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ジェトロ・バンコクセンター  
 

２００５予算年度・歳出予算法令 
 
 （前文省略） 
 
 第一条 
 本法令を「仏暦二五四八年［西暦二〇〇五年］予算年度歳出予算法令」と呼ぶ。 
 
 第二条 
 本法令は仏暦二五四七年一〇月一日より施行する。 
 
 第三条 
 仏暦二五四八予算年度の歳出予算を合計で１兆２０００億バーツとし、その内訳は本法

令に示されたところに基づき支出される。 
 
 第四条 
 財務省及び予算局の管理下にある中央歳出予算は２００１億８９９８万３８００バーツ

とし、以下のように配分する。 
 （一）恩給、退職一時金、年金 ５５０億バーツ 
 （二）公務員、国の雇員及び従業員支援金 ２１億９０００万バーツ 
 （三）公務員昇級、昇給及び資格給 ３４億バーツ 
 （四）公務員の積立金、拠出金及び補償金 ２２６億２０００万バーツ 
 （五）常勤雇員の積立拠出金 ６億バーツ 
 （六）国の人員報酬改定費用 ４５２億５５００万バーツ 
 （七）緊急もしくは必要な場合のための準備金 １１６億８８００バーツ 
 （八）行幸及び外国元首歓迎費用 ４億バーツ 
 （九）王室事業費用 ２０億バーツ 
 （一〇））国の競争力創造と持続可能な開発のための費用 ２３４億バーツ 
 （一一） 公務員、国の雇員及び従業員の医療費用 １８０億バーツ 
 （一二）村落及び都市コミュニティ基金債務弁済費用 １１２億４２００万バーツ 
 （一三）国家安全保障維持費用 ４億７７９７万５０００バーツ 
 （一四）国家安全保障維持機密費用 ５００万バーツ 
 （一五）南部国境県開発費用 ４０億バーツ 
 
 第五条 
 総理府及びその管轄機関の歳出予算は９４億６５８２万８０００バーツとし、以下のよ

うに配分する。 
 一、総理府次官室 合計３億８８９１万３９００バーツ すなわち 
 （一）政策・開発戦略 ３億８８９１万３９００バーツ 
 二、広報局 合計１０億１９２４万７００万バーツ すなわち 
 （一）政策・開発戦略 ２億４７５３万８００バーツ 
 （二）国のサービス計画 ７億７１７０万９９００バーツ 
 三、消費者保護委員会事務局 合計８４７８万７０００バーツ ずなわち 
 （一）権利保護 ８４７８万７０００バーツ 
 四、総理大臣秘書室 合計１６億７６９７万８６００バーツ すなわち 
 （一）政策・開発戦略 １６億７６９７万８６００バーツ 
 五、内閣官房室 合計４億８６８９万６６００バーツ すなわち 
 （一）政策・開発戦略 ４億８６８９万６６００バーツ 
 六、国家情報局 合計４億９２０万６０００バーツ すなわち 
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 （一）国内安全保障維持 ４億９２０万６０００バーツ 
 七、 予算局 合計４億６７２６万８２００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ４億６７２６万８２００バーツ 
 八、国家安全保障会議事務局 合計１億９３０万バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １億９３０バーツ 
 九、内閣法制委員会事務局 合計１億５５７５万３５００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 １億５５７５万３５００バーツ 
 一〇、文官人事院 合計１３億８７５６万６００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 １３億８７５６万６００バーツ 
 一一、国家経済社会開発委員会事務局 合計５億１３８２万６５００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ５億１３８２万６５００バーツ 
 一二、研究支援基金事務局 合計１０億バーツ すなわち 
 （一）研究 １０億バーツ 
 一三、公務制度開発委員会事務局 合計２億３８７１万１３００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ２億３８７１万１３００バーツ 
 一四、教育標準保証・クオリティ評価事務局（独立行政法人） 合計５億１４０７万１

１００バーツ すなわち 
 （一）教育振興・支援 ５億１４０７万１１００バーツ 
 一五、見本市・報奨旅行振興事務局（独立行政法人） 合計２億９９００バーツ すな

わち 
 （一）観光振興・開発 ２億９９００万バーツ 
 一六、持続的観光のための特別地域開発運営機構（独立行政法人） 合計２億９９９３

万２０００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ２億９９９３万２０００バーツ 
 一七、財産の資本転換運営事務局（独立行政法人） 合計２億９４３８万２０００バー

ツ すなわち 
 （一）財産の資本転換運営 ２億９４３８万２０００バーツ 
 一八、知識開発事務局（独立行政法人） 合計１億２０００万バーツ すなわち 
 （一）社会に対する研究運営 １億２０００万バーツ 
 
 第六条 
 国防省の歳出予算は８１２億４１３８万９９００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、国防省次官室 合計３７億１４５５万３９００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １４億７０５５万３４００バーツ 
 （二）国防 １億４７０５万３４００バーツ 
 （三）麻薬防止・問題解決 １３３万３９００バーツ 
 （四）研究 ６４００万バーツ 
 （五）健康サービス １億８７７１万１６００バーツ 
 （六）社会サービス ９億２７４８万１２００バーツ 
 二、近衛局 合計２億６３８９万５４００バーツ すなわち 
 （一）王室警護 ２億６３８９万５４００バーツ 
 三、国軍最高司令部 合計７４億２８６０万８６００バーツ すなわち 
 （一）国防 ５２億７２１４万１０００バーツ 
 （二）麻薬防止・問題解決 ７５６５万７３００バーツ 
 （三）王室警護 ２億４０００万バーツ 
 （四）社会サービス １８億４０８１万３００バーツ 
 四、陸軍 合計３９１億６２３２万８０００バーツ すなわち 
 （一）国防 ３６８億５０８５万２０００バーツ 

 2



ジェトロ・バンコクセンター  
 

 （二）麻薬防止・問題解決 １億３８３８万８０００バーツ 
 （三）健康サービス ２１億６２２７万バーツ 
 （四）エイズ防止・問題解決 ７３５万バーツ 
 （五）観光振興・開発 ３４６万８０００バーツ 
 五、海軍 合計１５３億２３６３万８０００バーツ すなわち 
 （一）国防 １４６億５８４２万８０００バーツ 
 （二）麻薬防止・問題解決 ５１９８万バーツ 
 （三）健康サービス ５億９０４３万７０００バーツ 
 （四）エイズ防止・問題解決 ３７３万３０００バーツ 
 （五）観光振興・開発 １９０６万バーツ 
 六、空軍 合計１５３億４８３６万６０００バーツ すなわち 
 （一）国防 １５０億２６７１万６４００バーツ 
 （二）麻薬防止・問題解決 １５２８万９０００バーツ 
 （三）健康サービス ３億３６万６００バーツ 
 （四）エイズ防止・問題解決 ６００万バーツ 
 
 第七条 
 財務省の歳出予算は１４０１億７６６０万１８００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、財務省次官室 合計２億６４４５万６５００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ２億６４４５万６５００バーツ 
 二、理財局 合計５億４８７３万２８００バーツ すなわち 
 （一）国の財産・負債管理 ５億４８７３万２８００バーツ 
 （二）財産の資本転換 ３１００万バーツ 
 三、中央会計局 合計８億９１０８万２００バーツ すなわち 
 （一）国の支出管理 ８億９１０８万２００バーツ 
 四、税関局 合計３１億９０９１万２０００バーツ すなわち 
 （一）国の収入管理 ３１億９０９１万２０００バーツ 
 五、物品税局 合計１４億４７４２万６６００バーツ すなわち 
 （一）国の収入管理 １４億４７４２万６６００バーツ 
 六、国税局 合計４９億９６５０万６４００バーツ すなわち 
 （一）国の収入管理 ４９億９６５０万６４００バーツ 
 七、国営企業政策委員会事務局 合計５億６２６３万２６００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ５億６２６３万２６００バーツ 
 八、公共債務管理事務局 合計１２８１億１０４４万６８００バーツ すなわち 
 （一）国の財産・負債管理 １２８１億１０４４万６８００バーツ 
 九、財政事務局 合計１億６４４０万７９００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １億６４４０万７９００バーツ 
 
 第八条 
 外務省の歳出予算は５６億４８４７万８０００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、外務省次官室 合計５６億４８４７万８０００ すなわち 
 （一）政策・企画 １３億７３３８万６００バーツ 
 （二）国外利益維持管理 ４１億６２３４万４００バーツ 
 （三）観光振興・開発 １億１２７５万７０００バーツ 
 
 第九条 
 観光・スポーツ省及びその管轄機関の歳出予算は２４億３００万６９００バーツとし、

以下のように配分する。 
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 一、観光・スポーツ省次官室 合計２億５１３６万７３００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ２億５１３６万７３００バーツ 
 二、スポーツ・レクリエーション開発事務局 合計１６億３８１４万８００バーツ す

なわち 
 （一）スポーツ・レクリエーション振興・開発 ４億４５５３万２８００バーツ 
 （二）基礎教育 ４億８９０４万７７００バーツ 
 （三）高等教育 ７億３５６万３００バーツ 
 三、観光開発事務局 合計５億１３４９万８８００バーツ すなわち 
 （一）観光振興・開発 ５億１３４９万８８００バーツ 
 
 第一〇条 
 社会開発・人間保障省及びその管轄機関の歳出予算は４７億５５３８万５８００バーツ

とし、以下のように配分する。 
 一、社会開発・人間保障省次官室 合計９億２４０２万６３００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ９億２４０２万６３００バーツ 
 二、社会開発・福祉局 合計３１億２０４３万２３００バーツ すなわち 
 （一）社会振興・開発 ３０億３７２９万４００バーツ 
 （二）財産の資本転換 ３８３４万２０００バーツ 
 （三）エイズ防止・問題解決 ４４７９万９９００バーツ 
 三、婦人・家庭事業事務局 合計１億３４４４万３２００バーツ すなわち 
 （一）社会振興・開発 １億３４４４万３２００バーツ 
 四、青少年・少機会者・身体障害者・老齢者福祉振興・保護事務局 合計２億７６４８

万４０００バーツ すなわち 
 （一）社会振興・開発 ２億７６４８万４０００バーツ 
 五、コミュニティ機関開発インスティチュート（独立行政法人） 合計３億バーツ す

なわち 
 （一）コミュニティ機関振興・開発 ３億バーツ 
 
 第一一条 
 農業・協同組合省の歳出予算は５２１億３１１３万６７００バーツとし、以下のように

配分する。 
 一、農業・協同組合省次官室 合計２０億１８６０万５０００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １０億２７２６万４８００バーツ 
 （二）農業生産振興 ９億９１３４万２００バーツ 
 二、灌漑局 合計２７６億５９８４万３０００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ２５５億８８７７万１５００バーツ 
 （二）天然資源保全開発 ２３５５万７６００バーツ 
 （三）都市開発 ２０億４７５１万３９００バーツ 
 三、協同組合会計検査局 合計６億８７４６万８３００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ６億８７４６万８３００バーツ 
 四、漁業局 合計２６億６４３８万８３００バーツ すなわち 
 （一）水産振興 ２５億４９６８万４３００バーツ 
 （二）財産の資本転換 １億１４７０万４０００バーツ 
 五、畜産局 合計３０億１１２６万１００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ３０億１１２６万１００バーツ 
 六、土地開発局 合計４２億７３２８万８００バーツ すなわち 
 （一）農業振興 ４２億７３２８万８００バーツ 
 七、農学局 合計２８億３８７３万１９００バーツ すなわち 
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 （一）農業生産振興 １５億３５９１万４９００バーツ 
 （二）財産の資本転換 ７８００万バーツ 
 （二）研究 １２億２４８１万７０００バーツ 
 八、農業振興局 合計４３億３９５６万７４００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ３８億７０６３万３９００バーツ 
 （二）協同組合振興・開発 ４億６８９３万３４００バーツ 
 九、協同組合振興局 合計２５億１６１５万４００バーツ すなわち 
 （一）協同組合振興・開発 ２４億９４３４万８４００バーツ 
 （二）財産の資本転換 ２１８０万２０００バーツ 
 一〇、農業用地改革事務局 合計１５億１８１４万６６００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 １２億８５８７万７５００バーツ 
 （二）財産の資本転換 ２億３２２６万９１００バーツ 
 一一、国家農業製品・食品規格事務局 合計１８億８０４８万８４００バーツ すなわ

ち 
 （一）農業生産振興 １８億８０４８万８４００バーツ 
 一二、農業経済事務局 合計４億１５６４万６５００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ４億１５６４万６５００バーツ 
 
 第一二条 
 運輸省の歳出予算は６６４億４３３７万８００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、運輸省次官室 合計１億９３４１万１５００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １億９３４１万１５００バーツ 
 二、水運局 合計２４億７６００万５０００バーツ すなわち 
 （一）水運 ２４億７６００万５０００バーツ 
 三、陸運局 合計１６億４５５７万４３００バーツ すなわち 
 （一）陸運 １６億４５５７万４３００バーツ 
 四、空運局 合計１４億５３４万４５００バーツ すなわち 
 （一）空運 １４億５３４万４５００バーツ 
 五、国道局 合計４２７億８８１０万６４００バーツ すなわち 
 （一）陸運 ４２７億８８１０万６４００バーツ 
 六、地方国道局 合計１７７億６２０６万９０００バーツ すなわち 
 （一）陸運 １７７億６２０６万９０００バーツ 
 七、運輸・交通政策・企画事務局 合計１億７２８６万１００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １億７２８６万１００バーツ 
 
 第一三条 
 天然資源・環境省の歳出予算は１６１億５０１６万７３００バーツとし、以下のように

配分する。 
 一、天然資源・環境省次官室 合計３億９０５０万４２００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ３億９０５０万４２００バーツ 
 二、汚染管理局 合計４億７１１０万８２００バーツ すなわち 
 （一）環境クオリティ振興・維持 ４億７１１０万８２００バーツ 
 三、海洋・沿岸資源局 合計７億４９８８万３１００バーツ すなわち 
 （一）天然資源保護・開発 ７億４９８８万３１００バーツ 
 四、地下資源局 合計４億８９６万２５００バーツ すなわち 
 （一）天然資源保護・開発 ４億８９６万２５００バーツ 
 五、水資源局 合計１４億４９６３万７０００バーツ すなわち 
 （一）天然資源保護・開発 １４億４９３６万７０００バーツ 
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 六、地下水資源局 合計１１億８０４万５１００バーツ すなわち 
 （一）天然資源保護・開発 １１億８０４万５１００バーツ 
 七、環境クオリティ振興局 合計４億４２１６万９５００バーツ すなわち 
 （一）天然資源保護・開発 ４億４２１６万９５００バーツ 
 八、国立公園・野生動植物局 合計７９億３９０５万２３００バーツ すなわち 
 （一）天然資源保護・開発 ７７億５１４万２３００バーツ 
 （二）観光振興・開発 ２億１５７２万３０００バーツ 
 （三）財産の資本転換 １８１８万７０００バーツ 
 九、天然資源・環境政策・企画事務局 合計２２億２９３２万４４００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・企画 １億７５２３万１０００バーツ 
 （二）地域行政体振興・開発 ２０億５４０９万３４００バーツ 
 一〇、森林局 合計９億６１４８万１０００バーツ すなわち 
 （一）天然資源振興・開発 ９億６１４８万１０００バーツ 
 
 第一四条 
 情報技術・通信省の歳出予算は５０億２１２２万１８００バーツとし、以下のように配

分する。 
 一、情報技術・通信省次官室 合計２８億６９６４万３００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ２８億６９６４万３００バーツ 
 二、郵便・電信局 合計１億９７５７万１２００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １億９７５７万１２００バーツ 
 三、気象局 合計８億６０５０万１８００バーツ すなわち 
 （一）国のサービス ８億６０５０万１８００バーツ 
 四、国家統計局 合計６億２２６３万７８００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ６億２２６３万７８００バーツ 
 五、国家ソフトウエア産業振興事務局（独立行政法人） 合計４億７０８７万７００バ

ーツ すなわち 
 （一）科学技術振興開発 ４億７０８７万７００バーツ 
 
 第一五条 
 エネルギー省の歳出予算は１６億９７５万５６００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、エネルギー省次官室 合計１億２９７９万９６００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １億２９７９万９６００バーツ 
 二、天然燃料局 合計１億６５９１万６１００バーツ すなわち 
 （一）エネルギー確保 １億６５９１万６１００バーツ 
 三、エネルギー事業局 合計２億７１３６万２７００バーツ すなわち 
 （一）エネルギー事業監督 ２億７１３６万２７００バーツ 
 四、代替エネルギー開発・エネルギー保全局 合計１０億１１１０万９３００バーツ 

すなわち 
 （一）エネルギー確保 ８億６８３６万６２００バーツ 
 （二）エネルギー使用振興・開発 １億４２７４万３１００バーツ 
 五、エネルギー政策・企画事務局 合計３１５６万７９００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ３１５６万７９００バーツ 
 
 第一六条 
 商業省の歳出予算は４６億５８００万２１００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、商業省次官室 合計８億１１８５万２０００バーツ すなわち 
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 （一）政策・企画 ８億１１８５万２０００バーツ 
 二、外国貿易局 合計２億５６１３万７７００バーツ すなわち 
 （一）国際通商振興 ２億５６１３万７７００バーツ 
 三、内国取引局 合計４億１２３７万４０００バーツ すなわち 
 （一）国内通商振興 ４億１２３７万４０００バーツ 
 四、保険局 合計２億３２５７万９７００バーツ すなわち 
 （一）国内通商振興 ２億３２５７万９７００バーツ 
 五、国際通商交渉局 合計３億３６６６万４０００バーツ すなわち 
 （一）国際通商振興 ３億３６６６万４０００バーツ 
 六、知的財産局 合計１億３６０５万６８００バーツ すなわち 
 （一）国内通商振興 １億２７４６万１９００バーツ 
 （二）財産の資本化運営 ８５９万４９００バーツ 
 七、事業開発局 合計３億４１７０万５０００バーツ すなわち 
 （一）国内通商振興 ３億４１７０万５０００バーツ 
 八、輸出振興局 合計１９億３６８５万８９００バーツ すなわち 
 （一）国際通商振興 １９億３６８５万８９００バーツ 
 九、国際工芸振興センター（独立行政法人） 合計１億５０１１万バーツ すなわち 
 （一）国際通商振興 １億５０１１万バーツ 
 一〇、国家宝石・宝飾品研究開発インスティチュート（独立行政法人） 合計４３６６

万４０００バーツ すなわち 
 （一）国際通商振興 ４３６６万４０００バーツ 
 
 第一七条 
 内務省とその管轄機関の歳出予算は１３９８億１７万９１００バーツとし、以下のよう

に配分する。 
 一、内務省次官室 合計３７億５７２０万８０００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ３７億５７２０万８０００バーツ 
 二、行政局 合計１６６億４８３３万５１００バーツ すなわち 
 （一）国内安全保障維持 １６６億４８３３万５１００バーツ 
 三、コミュニティ開発局 合計２３億３０７４万８９００バーツ すなわち 
 （一）コミュニティ振興・開発 ２３億３０７４万８９００バーツ 
 四、土地局 合計３５億８１９７万２３００バーツ すなわち 
 （一）国内安全保障維持 ２６億８５１３万１５００バーツ 
 （二）農業生産振興 ４億３９９５万７６００バーツ 
 （三）財産の資本化運営 ４億５６８８万３２００バーツ 
 五、災害予防・軽減局 合計１６億８５３６万２７００バーツ すなわち 
 （一）公共災害予防・対策 １６億８５３６万２７００バーツ 
 六、公共土木・都市計画局 合計２２億４１１１万２９００バーツ すなわち 
 （一）都市計画 ２２億３５０３万４５００バーツ 
 （二）観光振興・開発 ６０７万８４００バーツ 
 七、地域行政振興局 合計９６８億７２０５万７２００バーツ すなわち 
 （一）地域行政体振興・開発 ９５７億７５３２万８９００バーツ 
 （二）都市計画 １０億９６７２万８３００バーツ 
 八、バンコク都 合計１１３億２１０６万２０００バーツ すなわち 
 （一）陸運 ２７億３１８４万１８００バーツ 
 （二）地域行政体振興・開発 １０億７９０７万８２００バーツ 
 （三）都市計画 ２億４６４９万２００バーツ 
 （四）職業・職能開発 ２８３９万５３００バーツ 
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 （五）環境クオリティ振興・維持 ５億６０７９万８４００バーツ 
 （六）観光振興・開発 ８億６７９７万６９００バーツ 
 （七）健康サービス ３２９０万バーツ 
 （八）エイズ防止・解決 ６０４９万９２００バーツ 
 （九）幼年教育 １億４５６５万９５００バーツ 
 （一〇）基礎教育 ５５億６７５２万２５００バーツ 
 九、パタヤ市 合計１３億３２３２万バーツ すなわち 
 （一）都市計画 １１億２０４３万４０００バーツ 
 （二）幼年教育 ３１９０万４０００バーツ 
 （三）基礎教育 ２億５４７万１００バーツ 
 （四）地方行政体振興・開発 ４５１万１９００バーツ 
 
 第一八条 
 法務省の歳出予算は１１７億５３７７万９４００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、法務省次官室 合計３億９０４５万６４００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ３億９０４５万６４００バーツ 
 二、矯正局 合計７億３５１２万８７００バーツ すなわち 
 （一）訴訟執行管理 ４億２２６３万９００バーツ 
 （二）麻薬防止・問題解決 ３億１２４９万７８００バーツ 
 三、権利・自由保護局 合計１億９４４１万５７００バーツ すなわち 
 （一）権利自由保護 １億９４４１万５７００バーツ 
 四、訴訟執行局 合計４億２０４０万４９００バーツ すなわち 
 （一）訴訟執行管理 ４億２０４０万４９００バーツ 
 五、青少年審判・保護局 合計９億８０８８万４３００バーツ すなわち 
 （一）訴訟執行管理 ９億６８１３万９０００バーツ 
 （二）麻薬防止・問題解決 １２７４万５３００バーツ 
 六、刑務局 合計６１億１２万２８００バーツ すなわち 
 （一）訴訟執行管理 ６０億９５６１万２０００バーツ 
 （二）麻薬防止・問題解決 ４５１万８００バーツ 
 七、特別事件捜査局 合計６億１４４１万９８００バーツ すなわち 
 （一）犯罪防止・制御 ６億１４４１万９８００バーツ 
 八、法務事務局 合計２億５１２６万８７００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ２億５１２６万８７００バーツ 
 九、法科学インスティチュート 合計２億４６５万８０００バーツ すなわち 
 （一）公正維持・法益保護 ２億４６５万８０００バーツ 
 一〇、麻薬防止取締局 合計１８億６２０２万１００バーツ すなわち 
 （一）麻薬防止・問題解決 １８億６２０２万１００バーツ 
 
 第一九条 
 労働省の歳出予算は１７６億７９２５万３４００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、労働省次官室 合計６億５７７７万２７００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ６億５７７７万２７００バーツ 
 二、職業斡旋局 合計６億３３０８万７００バーツ すなわち 
 （一）職業振興 ６億３３０８万７００バーツ 
 三、職能開発局 合計１３億２３７７万９０００バーツ すなわち 
 （一）職業・職能開発 １３億２３７７万９０００バーツ 
 四、労働福祉・保護局 合計７億８５２６万１０００バーツ すなわち 
 （一）労働保護・福祉 ７億８５２６万１０００バーツ 
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 五、社会保険事務局 合計１４２億７９３６万バーツ すなわち 
 （一）社会保険 １４２億７９３６万バーツ 
 
 第二〇条 
 文化省とその管轄機関の歳出予算は２４億８０８５万９７００バーツとし、以下のよう

に配分する。 
 一、文化省次官室 合計６億１４０５万１２００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ６億１４０５万１２００バーツ 
 二、宗教局 合計２億２９５３万８０００バーツ すなわち 
 （一）宗教・芸術・文化 ２億２９５３万８０００バーツ 
 三、芸術局 合計１２億７３２４万４１００バーツ すなわち 
 （一）宗教・芸術・文化 ８億５３１８万５７００バーツ 
 （二）基礎教育 ３億３６３３万７０００バーツ 
 （三）高等教育 ８３７２万１４００バーツ 
 四、国家文化委員会事務局 合計２億７６９６万５１００バーツ すなわち 
 （一）宗教・芸術・文化 ２億７６９６万５１００バーツ 
 五、宗教文化芸術事務局 合計５３７６万１０００バーツ すなわち 
 （一）宗教・芸術・文化 ５３７６万１０００バーツ 
 六、シリントン人文科学センター（独立行政法人） 合計３３３０万３００バーツ す

なわち 
 （一）社会への学術サービス ３３３０万３００バーツ 
 
 第二一条 
 科学技術省とその管轄機関の歳出予算は６６億７１８６万９００バーツとし、以下のよ

うに配分する。 
 一、科学技術省次官室 合計２０億１７２７万７９００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ３億８４４３万８４００バーツ 
 （二）科学技術振興・開発 １１億８７０６万バーツ 
 （三）科学技術サービス ４億４５７７万９５００バーツ 
 二、科学サービス局 合計３億５４８２万９３００バーツ すなわち 
 （一）科学技術振興・開発 １億２２７３万８８００バーツ 
 （二）科学技術サービス １億９２３万４６００バーツ 
 （三）研究 １億２２８５万５９００バーツ 
 三、原子力平和利用事務局 合計８億２４５２万７８００バーツ すなわち 
 （一）科学技術振興・開発 ４億６８７４万９５００バーツ 
 （二）科学技術サービス ７８８１万１１００バーツ 
 （三）研究 １億９０７７万４０００バーツ 
 （四）エネルギー使用振興・開発 ８６１９万３２００バーツ 
 四、国家科学技術開発事業団 合計２１億７８４９万３７００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ８０２８万９４００バーツ 
 （二）科学技術振興・開発 １億７５８１万２０００バーツ 
 （三）科学技術サービス ９３８０万７０００バーツ 
 （四）研究 １８億２８５８万５３００バーツ 
 五、宇宙技術・地理情報開発事業団（独立行政法人） 合計１２億９６７３万２２００

バーツ すなわち 
 （一）科学技術サービス １２億９６７３万２２００バーツ 
 
 第二二条 
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 教育省とその管轄機関の歳出予算は２０３７億５２３８万６７００バーツとし、以下の

ように配分する。 
 一、文部省次官室 合計１４３億１８６８万１３００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 １２億３９４６万２４００バーツ 
 （二）職業研修・生涯教育 ３５億７９７５万６２００バーツ 
 （三）教育振興・支援 ９４億９９４６万２７００バーツ 
 二、教育評議会事務局 合計２億９１２５万５０００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ２億９１２５万５０００バーツ 
 三、基礎教育委員会事務局 合計１３２５億６７４２万６７００バーツ すなわち 
 （一）幼年教育 １５７億９２３４万２１００バーツ 
 （二）基礎教育 １１６７億７５０８万４６００バーツ 
 四、高等教育委員会事務局 合計４９億８９９２万９８００バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ３８億４２６万７６００バーツ 
 （二）高等教育 １億８５４１万４００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １億２２５万１８００バーツ 
 （四）エイズ防止・問題解決 １０００万バーツ 
 （五）研究 ８億８８００万バーツ 
 五、チュラロンコン大学 合計４２億２７２８万４４００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ２４億２４８万４６００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ９９７６万９２００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ３３０万バーツ 
 （四）健康サービス １４億３５５万９２００バーツ 
 （五）エイズ防止・問題解決 ７３１０万３０００バーツ 
 （六）研究 ２億４５０６万８４００バーツ 
 六、カセサート大学 合計２３億５１７４万８０００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 １８億４３０５万５０００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ４７６１万４１００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ４０８万４８００バーツ 
 （四）研究 ４億５６９９万４１００バーツ 
 七、コンケン大学 合計２３億１８７２万３１００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 １６億２８８５万４６００バーツ 
 （二）社会への学術サービス １７６２万９２００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ２０６万１２００バーツ 
 （四）健康サービス ５億２２９０万５２００バーツ 
 （五）エイズ防止・問題解決 １３３４万４８００バーツ 
 （六）研究 １億３３９２万８１００バーツ 
 八、チェンマイ大学 合計２５億８１９０万６８００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 １９億３９９０万８７００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ９１３７万３２００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ５７万１８００バーツ 
 （四）健康サービス ４億２９０４万９２００バーツ 
 （五）エイズ防止・問題解決 ３３１４万７８００バーツ 
 （六）研究 ８７８５万６１０００バーツ 
 九、タクシン大学 合計５億４７６６万２４００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ５億１１４８万３１００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ２０００万バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １３１７万９３００バーツ 
 （四）研究 ３００万バーツ 
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 一〇、タマサート大学 合計１６億７２０万８２００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 １３億７５１６万４０００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ４３６万５７００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ７０万バーツ 
 （四）健康サービス １億６７８３万１２００バーツ 
 （五）エイズ防止・問題解決 ４５万７５００バーツ 
 （六）研究 ５８６８万９８００バーツ 
 一一、ナレースワン大学 合計１０億４７９３万６００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ９億５７４６万８０００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ４９７万１０００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １２４８万バーツ 
 （四）健康サービス ４７３４万１６００バーツ 
 （五）研究 ２５６７万バーツ 
 一二、ブラパー大学 合計５億２８１１万９５００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ４億５１４９万１４００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ４４３万２５００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １７１万８３００バーツ 
 （四）エイズ防止・問題解決 ７３万４３００バーツ 
 （五）研究 ６９７４万３０００バーツ 
 一三、マハーサラカム大学 合計６億７２６１万５０００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ６億３９３４万７９００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ３００万バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ６３５万３７００バーツ 
 （四）研究 ２３９１万３４００バーツ 
 一四、マヒドン大学 合計５４億２９８４万３００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ３１億５８００万２２００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ９６６４万３９００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １１２万９２００バーツ 
 （四）健康制度開発支援 １０９１万９８００バーツ 
 （五）健康サービス １８億５７１６万９７００バーツ 
 （六）エイズ防止・問題解決 １６８３万５０００バーツ 
 （七）研究 ２億８９１４万５００バーツ 
 一五、メージョー大学 合計５億４９００万３０００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ４億８９９４万３０００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ２８３７万２２００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０２万５７００バーツ 
 （四）研究 ２９６６万２１００バーツ 
 一六、ラムカムヘン大学 合計８億８２０８万４５００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ８億６０９３万１３００バーツ 
 （二）研究 ２１１５万５２００バーツ 
 一七、シーナカリンウィロート大学 合計１１億７２０１万６７００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 １０億１９７万３５００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ４５５９万６６００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １８０万２０００バーツ 
 （四）健康サービス １億３０万２６００バーツ 
 （五）エイズ防止・問題解決 ５３万４８００バーツ 
 （六）研究 ２１８０万７２００バーツ 
 一八、シラパコン大学 合計８億８０２４万４００バーツ すなわち 
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 （一）高等教育 ８億６２７万４２００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ２０００万バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １２４２万５７００バーツ 
 （四）研究 ４１５４万５００バーツ 
 一九、ソンクラーナカリン大学 合計２１億２７３４万９９００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 １７億２４３４万７２００バーツ 
 （二）社会への学術サービス １９９５万１１００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １８９万９８００バーツ 
 （四）健康サービス ３億３２２２万１００バーツ 
 （五）エイズ防止・問題解決 ６７１万５８００バーツ 
 （六）研究 ４２２１万５９００バーツ 
 二〇、スコータイタマティラート大学 合計４億８５０６万５６００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ４億５３３８万４８００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ２２４５万２４００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０４万６００バーツ 
 （四）研究 ８１８万７８００バーツ 
 二一、ウボンラチャタニ大学 合計３億７７０３万３２００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ３億５３７２万５００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ８００万バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ２００万バーツ 
 （四）研究 １３３１万２７００バーツ 
 二二、キングモンクット工科大学チャオクンタハーンラーカバン校 合計７億５６５９

万１２００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ７億３３３０万８１００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ２８９万３０００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０１万３０００バーツ 
 （四）研究 １９３７万７１００バーツ 
 二三、キングモンクット大学プラナコンヌア校 合計６億４８４６万２９００バーツ 

すなわち 
 （一）高等教育 ６億３０４３万２７００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ８７９万バーツ 
 （三）研究 ９２４万４７００バーツ 
 二四、経営学開発大学院（ＮＩＤＡ） 合計２億５６８５万８２００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ２億３７９２万６０００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ５３３万２５００バーツ 
 （三）研究 １３５９万９７００バーツ 
 二五、ラーチャモンコン工科大学 合計３５億５８３１万２９００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ３３億１５６３万２００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ５１７２万９００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ２９５万６８００バーツ 
 （四）研究 １億８８００万５０００バーツ 
 二六、スラナリ工科大学 合計６億３２８３万４５００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ５億９２７５万８２００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ２９６万５７００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０９万４７００バーツ 
 （四）研究 ３６０１万５９００バーツ 
 二七、ワライラック大学 合計４億１４７８万６１００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ４億８９７万８２００バーツ 
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 （二）社会への学術サービス ７３万６２００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ３５万９４００バーツ 
 （四）研究 ４７１万２３００バーツ 
 二八、キングモンクット工科大学トンブリ校 合計６億２５２２万１３００バーツ す

なわち 
 （一）高等教育 ５億７６４万３００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ６５３８万５２００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １００万バーツ 
 （四）研究 ５１１９万５８００バーツ 
 二九、メーファールワン大学 合計３億２８４７万６０００バーツ すなわち 
 （一）高等教育 ３億２６３０万９００バーツ 
 （二）社会への学術サービス ７５万５５００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １６万４００バーツ 
 （四）研究 １２５万９２００バーツ 
 三〇、チュラロンコンラーチャウィタヤライ大学 合計４億９０７７万２１００バーツ 

すなわち 
 （一）高等教育 ４億４３１７万３００バーツ 
 （二）社会への学術サービス １４５１万バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １９１９万３５００バーツ 
 （四）研究 １３８９万８３００バーツ 
 三一、マハーマクットラーチャウィタヤライ大学 合計１億９８４７万６０００バーツ 

すなわち 
 （一）高等教育 １億８１２５万２５００バーツ 
 （二）社会への学術サービス １１９５万３５００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １２７万４０００バーツ 
 （四）研究 ３９９万６０００バーツ 
 三二、ラーチャパット・カンチャナブリ大学 合計８２１９万２０００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 ２９８１万９４００バーツ 
 （二）高等教育 ５２１０万１０００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １７万１６００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 三三、ラーチャパット・ガラシン大学 合計５９７４万２３００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ２１３６万５３００バーツ 
 （二）高等教育 ３８２９万７０００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ８万バーツ 
 三四、ラーチャパット・カムペンペット大学 合計１億４０万７０００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 ３９９９万６１００バーツ 
 （二）高等教育 ５９８４万２９００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ４６万８０００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 三五、ラーチャパット・チャンカセーム大学 合計１億３６７１万４５００バーツ す

なわち 
 （一）政策・計画 ４１２７万３６００バーツ 
 （二）高等教育 ９５３４万９００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
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 三六、ラーチャパット・チャイヤプーム大学 合計７３６３万６７００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 ２９０３万９３００バーツ 
 （二）高等教育 ４４５１万７４００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ８万バーツ 
 三七、ラーチャパット・チェンラーイ大学 合計１億１９２０万５５００バーツ すな

わち 
 （一）政策・計画 ３３７２万５３００バーツ 
 （二）高等教育 ８３５８万４０００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １７９万６２００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 三八、ラーチャパット・チェンマイ大学 合計１億５８５６万２２００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 ５８６０万２８００バーツ 
 （二）高等教育 ８８１４万２００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １１７１万９２００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 三九、ラーチャパット・テープサトリー大学 合計１億５９３万６２００バーツ すな

わち 
 （一）政策・計画 ２０１０万９６００バーツ 
 （二）高等教育 ８５６２万５５００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １０万１１００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 四〇、ラーチャパット・トンブリ大学 合計９２７７万７０００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３４３３万９３００バーツ 
 （二）高等教育 ５８３３万７７００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 四一、ラーチャパット・ナコンパトム大学 合計１億３３８４万６０００バーツ すな

わち 
 （一）政策・計画 ３１５４万６８００バーツ 
 （二）高等教育 １億２１１万４５００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ８万４７００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 四二、ラーチャパット・ナコンパノム大学 合計７１０４万４０００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ２１７２万７５００バーツ 
 （二）高等教育 ４９２３万６５００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ８万バーツ 
 四三、ラーチャパット・ナコンラチャシマ大学 合計１億４３５０万４８００バーツ 

すなわち 
 （一）政策・計画 ３３５８万５４００バーツ 
 （二）高等教育 １億４８１万９４００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ５００万バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 四四、ラーチャパット・ナコンシタマラート大学 合計１億７８２万６９００バーツ 

すなわち 
 （一）政策・計画 ３４８９万７００バーツ 
 （二）高等教育 ７２６８万４１００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １５万２１００バーツ 
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 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 四五、ラーチャパット・ナコンサワン大学 合計１億１１５５万１９００バーツ すな

わち 
 （一）政策・計画 ２３５２万５８００バーツ 
 （二）高等教育 ８７９２万６１００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 四六、ラーチャパット・バーンソムデットチャオプラヤー大学 合計１億２４８２万４

００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ２９３７万４３００バーツ 
 （二）高等教育 ９５３４万６１００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 四七、ラーチャパット・ブリラム大学 合計１億１３９万９７００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 １９８７万５７００バーツ 
 （二）高等教育 ８１４２万４０００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 四八、ラーチャパット・プラナコン大学 合計１億５８０３万６２００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 ３３９９万７９００バーツ 
 （二）高等教育 １億２３８３万４４００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １０万３９００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 三七、ラーチャパット・アユタヤ大学 合計１億１４２０万５１００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３５５１万５３００バーツ 
 （二）高等教育 ７７５５万１７００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １０３万８１００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 五〇、ラーチャパット・ピブンソンクラーム大学 合計１億４２２８万１７００バーツ 

すなわち 
 （一）政策・計画 ３２１６万２９００バーツ 
 （二）高等教育 １億９８８万６３００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １３万２５００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 五一、ラーチャパット・ペチャブリ大学 合計９３８２万６０００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ２２１６万１３００バーツ 
 （二）高等教育 ７１３３万３８００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ２３万９００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 五二、ラーチャパット・ワライヨーロンコーン大学 合計１億１８６１万３７００バー

ツ すなわち 
 （一）政策・計画 ２９０７万６５００バーツ 
 （二）高等教育 ８９３１万６９００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １２万３００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 五三、ラーチャパット・ペチャブーン大学 合計８１７８万４００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３３５４万３１００バーツ 
 （二）高等教育 ４８０５万４７００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ８万２６００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
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 五四、ラーチャパット・プーケット大学 合計１億１９０６万１２００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 ３２６０万９９００バーツ 
 （二）高等教育 ８６３５万１３００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 五五、ラーチャパット・マハサラカム大学 合計１億３３７８万４７００バーツ すな

わち 
 （一）政策・計画 ３４７５万２５００バーツ 
 （二）高等教育 ９８９３万２２００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 三七、ラーチャパット・ヤラー大学 合計１億４５万２００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３５６１万８２００バーツ 
 （二）高等教育 ５４７５万１９００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ９９８万１００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 五七、ラーチャパット・ラーチャナカリン大学 合計１億１０１５万２２００バーツ 

すなわち 
 （一）政策・計画 ２７６１万３３００バーツ 
 （二）高等教育 ８２３０万６７００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １３万２２００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 五八、ラーチャパット・ローイエット大学 合計７９１９万１００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３０３４万３０００バーツ 
 （二）高等教育 ４８７６万７１００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ８万バーツ 
 五九、ラーチャパット・ラムパイパニー大学 合計８６６１万８６００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 １９３５万１７００バーツ 
 （二）高等教育 ６６９６万３９００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ２０万３０００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六〇、ラーチャパット・ルーイ大学 合計９４４２万６０００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３１４３万２７００バーツ 
 （二）高等教育 ６２７０万７４００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １８万５９００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六一、ラーチャパット・ラムパーン大学 合計９０９７万９７００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３３４３万１２００バーツ 
 （二）高等教育 ５７３２万３７００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １２万４８００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六二、ラーチャパット・シーサケート大学 合計７１７４万７７００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ２９８３万５７００バーツ 
 （二）高等教育 ４１８３万２０００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 ８万バーツ 
 六三、ラーチャパット・サコンナコン大学 合計９３１８万９１００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３６５７万５１００バーツ 
 （二）高等教育 ５６３０万３３００バーツ 
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 （三）社会への学術サービス ２１万７００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六四、ラーチャパット・ソンクラー大学 合計１億４４７８万３４００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 ５９３５万８００バーツ 
 （二）高等教育 ７８０７万８２００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ７２５万４４００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六五、ラーチャパット・スアンドゥシット大学 合計１億９６３１万７１００バーツ 

すなわち 
 （一）政策・計画 ４３１６万３０００バーツ 
 （二）高等教育 １億５３０５万４１００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六六、ラーチャパット・スアンスナンター大学 合計１億５８８１万４７００バーツ 

すなわち 
 （一）政策・計画 ４３８０万１７００バーツ 
 （二）高等教育 １億１４９１万３０００バーツ 
 （三）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六七、ラーチャパット・スラータニ大学 合計８４２３万４６００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３２５８万１６００バーツ 
 （二）高等教育 ５１２７万９１００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ２７万３９００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六八、ラーチャパット・スリン大学 合計１億６万９１００バーツ すなわち 
 （一）政策・計画 ３４８４万４６００バーツ 
 （二）高等教育 ６４９１万１７００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ２１万２８００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 六九、ラーチャパット・ムバーンジョムブン大学 合計８５１５万９２００バーツ す

なわち 
 （一）政策・計画 ３０５３万３２００バーツ 
 （二）高等教育 ５４４２万２１００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １０万３９００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 七〇、ラーチャパット・ウドンタニ大学 合計１億４０５１万４２００バーツ すなわ

ち 
 （一）政策・計画 ３２５０万８４００バーツ 
 （二）高等教育 １億７７２万１３００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １８万４５００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 七一、ラーチャパット・ウタラディット大学 合計１億２２８万７０００バーツ すな

わち 
 （一）政策・計画 ２５１２万８０００バーツ 
 （二）高等教育 ７６８８万９５００バーツ 
 （三）社会への学術サービス １６万９５００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 七二、ラーチャパット・ウボンラチャタニ大学 合計１億３１７０万９９００バーツ 

すなわち 
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 （一）政策・計画 ３５２２万８００バーツ 
 （二）高等教育 ９６１２万６０００バーツ 
 （三）社会への学術サービス ２６万３１００バーツ 
 （四）宗教・芸術・文化 １０万バーツ 
 七三、職業教育委員会事務局 合計１０１億１４８万９９００バーツ すなわち 
 （一）職業教育 ９０億２７０９万２００バーツ 
 （二）職業研修・生涯教育 １０億２０４５万９７００バーツ 
 （三）研究 ５３９４万バーツ 
 七四、科学技術教育振興インスティチュート 合計８億８７８９万１０００バーツ す

なわち 
 （一）教育振興・支援 ８億８７８９万１０００バーツ 
 七五、マヒドンウィタヤーヌソーン学校 合計１億７９２８万１５００バーツ すなわ

ち 
 （一）基礎教育 １億７９２８万１５００バーツ 
 七六、国際通商・開発インスティチュート（独立行政法人） 合計１４７２万９０００

バーツ すなわち 
 （一）社会への学術サービス １４７２万９０００バーツ 
 七七、教員評議会事務局 合計１億４９５万５３００バーツ すなわち 
 （一）教育振興・支援 １億４９５万５３００バーツ 
 七八、教員・教育人員福祉振興委員会事務局 合計４４７１万９０００バーツ すなわ

ち 
（一） 教育振興・支援 ４４７１万９０００バーツ 
 
 第二三条 
 保健省とその管轄機関の歳出予算は４５０億１４４０万４８００バーツとし、以下の

ように配分する。 
 一、保健省次官室 合計３２０億９６５６万６３００バーツ すなわち 
 （一）健康制度支援開発 ４５億７６５８万９７００バーツ 
 （二）健康サービス ２７３億５９９８万６００バーツ 
 （三）エイズ防止・問題解決 ９００万バーツ 
 （四）麻薬防止・問題解決 １億５０９９万６０００バーツ 
 二、医療局 合計２７億２１５６万３０００バーツ すなわち 
 （一）健康制度支援開発 １０億８８６３万１６００バーツ 
 （二）健康サービス １３億２８４４万２３００バーツ 
 （三）麻薬防止・問題解決 ３億４４８万９１００バーツ 
 三、疾病管理局 合計４０億４８６８万７０００バーツ すなわち 
 （一）健康サービス ２８億６１０万５６００バーツ 
 （二）エイズ防止・問題解決 １２億４２５８万１４００バーツ 
 四、タイ方医・選択的医療局 合計１億１２９６万９０００バーツ すなわち 
 （一）健康制度支援開発 １億１２９６万９０００バーツ 
 五、医学局 合計９億７３１３万４１００バーツ すなわち 
 （一）健康制度支援開発 ９億１９６１万２４００バーツ 
 （二）エイズ防止・問題解決 １３２０万９７００バーツ 
 （三）麻薬防止・問題解決 ４０３１万２０００バーツ 
 六、健康サービス支援局 合計５億８７３５万３３００バーツ すなわち 
 （一）健康制度支援開発 ５億９７８３万３６００バーツ 
 七、精神健康局 合計１７億２１６７万７７００バーツ すなわち 
 （一）健康制度支援開発 ５億１３５４万８４００バーツ 
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 （二）健康サービス ８億５２１６万９００バーツ 
 （三）エイズ防止・問題解決 ９６３万バーツ 
 （四）麻薬防止・問題解決 ３億４６３３万８４００バーツ 
 八、衛生局 合計１３億６１１５万５５００バーツ すなわち 
 （一）健康制度支援開発 １３億１４１１万５５００バーツ 
 （二）エイズ防止・問題解決 ４７０４万バーツ 
 九、食品・薬事委員会事務局 合計６億６７１２万４６００バーツ すなわち 
 （一）健康制度支援開発 ６億６７１２万４６００バーツ 
 一〇、保健制度研究所 合計８８６９万３０００バーツ すなわち 
 （一）研究 ８８６９万３０００バーツ 
 一一、国家健康保健事務局 合計６億２５００万１０００バーツ すなわち 
 （一）健康サービス ６億２５００万１０００バーツ 
 
 第二四条 
 産業省の歳出予算は３６億９７８７万８５００バーツとし、以下のように配分する。 
 一、産業省次官室 合計７億７８７５万バーツ すなわち 
 （一）政策・企画 ７億４３１７万１５００バーツ 
 （二）工業生産・事業者振興 ３５５７万８５００バーツ 
 二、工場局 合計５億６２４４万６８００バーツ すなわち 
 （一）工業生産・事業者振興 ５億５３４１万４８００バーツ 
 （二）財産の資本化運営 ９０３万２０００バーツ 
 三、工業振興局 合計８億７６４８万５８００バーツ すなわち 
 （一）工業生産・事業者振興 ８億７６４８万５８００バーツ 
 四、基礎工業・鉱業局 合計３億４１８７万７３００バーツ すなわち 
 （一）工業生産・事業者振興 ３億４１８７万７３００バーツ 
 五、砂糖きび・砂糖委員会事務局 合計１億１７３８万５８００バーツ すなわち 
 （一）工業生産・事業者振興 １億１７３８万５８００バーツ 
 六、工業製品規格事務局 合計３億８０４０万３５００バーツ すなわち 
 （一）工業生産・事業者振興 ３億８０４０万３５００バーツ 
 七、工業経済事務局 合計１億５６４４万１４００バーツ すなわち 
 （一）工業生産・事業者振興 １億５６４４万１４００バーツ 
 八、投資奨励委員会事務局 合計４億８４０８万７９００バーツ すなわち 
 （一）工業生産・事業者振興 ４億８４０８万７９００バーツ 
 
 第二五条 
 総理府・省または庁の管轄下にない政府機関の歳出予算は５５３億４２５６万８８０

０バーツとし、以下のように配分する。 
 一、王室秘書事務局 合計４億９６３０万４７００バーツ すなわち 
 （一）王室事業振興 ４億９６３０万４７００バーツ 
 二、宮内庁 合計１４億１４７万２９００バーツ すなわち 
 （一）王室事業振興 １４億１４７万２９００バーツ 
 三、国家仏教庁 合計１６億１７４３万１７００バーツ すなわち 
 （一）宗教・芸術・文化 １０億８７９５万５３００バーツ 
 （二）基礎教育 ５億２９４７万６４００バーツ 
 四、王室事業調整特別委員会事務局 合計３３０４万１８００バーツ すなわち 
 （一）王室事業振興 ３３０４万１８００バーツ 
 五、国家研究委員会事務局 合計８億９９８６万２６００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ８億９９８６万２６００バーツ 
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 六、学士院 合計７３６３万５３００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ７３６３万５３００バーツ 
 七、警察庁 合計４４０億１８４２万８８００バーツ すなわち 
 （一）犯罪予防・制御 ３５９億３２３６万１２００バーツ 
 （二）国内安全保障維持 ６３億４７９９万８７００バーツ 
 （三）麻薬防止・問題解決 ５億５６６５万２８００バーツ 
 （四）観光振興・開発 ７億４１２７万４００バーツ 
 （五）健康サービス ４億３７２４万５７００バーツ 
 （六）エイズ予防・問題解決 ２９０万バーツ 
 八、資金洗浄防止取締事務局 合計１億５２７５万６８００バーツ すなわち 
 （一）犯罪予防・制御 １億５２７５万６８００バーツ 
 九、最高検察庁 合計３５億１３５８万８４００バーツ すなわち 
 （一）公正・法益保護 ３２億６０９万１１００バーツ 
 （二）自由権保護 ３億７４９万７３００バーツ 
 一〇、上院事務局 合計８億４８９２万５８００バーツ すなわち 
 （一）立法運営 ８億４８９２万５８００バーツ 
 一一、下院事務局 合計１９億４８０２万バーツ すなわち 
 （一）立法運営 １９億４８０２万バーツ 
 一二、プラポックラオ・インスティチュート 合計２億３９１０万バーツ すなわち 
 （一）民主主義制度振興支援・開発 ２億３９１０万バーツ 
 
 第二六条 
 憲法に基づく独立機関の歳出予算は１３６億１７５６万８６００バーツとし、以下の

ように配分する。 
 一、選挙委員会事務局 合計３３億２６５７万８０００バーツ すなわち 
 （一）民主主義制度振興支援・開発 ３３億２６５７万８０００バーツ 
 二、国会オンブズマン事務局 合計７６００万６０００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ７６００万６０００バーツ 
 三、国家人権委員会事務局 合計９３６４万２０００バーツ すなわち 
 （一）権利自由保護 ９３６４万２０００バーツ 
 四、憲法裁判所事務局 合計１億３８６０万４０００バーツ すなわち 
 （一）民主主義制度振興支援・開発 １億３８６０万４０００バーツ 
 五、司法裁判所事務局 合計７０億９７０８万７３００バーツ すなわち 
 （一）公正・法益保護 ７０億９７０８万７３００バーツ 
 六、行政裁判所事務局 合計９億３３１６万４０００バーツ すなわち 
 （一）公正・法益保護 ９億３３１６万４０００バーツ 
 七、国家汚職防止取締委員会事務局 合計９億３５３３万７２００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 ９億３５３３万７２００バーツ 
 八、会計検査院 合計１０億１７１５万１００バーツ すなわち 
 （一）開発運営 １０億１７１５万１００バーツ 
 
 第二七条 
 国営企業の歳出予算は４１０億１４７４万１６００バーツとし、以下のように配分す

る。 
 一、農業・農業協同組合銀行 合計１９億７７５３万８８００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 １９億７７５３万８８００バーツ 
 二、タイ観光公団 合計４０億４８８４万９８００バーツ すなわち 
 （一）観光振興・開発 ４０億４８８４万９８００バーツ 
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 三、タイ・スポーツ公団 合計１４億６６７４万６０００バーツ すなわち 
 （一）スポーツ・レクリエーション振興・開発 １４億６６７４万６０００バーツ 
 四、住宅公団 合計４８億１７９３万１５００バーツ すなわち 
 （一）都市計画 ４８億１７２３万１５００バーツ 
 （二）財産の資本化運営 ７０万バーツ 
 五、天然ゴム農園福祉基金 合計７億８４４３万６９００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ７億８４４３万６９００バーツ 
 六、天然ゴム公団 合計４億５３４万２０００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ４億５３４万２０００バーツ 
 七、農民市場公団 合計６１９万８０００バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ６１９万８０００バーツ 
 八、タイ国鉄 合計７８億４８４９万７０００バーツ すなわち 
 （一）陸運 ７３億５６６５万１０００バーツ 
 （二）借入金返済 ４億９１８４万６０００バーツ 
 九、タイ高速道路公団 合計８５億８４６２万バーツ すなわち 
 （一）借入金返済 ８５億８４６２万バーツ 
 一〇、民間航空インスティチュート 合計１億２８０７万８００バーツ すなわち 
 （一）空運１億２８０７万８００バーツ 
 一一、タイ大衆輸送電車公団 合計７２億８６７１万３２００バーツ すなわち 
 （一）陸運 １億９４９９万４２００バーツ 
 （二）借入金返済 ７０億９１７１万９０００バーツ 
 一二、林業公団 合計５４６８万６５００バーツ すなわち 
 （一）天然資源保全・開発 ４２３０万３０００バーツ 
 （二）観光振興・開発 １２３８万３５００バーツ 
 一三、動物園公団 合計４億１６８１万１４００バーツ すなわち 
 （一）スポーツ・レクリエーション振興・開発 ２億３４４５万９５００バーツ 
 （二）観光振興・開発 １億８２３５万１９００バーツ 
 一四、植物園公団 合計７３９７万２０００バーツ すなわち 
 （一）天然資源保護・開発 ７３９７万２０００バーツ 
 一五、下水処理公団 合計１億９５３万４００バーツ すなわち 
 （一）環境クオリティ振興・開発 １億９５３万４００バーツ 
 一六、商品倉庫公団 合計２億バーツ すなわち 
 （一）農業生産振興 ２億バーツ 
 一七、地方水道公団 合計２０億３５３５万４４００バーツ すなわち 
 （一）都市計画 ２０億３５３５万４４００バーツ 
 一八、タイ科学技術研究所 合計６億６６４万４００バーツ すなわち 
 （一）科学技術サービス ３億４７６５万７４００バーツ 
 (二)研究 ２億５８９８万３０００バーツ 
 一九、国立科学博物館公団 合計１億３２８０万２５００バーツ すなわち 
 （一）科学技術振興・開発 １億３２８０万２５００バーツ 
 二〇、タイ国工業団地公団 合計３０００万バーツ すなわち 
 （一）工業生産・事業者振興 ３０００万バーツ 
 
 第二八条 
 基金及び回転資金のための歳出予算は６９２億８０１９万バーツとし、以下のように

配分する。 
 （一）教育貸付金基金 ２７８億４９６０万バーツ 
 （二）農民支援基金 ２０億バーツ 
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 （三）近隣国経済開発支援基金 ５億１０７７万バーツ 
 （四）国家スポーツ開発基金 ５０００万バーツ 
 （五）拳闘基金 ２０００万バーツ 
 （六）社会福祉振興基金 ３０００万バーツ 
 （七）児童保護基金 ３０００万バーツ 
 （八）身体障害者リハビリ基金 ２０００万バーツ 
 （九）老齢者基金 ３０００万バーツ 
 （一〇）土地改革基金 ８０００万バーツ 
 （一一）農民更正・開発基金 １億３０００万バーツ 
 （一二）民間学校教員福祉基金 ５億８６７万８０００バーツ 
 （一三）国家保健基金 ３５７億９６６２万バーツ 
 （一四）中小企業振興基金 １７億８９５２万２０００バーツ 
 （一五）政党開発基金 ３億バーツ 
 （一六）タイ方医療基金 １０００万バーツ 
 （一七）国家競争力強化のための農業生産構造改革基金 １億バーツ 
 （一八）タイ観光振興基金 ２５００万バーツ 
 予算局は前段における当該歳出予算の配分権限を有し、政府機関は必要に応じて引き

出すことができる。 
 必要な場合、予算局は本条における支出を変更することができる。 
 
 第二九条 
 国庫金法及び予算執行法に基づく国庫への償還金として２７４億１８９０万５０００

バーツを支出する。 
 
 第三〇条 
 財務省は本法令で定めた項目及び額、もしくは予算局の配分、あるいは法律に基づく

移転変更に従い支出を命じる権限を有する。 
 
 第三一条 
 財務大臣を本法令の主務大臣とする。 
                   （おわり） 
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