託の水準測量延長 1,374km

国民1人当たりコスト： 1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人
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【国土交通省】海洋情報に関する事業

海洋情報に関する事業は、海難に伴う人命や財産の損失、海上輸送の遮断による経済活動への影

響等を鑑み、海難を未然に防止するため、水深等について詳細に記載した安全航行に必要不可欠な海
図や、この情報を電子化し自船の位置等を画面上にリアルタイムで表示し航行の安全性と効率性を高
める電子海図を刊行しているほか、漂流物発見時や海難発生時の航行警報の発出を行っています。ま
た海図の新刊、改版及び補正のための測量等、各種海洋情報の収集を行っています。

事業の概要

海図等販売数１点当たりコスト：1,888円
（参考）単位：海図等販売数 1,552千点

国民1人当たりコスト： 23円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 29.3億円
（内訳）
人にかかるコスト 22.2億円
物にかかるコスト 0.5億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト 6.4億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 5.3億円

単位当たりコスト

【国土交通省】防災情報提供センター業務

防災情報提供センター業務は、国土交通省関係局が保有する防災情報を集約し、リアルタイム雨量

（広域版）やリアルタイムレーダー、気象庁が保有する各種情報をインターネットを通じて国民に提供する
業務です。
気象庁では、天気予報、気象警報、地震情報、津波情報、台風情報、火山情報、アメダス、気象衛星画

像、雨雲の動き等をホームページにより提供しています。

ホームページアクセス
１件当たりコスト： 0.03円
（参考）単位：ホームページアクセス数 61億件

国民1人当たりコスト： 1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 2.3億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.6億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト 1.6億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

業務の概要

単位当たりコスト
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【国土交通省】海技教育機構海技大学校運営事業

海技教育機構海技大学校運営事業は、海技士の免許の取得、海技士としての実務能力の向上等を図る

ための教育や海外の船員教育機関の教員の教育等の海技教育業務を実施しております。また、船舶の運
航及び練習船を用いた教育に関する研究や船員となるための職業指導、国外の船員教育機関等への専
門家の派遣等、海技教育機構の業務に付帯する業務を実施しています。

事業の概要

学生、受講生1人当たりコスト：47.1万円
（参考）単位：学生、受講生人数 2,575人

国民1人当たりコスト： 9円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

【国土交通省】地理空間情報の活用の推進に係る総合的課題
に関する検討事業

地理空間情報の活用の推進に係る総合的課題に関する検討事業は、地理空間情報を高度に活用した社

会を実現するために、誰もがいつでも容易に、かつ円滑に地理空間情報を検索・入手できるようになることを
目的として、地理空間情報の整備・収集を行い、地理空間情報の利活用を推進していく上での諸課題につ
いて検討を行うこととしています。また、平成２８年１１月に稼働を開始したＧ空間情報センターが産学官民の
地理空間情報のハブとして様々な地理空間情報を提供することで、利活用の推進を実施しています。

ページビュー数当たりコスト：119円
（参考）単位：ページビュー数 966千件

国民1人当たりコスト： 0.9円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 1.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.1億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト 0.9億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

事業の概要

単位当たりコスト

フルコスト 12.1億円

うち国におけるフルコスト 0.8億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.6億円
物にかかるコスト 0.1億円
庁舎等（減価償却費） －億円
事業コスト 0.1億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

うち海技大学校
におけるフルコスト 11.2億円
（内訳）
業務費用（人件費） 6.8億円
引当外賞与見積額 ▲0.0億円
業務費用（人件費以外） 2.3億円
損益外減価償却相当額 2.0億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 2.2億円
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【環境省】核燃料取扱主任者試験業務

核燃料取扱主任者試験業務は、試験委員会の事務局として、委員会の運営、試験問題の作成、受
験願書の受付及び筆記試験を実施しています。
核燃料取扱主任者とは、核燃料物質の取扱いに関する保安・監督を行う技術者のことです。

業務の概要

受験者1人当たりコスト：12.8万円
（参考）単位：受験者数 67人

国民1人当たりコスト： 0.06円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 862万円
（内訳）
人にかかるコスト 532万円
物にかかるコスト 220万円
庁舎等（減価償却費） 4万円
事業コスト 104万円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 319万円

単位当たりコスト

【環境省】国立公園等整備事業

国立公園等整備事業は、国立公園等において、自然環境の保全や消失・変容した自然生態系の

再生を図るとともに、国立公園等の保護上及び利用上重要な事業（登山道、避難小屋、木道、植生
復元施設、トイレ等の整備）並びに国民公園等の施設の整備を行うものです。

国立公園・国民公園
年間利用者1人当たりコスト：27円
（参考）単位：国立公園・国民公園

年間利用者数 374,579千人

国民1人当たりコスト： 80円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 101.5億円
（内訳）
人にかかるコスト 4.4億円
物にかかるコスト 1.2億円
庁舎等（減価償却費） 1.3億円
事業コスト 94.4億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

事業の概要

単位当たりコスト

【⼗和⽥⼋幡平国⽴公園】園地整備 【⻄表⽯垣国⽴公園】⾃然再⽣事業

【国指定浜甲⼦園⿃獣保護区】保全事業 【皇居外苑】苑地整備

核燃料取扱主任者試験スケジュール（第５０回）

受験申込受付

筆記試験（４科目）

合格発表

免状の交付

（試験科目）
・核燃料物質に関する法令
・核燃料物質の化学的性質及び
物理的性質

・核燃料物質の取扱いに関する技術
・放射線の測定及び放射線障害の
防止に関する技術

１／５～１９

３／１２～１３

６／１３
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【環境省】環境研究総合推進費業務

業務の概要

助成１件当たりコスト：284.4万円
（参考）単位：助成件数 170件

国民1人当たりコスト： 3円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

単位当たりコスト

【環境省】海岸漂着物等地域対策推進事業

日本の海岸には毎年、国内外を問わず様々な地域由来の多くのごみが漂着しています。こうした問題に
対応するため、海岸漂着物等地域対策推進事業は、海岸漂着物処理推進法第29条に基づき、都道府県

や市町村等が実施する海洋ごみに関する地域計画の策定、海洋ごみの回収・処理、発生抑制対策に対し、
補助金により支援する事業です。

交付先１件当たりコスト：29.2万円
（参考）単位：交付先数 37件

国民1人当たりコスト： 0.08円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 1,080万円
（内訳）
人にかかるコスト 799万円
物にかかるコスト 251万円
庁舎等（減価償却費） 29万円
事業コスト －万円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －万円

事業の概要

単位当たりコスト

漂流・漂着ごみの及ぼす様々な影響

海洋環境

沿岸居住環境

船舶航行

観光･漁業

全国の漂流・漂着・海底ごみ対策の推進により、

海洋環境の保全等を図る。

海洋ごみの回収処理事業等の推進

研究成果の評価・活⽤

公募・審査の実施

「⾏政ニーズ」提⽰

研究開発の実施

（業務のイメージ図）フルコスト 4.8億円

うち国におけるフルコスト 0.9億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.2億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 0.6億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

うち（独）環境再生保全機構
におけるフルコスト 3.9億円
（内訳）
業務費用（人件費） 1.2億円
引当外賞与見積額 0.0億円
業務費用（人件費以外） 2.6億円
損益外減価償却相当額 ― 億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

・研究成果の評価公表
・中間評価結果は次年度
以降の予算等へ反映

環境政策への活⽤
※研究成果を
フィードバック

・ 必要性・有効性・効率性等の観点から
審査を実施
・ ⾏政ニーズ適合性評価を強化

［研究部会（研究領域毎）等］
・統合部会
・低炭素部会
・資源循環部会
・⾃然共⽣部会
・安全確保部会
・戦略研究専⾨部会

(1)戦略的研究開発領域
（災害・事故対応研究・気候変動へのシナリオ・適応
関連研究等）

（Ⅰ） ・年間予算︓3億円以内
・期 間︓5年以内
・FS研究実施

（Ⅱ） ・年間予算︓1億円以内
・期 間︓3年以内

(2)環境問題対応型研究開発領域
（温暖化対策の中⻑期的取組・適応関連研究等）

・年間予算︓数百万円〜4千万円
・期 間︓3年以内

環境研究総合推進費業務は、環境省が必要とする研究テーマ（行政ニーズ）を提示して公募を行い、広
く産学官の研究機関の研究者から提案を募り、評価委員会及び分野毎の研究部会の審査を経て採択さ
れた課題を実施する、環境政策貢献型の競争的資金です。独立行政法人環境再生保全機構へ一部業務
を移管し、研究成果の 大化に向けた運営体制の強化を図っています。
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【防衛省】防衛医科大学校の研究事業

防衛医科大学校の研究事業は、先端的医学研究を段階的に進展させて有事・災害時等の非常事態

に的確な対応ができる医療システムの構築、先端医療技術を取り込んだ強靭性の高い部隊運用、教官
の研究・教育能力の向上等を目的とした専門的な研究に取り組んでいるものです。

事業の概要

研究事業１件当たりコスト：0.3億円
（参考）単位：研究事業数 48件

国民1人当たりコスト： 14円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 18.8億円
（内訳）
人にかかるコスト 5.2億円
物にかかるコスト 7.2億円
庁舎等（減価償却費） 0.1億円
事業コスト 6.1億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

単位当たりコスト

【環境省】ＣＯ２削減ポテンシャル診断推進事業

CO2削減ポテンシャル診断推進事業は、工場・事業場を対象に、環境省が選定する診断機関によるCO2
削減診断を実施し、その診断結果により、経済性に優れた対策を提案し、実施を支援する事業です。

交付１件当たりコスト：11.2万円
（参考）単位：交付件数 1,022件

国民1人当たりコスト： 0.9円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

事業の概要

単位当たりコスト

【 防衛医科大学校 】

【 防衛医学先端研究】

フルコスト 1.1億円

うち国におけるフルコスト 0.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.1億円
物にかかるコスト 0.0億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト ―億円
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 ―億円

うち（一財）低炭素エネルギー技術事業組合
におけるフルコスト 0.9億円
（内訳）
人件費 0.7億円
人件費以外 0.1億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円
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【防衛省】防衛大学校の研究事業

防衛大学校の研究事業は、基礎的、専門的又は学際的な研究を行う教官に対し、特別に研究に必要

な経費を配分して研究活動を奨励し、高度な研究水準の保持を図っており、また、我が国の将来の発展
につながる知識の蓄積や技術改革を図るため、高度で学際的な防衛基礎研究を実施し、新たな脅威や
多様な事態へ実効的に対応するとともに、教官の研究能力・教育水準の向上を目的とした研究に取り組
んでいるものです。

事業の概要

研究事業１件当たりコスト：0.1億円
（参考）単位：研究事業数 17件

国民1人当たりコスト： 2円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 3.1億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.3億円
物にかかるコスト 0.2億円
庁舎等（減価償却費） 0.0億円
事業コスト 2.5億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

単位当たりコスト

【防衛省】防衛研究所の研究事業

防衛研究所の研究事業は、防衛省のシンクタンクとして、防衛省の政策ニーズに適時・適切に応えるた

め、我が国の安全保障に関する諸問題について、多様な学問的バックグラウンドを持つ研究者、実務的な
キャリアを持つ自衛官が協力して研究に取り組んでいるものです。

研究事業１件当たりコスト：0.1億円
（参考）単位：研究事業数 13件

国民1人当たりコスト： 1円
（参考）単位：総人口 126,706,210人

フルコスト 1.6億円
（内訳）
人にかかるコスト 0.9億円
物にかかるコスト 0.3億円
庁舎等（減価償却費） 0.2億円
事業コスト 0.1億円

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（参考）自己収入 －億円

事業の概要

単位当たりコスト

戦 闘 詳報
（日露戦争）

戦 史 叢 書
（全１０２巻）

【 防衛大学校 】

【 研究用器材 】
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（※） 本資料は、各省庁等のホームページで公表しているフルコスト情報を簡易的に編集したものであるため、「間接コスト率」、「自己収入比率」
の指標は掲載しておりませんが、フルコスト情報を見る際の参考になるのではないかと考えたため、参考として掲載しております。
各事業の「間接コスト率」や「自己収入比率」につきましては、背表紙に記載しておりますリンク先からご覧いただけます。

【参考】



（参考）各省庁等が公表している「個別事業のフルコスト情報の開示」
については財務省のホームページからアクセスできます。

詳しくはこちらをご覧下さい。

http://www.mof.go.jp/budget/report/public_finance_fact_sheet/fy2017/link.html


