
（別紙１）

政策ごとの予算との対応について（総括表）
(所管）防衛省 （単位：千円）

1 0 0 0 0 0 0

〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数 〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

(1)周辺海空域における安全確保 0
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数 〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

(2)島嶼部に対する攻撃への対応
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数 （10,954,413) の内数 （1,238,400) の内数 〈△9,716,013〉 の内数

(3)弾道ミサイル攻撃への対応
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数 （10,954,413) の内数 （1,238,400) の内数 〈△9,716,013〉 の内数

(4)宇宙空間及びサイバー空間
における対応 〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数 （10,954,413) の内数 （1,238,400) の内数 〈△9,716,013〉 の内数

(5)大規模災害等への対応
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数 （10,954,413) の内数 （1,238,400) の内数 〈△9,716,013〉 の内数

(6)情報機能の強化

〈2,987,872,988〉 の内数 〈2,987,829,983〉 の内数 〈△43,005〉 の内数 （10,954,413) の内数 （1,238,400) の内数 〈△9,716,013〉 の内数

2 288,927,426 341,026,953 52,099,527 0 0 0

(1)在日米軍の駐留をより円滑
    かつ効果的にするための取組

3 6,188,520 5,399,647 △ 788,873 0 0 0

〈283,180,996〉 の内数 〈336,049,359〉 の内数 〈52,868,363〉 の内数 〈2,567,775〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,567,775〉 の内数

(1)二国間・多国間共同訓練・演 446,778 667,480 220,702
   習の実施 〈283,180,996〉 の内数 〈336,049,359〉 の内数 〈52,868,363〉 の内数 〈2,567,775〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,567,775〉 の内数
(2)防衛協力・交流の推進

〈156,853〉 の内数 〈174,894〉 の内数 〈18,041〉 の内数
(3)能力構築支援の推進 150,958 153,758 2,800
(4)海洋安全保障の確保 3,213,246 2,862,476 △ 350,770
(5)国際平和協力活動の実施 2,377,538 1,715,933 △ 661,605

4 513,721,871 495,465,051 △ 18,256,820 2,794,050 0 △ 2,794,050
〈283,181,495〉 の内数 〈336,029,472〉 の内数 〈52,847,977〉 の内数 〈2,567,775〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,567,775〉 の内数

(1)訓練・演習の充実・強化 0 0 0 0
〈283,024,143〉 の内数 〈335,875,182〉 の内数 〈52,851,039〉 の内数 〈2,567,775〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,567,775〉 の内数

(2)部隊等の各種支援機能の強化
〈278,443,422〉 の内数 〈330,514,113〉 の内数 〈52,070,691〉 の内数

(3)人事教育施策の推進 72,399,883 65,602,792 △ 6,797,091
(4)衛生機能の強化 38,548,871 34,859,300 △ 3,689,571
(5) 防衛生産・技術基盤の維持・強化 600,153 1,189,451 589,298
(6) 装備品の効率的な取得 〈157,352〉 の内数 〈154,290〉 の内数 〈△3,062〉 の内数
(7)研究開発の推進 147,720,203 141,124,805 △ 6,595,398 2,794,050 0 △ 2,794,050
(8)地域コミュニティーとの連携 254,068,032 252,225,706 △ 1,842,326
(9)情報発信の強化 194,168 189,926 △ 4,242
(10)知的基盤の強化 190,561 273,071 82,510

4,080,049,153 4,165,926,000 85,876,847 16,316,238 1,238,400 △15,077,838

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．下段< >外書きは、複数の政策にまたがる予算 （例：施設整備費等）及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、総額の「内数」で掲記し、

 合計欄において本書きに含めている。
３．東日本大震災復興特別会計については、防衛省所管分のみ掲記している。
４．26年度予算額は、27年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
５．26年度予算額は、当初予算額である。

0

諸外国との二国間・多国間の安全保障
協力を積極的に推進、グローバルな安
全保障環境の改善

防衛力の能力発揮のための基盤の確
立

計

52,099,527

総合的な防衛体制を構築し、各種事態
の抑止・対処のための体制を強化

外交政策と密接な連携を図りながら、
日米同盟を強化

288,927,426 341,026,953

政策評価体系
一般会計 特別会計

備考
26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額 26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額



（別紙２）

政策ごとの予算との対応について（個別表） 【一般会計】

(所管）防衛省 （単位：千円）

1 0 0 0
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数

(1)周辺海空域における安全確保 0
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数

0
防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 〈1,352,694,432〉 の内数 〈1,363,072,532〉 の内数 〈10,378,100〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の購入に必要な経費 〈497,431,719〉 の内数 〈450,588,153〉 の内数 〈△46,843,566〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の整備維持に必要な経費 〈429,220,009〉 の内数 〈440,406,240〉 の内数 〈11,186,231〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
民間資金等を活用した通信衛星の整備
維持に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈8,835,842〉 の内数 〈18,110,954〉 の内数 〈9,275,112〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 〈89,756,709〉 の内数 〈101,611,619〉 の内数 〈11,854,910〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の購入に必要な経費 〈190,357,798〉 の内数 〈169,189,737〉 の内数 〈△21,168,061〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の購入に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈321,091,897〉 の内数 〈333,504,635〉 の内数 〈12,412,738〉 の内数

0
防衛本省 平成２３年度潜水艦建造費 平成２３年度潜水艦建造に必要な経費 〈8,103,117〉 の内数 〈14,824,153〉 の内数 〈6,721,036〉 の内数

0

防衛本省
平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費

〈12,024,190〉 の内数 〈40,021,046〉 の内数 〈27,996,856〉 の内数

0
防衛本省 平成２４年度潜水艦建造費 平成２４年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,862,222〉 の内数 〈10,660,609〉 の内数 〈△8,201,613〉 の内数

0

防衛本省 平成２５年度甲型警備艦建造費
平成２５年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈4,738,075〉 の内数 〈12,430,268〉 の内数 〈7,692,193〉 の内数

0
防衛本省 平成２５年度潜水艦建造費 平成２５年度潜水艦建造に必要な経費 〈5,652,968〉 の内数 〈19,205,715〉 の内数 〈13,552,747〉 の内数

0

防衛本省 平成２６年度甲型警備艦建造費
平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈1,128,411〉 の内数 〈3,735,916〉 の内数 〈2,607,505〉 の内数

0
防衛本省 平成２６年度潜水艦建造費 平成２６年度潜水艦建造に必要な経費 〈101,492〉 の内数 〈5,381,572〉 の内数 〈5,280,080〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造
費

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈282,914〉 の内数 〈282,914〉 の内数

0

防衛本省 平成２７年度潜水艦建造費
平成２７年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈125,700〉 の内数 〈125,700〉 の内数

比較増△減額

総合的な防衛体制を構築し、各種事態
の抑止・対処のための体制を強化

政策評価体系 組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【一般会計】

(所管）防衛省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額

0

防衛本省
平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費（前年度限り）

〈33,541,073〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△33,541,073〉 の内数

0

防衛本省 平成２２年度潜水艦建造費
平成２２年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,333,034〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,333,034〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費 〈278,286,070〉 の内数 〈330,359,106〉 の内数 〈52,073,036〉 の内数

(2)島嶼部に対する攻撃への対応 0
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数

0
防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 〈1,352,694,432〉 の内数 〈1,363,072,532〉 の内数 〈10,378,100〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の購入に必要な経費 〈497,431,719〉 の内数 〈450,588,153〉 の内数 〈△46,843,566〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の整備維持に必要な経費 〈429,220,009〉 の内数 〈440,406,240〉 の内数 〈11,186,231〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
民間資金等を活用した通信衛星の整備
維持に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈8,835,842〉 の内数 〈18,110,954〉 の内数 〈9,275,112〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 〈89,756,709〉 の内数 〈101,611,619〉 の内数 〈11,854,910〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の購入に必要な経費 〈190,357,798〉 の内数 〈169,189,737〉 の内数 〈△21,168,061〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の購入に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈321,091,897〉 の内数 〈333,504,635〉 の内数 〈12,412,738〉 の内数

0
防衛本省 平成２３年度潜水艦建造費 平成２３年度潜水艦建造に必要な経費 〈8,103,117〉 の内数 〈14,824,153〉 の内数 〈6,721,036〉 の内数

0

防衛本省
平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費

〈12,024,190〉 の内数 〈40,021,046〉 の内数 〈27,996,856〉 の内数

0
防衛本省 平成２４年度潜水艦建造費 平成２４年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,862,222〉 の内数 〈10,660,609〉 の内数 〈△8,201,613〉 の内数

0

防衛本省 平成２５年度甲型警備艦建造費
平成２５年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈4,738,075〉 の内数 〈12,430,268〉 の内数 〈7,692,193〉 の内数

0
防衛本省 平成２５年度潜水艦建造費 平成２５年度潜水艦建造に必要な経費 〈5,652,968〉 の内数 〈19,205,715〉 の内数 〈13,552,747〉 の内数

0

防衛本省 平成２６年度甲型警備艦建造費
平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈1,128,411〉 の内数 〈3,735,916〉 の内数 〈2,607,505〉 の内数

0
防衛本省 平成２６年度潜水艦建造費 平成２６年度潜水艦建造に必要な経費 〈101,492〉 の内数 〈5,381,572〉 の内数 〈5,280,080〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造
費

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈282,914〉 の内数 〈282,914〉 の内数



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【一般会計】

(所管）防衛省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額

0

防衛本省 平成２７年度潜水艦建造費
平成２７年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈125,700〉 の内数 〈125,700〉 の内数

0

防衛本省
平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費（前年度限り）

〈33,541,073〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△33,541,073〉 の内数

0

防衛本省 平成２２年度潜水艦建造費
平成２２年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,333,034〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,333,034〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費 〈278,286,070〉 の内数 〈330,359,106〉 の内数 〈52,073,036〉 の内数

(3)弾道ミサイル攻撃への対応 0
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数

0
防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 〈1,352,694,432〉 の内数 〈1,363,072,532〉 の内数 〈10,378,100〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の購入に必要な経費 〈497,431,719〉 の内数 〈450,588,153〉 の内数 〈△46,843,566〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の整備維持に必要な経費 〈429,220,009〉 の内数 〈440,406,240〉 の内数 〈11,186,231〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
民間資金等を活用した通信衛星の整備
維持に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈8,835,842〉 の内数 〈18,110,954〉 の内数 〈9,275,112〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 〈89,756,709〉 の内数 〈101,611,619〉 の内数 〈11,854,910〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の購入に必要な経費 〈190,357,798〉 の内数 〈169,189,737〉 の内数 〈△21,168,061〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の購入に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈321,091,897〉 の内数 〈333,504,635〉 の内数 〈12,412,738〉 の内数

0
防衛本省 平成２３年度潜水艦建造費 平成２３年度潜水艦建造に必要な経費 〈8,103,117〉 の内数 〈14,824,153〉 の内数 〈6,721,036〉 の内数

0

防衛本省
平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費

〈12,024,190〉 の内数 〈40,021,046〉 の内数 〈27,996,856〉 の内数

0
防衛本省 平成２４年度潜水艦建造費 平成２４年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,862,222〉 の内数 〈10,660,609〉 の内数 〈△8,201,613〉 の内数

0

防衛本省 平成２５年度甲型警備艦建造費
平成２５年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈4,738,075〉 の内数 〈12,430,268〉 の内数 〈7,692,193〉 の内数

0
防衛本省 平成２５年度潜水艦建造費 平成２５年度潜水艦建造に必要な経費 〈5,652,968〉 の内数 〈19,205,715〉 の内数 〈13,552,747〉 の内数

0

防衛本省 平成２６年度甲型警備艦建造費
平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈1,128,411〉 の内数 〈3,735,916〉 の内数 〈2,607,505〉 の内数

0
防衛本省 平成２６年度潜水艦建造費 平成２６年度潜水艦建造に必要な経費 〈101,492〉 の内数 〈5,381,572〉 の内数 〈5,280,080〉 の内数



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【一般会計】

(所管）防衛省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造
費

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈282,914〉 の内数 〈282,914〉 の内数

0

防衛本省 平成２７年度潜水艦建造費
平成２７年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈125,700〉 の内数 〈125,700〉 の内数

0

防衛本省
平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費（前年度限り）

〈33,541,073〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△33,541,073〉 の内数

0

防衛本省 平成２２年度潜水艦建造費
平成２２年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,333,034〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,333,034〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費 〈278,286,070〉 の内数 〈330,359,106〉 の内数 〈52,073,036〉 の内数

(4)宇宙空間及びサイバー空間 0
における対応 〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数

0
防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 〈1,352,694,432〉 の内数 〈1,363,072,532〉 の内数 〈10,378,100〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の購入に必要な経費 〈497,431,719〉 の内数 〈450,588,153〉 の内数 〈△46,843,566〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の整備維持に必要な経費 〈429,220,009〉 の内数 〈440,406,240〉 の内数 〈11,186,231〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
民間資金等を活用した通信衛星の整備
維持に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈8,835,842〉 の内数 〈18,110,954〉 の内数 〈9,275,112〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 〈89,756,709〉 の内数 〈101,611,619〉 の内数 〈11,854,910〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の購入に必要な経費 〈190,357,798〉 の内数 〈169,189,737〉 の内数 〈△21,168,061〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の購入に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈321,091,897〉 の内数 〈333,504,635〉 の内数 〈12,412,738〉 の内数

0
防衛本省 平成２３年度潜水艦建造費 平成２３年度潜水艦建造に必要な経費 〈8,103,117〉 の内数 〈14,824,153〉 の内数 〈6,721,036〉 の内数

0

防衛本省
平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費

〈12,024,190〉 の内数 〈40,021,046〉 の内数 〈27,996,856〉 の内数

0
防衛本省 平成２４年度潜水艦建造費 平成２４年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,862,222〉 の内数 〈10,660,609〉 の内数 〈△8,201,613〉 の内数

0

防衛本省 平成２５年度甲型警備艦建造費
平成２５年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈4,738,075〉 の内数 〈12,430,268〉 の内数 〈7,692,193〉 の内数

0
防衛本省 平成２５年度潜水艦建造費 平成２５年度潜水艦建造に必要な経費 〈5,652,968〉 の内数 〈19,205,715〉 の内数 〈13,552,747〉 の内数

0

防衛本省 平成２６年度甲型警備艦建造費
平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈1,128,411〉 の内数 〈3,735,916〉 の内数 〈2,607,505〉 の内数



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【一般会計】

(所管）防衛省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額

0
防衛本省 平成２６年度潜水艦建造費 平成２６年度潜水艦建造に必要な経費 〈101,492〉 の内数 〈5,381,572〉 の内数 〈5,280,080〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造
費

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈282,914〉 の内数 〈282,914〉 の内数

0

防衛本省 平成２７年度潜水艦建造費
平成２７年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈125,700〉 の内数 〈125,700〉 の内数

0

防衛本省
平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費（前年度限り）

〈33,541,073〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△33,541,073〉 の内数

0

防衛本省 平成２２年度潜水艦建造費
平成２２年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,333,034〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,333,034〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費 〈278,286,070〉 の内数 〈330,359,106〉 の内数 〈52,073,036〉 の内数

(5)大規模災害等への対応 0
〈3,266,159,058〉 の内数 〈3,318,189,089〉 の内数 〈52,030,031〉 の内数

0
防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 〈1,352,694,432〉 の内数 〈1,363,072,532〉 の内数 〈10,378,100〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の購入に必要な経費 〈497,431,719〉 の内数 〈450,588,153〉 の内数 〈△46,843,566〉 の内数

0
防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の整備維持に必要な経費 〈429,220,009〉 の内数 〈440,406,240〉 の内数 〈11,186,231〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
民間資金等を活用した通信衛星の整備
維持に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈8,835,842〉 の内数 〈18,110,954〉 の内数 〈9,275,112〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 〈89,756,709〉 の内数 〈101,611,619〉 の内数 〈11,854,910〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の購入に必要な経費 〈190,357,798〉 の内数 〈169,189,737〉 の内数 〈△21,168,061〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の購入に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈321,091,897〉 の内数 〈333,504,635〉 の内数 〈12,412,738〉 の内数

0
防衛本省 平成２３年度潜水艦建造費 平成２３年度潜水艦建造に必要な経費 〈8,103,117〉 の内数 〈14,824,153〉 の内数 〈6,721,036〉 の内数

0

防衛本省
平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費

〈12,024,190〉 の内数 〈40,021,046〉 の内数 〈27,996,856〉 の内数

0
防衛本省 平成２４年度潜水艦建造費 平成２４年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,862,222〉 の内数 〈10,660,609〉 の内数 〈△8,201,613〉 の内数

0

防衛本省 平成２５年度甲型警備艦建造費
平成２５年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈4,738,075〉 の内数 〈12,430,268〉 の内数 〈7,692,193〉 の内数

0
防衛本省 平成２５年度潜水艦建造費 平成２５年度潜水艦建造に必要な経費 〈5,652,968〉 の内数 〈19,205,715〉 の内数 〈13,552,747〉 の内数



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【一般会計】

(所管）防衛省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額

0

防衛本省 平成２６年度甲型警備艦建造費
平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈1,128,411〉 の内数 〈3,735,916〉 の内数 〈2,607,505〉 の内数

0
防衛本省 平成２６年度潜水艦建造費 平成２６年度潜水艦建造に必要な経費 〈101,492〉 の内数 〈5,381,572〉 の内数 〈5,280,080〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造
費

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈282,914〉 の内数 〈282,914〉 の内数

0

防衛本省 平成２７年度潜水艦建造費
平成２７年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈125,700〉 の内数 〈125,700〉 の内数

0

防衛本省
平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費（前年度限り）

〈33,541,073〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△33,541,073〉 の内数

0

防衛本省 平成２２年度潜水艦建造費
平成２２年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,333,034〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,333,034〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費 〈278,286,070〉 の内数 〈330,359,106〉 の内数 〈52,073,036〉 の内数

(6)情報機能の強化 0

〈2,987,872,988〉 の内数 〈2,987,829,983〉 の内数 〈△43,005〉 の内数
0

防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 〈1,352,694,432〉 の内数 〈1,363,072,532〉 の内数 〈10,378,100〉 の内数
0

防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の購入に必要な経費 〈497,431,719〉 の内数 〈450,588,153〉 の内数 〈△46,843,566〉 の内数
0

防衛本省 武器車両等整備費 武器車両等の整備維持に必要な経費 〈429,220,009〉 の内数 〈440,406,240〉 の内数 〈11,186,231〉 の内数
0

防衛本省 武器車両等整備費
民間資金等を活用した通信衛星の整備
維持に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数 〈3,487,480〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈8,835,842〉 の内数 〈18,110,954〉 の内数 〈9,275,112〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 〈89,756,709〉 の内数 〈101,611,619〉 の内数 〈11,854,910〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の購入に必要な経費 〈190,357,798〉 の内数 〈169,189,737〉 の内数 〈△21,168,061〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の購入に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数 〈1,190,740〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈321,091,897〉 の内数 〈333,504,635〉 の内数 〈12,412,738〉 の内数

0
防衛本省 平成２３年度潜水艦建造費 平成２３年度潜水艦建造に必要な経費 〈8,103,117〉 の内数 〈14,824,153〉 の内数 〈6,721,036〉 の内数

0

防衛本省
平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２４年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費

〈12,024,190〉 の内数 〈40,021,046〉 の内数 〈27,996,856〉 の内数

0
防衛本省 平成２４年度潜水艦建造費 平成２４年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,862,222〉 の内数 〈10,660,609〉 の内数 〈△8,201,613〉 の内数

0

防衛本省 平成２５年度甲型警備艦建造費
平成２５年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈4,738,075〉 の内数 〈12,430,268〉 の内数 〈7,692,193〉 の内数



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【一般会計】

(所管）防衛省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額

0
防衛本省 平成２５年度潜水艦建造費 平成２５年度潜水艦建造に必要な経費 〈5,652,968〉 の内数 〈19,205,715〉 の内数 〈13,552,747〉 の内数

0

防衛本省 平成２６年度甲型警備艦建造費
平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費

〈1,128,411〉 の内数 〈3,735,916〉 の内数 〈2,607,505〉 の内数

0
防衛本省 平成２６年度潜水艦建造費 平成２６年度潜水艦建造に必要な経費 〈101,492〉 の内数 〈5,381,572〉 の内数 〈5,280,080〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造
費

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈282,914〉 の内数 〈282,914〉 の内数

0

防衛本省 平成２７年度潜水艦建造費
平成２７年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈125,700〉 の内数 〈125,700〉 の内数

0

防衛本省
平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造
費

平成２２年度甲Ⅲ型警備艦建造に必要な
経費（前年度限り）

〈33,541,073〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△33,541,073〉 の内数

0

防衛本省 平成２２年度潜水艦建造費
平成２２年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,333,034〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,333,034〉 の内数

2

(1)在日米軍の駐留をより円滑 防衛本省 在日米軍等駐留関連諸費 在日米軍等の駐留に必要な経費 184,665,127 189,483,065 4,817,938
    かつ効果的にするための取組

防衛本省 在日米軍等駐留関連諸費
沖縄に関する特別行動委員会最終報
告に盛り込まれた措置の実施に必要な
経費

12,016,341 4,631,639 △ 7,384,702

防衛本省 在日米軍等駐留関連諸費
在日米軍の兵力構成見直し等に関す
る政府の取組の実施に必要な経費

88,956,212 142,582,413 53,626,201

   防衛本省
独立行政法人駐留軍等労働
者労務管理機構運営費

独立行政法人駐留軍等労働者労務管
理機構運営費交付金に必要な経費

3,289,746 4,329,836 1,040,090

3 6,188,520 5,399,647 △ 788,873

〈283,180,996〉 の内数 〈336,049,359〉 の内数 〈52,868,363〉 の内数

(1)二国間・多国間共同訓練・演 446,778 667,480 220,702
〈283,180,996〉 の内数 〈336,049,359〉 の内数 〈52,868,363〉 の内数

防衛本省 国際平和協力活動等実施費
二国間・多国間による共同訓練・演習
の実施に必要な経費

446,778 667,480 220,702

0
防衛本省 国際平和協力活動等実施費 防衛協力・交流に必要な経費 〈156,853〉 の内数 〈174,894〉 の内数 〈18,041〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤整備費 訓練・演習の実施に必要な経費 〈4,738,073〉 の内数 〈5,515,359〉 の内数 〈777,286〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費 〈278,286,070〉 の内数 〈330,359,106〉 の内数 〈52,073,036〉 の内数

(2)防衛協力・交流の推進 0
防衛本省 国際平和協力活動等実施費 防衛協力・交流に必要な経費 〈156,853〉 の内数 〈174,894〉 の内数 〈18,041〉 の内数

(3)能力構築支援の推進 防衛本省 国際平和協力活動等実施費 能力構築支援に必要な経費 150,958 153,758 2,800
(4)海洋安全保障の確保 防衛本省 国際平和協力活動等実施費 海洋安全保障の確保に必要な経費 3,213,246 2,862,476 △ 350,770

(5)国際平和協力活動の実施 防衛本省 国際平和協力活動等実施費
国際平和協力活動の実施に必要な経
費

2,377,538 1,715,933 △ 661,605

4 513,721,871 495,465,051 △ 18,256,820
〈283,181,495〉 の内数 〈336,029,472〉 の内数 〈52,847,977〉 の内数

(1)訓練・演習の充実・強化 0
〈283,024,143〉 の内数 〈335,875,182〉 の内数 〈52,851,039〉 の内数

諸外国との二国間・多国間の安全保
障協力を積極的に推進、グローバル
な安全保障環境の改善

防衛力の能力発揮のための基盤の確
立

外交政策と密接な連携を図りながら、
日米同盟を強化 288,927,426 341,026,953 52,099,527



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【一般会計】

(所管）防衛省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額

防衛本省 防衛力基盤整備費 訓練・演習の実施に必要な経費 〈4,738,073〉 の内数 〈5,515,359〉 の内数 〈777,286〉 の内数
0

防衛本省 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費 〈278,286,070〉 の内数 〈330,359,106〉 の内数 〈52,073,036〉 の内数
0

防衛本省 防衛力基盤整備費
民間資金等を活用した防衛施設整備
に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈717〉 の内数 〈717〉 の内数

(2)部隊等の各種支援機能の強化
〈278,443,422〉 の内数 〈330,514,113〉 の内数 〈52,070,691〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費 〈278,286,070〉 の内数 〈330,359,106〉 の内数 〈52,073,036〉 の内数

防衛本省 防衛力基盤整備費
民間資金等を活用した防衛施設整備
に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈717〉 の内数 〈717〉 の内数

0

防衛本省 防衛力基盤整備費
相互防衛援助協定交付金等に必要な
経費

〈157,352〉 の内数 〈154,290〉 の内数 〈△3,062〉 の内数

(3)人事教育施策の推進 防衛本省 防衛力基盤整備費 人事教育施策の実施に必要な経費 72,399,883 65,602,792 △ 6,797,091
(4)衛生機能の強化 防衛本省 防衛力基盤整備費 衛生活動の実施に必要な経費 38,548,871 34,859,300 △ 3,689,571
(5) 防衛生産・技術基盤の維持・強化 600,153 1,189,451 589,298
(6) 装備品の効率的な取得 〈157,352〉 の内数 〈154,290〉 の内数 〈△3,062〉 の内数

防衛本省 防衛力基盤整備費
装備品等の効率的な取得等に必要な
経費

600,153 997,835 397,682

防衛装備庁 防衛力基盤整備費
装備品等の効率的な取得等に必要な
経費（新規）

0 191,616 191,616

0

防衛本省 防衛力基盤整備費
相互防衛援助協定交付金等に必要な
経費

〈157,352〉 の内数 〈154,290〉 の内数 〈△3,062〉 の内数

(7)研究開発の推進 147,720,203 141,124,805 △ 6,595,398
防衛本省 防衛力基盤整備費 研究開発に必要な経費 147,720,203 79,676,669 △ 68,043,534
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 研究開発に必要な経費（新規） 0 61,448,136 61,448,136

(8)地域コミュニティーとの連携 防衛本省 防衛力基盤整備費
地域コミュニティ－との連携に必要な経
費

254,068,032 252,225,706 △ 1,842,326

(9)情報発信の強化 防衛本省 防衛力基盤整備費 情報発信に必要な経費 194,168 189,926 △ 4,242
(10)知的基盤の強化 防衛本省 防衛力基盤整備費 知的基盤の整備に必要な経費 190,561 273,071 82,510

4,080,049,153 4,165,926,000 85,876,847

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．下段< >外書きは、複数の政策にまたがる予算 （例：施設整備費等）及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、総額の「内数」で掲記し、

 合計欄において本書きに含めている。
３．26年度予算額は、27年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．26年度予算額は、当初予算額である。

計



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表） 【特別会計】

(所管）防衛省 （会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

1 0 0 0

〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

(1)周辺海空域における安全確保 0
〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の購入に必要な経費（前
年度限り）

〈6,617,436〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△6,617,436〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の整備維持に必要な経費
（前年度限り）

〈47,237〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△47,237〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
航空機の購入に必要な経費（前年度
限り）

〈1,468,262〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,468,262〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈2,821,478〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,583,078〉 の内数

(2)島嶼部に対する攻撃への対応 0
〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の購入に必要な経費（前
年度限り）

〈6,617,436〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△6,617,436〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の整備維持に必要な経費
（前年度限り）

〈47,237〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△47,237〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
航空機の購入に必要な経費（前年度
限り）

〈1,468,262〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,468,262〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈2,821,478〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,583,078〉 の内数

(3)弾道ミサイル攻撃への対応 0
〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の購入に必要な経費（前
年度限り）

〈6,617,436〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△6,617,436〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の整備維持に必要な経費
（前年度限り）

〈47,237〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△47,237〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
航空機の購入に必要な経費（前年度
限り）

〈1,468,262〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,468,262〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈2,821,478〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,583,078〉 の内数

比較増△減額

総合的な防衛体制を構築し、各種事態の
抑止・対処のための体制を強化

26年度予算額 27年度予算額政策評価体系 勘定・組織 項 事項



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【特別会計】

(所管）防衛省 （会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

比較増△減額26年度予算額 27年度予算額政策評価体系 勘定・組織 項 事項

(4)宇宙空間及びサイバー空間 0
    における対応 〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の購入に必要な経費（前
年度限り）

〈6,617,436〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△6,617,436〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の整備維持に必要な経費
（前年度限り）

〈47,237〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△47,237〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
航空機の購入に必要な経費（前年度
限り）

〈1,468,262〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,468,262〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈2,821,478〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,583,078〉 の内数

(5)大規模災害等への対応 0
〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の購入に必要な経費（前
年度限り）

〈6,617,436〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△6,617,436〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の整備維持に必要な経費
（前年度限り）

〈47,237〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△47,237〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
航空機の購入に必要な経費（前年度
限り）

〈1,468,262〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,468,262〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈2,821,478〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,583,078〉 の内数

(6)情報機能の強化 0
〈10,954,413〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△9,716,013〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の購入に必要な経費（前
年度限り）

〈6,617,436〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△6,617,436〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
武器車両等の整備維持に必要な経費
（前年度限り）

〈47,237〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△47,237〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
航空機の購入に必要な経費（前年度
限り）

〈1,468,262〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,468,262〉 の内数

0
防衛本省 航空機整備費 航空機の整備維持に必要な経費 〈2,821,478〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,583,078〉 の内数

2 0 0 0

(1)在日米軍の駐留をより円滑
    かつ効果的にするための取組

3 0 0 0

〈2,567,775〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,567,775〉 の内数

(1)二国間・多国間共同訓練・演

   習の実施 防衛本省 人材確保育成費（前年度限り）
教育・訓練の実施に必要な経費（前年
度限り）

〈2,567,775〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,567,775〉 の内数

外交政策と密接な連携を図りながら、日
米同盟を強化

諸外国との二国間・多国間の安全保障
協力を積極的に推進、グローバルな安
全保障環境の改善



政策ごとの予算との対応について（個別表） 【特別会計】

(所管）防衛省 （会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

比較増△減額26年度予算額 27年度予算額政策評価体系 勘定・組織 項 事項

(2)防衛協力・交流の推進

(3)能力構築支援の推進

(4)海洋安全保障の確保

(5)国際平和協力活動の実施

4 2,794,050 0 △ 2,794,050
〈2,567,775〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,567,775〉 の内数

(1)訓練・演習の充実・強化

防衛本省 人材確保育成費（前年度限り）
教育・訓練の実施に必要な経費（前年
度限り）

〈2,567,775〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,567,775〉 の内数

(2)部隊等の各種支援機能の強化

(3)人事教育施策の推進

(4)衛生機能の強化

(5) 防衛生産・技術基盤の維持・強化
(6) 装備品の効率的な取得
(7)研究開発の推進 防衛本省 研究開発費 研究開発に必要な経費 2,794,050 0 △ 2,794,050
(8)地域コミュニティーとの連携

(9)情報発信の強化

(10)知的基盤の強化

16,316,238 1,238,400 △ 15,077,838

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．下段< >外書きは、複数の政策にまたがる予算 （例：施設整備費等）及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、

 総額の「内数」で掲記し、合計欄において本書きに含めている。
３．東日本大震災復興特別会計については、防衛省所管分のみ掲記している。
４．26年度予算額は、27年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
５．26年度予算額は、当初予算額である。

防衛力の能力発揮のための基盤の確立

計


