
令和2年度財務省行政事業レビュー

・ 令和元年度の事業に係る行政事業レビューシート

事業番号 事業名 訂正箇所

0005 国税庁の広報活動経費 活動指標及び活動実績、単位当たりコスト、資金の流れ、支出先上位10者リスト

0006 電話相談センター運営経費 支出先上位10者リスト

0007 国税総合管理（ＫＳＫ）システム 支出先上位10者リスト

0010 国税電子申告・納税システム 資金の流れ、費目・使途、支出先上位10者リスト

0011 日本産酒類の競争力強化・海外展開推進事業 予算額・執行額、単位当たりコスト、資金の流れ、支出先上位10者リスト

0013 独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金 支出先上位10者リスト

0017
公務員宿舎建設等に必要な経費（民間資金等を活用した公務員宿舎の整備、維持管理及び運営に必要な経
費を含む）

支出先上位10者リスト

0019 普通財産管理処分経費 活動指標及び活動実績

0020 公務員宿舎の維持管理に必要な経費 支出先上位10者リスト

0021 特定国有財産の整備（財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定） 支出先上位10者リスト

0025 輸出入・通関情報処理システム等経費 支出先上位10者リスト

0043 東南アジア諸国連合（ASEAN）事務局拠出金 成果目標及び成果実績

0048 関税協力理事会関税協力基金（CCF）への拠出 根拠法令

0049 関税協力理事会関税協力基金（CCF）模倣品・海賊版拡散防止への拠出 根拠法令

0050 アジア太平洋経済協力（APEC）拠出金 根拠法令

0062 財務局施設費 支出先上位10者リスト

0064 国税庁施設費（税務署庁舎等の改修事業） 支出先上位10者リスト、国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

・ 令和3年度予算概算要求において新規に要求する事業に係る行政事業レビューシート

事業番号 事業名 訂正箇所

新03-0003 日本産酒類海外販路開拓支援補助金（仮称） 事業所管部局による点検・改善

・ 行政事業レビュー点検結果の令和3年度予算概算要求への反映状況調

区分 訂正箇所

行政事業レビュー対象外　計、合計

・ 令和2年度基金シート

基金シート番号 基金の名称 訂正箇所

1 信用保証基金 支出先上位10者リスト

令和元年度財務省行政事業レビュー

・ 平成30年度の事業に係る行政事業レビューシート

事業番号 事業名 訂正箇所

0004 国税庁の広報活動経費 資金の流れ、支出先上位10者リスト

0005 電話相談センター運営経費 予算額・執行額、単位当たりコスト、支出先上位10者リスト

0008 法人番号システム等 活動指標及び活動実績、単位当たりコスト

0009 国税電子申告・納税システム 資金の流れ、支出先上位10者リスト

0010 日本産酒類の競争力強化・海外展開推進事業
予算額・執行額、平成31・32年度予算内訳、単位当たりコスト、事業所管部局による点
検・改善、資金の流れ、費目・使途、支出先上位10者リスト

0012 独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金 活動指標及び活動実績、単位当たりコスト、支出先上位10者リスト

0017 特定国有財産の整備（一般会計） 支出先上位10者リスト

0018 普通財産管理処分経費 活動指標及び活動実績

0020 特定国有財産の整備（財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定） 支出先上位10者リスト

0030 麻薬探知犬整備経費 支出先上位10者リスト

0043 東南アジア諸国連合（ASEAN）事務局拠出金 成果目標及び成果実績

0048 関税協力理事会関税協力基金（CCF）への拠出 根拠法令

0049 関税協力理事会関税協力基金（CCF）模倣品・海賊版拡散防止への拠出 根拠法令

0050 アジア太平洋経済協力（APEC）拠出金 根拠法令

・ 行政事業レビュー点検結果の令和2年度予算概算要求への反映状況調

区分 訂正箇所

0010　日本産酒類の競争力強化・海外展開推進事業、行政事業レビュー対象　計、行
政事業レビュー対象外　計

平成30年度財務省行政事業レビュー

・ 平成29年度の事業に係る行政事業レビューシート

事業番号 事業名 訂正箇所

0005 国税庁の広報活動経費 資金の流れ、費目・使途、支出先上位10者リスト

0006 電話相談センター運営経費
作成責任者、予算額・執行額、単位当たりコスト、資金の流れ、費目・使途、支出先上位
10者リスト

0007 国税総合管理（ＫＳＫ）システム 支出先上位10者リスト、国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

0009 法人番号システム等 平成30・31年度予算内訳

0010 国税電子申告・納税システム 支出先上位10者リスト

0012 独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金 活動指標及び活動実績、単位当たりコスト

0016
公務員宿舎建設等に必要な経費（民間資金等を活用した公務員宿舎の整備、維持管理及び運営に必要な経
費を含む）

単位当たりコスト、支出先上位10者リスト

0018 普通財産管理処分経費 国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

0019 公務員宿舎の維持管理に必要な経費 支出先上位10者リスト

0020 特定国有財産の整備（財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定） 支出先上位10者リスト

0024 輸出入・通関情報処理システム等経費 支出先上位10者リスト

0027 X線検査装置整備等経費 支出先上位10者リスト

0031 アジア開発銀行貧困削減日本基金（JFPR）への拠出 根拠法令

0032 アジア開発銀行日本奨学金制度（JSP）への拠出 根拠法令

0033 世界銀行開発政策・人材育成基金（PHRD)への拠出 根拠法令

0034 世界銀行日本社会開発基金（JSDF）への拠出 根拠法令

0035 国際金融公社包括的日本信託基金（CJTF）への拠出 根拠法令

令和２年度行政事業レビュー事業単位整理表兼点検結果の令和３年度予算概算要求への反映状況調表

平成３１年度行政事業レビュー事業単位整理表兼点検結果の平成３２年度予算概算要求への反映状況調表



0037 アフリカ開発銀行開発政策・人材育成基金（PHRDG）への拠出 根拠法令

0038 アフリカ開発銀行アフリカ民間セクター向け支援基金（FAPA）への拠出 根拠法令

0039 欧州復興開発銀行日本・EBRD協力基金（JECF）への拠出 根拠法令

0040 国際通貨基金日本信託基金（JSA）技術支援への拠出 根拠法令

0041 国際通貨基金日本信託基金（JSA）奨学金制度への拠出 根拠法令

0042 東南アジア諸国連合（ASEAN）事務局拠出金 根拠法令

0043 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局（AMRO）拠出金 根拠法令

0044 経済協力開発機構日本基金（ＪＶＣ）金融・環境・開発への拠出 根拠法令

0045 経済協力開発機構（OECD）租税政策・税務行政センター等の行う税務関連事業に対する拠出 根拠法令

0046 アジア開発銀行国内資金動員信託基金への拠出 根拠法令

0047 関税協力理事会関税協力基金（CCF）への拠出 根拠法令

0048 関税協力理事会関税協力基金（CCF）模倣品・海賊版拡散防止への拠出 根拠法令

0049 アジア太平洋経済協力（APEC）拠出金 根拠法令

0063 国税庁施設費（税務署庁舎等の改修事業） 支出先上位10者リスト

・ 平成31年度予算概算要求において新規に要求する事業に係る行政事業レビューシート

事業番号 事業名 訂正箇所

新31-0001 インフラ関係のデータ整備等事業への拠出 根拠法令

平成29年度財務省行政事業レビュー

・ 平成28年度の事業に係る行政事業レビューシート

事業番号 事業名 訂正箇所

0001 予算編成支援システム 支出先上位10者リスト

0002 官庁会計システム（歳入金電子納付システムを含む） 支出先上位10者リスト

0004 国税庁の広報活動経費 資金の流れ、支出先上位10者リスト

0005 電話相談センター運営経費 予算額・執行額、単位当たりコスト、資金の流れ、費目・使途、支出先上位10者リスト

0006 国税総合管理（ＫＳＫ）システム 支出先上位10者リスト

0008 法人番号システム等 資金の流れ、国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

0009 国税電子申告・納税システム 支出先上位10者リスト、国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

0023 輸出入・通関情報処理システム等経費 支出先上位10者リスト

0029 アジア開発銀行貧困削減日本基金（JFPR）への拠出 根拠法令

0030 アジア開発銀行日本奨学金制度（JSP）への拠出 根拠法令

0031 世界銀行開発政策・人材育成基金（PHRD)への拠出 根拠法令

0032 世界銀行日本社会開発基金（JSDF）への拠出 根拠法令、事業所管部局による点検・改善

0033 国際金融公社包括的日本信託基金（CJTF）への拠出 根拠法令

0034 米州開発銀行日本特別基金（JSF）への拠出 根拠法令

0035 アフリカ開発銀行開発政策・人材育成基金（PHRDG）への拠出 根拠法令

0036 アフリカ開発銀行アフリカ民間セクター向け支援基金（FAPA）への拠出 根拠法令

0037 欧州復興開発銀行日本・EBRD協力基金（JECF）への拠出 根拠法令

0038 国際通貨基金日本信託基金（JSA）技術支援への拠出 根拠法令、単位当たりコスト

0039 国際通貨基金日本信託基金（JSA）奨学金制度への拠出 根拠法令

0040 東南アジア諸国連合（ASEAN）事務局拠出金 根拠法令

0041 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局（AMRO）拠出金 根拠法令

0042 経済協力開発機構日本基金（ＪＶＣ）金融・環境・開発への拠出 根拠法令

0043 経済協力開発機構（OECD）租税政策・税務行政センター等の行う税務関連事業に対する拠出 根拠法令

0044 関税協力理事会関税協力基金（CCF）への拠出 根拠法令

0045 関税協力理事会関税協力基金（CCF）模倣品・海賊版拡散防止への拠出 根拠法令

0046 アジア太平洋経済協力（APEC）拠出金 根拠法令

0052 危機対応円滑化業務（危機対応円滑化業務出資金・補助金・補給金） 活動指標及び活動実績、単位当たりコスト

・ 行政事業レビュー点検結果の平成30年度予算概算要求への反映状況調

区分 訂正箇所

0005　電話相談センター運営経費、行政事業レビュー対象　計、行政事業レビュー対象
外　計

 平成28年度財務省行政事業レビュー

・ 平成27年度の事業に係る行政事業レビューシート

事業番号 事業名 訂正箇所

0004 国税庁の広報活動経費 支出先上位10者リスト

0006 国税総合管理（ＫＳＫ）システム 国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

0008 法人番号システム等 資金の流れ、費目・使途、支出先上位10者リスト

0009 国税電子申告・納税システム 支出先上位10者リスト、国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

0011 独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金 単位当たりコスト

0011-01 独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金（セグメント） 単位当たりコスト

0023 輸出入・通関情報処理システム等経費 支出先上位10者リスト、別紙３

0025 X線検査装置整備等経費 支出先上位10者リスト

0027 埠頭監視カメラ整備等経費 資金の流れ、支出先上位10者リスト

0029 アジア開発銀行貧困削減日本基金（JFPR）への拠出 根拠法令

0030 アジア開発銀行日本奨学金制度（JSP）への拠出 根拠法令

0031 世界銀行開発政策・人材育成基金（PHRD)への拠出 根拠法令

0032 世界銀行日本社会開発基金（JSDF）への拠出 根拠法令、事業所管部局による点検・改善

平成２９年度行政事業レビュー事業単位整理表兼点検結果の平成３０年度予算概算要求への反映状況調表



0033 国際金融公社包括的日本信託基金（CJTF）への拠出 根拠法令

0034 米州開発銀行日本特別基金（JSF）への拠出 根拠法令、備考

0035 アフリカ開発銀行開発政策・人材育成基金（PHRDG）への拠出 根拠法令、備考

0036 アフリカ開発銀行アフリカ民間セクター向け支援基金（FAPA）への拠出 根拠法令、備考

0037 欧州復興開発銀行日本・EBRD協力基金（JECF）への拠出 根拠法令、備考

0038 国際通貨基金日本信託基金（JSA）技術支援への拠出 根拠法令、単位当たりコスト

0039 国際通貨基金日本信託基金（JSA）奨学金制度への拠出 根拠法令

0040 東南アジア諸国連合（ASEAN）事務局拠出金 根拠法令

0041 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局（AMRO）拠出金 根拠法令

0042 経済協力開発機構日本基金（ＪＶＣ）金融・環境・開発への拠出 根拠法令

0043
経済協力開発機構日本基金（ＪＶＣ）税制及び税務執行の支援に関するＯＥＣＤプログラム、税に関する透明
性と情報交換についてのグローバル・フォーラム、ＯＥＣＤ/Ｇ２０ ＢＥＰＳプロジェクトへの拠出

根拠法令、事業の目的

0044 関税協力理事会関税協力基金（CCF）への拠出 根拠法令

0045 関税協力理事会関税協力基金（CCF）模倣品・海賊版拡散防止への拠出 根拠法令

0046 アジア太平洋経済協力（APEC）拠出金 根拠法令

0051 危機対応円滑化業務（危機対応円滑化業務出資金・補助金・補給金） 単位当たりコスト

0056 財務局施設費 支出先上位10者リスト

0057 税関施設費 費目・使途、支出先上位10者リスト

・  平成28年度から開始された事業に係るレビューシート

事業番号 事業名 訂正箇所

新28-0001 米州投資公社出資金 備考


