
（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

〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(1)周辺海空域における安全確保 0 0 0 0 0
〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(2)島嶼部に対する攻撃への対応 0 0 0 0 0
〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(3)弾道ミサイル攻撃への対応 0 0 0 0 0
〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(4)宇宙空間及びサイバー空間 0 0 0 0 0
　　における対応 〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数
(5)大規模災害等への対応 0 0 0 0 0

〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数
(6)情報機能の強化 0 0 0 0 0

〈2,987,676,065〉 の内数 〈3,039,795,971〉 の内数 〈52,119,906〉 の内数 〈1,238,400〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

2 341,026,953 377,076,777 36,049,824 0 0 0

(2)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

3 153,758 166,748 12,990 0 0 0

〈1,702,043,826〉 の内数 〈1,644,351,208〉 の内数 〈△57,692,618〉 の内数

(1)二国間・多国間共同訓練・演 0 0 0
   習の実施 〈374,256,635〉 の内数 〈373,225,851〉 の内数 〈△1,030,784〉 の内数
(2)防衛協力・交流の推進 0 0 0

〈174,894〉 の内数 〈260,807〉 の内数 〈85,913〉 の内数
(3)能力構築支援の推進 153,758 166,748 12,990
(4)海洋安全保障の確保 0 0 0

〈1,693,811,592〉 の内数 〈1,634,108,773〉 の内数 △ 59,702,819 の内数
(5)国際平和協力活動の実施 0 0 0

〈1,258,525,549〉 の内数 〈1,196,496,766〉 の内数 △ 62,028,783 の内数
4 460,605,751 437,944,425 △ 22,661,326 0 0 0

〈374,236,748〉 の内数 〈373,119,923〉 の内数 〈△1,116,825〉 の内数
(1)訓練・演習の充実・強化 0 0 0

〈339,190,741〉 の内数 〈339,212,303〉 の内数 〈21,562〉 の内数
(2)部隊等の各種支援機能の強化 0 0 0

〈333,175,272〉 の内数 〈331,114,554〉 の内数 〈△2,060,718〉 の内数
(3)人事教育施策の推進 65,607,852 74,833,088 9,225,236
(4)衛生機能の強化 0 0 0

〈34,891,717〉 の内数 〈33,753,453〉 の内数 〈△1,138,264〉 の内数
(5) 防衛生産・技術基盤の維持・強
化

0 156,451 156,451

(6) 装備品の効率的な取得 1,184,391 1,369,428 185,037
〈154,290〉 の内数 〈154,167〉 の内数 〈△123〉 の内数

(7)研究開発の推進 141,124,805 105,474,279 △ 35,650,526
(8)地域コミュニティーとの連携 252,225,706 255,411,371 3,185,665
(9)情報発信の強化 189,926 197,513 7,587
(10)知的基盤の強化 273,071 502,295 229,224

4,163,874,169 4,228,364,651 64,490,482 1,238,400 0 △ 1,238,400

（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。

３．○○特別会計については、○○省所管分のみ掲記している。
４．27年度予算額は、28年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
５．27年度予算額は、当初予算額である。

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。

備考

計

政策評価体系
一般会計 特別会計

27年度予算額 28年度予算額 比較増△減額 27年度予算額

341,026,953

28年度予算額

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

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

防衛力の能力発揮のための基盤の確
立

比較増△減額

377,076,777 36,049,824



（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
〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 の内数

(1)周辺海空域における安全確保 0
〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 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 〈1,361,242,070〉 の内数 〈1,384,988,696〉 の内数 〈23,746,626〉 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 〈450,683,633〉 の内数 〈402,301,402〉 の内数 〈△48,382,231〉 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 〈441,817,515〉 の内数 〈431,211,948〉 の内数 〈△10,605,567〉 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

〈3,487,480〉 の内数 〈7,770,612〉 の内数 〈4,283,132〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈18,110,954〉 の内数 〈31,692,094〉 の内数 〈13,581,140〉 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 〈101,703,363〉 の内数 〈91,581,924〉 の内数 〈△10,121,439〉 の内数

0

防衛本省 艦船整備費
民間資金等を活用した船舶の維持管理
及び運営に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,314,712〉 の内数 〈1,314,712〉 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 〈169,189,737〉 の内数 〈201,365,856〉 の内数 〈32,176,119〉 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

〈1,190,740〉 の内数 〈5,406,566〉 の内数 〈4,215,826〉 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 〈333,582,680〉 の内数 〈346,030,083〉 の内数 〈12,447,403〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の整備維持に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈702,419〉 の内数 〈702,419〉 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

〈40,021,046〉 の内数 〈32,068,064〉 の内数 〈△7,952,982〉 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 〈10,660,609〉 の内数 〈14,738,686〉 の内数 〈4,078,077〉 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

〈12,430,268〉 の内数 〈34,929,368〉 の内数 〈22,499,100〉 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 〈19,205,715〉 の内数 〈9,655,515〉 の内数 〈△9,550,200〉 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

〈3,735,916〉 の内数 〈13,997,763〉 の内数 〈10,261,847〉 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 〈5,381,572〉 の内数 〈16,152,450〉 の内数 〈10,770,878〉 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

〈282,914〉 の内数 〈5,981,579〉 の内数 〈5,698,665〉 の内数

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

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 27年度予算額 28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 27年度予算額 28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 〈125,700〉 の内数 〈6,571,634〉 の内数 〈6,445,934〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造
費（新規）

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈165,099〉 の内数 〈165,099〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度潜水艦建造費（新
規）

平成２８年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数

0

防衛本省
平成２３年度潜水艦建造費（前
年度限り）

平成２３年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,824,153〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,824,153〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費（新規） 〈1,887,581〉 の内数 〈1,729,712〉 の内数 〈△157,869〉 の内数

(2)島嶼部に対する攻撃への対応 0
〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 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 〈1,361,242,070〉 の内数 〈1,384,988,696〉 の内数 〈23,746,626〉 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 〈450,683,633〉 の内数 〈402,301,402〉 の内数 〈△48,382,231〉 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 〈441,817,515〉 の内数 〈431,211,948〉 の内数 〈△10,605,567〉 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

〈3,487,480〉 の内数 〈7,770,612〉 の内数 〈4,283,132〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈18,110,954〉 の内数 〈31,692,094〉 の内数 〈13,581,140〉 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 〈101,703,363〉 の内数 〈91,581,924〉 の内数 〈△10,121,439〉 の内数

0

防衛本省 艦船整備費
民間資金等を活用した船舶の維持管理
及び運営に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,314,712〉 の内数 〈1,314,712〉 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 〈169,189,737〉 の内数 〈201,365,856〉 の内数 〈32,176,119〉 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

〈1,190,740〉 の内数 〈5,406,566〉 の内数 〈4,215,826〉 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 〈333,582,680〉 の内数 〈346,030,083〉 の内数 〈12,447,403〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の整備維持に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈702,419〉 の内数 〈702,419〉 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

〈40,021,046〉 の内数 〈32,068,064〉 の内数 〈△7,952,982〉 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 〈10,660,609〉 の内数 〈14,738,686〉 の内数 〈4,078,077〉 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

〈12,430,268〉 の内数 〈34,929,368〉 の内数 〈22,499,100〉 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 27年度予算額 28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 〈19,205,715〉 の内数 〈9,655,515〉 の内数 〈△9,550,200〉 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

〈3,735,916〉 の内数 〈13,997,763〉 の内数 〈10,261,847〉 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 〈5,381,572〉 の内数 〈16,152,450〉 の内数 〈10,770,878〉 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

〈282,914〉 の内数 〈5,981,579〉 の内数 〈5,698,665〉 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 〈125,700〉 の内数 〈6,571,634〉 の内数 〈6,445,934〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造
費（新規）

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈165,099〉 の内数 〈165,099〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度潜水艦建造費（新
規）

平成２８年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数

0

防衛本省
平成２３年度潜水艦建造費（前
年度限り）

平成２３年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,824,153〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,824,153〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費（新規） 〈1,887,581〉 の内数 〈1,729,712〉 の内数 〈△157,869〉 の内数

(3)弾道ミサイル攻撃への対応 0
〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 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 〈1,361,242,070〉 の内数 〈1,384,988,696〉 の内数 〈23,746,626〉 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 〈450,683,633〉 の内数 〈402,301,402〉 の内数 〈△48,382,231〉 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 〈441,817,515〉 の内数 〈431,211,948〉 の内数 〈△10,605,567〉 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

〈3,487,480〉 の内数 〈7,770,612〉 の内数 〈4,283,132〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈18,110,954〉 の内数 〈31,692,094〉 の内数 〈13,581,140〉 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 〈101,703,363〉 の内数 〈91,581,924〉 の内数 〈△10,121,439〉 の内数

0

防衛本省 艦船整備費
民間資金等を活用した船舶の維持管理
及び運営に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,314,712〉 の内数 〈1,314,712〉 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 〈169,189,737〉 の内数 〈201,365,856〉 の内数 〈32,176,119〉 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

〈1,190,740〉 の内数 〈5,406,566〉 の内数 〈4,215,826〉 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 〈333,582,680〉 の内数 〈346,030,083〉 の内数 〈12,447,403〉 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 27年度予算額 28年度予算額

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の整備維持に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈702,419〉 の内数 〈702,419〉 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

〈40,021,046〉 の内数 〈32,068,064〉 の内数 〈△7,952,982〉 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 〈10,660,609〉 の内数 〈14,738,686〉 の内数 〈4,078,077〉 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

〈12,430,268〉 の内数 〈34,929,368〉 の内数 〈22,499,100〉 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 〈19,205,715〉 の内数 〈9,655,515〉 の内数 〈△9,550,200〉 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

〈3,735,916〉 の内数 〈13,997,763〉 の内数 〈10,261,847〉 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 〈5,381,572〉 の内数 〈16,152,450〉 の内数 〈10,770,878〉 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

〈282,914〉 の内数 〈5,981,579〉 の内数 〈5,698,665〉 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 〈125,700〉 の内数 〈6,571,634〉 の内数 〈6,445,934〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造
費（新規）

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈165,099〉 の内数 〈165,099〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度潜水艦建造費（新
規）

平成２８年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数

0

防衛本省
平成２３年度潜水艦建造費（前
年度限り）

平成２３年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,824,153〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,824,153〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費（新規） 〈1,887,581〉 の内数 〈1,729,712〉 の内数 〈△157,869〉 の内数

(4)宇宙空間及びサイバー空間 0
　　における対応 〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 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 〈1,361,242,070〉 の内数 〈1,384,988,696〉 の内数 〈23,746,626〉 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 〈450,683,633〉 の内数 〈402,301,402〉 の内数 〈△48,382,231〉 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 〈441,817,515〉 の内数 〈431,211,948〉 の内数 〈△10,605,567〉 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

〈3,487,480〉 の内数 〈7,770,612〉 の内数 〈4,283,132〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈18,110,954〉 の内数 〈31,692,094〉 の内数 〈13,581,140〉 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 27年度予算額 28年度予算額

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 〈101,703,363〉 の内数 〈91,581,924〉 の内数 〈△10,121,439〉 の内数

0

防衛本省 艦船整備費
民間資金等を活用した船舶の維持管理
及び運営に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,314,712〉 の内数 〈1,314,712〉 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 〈169,189,737〉 の内数 〈201,365,856〉 の内数 〈32,176,119〉 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

〈1,190,740〉 の内数 〈5,406,566〉 の内数 〈4,215,826〉 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 〈333,582,680〉 の内数 〈346,030,083〉 の内数 〈12,447,403〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の整備維持に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈702,419〉 の内数 〈702,419〉 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

〈40,021,046〉 の内数 〈32,068,064〉 の内数 〈△7,952,982〉 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 〈10,660,609〉 の内数 〈14,738,686〉 の内数 〈4,078,077〉 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

〈12,430,268〉 の内数 〈34,929,368〉 の内数 〈22,499,100〉 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 〈19,205,715〉 の内数 〈9,655,515〉 の内数 〈△9,550,200〉 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

〈3,735,916〉 の内数 〈13,997,763〉 の内数 〈10,261,847〉 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 〈5,381,572〉 の内数 〈16,152,450〉 の内数 〈10,770,878〉 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

〈282,914〉 の内数 〈5,981,579〉 の内数 〈5,698,665〉 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 〈125,700〉 の内数 〈6,571,634〉 の内数 〈6,445,934〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造
費（新規）

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈165,099〉 の内数 〈165,099〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度潜水艦建造費（新
規）

平成２８年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数

0

防衛本省
平成２３年度潜水艦建造費（前
年度限り）

平成２３年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,824,153〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,824,153〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費（新規） 〈1,887,581〉 の内数 〈1,729,712〉 の内数 〈△157,869〉 の内数

(5)大規模災害等への対応 0
〈3,320,696,330〉 の内数 〈3,370,755,646〉 の内数 〈50,059,316〉 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 27年度予算額 28年度予算額

0
防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 〈1,361,242,070〉 の内数 〈1,384,988,696〉 の内数 〈23,746,626〉 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 〈450,683,633〉 の内数 〈402,301,402〉 の内数 〈△48,382,231〉 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 〈441,817,515〉 の内数 〈431,211,948〉 の内数 〈△10,605,567〉 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

〈3,487,480〉 の内数 〈7,770,612〉 の内数 〈4,283,132〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈18,110,954〉 の内数 〈31,692,094〉 の内数 〈13,581,140〉 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 〈101,703,363〉 の内数 〈91,581,924〉 の内数 〈△10,121,439〉 の内数

0

防衛本省 艦船整備費
民間資金等を活用した船舶の維持管理
及び運営に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,314,712〉 の内数 〈1,314,712〉 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 〈169,189,737〉 の内数 〈201,365,856〉 の内数 〈32,176,119〉 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

〈1,190,740〉 の内数 〈5,406,566〉 の内数 〈4,215,826〉 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 〈333,582,680〉 の内数 〈346,030,083〉 の内数 〈12,447,403〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の整備維持に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈702,419〉 の内数 〈702,419〉 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

〈40,021,046〉 の内数 〈32,068,064〉 の内数 〈△7,952,982〉 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 〈10,660,609〉 の内数 〈14,738,686〉 の内数 〈4,078,077〉 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

〈12,430,268〉 の内数 〈34,929,368〉 の内数 〈22,499,100〉 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 〈19,205,715〉 の内数 〈9,655,515〉 の内数 〈△9,550,200〉 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

〈3,735,916〉 の内数 〈13,997,763〉 の内数 〈10,261,847〉 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 〈5,381,572〉 の内数 〈16,152,450〉 の内数 〈10,770,878〉 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

〈282,914〉 の内数 〈5,981,579〉 の内数 〈5,698,665〉 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 〈125,700〉 の内数 〈6,571,634〉 の内数 〈6,445,934〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造
費（新規）

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈165,099〉 の内数 〈165,099〉 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 27年度予算額 28年度予算額

0

防衛本省
平成２８年度潜水艦建造費（新
規）

平成２８年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数

0

防衛本省
平成２３年度潜水艦建造費（前
年度限り）

平成２３年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,824,153〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,824,153〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費（新規） 〈1,887,581〉 の内数 〈1,729,712〉 の内数 〈△157,869〉 の内数

(6)情報機能の強化 0

〈2,987,676,065〉 の内数 〈3,039,795,971〉 の内数 〈52,119,906〉 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 〈1,361,242,070〉 の内数 〈1,384,988,696〉 の内数 〈23,746,626〉 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 〈450,683,633〉 の内数 〈402,301,402〉 の内数 〈△48,382,231〉 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 〈441,817,515〉 の内数 〈431,211,948〉 の内数 〈△10,605,567〉 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

〈3,487,480〉 の内数 〈7,770,612〉 の内数 〈4,283,132〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈18,110,954〉 の内数 〈31,692,094〉 の内数 〈13,581,140〉 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 〈101,703,363〉 の内数 〈91,581,924〉 の内数 〈△10,121,439〉 の内数

0

防衛本省 艦船整備費
民間資金等を活用した船舶の維持管理
及び運営に必要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,314,712〉 の内数 〈1,314,712〉 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 〈169,189,737〉 の内数 〈201,365,856〉 の内数 〈32,176,119〉 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

〈1,190,740〉 の内数 〈5,406,566〉 の内数 〈4,215,826〉 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 〈333,582,680〉 の内数 〈346,030,083〉 の内数 〈12,447,403〉 の内数

0

防衛本省 航空機整備費
特定防衛調達航空機の整備維持に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈702,419〉 の内数 〈702,419〉 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

〈40,021,046〉 の内数 〈32,068,064〉 の内数 〈△7,952,982〉 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 〈10,660,609〉 の内数 〈14,738,686〉 の内数 〈4,078,077〉 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

〈12,430,268〉 の内数 〈34,929,368〉 の内数 〈22,499,100〉 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 〈19,205,715〉 の内数 〈9,655,515〉 の内数 〈△9,550,200〉 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 27年度予算額 28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

〈3,735,916〉 の内数 〈13,997,763〉 の内数 〈10,261,847〉 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 〈5,381,572〉 の内数 〈16,152,450〉 の内数 〈10,770,878〉 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

〈282,914〉 の内数 〈5,981,579〉 の内数 〈5,698,665〉 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 〈125,700〉 の内数 〈6,571,634〉 の内数 〈6,445,934〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造
費（新規）

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要
な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈165,099〉 の内数 〈165,099〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度潜水艦建造費（新
規）

平成２８年度潜水艦建造に必要な経費
（新規）

〈0〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数 〈1,169,501〉 の内数

0

防衛本省
平成２３年度潜水艦建造費（前
年度限り）

平成２３年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

〈14,824,153〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△14,824,153〉 の内数

2

(2)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 189,483,065 194,581,454 5,098,389
    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

4,631,639 2,801,384 △ 1,830,255

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

142,582,413 176,601,487 34,019,074

   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

4,329,836 3,092,452 △ 1,237,384

3 153,758 166,748 12,990

〈1,702,043,826〉 の内数 〈1,644,351,208〉 の内数 〈△57,692,618〉 の内数

(1)二国間・多国間共同訓練・演習 0
　　の実施 〈374,256,635〉 の内数 〈373,225,851〉 の内数 〈△1,030,784〉 の内数

0
防衛本省 防衛協力・交流推進費 防衛協力・交流に必要な経費 〈174,894〉 の内数 〈260,807〉 の内数 〈85,913〉 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 〈6,169,759〉 の内数 〈8,251,916〉 の内数 〈2,082,157〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 の内数

0
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 〈34,891,717〉 の内数 〈33,753,453〉 の内数 〈△1,138,264〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費（新規） 〈1,887,581〉 の内数 〈1,729,712〉 の内数 〈△157,869〉 の内数

(2)防衛協力・交流の推進 0
防衛本省 防衛協力・交流推進費 防衛協力・交流に必要な経費 〈174,894〉 の内数 〈260,807〉 の内数 〈85,913〉 の内数

(3)能力構築支援の推進 防衛本省 防衛協力・交流推進費 能力構築支援に必要な経費 153,758 166,748 12,990
(4)海洋安全保障の確保 0

〈1,693,811,592〉 の内数 〈1,634,108,773〉 の内数 〈△59,702,819〉 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

341,026,953 377,076,777 36,049,824
外交政策と密接な連携を図りながら、
日米同盟を強化



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 27年度予算額 28年度予算額

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 〈450,683,633〉 の内数 〈402,301,402〉 の内数 〈△48,382,231〉 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 〈441,817,515〉 の内数 〈431,211,948〉 の内数 〈△10,605,567〉 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 〈101,703,363〉 の内数 〈91,581,924〉 の内数 〈△10,121,439〉 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 〈333,582,680〉 の内数 〈346,030,083〉 の内数 〈12,447,403〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 の内数

0
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 〈34,891,717〉 の内数 〈33,753,453〉 の内数 〈△1,138,264〉 の内数

(5)国際平和協力活動の実施 0
〈1,258,525,549〉 の内数 〈1,196,496,766〉 の内数 〈△62,028,783〉 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 〈450,683,633〉 の内数 〈402,301,402〉 の内数 〈△48,382,231〉 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 〈441,817,515〉 の内数 〈431,211,948〉 の内数 〈△10,605,567〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 の内数

0
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 〈34,891,717〉 の内数 〈33,753,453〉 の内数 〈△1,138,264〉 の内数

4 460,605,751 437,944,425 △ 22,661,326
〈374,236,748〉 の内数 〈373,119,923〉 の内数 〈△1,116,825〉 の内数

(1)訓練・演習の充実・強化 0
〈339,190,741〉 の内数 〈339,212,303〉 の内数 〈21,562〉 の内数

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 〈6,169,759〉 の内数 〈8,251,916〉 の内数 〈2,082,157〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 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

〈717〉 の内数 〈712〉 の内数 〈△5〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費（新規） 〈1,887,581〉 の内数 〈1,729,712〉 の内数 〈△157,869〉 の内数

(2)部隊等の各種支援機能の強化
〈333,175,272〉 の内数 〈331,114,554〉 の内数 〈△2,060,718〉 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 〈331,132,684〉 の内数 〈329,229,963〉 の内数 〈△1,902,721〉 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

〈717〉 の内数 〈712〉 の内数 〈△5〉 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

〈154,290〉 の内数 〈154,167〉 の内数 〈△123〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 運用基盤等の整備に必要な経費（新規） 〈1,887,581〉 の内数 〈1,729,712〉 の内数 〈△157,869〉 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 65,607,852 74,833,088 9,225,236
(4)衛生機能の強化 0

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 〈34,891,717〉 の内数 〈33,753,453〉 の内数 〈△1,138,264〉 の内数

防衛力の能力発揮のための基盤の確
立



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 27年度予算額 28年度予算額

(5)防衛生産・技術基盤の維持・強
化

防衛装備庁 防衛力基盤整備費
防衛生産・技術基盤の維持・強化に必
要な経費

0 156,451 156,451

(6) 装備品の効率的な取得 1,184,391 1,369,428 185,037
〈154,290〉 の内数 〈154,167〉 の内数 〈△123〉 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

269,620 155,415 △ 114,205

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

〈154,290〉 の内数 〈154,167〉 の内数 〈△123〉 の内数

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

914,771 1,214,013 299,242

(7)研究開発の推進 141,124,805 105,474,279 △ 35,650,526
防衛本省 防衛力基盤整備費 研究開発に必要な経費（前年度限り） 0 0 0
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 研究開発に必要な経費 141,124,805 105,474,279 △ 35,650,526

(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

252,225,706 255,411,371 3,185,665

(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 189,926 197,513 7,587
(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 273,071 502,295 229,224

4,163,874,169 4,228,364,651 64,490,482

（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。
３．27年度予算額は、28年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．27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

〈1,238,400〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(1)周辺海空域における安全確保 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（前年
度限り）

〈1,238,400〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(2)島嶼部に対する攻撃への対応 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（前年
度限り）

〈1,238,400〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(3)弾道ミサイル攻撃への対応 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（前年
度限り）

〈1,238,400〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(4)宇宙空間及びサイバー空間 0
    における対応 

防衛本省 航空機整備費
航空機の整備維持に必要な経費（前年
度限り）

〈1,238,400〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(5)大規模災害等への対応 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（前年
度限り）

〈1,238,400〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

(6)情報機能の強化 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（前年
度限り）

〈1,238,400〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△1,238,400〉 の内数

2

(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

(1)二国間・多国間共同訓練・演
   習の実施
(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

(1)訓練・演習の充実・強化

(2)部隊等の各種支援機能の強化

(3)人事教育施策の推進

28年度予算額 比較増△減額政策評価体系 勘定・組織 項 事項

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

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

27年度予算額



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）

28年度予算額 比較増△減額政策評価体系 勘定・組織 項 事項 27年度予算額

(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

(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

1,238,400 0 △ 1,238,400

（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．○○特別会計については、○○省所管分のみ掲記している。
４．27年度予算額は、28年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
５．27年度予算額は、当初予算額である。

計


