Ⅲ、平成３０年度:ＮＰＯ関連予算の計上・集計上の特徴・問題点
１、 7 年前から、通常事業と復興(震災･原発事故)関連事業とに区分けした資料を作成してもら
うために、各省庁へ例年通り「ＮＰＯ関連予算の定義」＋｢一覧表の統一様式｣(総括表)＋｢同
記載要領｣を明示した(今回、前年度との違いを明らかにしていただくために｢平成 30 年度 NPO
関連予算の特徴｣欄を新設)。
しかし、提出された資料を点検したところ、今回も多くの問題点が見受けられ、質問・確
認した結果、6 省庁から総括表の訂正版(通常事業 6、復興事業 3)が再提出された。
今回も、一昨年もしくは昨年と同じ省庁が同じような記載誤り(外務省・環境省・農林水産
省・厚生労働省・経済産業省＝内数表示の誤り、昨年の記載漏れ、今回の記載漏れ、新規・
継続区分の記載誤り等)をしており、確認・訂正に昨年以上、これまでで最も多くの時間と労
力を費やした。
なお、以下に掲載した内容や数値は、当該省庁とメール等でやり取りし、該当省庁の回答
と了解に基づいて訂正したものである。

通 常 事 業
[外務省] (総括表の訂正版あり)
・次の 5 事業の 30 年度予算額が、一昨年同様内数表示であったが、“確定すれば内数表示は
外れ実数値が入る”とのことであったため、5 事業とも一昨年同様“内数表示”→“未定”
に訂正した。また、①の事業の 29 年度予算額の記載ミスがあり、12,118 百万円→9,950 百
万円に訂正し、最後の合計欄の記載ミスも正しく訂正した。
① ｢日本 NGO 連携無償金協力｣:29 年度予算額 9,950 百万円うち補正予算額 3,150 百万
円
② ｢JICA 草の根技術協力事業｣:29 年度予算額 1,931 百万円
③ ｢JICA NGO 等支援活動事業｣:29 年度予算額 124 百万円
④ ｢JICA 現地安全対策研修｣：29 年度予算額 200 百万円
⑤ ｢JICA 本邦安全対策研修｣：29 年度予算額 19 百万円
うち①の 29 年度補正予算 3,150 百万円は、30 年度に使用できるとのこと。
なお、これらの事業については、全体の予算成立後 4 月中に確定する予定である。
・昨年資料の｢邦人人道支援・開発協力関係者向け安全対策強化支援事業｣(継続)は、今回“終
了”のため記載されていなかったが、前年度との整合性のため追記した。
・これにより、現時点での予算合計額は、30 年度 106 百万円、98 年度 12,337 百万円、前年
度対比▲12,231 百万円、増率▲99.1％となった。
[環境省] (総括表の訂正版あり)
・｢地球環境パートナーシッププラザ運営費｣については内数表示であったが、これまで実数
表示であったため、確認したところ、例年通り実数表示で可とのこと。よって、実数表示
に直し、最後の合計欄を訂正した。
・｢生物多様性保全推進支援事業｣については、これまで通常事業と復興関連事業とに行った
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り来たりしていたが、29 年度からは両方に計上され、内数事業に変わっていた。
“どちらで
も使えるので両方に記載した”とのことであるが、重複するため今回は一昨年や昨年と異
なり、復興関連事業の方を削除し、通常事業の方を残すこととなった。
・これにより、総括表を訂正した(ただし、タイトルの横の(訂正版)の表示漏れあり)。
[内閣府]
・最初に、今回の｢特定非営利活動促進法の改正｣のうち｢貸借対照表の公告｣について説明が
された。
・次に、30 年度 NPO 関連予算について、｢総括表｣に基づき説明がされた。
なお、｢市民活動の担い手の運営力強化のための調査｣について、30 年度予算額“－”表示
は、冒頭の特徴欄に記載の通り“NPO 関連予算ではなくなった”
、つまり、事業は続いてい
るが、NPO にとっては実質“終了”という意味である。
・最後に、｢休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の背景・概要｣、｢同基本方針(案)｣及
び｢法律成立後のスケジュール｣について、説明がされた。
[法務省]
・実数表示の 1 事業が“終了”し、継続の 1 事業あるが内数表示のため、30 年度予算額は 0
円となった。
[農林水産省] (総括表の訂正版あり)
・次の 3 事業は、これまで実数表示となっていたが、今回内数表示になった(1 事業の 29 年度
予算額を含む)のは、“事業の大括り化により NPO を対象としない事業も含んだため。また
29 年度予算額も同上で NPO を対象としない前歴が含まれるため”とのことで、今回内数表
示のままで変更なし。
① ｢海外農業・貿易投資環境調査分析事業」
：30 年度予算額 719 百万円の内数/29 年度予算
額 697 百万円の内数
② ｢6 次産業化サポート事業」：30 年度予算額 753 百万円の内数/29 年度予算額 379 百万円
の実数
③ ｢持続可能な循環資源活用総合対策事業」
：30 年度予算額 167 百万円の内数/29 年度予算
額 174 百万円の実数
内数表示への変化により、予算額が 30 年度▲1,639 百万円、29 年度▲1,250 百万円減額と
なる。
・｢地域の魅力再発見食育推進事業｣も実数表示であったが、統合する｢食料産業・6 次産業化
交付金のうち地域での食育の推進｣が内数表示になるため、合計額から外す必要があり、今
回上記 3 事業を含め合計額を訂正した。
・総括表の本来の記載方法は、
“統廃合”した場合、
“統合”した事業と“廃止”した事業は、
同じ欄に書くべきであるが、別々に記載され、かつ“廃止”を“終了”と記載している。
また、｢農業人材力強化総合支援事業のうち農業経営塾運営支援事業｣は、29 年度に終了済
であるので、本来は記載不要であった。
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以上より、本来の記載方法によれば、新規は 7 事業、継続・統廃合・名称変更は 28 事業、
終了は 6 事業、合計 41 事業となる(大がかりな手直しになるため、今回合計欄等のみ訂正
したが、ここでの集計は、新継続表を含め、本来の記載方法に手直してカウントした)。
・タイトルも一昨年同様｢平成 29 年度補正及び平成 30 年度 NPO 関連予算総括表｣と独自に書
かれていたので、訂正した。
・以上より、総括表を訂正した。
[文部科学省] (総括表の訂正版あり)
・額が多いい次の 3 事業の予算額が未確定のため、29 年度合計額欄にこれらの事業分が加算
されていなかったので、改めて加算訂正した。
① ｢スポーツ振興くじ助成｣：29 年度予算額 20,113 百万円
② ｢スポーツ振興基金助成｣：29 年度予算額 661 百万円
③ ｢芸術文化振興基金による助成｣：29 年度予算額 1,073 百万円
29 年度予算合計額 21,847 百万円
これらの 30 年度予算額については、①と②は 3 月末までの売り上げや運用等を踏まえ 4
月中・下旬頃に、③は 3 月下旬と 9 月頃に確定する見込みである(HP にて公表)。
・これにより、総括表を訂正した。
・なお、｢地域の教育資源を活用した教育格差解消プラン(うち、学びを通じたステップアップ支

援促進事業)｣は、H30 から委託先として新たに NPO 法人を追加したことによるものであり、
NPO にとっては“新規”という意味である。
[厚生労働省] (総括表の訂正版あり)
・一昨年実数表示していた次の 4 事業が、今回も内数表示になり、予算合計額が 1/100 にな
ってしまっていた。改めて確認したところ、
“例年と変わっていない”とのことであったた
め、実数表示に訂正した。
① ｢離職者等の再就職に資する総合的な職業能力開発プログラムの推進｣：30 年度予算
額 62,196 百万円/29 年度予算額 38,425 百億円
② ｢障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の実施｣：30 年度予算額 1,406 百万円/29
年度予算額 1,665 百万円
③ ｢求職者支援制度｣：30 年度予算額 20,949 百万円/29 年度予算額 24,169 百万円
④ ｢若者職業的自立支援推進事業｣：30 年度予算額 3,933 百万円/29 年度予算額 3,816
百万円
結果、予算合計額は、一挙に 30 年度 89,314 百万円、29 年度 68,867 円、増額 20,447 百
万円、増率 29.7％となった。
・今回資料で“継続として 4 事業”が計上されているが、昨年資料には見当たらず確認した
ところ、記載漏れであったので、追記した(4 事業とも内数表示のため合計額は変わらず)。
① ｢障害者総合福祉推進事業｣
② ｢地域生活支援事業｣
③ ｢地域生活支援促進事業｣
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④ ｢障害者芸術文化普及及び支援事業｣
・今回“継続”事業のうち次の 3 事業が、昨年資料には記載がなかったのは、
“地域生活支援
促進事業に統合されたため”とのこと。よって、備考欄にその旨補記した(このような場合、
ここでは“統廃合”となるが、“29 年度と内容が変わるものではないので、継続のままと
したい”とのことであり、敢えて訂正はしなかった(事業とも内数表示のため合計額は変わ
らず)。
① ｢障害者就業・生活支援センター事業｣
② ｢就労移行等連携調整事業｣
③ ｢工賃向上計画支援事業｣
・以上より、総括表を訂正した。
[経済産業省] (総括表の訂正版あり)
・｢インバウンド型クールジャパン推進事業｣については、
“新規”とあり、確かに昨年資料に
記載ないが、30 年度予算額が“－”、29 年度予算額が“(5,850 百万円の内数)※平成 29 年
度補正予算額”と記載され、説明時に“1,500 百万円”とのことであったたため、確認し
たところ、“29 年度補正予算 1500 百万円で、30 年度に使うもの”であったので、“継続”、
29 年度予算額“1,500 百万円 ※平成 29 年度補正予算額”に訂正した。
・｢地域・まちなか商業活性化事業｣は、今回内数表示であったが、再確認したところ、昨年
同様実数表示で良いとのことで、訂正した。
・以上より、予算合計額は、30 年度 1,630 百万円、29 年度 3,282 百万円、減額▲1,652 百万
円、減額率▲50.3％に訂正した。
・これにより、総括表を訂正した。
[国土交通省]
・一昨年以降実数表示事業がなくなってしまったため、NPO 関連予算額は集計上 0 円となり、
内数事業率は全省庁中最悪を更新(当該省庁の内数事業率の推移：22 年度 18/25＝72.0％、
23 年度 19/28＝67.9％、24 年度 20/25＝80.0％、25 年度 21/24＝87.5％、26 年度 21/22＝
95.5％、27 年度 23/24＝95.8％、28 年度 23/23＝100.0％、29 年度 20/20＝100.0％、30 年
度 20/20＝100.0％)。

復興(震災・原発事故)関連事業
[復興庁]
・継続の｢被災者支援総合交付金｣事業が昨年同様内数表示であったため、集計上は 0 円であ
るが、30 年度予算額として 19,016 百万円の内数が計上されている。
[環境省] (総括表の訂正版あり)
・｢生物多様性保全推進支援事業｣については、今回どちらにも使えるとのことで昨年同様通
常事業と復興関連事業に記載されていたが、重複するため、今回通常事業のみの記載とし
た。
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・これにより、総括表を訂正した。
[内閣府]
・30 年度も継続の 1 事業、予算額は 3 年続けて 203 百万円で、増減なし。
[農林水産省] (総括表の訂正版あり)
・30 年度予算額が前年度対比▲359 百万円、増率▲11.9％となったのは、継続 3 事業の減額
によるものである。
・合計額欄の増減額と増減率が記載漏れであったため、追記した。
・タイトルも一昨年同様｢平成 29 年度補正及び平成 30 年度

NPO 関連予算総括表｣と独自に書

かれていたので、訂正した。
・これにより、総括表を訂正した。
[文部科学省] (総括表の訂正版あり)
・30 年度予算額が前年度対比▲251 百万円になったのは、継続 1 事業の減額によるものであ
る。
・合計額欄の 29 年度予算額が記載漏れであったため、追記した。
・これにより、総括表を訂正した。
[厚生労働省]
・継続の 2 事業とも内数事業のため集計上は 0 円であるが、30 年度予算額として｢被災者見守
り・相談支援事業｣：19,016 百万円の内数、｢原子力災害対応雇用支援事業｣は 1,549 百万円
の内数が計上されている。

２、 詳細説明資料については、総括表を含め全省庁とも統一化され、さらに分りやすく、対比
しやすくなった。しかし、農林水産省のみ今回詳細説明の添付がなかった(昨年は詳細説明
76 頁の添付あり)。
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