
（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

〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,550,026,453〉 の内数 〈81,923,110〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 〈0〉 の内数

(1)周辺海空域における安全確保 0 0 0 0 0
〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,550,026,453〉 の内数 〈81,923,110〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 〈0〉 の内数

(2)島嶼部に対する攻撃への対応 0 0 0 0 0
〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,550,026,453〉 の内数 〈81,923,110〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 〈0〉 の内数

(3)弾道ミサイル攻撃への対応 0 0 0 0 0
〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,550,026,453〉 の内数 〈81,923,110〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 〈0〉 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 〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,549,583,515〉 の内数 〈81,480,172〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 〈0〉 の内数
(5)大規模災害等への対応 0 0 0 0 0

〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,549,583,515〉 の内数 〈81,480,172〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 〈0〉 の内数
(6)情報機能の強化 0 0 0 0 0

〈3,120,911,021〉 の内数 〈3,221,451,086〉 の内数 〈100,540,065〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 〈0〉 の内数

2 424,229,985 393,755,167 △ 30,474,818 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

3 248,066 267,456 19,390 0 0 0

〈1,589,100,778〉 の内数 〈1,797,532,832〉 の内数 〈208,432,054〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

(1)二国間・多国間共同訓練・演 0 0 0 0 0 0
   習の実施 〈389,106,353〉 の内数 〈372,271,344〉 の内数 〈△16,835,009〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数
(2)防衛協力・交流の推進 0 0 0 0 0 0

〈252,089〉 の内数 〈374,752〉 の内数 〈122,663〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(3)能力構築支援の推進 248,066 267,456 19,390 0 0 0
(4)海洋安全保障の確保 0 0 0 0 0 0

〈1,579,198,371〉 の内数 〈1,785,505,290〉 の内数 〈206,306,919〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(5)国際平和協力活動の実施 0 0 0 0 0 0

〈1,096,457,406〉 の内数 〈1,246,619,452〉 の内数 〈150,162,046〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
4 419,202,501 448,426,795 29,224,294 0 0 0

〈389,007,085〉 の内数 〈372,049,412〉 の内数 〈△16,957,673〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数
(1)訓練・演習の充実・強化 0 0 0

〈354,887,703〉 の内数 〈335,026,456〉 の内数 〈△19,861,247〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数
(2)部隊等の各種支援機能の強化 0 0 0 0 0 0

〈347,345,143〉 の内数 〈328,285,249〉 の内数 〈△19,059,894〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(3)人事教育施策の推進 65,910,915 68,330,047 2,419,132 0 0 0
(4)衛生機能の強化 0 0 0 0 0 0

〈33,967,273〉 の内数 〈36,870,848〉 の内数 〈2,903,575〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(5) 防衛生産・技術基盤の維持・強
化

2,931,309 265,134 △ 2,666,175 0 0 0

(6) 装備品の効率的な取得 2,085,946 1,647,988 △ 437,958 0 0 0
〈152,109〉 の内数 〈152,108〉 の内数 〈△1〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

(7)研究開発の推進 103,435,142 128,262,249 24,827,107 0 0 0
(8)地域コミュニティーとの連携 244,065,672 249,127,205 5,061,533 0 0 0
(9)情報発信の強化 203,203 273,426 70,223 0 0 0
(10)知的基盤の強化 570,314 520,746 △ 49,568 0 0 0

4,353,850,747 4,436,767,606 82,916,859 0 0 0

（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。

３．30年度予算額は、31年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．30年度予算額は、当初予算額である。

393,755,167 △ 30,474,818424,229,985

31年度予算額30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額 30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

２．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算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。
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（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
〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,550,026,453〉 の内数 〈81,923,110〉 の内数

(1)周辺海空域における安全確保 0
〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,550,026,453〉 の内数 〈81,923,110〉 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 〈1,413,747,217〉 の内数 〈1,423,974,197〉 の内数 〈10,226,980〉 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 〈353,418,780〉 の内数 〈479,893,153〉 の内数 〈126,474,373〉 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 〈363,834,680〉 の内数 〈406,482,497〉 の内数 〈42,647,817〉 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

〈9,128,801〉 の内数 〈8,422,330〉 の内数 〈△706,471〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
特定防衛調達武器車両等の整備維持に必
要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈442,938〉 の内数 〈442,938〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈2,340,273〉 の内数 〈15,103,320〉 の内数 〈12,763,047〉 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 〈91,973,510〉 の内数 〈86,291,560〉 の内数 〈△5,681,950〉 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

〈2,552,214〉 の内数 〈2,575,847〉 の内数 〈23,633〉 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 〈298,451,799〉 の内数 〈158,238,649〉 の内数 〈△140,213,150〉 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 〈69,235,037〉 の内数 〈50,395,120〉 の内数 〈△18,839,917〉 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 〈390,767,455〉 の内数 〈452,594,278〉 の内数 〈61,826,823〉 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

〈8,877,808〉 の内数 〈8,927,274〉 の内数 〈49,466〉 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

〈32,913,671〉 の内数 〈19,672,882〉 の内数 〈△13,240,789〉 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 〈16,168,923〉 の内数 〈16,072,040〉 の内数 〈△96,883〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦
建造費

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費

〈16,823,755〉 の内数 〈38,365,800〉 の内数 〈21,542,045〉 の内数

0
防衛本省 平成２８年度潜水艦建造費 平成２８年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,909,464〉 の内数 〈23,012,357〉 の内数 〈4,102,893〉 の内数

0

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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

防衛本省 平成２９年度潜水艦建造費 平成２９年度潜水艦建造に必要な経費 〈1,362,017〉 の内数 〈23,310,315〉 の内数 〈21,948,298〉 の内数

0

防衛本省
平成３０年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

平成３０年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費

〈343,706〉 の内数 〈4,771,369〉 の内数 〈4,427,663〉 の内数

0

防衛本省 平成３０年度潜水艦建造費 平成３０年度潜水艦建造に必要な経費 〈106,699〉 の内数 〈1,655,928〉 の内数 〈1,549,229〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

平成３１年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度潜水艦建造費
（新規）

平成３１年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈74,772〉 の内数 〈74,772〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度甲型警備艦建
造費（前年度限り）

平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈16,945,957〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,945,957〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２６年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈13,009,255〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△13,009,255〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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 〈1,955,649〉 の内数 〈4,759,475〉 の内数 〈2,803,826〉 の内数

(2)島嶼部に対する攻撃への対応 0
〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,550,026,453〉 の内数 〈81,923,110〉 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 〈1,413,747,217〉 の内数 〈1,423,974,197〉 の内数 〈10,226,980〉 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 〈353,418,780〉 の内数 〈479,893,153〉 の内数 〈126,474,373〉 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 〈363,834,680〉 の内数 〈406,482,497〉 の内数 〈42,647,817〉 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

〈9,128,801〉 の内数 〈8,422,330〉 の内数 〈△706,471〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
特定防衛調達武器車両等の整備維持に必
要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈442,938〉 の内数 〈442,938〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈2,340,273〉 の内数 〈15,103,320〉 の内数 〈12,763,047〉 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 〈91,973,510〉 の内数 〈86,291,560〉 の内数 〈△5,681,950〉 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

〈2,552,214〉 の内数 〈2,575,847〉 の内数 〈23,633〉 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 〈298,451,799〉 の内数 〈158,238,649〉 の内数 〈△140,213,150〉 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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31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購入に必要な経費 〈69,235,037〉 の内数 〈50,395,120〉 の内数 〈△18,839,917〉 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 〈390,767,455〉 の内数 〈452,594,278〉 の内数 〈61,826,823〉 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

〈8,877,808〉 の内数 〈8,927,274〉 の内数 〈49,466〉 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

〈32,913,671〉 の内数 〈19,672,882〉 の内数 〈△13,240,789〉 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 〈16,168,923〉 の内数 〈16,072,040〉 の内数 〈△96,883〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦
建造費

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費

〈16,823,755〉 の内数 〈38,365,800〉 の内数 〈21,542,045〉 の内数

0
防衛本省 平成２８年度潜水艦建造費 平成２８年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,909,464〉 の内数 〈23,012,357〉 の内数 〈4,102,893〉 の内数

0

防衛本省 平成２９年度潜水艦建造費 平成２９年度潜水艦建造に必要な経費 〈1,362,017〉 の内数 〈23,310,315〉 の内数 〈21,948,298〉 の内数

0

防衛本省
平成３０年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

平成３０年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費

〈343,706〉 の内数 〈4,771,369〉 の内数 〈4,427,663〉 の内数

0

防衛本省 平成３０年度潜水艦建造費 平成３０年度潜水艦建造に必要な経費 〈106,699〉 の内数 〈1,655,928〉 の内数 〈1,549,229〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

平成３１年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度潜水艦建造費
（新規）

平成３１年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈74,772〉 の内数 〈74,772〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度甲型警備艦建
造費（前年度限り）

平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈16,945,957〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,945,957〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２６年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈13,009,255〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△13,009,255〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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 〈1,955,649〉 の内数 〈4,759,475〉 の内数 〈2,803,826〉 の内数

(3)弾道ミサイル攻撃への対応 0
〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,550,026,453〉 の内数 〈81,923,110〉 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 〈1,413,747,217〉 の内数 〈1,423,974,197〉 の内数 〈10,226,980〉 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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31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 〈353,418,780〉 の内数 〈479,893,153〉 の内数 〈126,474,373〉 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 〈363,834,680〉 の内数 〈406,482,497〉 の内数 〈42,647,817〉 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

〈9,128,801〉 の内数 〈8,422,330〉 の内数 〈△706,471〉 の内数

0

防衛本省 武器車両等整備費
特定防衛調達武器車両等の整備維持に必
要な経費（新規）

〈0〉 の内数 〈442,938〉 の内数 〈442,938〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈2,340,273〉 の内数 〈15,103,320〉 の内数 〈12,763,047〉 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 〈91,973,510〉 の内数 〈86,291,560〉 の内数 〈△5,681,950〉 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

〈2,552,214〉 の内数 〈2,575,847〉 の内数 〈23,633〉 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 〈298,451,799〉 の内数 〈158,238,649〉 の内数 〈△140,213,150〉 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 〈69,235,037〉 の内数 〈50,395,120〉 の内数 〈△18,839,917〉 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 〈390,767,455〉 の内数 〈452,594,278〉 の内数 〈61,826,823〉 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

〈8,877,808〉 の内数 〈8,927,274〉 の内数 〈49,466〉 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

〈32,913,671〉 の内数 〈19,672,882〉 の内数 〈△13,240,789〉 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 〈16,168,923〉 の内数 〈16,072,040〉 の内数 〈△96,883〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦
建造費

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費

〈16,823,755〉 の内数 〈38,365,800〉 の内数 〈21,542,045〉 の内数

0
防衛本省 平成２８年度潜水艦建造費 平成２８年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,909,464〉 の内数 〈23,012,357〉 の内数 〈4,102,893〉 の内数

0

防衛本省 平成２９年度潜水艦建造費 平成２９年度潜水艦建造に必要な経費 〈1,362,017〉 の内数 〈23,310,315〉 の内数 〈21,948,298〉 の内数

0

防衛本省
平成３０年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

平成３０年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費

〈343,706〉 の内数 〈4,771,369〉 の内数 〈4,427,663〉 の内数

0

防衛本省 平成３０年度潜水艦建造費 平成３０年度潜水艦建造に必要な経費 〈106,699〉 の内数 〈1,655,928〉 の内数 〈1,549,229〉 の内数

0



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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

防衛本省
平成３１年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

平成３１年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度潜水艦建造費
（新規）

平成３１年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈74,772〉 の内数 〈74,772〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度甲型警備艦建
造費（前年度限り）

平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈16,945,957〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,945,957〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２６年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈13,009,255〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△13,009,255〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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 〈1,955,649〉 の内数 〈4,759,475〉 の内数 〈2,803,826〉 の内数

(4)宇宙空間及びサイバー空間 0
　　における対応 〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,549,583,515〉 の内数 〈81,480,172〉 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 〈1,413,747,217〉 の内数 〈1,423,974,197〉 の内数 〈10,226,980〉 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 〈353,418,780〉 の内数 〈479,893,153〉 の内数 〈126,474,373〉 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 〈363,834,680〉 の内数 〈406,482,497〉 の内数 〈42,647,817〉 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

〈9,128,801〉 の内数 〈8,422,330〉 の内数 〈△706,471〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈2,340,273〉 の内数 〈15,103,320〉 の内数 〈12,763,047〉 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 〈91,973,510〉 の内数 〈86,291,560〉 の内数 〈△5,681,950〉 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

〈2,552,214〉 の内数 〈2,575,847〉 の内数 〈23,633〉 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 〈298,451,799〉 の内数 〈158,238,649〉 の内数 〈△140,213,150〉 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 〈69,235,037〉 の内数 〈50,395,120〉 の内数 〈△18,839,917〉 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 〈390,767,455〉 の内数 〈452,594,278〉 の内数 〈61,826,823〉 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

〈8,877,808〉 の内数 〈8,927,274〉 の内数 〈49,466〉 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

〈32,913,671〉 の内数 〈19,672,882〉 の内数 〈△13,240,789〉 の内数

0



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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

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 〈16,168,923〉 の内数 〈16,072,040〉 の内数 〈△96,883〉 の内数
0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦
建造費

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費

〈16,823,755〉 の内数 〈38,365,800〉 の内数 〈21,542,045〉 の内数

0
防衛本省 平成２８年度潜水艦建造費 平成２８年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,909,464〉 の内数 〈23,012,357〉 の内数 〈4,102,893〉 の内数

0

防衛本省 平成２９年度潜水艦建造費 平成２９年度潜水艦建造に必要な経費 〈1,362,017〉 の内数 〈23,310,315〉 の内数 〈21,948,298〉 の内数

0

防衛本省
平成３０年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

平成３０年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費

〈343,706〉 の内数 〈4,771,369〉 の内数 〈4,427,663〉 の内数

0

防衛本省 平成３０年度潜水艦建造費 平成３０年度潜水艦建造に必要な経費 〈106,699〉 の内数 〈1,655,928〉 の内数 〈1,549,229〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

平成３１年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度潜水艦建造費
（新規）

平成３１年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈74,772〉 の内数 〈74,772〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度甲型警備艦建
造費（前年度限り）

平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈16,945,957〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,945,957〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２６年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈13,009,255〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△13,009,255〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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 〈1,955,649〉 の内数 〈4,759,475〉 の内数 〈2,803,826〉 の内数

(5)大規模災害等への対応 0
〈3,468,103,343〉 の内数 〈3,549,583,515〉 の内数 〈81,480,172〉 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 〈1,413,747,217〉 の内数 〈1,423,974,197〉 の内数 〈10,226,980〉 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 〈353,418,780〉 の内数 〈479,893,153〉 の内数 〈126,474,373〉 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 〈363,834,680〉 の内数 〈406,482,497〉 の内数 〈42,647,817〉 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

〈9,128,801〉 の内数 〈8,422,330〉 の内数 〈△706,471〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈2,340,273〉 の内数 〈15,103,320〉 の内数 〈12,763,047〉 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 〈91,973,510〉 の内数 〈86,291,560〉 の内数 〈△5,681,950〉 の内数

0



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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

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

〈2,552,214〉 の内数 〈2,575,847〉 の内数 〈23,633〉 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 〈298,451,799〉 の内数 〈158,238,649〉 の内数 〈△140,213,150〉 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 〈69,235,037〉 の内数 〈50,395,120〉 の内数 〈△18,839,917〉 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 〈390,767,455〉 の内数 〈452,594,278〉 の内数 〈61,826,823〉 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

〈8,877,808〉 の内数 〈8,927,274〉 の内数 〈49,466〉 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

〈32,913,671〉 の内数 〈19,672,882〉 の内数 〈△13,240,789〉 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 〈16,168,923〉 の内数 〈16,072,040〉 の内数 〈△96,883〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦
建造費

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費

〈16,823,755〉 の内数 〈38,365,800〉 の内数 〈21,542,045〉 の内数

0
防衛本省 平成２８年度潜水艦建造費 平成２８年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,909,464〉 の内数 〈23,012,357〉 の内数 〈4,102,893〉 の内数

0

防衛本省 平成２９年度潜水艦建造費 平成２９年度潜水艦建造に必要な経費 〈1,362,017〉 の内数 〈23,310,315〉 の内数 〈21,948,298〉 の内数

0

防衛本省
平成３０年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

平成３０年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費

〈343,706〉 の内数 〈4,771,369〉 の内数 〈4,427,663〉 の内数

0

防衛本省 平成３０年度潜水艦建造費 平成３０年度潜水艦建造に必要な経費 〈106,699〉 の内数 〈1,655,928〉 の内数 〈1,549,229〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

平成３１年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度潜水艦建造費
（新規）

平成３１年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈74,772〉 の内数 〈74,772〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度甲型警備艦建
造費（前年度限り）

平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈16,945,957〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,945,957〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２６年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈13,009,255〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△13,009,255〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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 〈1,955,649〉 の内数 〈4,759,475〉 の内数 〈2,803,826〉 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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

(6)情報機能の強化 0

〈3,120,911,021〉 の内数 〈3,221,451,086〉 の内数 〈100,540,065〉 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 〈1,413,747,217〉 の内数 〈1,423,974,197〉 の内数 〈10,226,980〉 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 〈353,418,780〉 の内数 〈479,893,153〉 の内数 〈126,474,373〉 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 〈363,834,680〉 の内数 〈406,482,497〉 の内数 〈42,647,817〉 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

〈9,128,801〉 の内数 〈8,422,330〉 の内数 〈△706,471〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈2,340,273〉 の内数 〈15,103,320〉 の内数 〈12,763,047〉 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 〈91,973,510〉 の内数 〈86,291,560〉 の内数 〈△5,681,950〉 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

〈2,552,214〉 の内数 〈2,575,847〉 の内数 〈23,633〉 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 〈298,451,799〉 の内数 〈158,238,649〉 の内数 〈△140,213,150〉 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 〈69,235,037〉 の内数 〈50,395,120〉 の内数 〈△18,839,917〉 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 〈390,767,455〉 の内数 〈452,594,278〉 の内数 〈61,826,823〉 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

〈8,877,808〉 の内数 〈8,927,274〉 の内数 〈49,466〉 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

〈32,913,671〉 の内数 〈19,672,882〉 の内数 〈△13,240,789〉 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 〈16,168,923〉 の内数 〈16,072,040〉 の内数 〈△96,883〉 の内数

0

防衛本省
平成２８年度甲Ⅳ型警備艦
建造費

平成２８年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な
経費

〈16,823,755〉 の内数 〈38,365,800〉 の内数 〈21,542,045〉 の内数

0
防衛本省 平成２８年度潜水艦建造費 平成２８年度潜水艦建造に必要な経費 〈18,909,464〉 の内数 〈23,012,357〉 の内数 〈4,102,893〉 の内数

0

防衛本省 平成２９年度潜水艦建造費 平成２９年度潜水艦建造に必要な経費 〈1,362,017〉 の内数 〈23,310,315〉 の内数 〈21,948,298〉 の内数

0

防衛本省
平成３０年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

平成３０年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費

〈343,706〉 の内数 〈4,771,369〉 の内数 〈4,427,663〉 の内数

0

防衛本省 平成３０年度潜水艦建造費 平成３０年度潜水艦建造に必要な経費 〈106,699〉 の内数 〈1,655,928〉 の内数 〈1,549,229〉 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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

0

防衛本省
平成３１年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

平成３１年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な
経費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数 〈1,617,398〉 の内数

0

防衛本省
平成３１年度潜水艦建造費
（新規）

平成３１年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈74,772〉 の内数 〈74,772〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度甲型警備艦建
造費（前年度限り）

平成２６年度甲型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈16,945,957〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,945,957〉 の内数

0

防衛本省
平成２６年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２６年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈13,009,255〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△13,009,255〉 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 200,058,021 197,012,663 △ 3,045,358
    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

5,068,317 25,551,987 20,483,670

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

216,083,169 167,920,371 △ 48,162,798

   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

3,020,478 3,270,146 249,668

3 248,066 267,456 19,390

〈1,589,100,778〉 の内数 〈1,797,532,832〉 の内数 〈208,432,054〉 の内数

(1)二国間・多国間共同訓練・演習 0
　　の実施 〈389,106,353〉 の内数 〈372,271,344〉 の内数 〈△16,835,009〉 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 〈252,089〉 の内数 〈374,752〉 の内数 〈122,663〉 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 〈7,694,669〉 の内数 〈6,893,315〉 の内数 〈△801,354〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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 〈33,967,273〉 の内数 〈36,870,848〉 の内数 〈2,903,575〉 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 〈1,955,649〉 の内数 〈4,759,475〉 の内数 〈2,803,826〉 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 〈252,089〉 の内数 〈374,752〉 の内数 〈122,663〉 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 248,066 267,456 19,390
(4)海洋安全保障の確保 0

〈1,579,198,371〉 の内数 〈1,785,505,290〉 の内数 〈206,306,919〉 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 〈353,418,780〉 の内数 〈479,893,153〉 の内数 〈126,474,373〉 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 〈363,834,680〉 の内数 〈406,482,497〉 の内数 〈42,647,817〉 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 〈91,973,510〉 の内数 〈86,291,560〉 の内数 〈△5,681,950〉 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

424,229,985 393,755,167 △ 30,474,818



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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

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 〈390,767,455〉 の内数 〈452,594,278〉 の内数 〈61,826,823〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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 〈33,967,273〉 の内数 〈36,870,848〉 の内数 〈2,903,575〉 の内数

(5)国際平和協力活動の実施 0
〈1,096,457,406〉 の内数 〈1,246,619,452〉 の内数 〈150,162,046〉 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 〈353,418,780〉 の内数 〈479,893,153〉 の内数 〈126,474,373〉 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 〈363,834,680〉 の内数 〈406,482,497〉 の内数 〈42,647,817〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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 〈33,967,273〉 の内数 〈36,870,848〉 の内数 〈2,903,575〉 の内数

4 419,202,501 448,426,795 29,224,294
〈389,007,085〉 の内数 〈372,049,412〉 の内数 〈△16,957,673〉 の内数

(1)訓練・演習の充実・強化 0
〈354,887,703〉 の内数 〈335,026,456〉 の内数 〈△19,861,247〉 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 〈7,694,669〉 の内数 〈6,893,315〉 の内数 〈△801,354〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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

〈712〉 の内数 〈712〉 の内数 〈0〉 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 〈1,955,649〉 の内数 〈4,759,475〉 の内数 〈2,803,826〉 の内数

(2)部隊等の各種支援機能の強化
〈347,345,143〉 の内数 〈328,285,249〉 の内数 〈△19,059,894〉 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 〈345,236,673〉 の内数 〈323,372,954〉 の内数 〈△21,863,719〉 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

〈712〉 の内数 〈712〉 の内数 〈0〉 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 〈152,109〉 の内数 〈152,108〉 の内数 〈△1〉 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 〈1,955,649〉 の内数 〈4,759,475〉 の内数 〈2,803,826〉 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 65,910,915 68,330,047 2,419,132
(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 〈33,967,273〉 の内数 〈36,870,848〉 の内数 〈2,903,575〉 の内数
(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

2,931,309 265,134 △ 2,666,175

(6) 装備品の効率的な取得 2,085,946 1,647,988 △ 437,958
〈152,109〉 の内数 〈152,108〉 の内数 〈△1〉 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△減額政策体系 組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

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

216,734 280,638 63,904

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 〈152,109〉 の内数 〈152,108〉 の内数 〈△1〉 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

1,869,212 1,367,350 △ 501,862

(7)研究開発の推進 103,435,142 128,262,249 24,827,107
防衛装備庁 防衛力基盤整備費 研究開発に必要な経費 103,435,142 128,262,249 24,827,107

(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 244,065,672 249,127,205 5,061,533

(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 203,203 273,426 70,223
(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 570,314 520,746 △ 49,568

4,353,850,747 4,436,767,606 82,916,859

（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。
３．30年度予算額は、31年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．30年度予算額は、当初予算額である。

計


