
（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）

Ⅰ 310,713,426 318,317,290 7,603,864 0 0 0
〈3,791,496,843〉 の内数 〈3,896,544,174〉 の内数 〈105,047,331〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

1 0 0 0 0 0
〈3,548,182,317〉 の内数 〈3,656,532,338〉 の内数 〈108,350,021〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

(1)宇宙・サイバー・電磁波の領域 0 0 0 0 0
　における能力の獲得・強化 〈3,548,029,497〉 の内数 〈3,656,378,330〉 の内数 〈108,348,833〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(2)従来の領域における能力の強化 0 0 0 0 0

〈3,548,029,497〉 の内数 〈3,656,378,330〉 の内数 〈108,348,833〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(3)持続性・強靭性の強化 0 0 0 0 0

〈326,288,293〉 の内数 〈347,481,303〉 の内数 〈21,193,010〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
2 952,011 1,184,746 232,735 0 0

〈3,428,046,872〉 の内数 〈3,514,955,163〉 の内数 〈86,908,291〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(1)人的基盤の強化 0 0 0 0 0

〈70,327,003〉 の内数 〈62,874,629〉 の内数 〈△7,452,374〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(2)装備体系の見直し 0 0 0 0 0

〈1,091,904,182〉 の内数 〈1,047,575,101〉 の内数 〈△44,329,081〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(3)技術基盤の強化 0 0 0 0 0

〈128,308,214〉 の内数 〈127,338,132〉 の内数 〈△970,082〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(4)装備調達の最適化 952,011 1,184,746 232,735 0 0

〈152,108〉 の内数 〈153,296〉 の内数 〈1,188〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(5)産業基盤の強靭化 0 0 0 0 0

〈915,146〉 の内数 〈6,904,454〉 の内数 〈5,989,308〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(6)情報機能の強化 0 0 0 0 0

〈3,221,451,086〉 の内数 〈3,309,051,035〉 の内数 〈87,599,949〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

3 0 0 0 0 0
〈3,542,827,084〉 の内数 〈3,650,565,556〉 の内数 〈107,738,472〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

(1)大規模災害等への対応 0 0 0 0 0
〈3,542,827,084〉 の内数 〈3,650,565,556〉 の内数 〈107,738,472〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

4 309,761,415 317,132,544 7,371,129 0 0
〈369,900,348〉 の内数 〈390,222,628〉 の内数 〈20,322,280〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

(1)訓練・演習の実施 0 0 0 0 0
〈333,029,500〉 の内数 〈355,961,624〉 の内数 〈22,932,124〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

(2)衛生機能の強化 0 0 0 0 0
〈36,870,848〉 の内数 〈34,261,004〉 の内数 〈△2,609,844〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

(3)地域コミュニティーとの連携 308,967,243 316,299,858 7,332,615 0 0 0

(4)知的基盤の強化 794,172 832,686 38,514 0 0 0

Ⅱ
333,915,129 338,209,954 4,294,825 0 0 0

5 日米同盟の強化
333,915,129 338,209,954 4,294,825 0 0 0

(2)在日米軍駐留に関する施策の
　着実な実施

333,915,129 338,209,954 4,294,825 0 0 0

我が国自身の防衛体制の強化

日米同盟の強化

領域横断作戦に必要な能力の強
化における優先事項

防衛力の中心的な構成要素の強
化における優先事項

大規模災害等への対応

防衛力を支える要素

２年度予算額 比較増△減額
政策体系

一般会計 特別会計
備考

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額 元年度予算額



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）

２年度予算額 比較増△減額
政策体系

一般会計 特別会計
備考

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額 元年度予算額
Ⅲ 267,456 279,433 11,977 0 0 0

〈1,796,451,022〉 の内数 〈1,822,052,572〉 の内数 〈25,601,550〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
6 267,456 279,433 11,977 0 0

〈1,796,451,022〉 の内数 〈1,822,052,572〉 の内数 〈25,601,550〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(1)ハイレベル交流・政策対話等の 0 0 0 0 0
　推進 〈374,752〉 の内数 〈256,028〉 の内数 〈△118,724〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(2)二国間・多国間の共同訓練・演 0 0 0 0 0
　習の実施 〈370,274,388〉 の内数 〈390,477,944〉 の内数 〈20,203,556〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉
(3)装備・技術協力 0 0 0 0 0

〈915,146〉 の内数 〈6,904,454〉 の内数 〈5,989,308〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

(4)能力構築支援 267,456 279,433 11,977 0 0 0

(5)海洋安全保障 0 0 0 0 0
〈1,783,508,334〉 の内数 〈1,800,445,699〉 の内数 〈16,937,365〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

(6)国際平和協力活動等 0 0 0 0 0
〈1,244,622,496〉 の内数 〈1,224,504,248〉 の内数 〈△20,118,248〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

4,436,767,606 4,553,606,879 116,839,273 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．元年度予算額は、２年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．元年度予算額は、当初予算額である。

計

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。

安全保障協力の強化

安全保障協力の強化



（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）

Ⅰ 310,713,426 318,317,290 7,603,864
〈3,791,496,843〉 の内数 〈3,896,544,174〉 の内数 〈105,047,331〉 の内数

1 0 0 0
〈3,548,182,317〉 の内数 〈3,656,532,338〉 の内数 〈108,350,021〉 の内数

(1)宇宙・サイバー・電磁波の領域 0
　における能力の獲得・強化 〈3,548,029,497〉 の内数 〈3,656,378,330〉 の内数 〈108,348,833〉 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 〈1,423,974,197〉 の内数 〈1,447,260,481〉 の内数 〈23,286,284〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈321,375,998〉 の内数 〈341,514,521〉 の内数 〈20,138,523〉 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 〈479,893,153〉 の内数 〈432,157,982〉 の内数 〈△47,735,171〉 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 〈406,482,497〉 の内数 〈416,570,741〉 の内数 〈10,088,244〉 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

〈8,422,330〉 の内数 〈8,330,365〉 の内数 〈△91,965〉 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（前年度限り）

〈442,938〉 の内数 〈0〉 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 〈15,103,320〉 の内数 〈16,032,272〉 の内数 〈928,952〉 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 〈86,291,560〉 の内数 〈93,279,134〉 の内数 〈6,987,574〉 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

〈2,575,847〉 の内数 〈2,599,478〉 の内数 〈23,631〉 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 〈158,238,649〉 の内数 〈209,206,421〉 の内数 〈50,967,772〉 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 〈50,395,120〉 の内数 〈67,955,072〉 の内数 〈17,559,952〉 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 〈452,594,278〉 の内数 〈482,662,317〉 の内数 〈30,068,039〉 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

〈8,927,274〉 の内数 〈9,007,758〉 の内数 〈80,484〉 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

〈38,365,800〉 の内数 〈22,037,837〉 の内数 〈△16,327,963〉 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 〈23,012,357〉 の内数 〈15,335,254〉 の内数 〈△7,677,103〉 の内数

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額

我が国自身の防衛体制の強化

政策体系 組織 項 事項

領域横断作戦に必要な能力の強化
における優先事項



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）

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

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 〈23,310,315〉 の内数 〈13,741,039〉 の内数 〈△9,569,276〉 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

〈4,771,369〉 の内数 〈41,731,105〉 の内数 〈36,959,736〉 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 〈1,655,928〉 の内数 〈18,353,241〉 の内数 〈16,697,313〉 の内数

0

防衛本省
令和元年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和元年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

〈1,617,398〉 の内数 〈9,484,721〉 の内数 〈7,867,323〉 の内数

0

防衛本省 令和元年度潜水艦建造費 令和元年度潜水艦建造に必要な経費 〈74,772〉 の内数 〈1,720,176〉 の内数 〈1,645,404〉 の内数

0

防衛本省
令和２年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

令和２年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,412,796〉 の内数 〈1,412,796〉 の内数

0

防衛本省
令和２年度潜水艦建造費
（新規）

令和２年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈172,845〉 の内数 〈172,845〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦
建造費（前年度限り）

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈19,672,882〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△19,672,882〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２７年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈16,072,040〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,072,040〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈4,759,475〉 の内数 〈5,812,774〉 の内数 〈1,053,299〉 の内数

(2)従来の領域における能力の強化 0
〈3,548,029,497〉 の内数 〈3,656,378,330〉 の内数 〈108,348,833〉 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 〈1,423,974,197〉 の内数 〈1,447,260,481〉 の内数 〈23,286,284〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈321,375,998〉 の内数 〈341,514,521〉 の内数 〈20,138,523〉 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 〈479,893,153〉 の内数 〈432,157,982〉 の内数 〈△47,735,171〉 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 〈406,482,497〉 の内数 〈416,570,741〉 の内数 〈10,088,244〉 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

〈8,422,330〉 の内数 〈8,330,365〉 の内数 〈△91,965〉 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（前年度限り）

〈442,938〉 の内数 〈0〉 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 〈15,103,320〉 の内数 〈16,032,272〉 の内数 〈928,952〉 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）

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 〈86,291,560〉 の内数 〈93,279,134〉 の内数 〈6,987,574〉 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

〈2,575,847〉 の内数 〈2,599,478〉 の内数 〈23,631〉 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 〈158,238,649〉 の内数 〈209,206,421〉 の内数 〈50,967,772〉 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 〈50,395,120〉 の内数 〈67,955,072〉 の内数 〈17,559,952〉 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 〈452,594,278〉 の内数 〈482,662,317〉 の内数 〈30,068,039〉 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

〈8,927,274〉 の内数 〈9,007,758〉 の内数 〈80,484〉 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

〈38,365,800〉 の内数 〈22,037,837〉 の内数 〈△16,327,963〉 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 〈23,012,357〉 の内数 〈15,335,254〉 の内数 〈△7,677,103〉 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 〈23,310,315〉 の内数 〈13,741,039〉 の内数 〈△9,569,276〉 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

〈4,771,369〉 の内数 〈41,731,105〉 の内数 〈36,959,736〉 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 〈1,655,928〉 の内数 〈18,353,241〉 の内数 〈16,697,313〉 の内数

0

防衛本省
令和元年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和元年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

〈1,617,398〉 の内数 〈9,484,721〉 の内数 〈7,867,323〉 の内数

0

防衛本省 令和元年度潜水艦建造費 令和元年度潜水艦建造に必要な経費 〈74,772〉 の内数 〈1,720,176〉 の内数 〈1,645,404〉 の内数

0

防衛本省
令和２年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

令和２年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,412,796〉 の内数 〈1,412,796〉 の内数

0

防衛本省
令和２年度潜水艦建造費
（新規）

令和２年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈172,845〉 の内数 〈172,845〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦
建造費（前年度限り）

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈19,672,882〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△19,672,882〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２７年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈16,072,040〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,072,040〉 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）

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

0
防衛装備庁 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈4,759,475〉 の内数 〈5,812,774〉 の内数 〈1,053,299〉 の内数

(3)持続性・強靭性の強化 0
〈326,288,293〉 の内数 〈347,481,303〉 の内数 〈21,193,010〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 相互防衛援助協定交付金等に必要な経費 〈152,108〉 の内数 〈153,296〉 の内数 〈1,188〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈321,375,998〉 の内数 〈341,514,521〉 の内数 〈20,138,523〉 の内数

0

防衛本省 防衛力基盤強化推進費
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 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈4,759,475〉 の内数 〈5,812,774〉 の内数 〈1,053,299〉 の内数

2 952,011 1,184,746 232,735
〈3,428,046,872〉 の内数 〈3,514,955,163〉 の内数 〈86,908,291〉 の内数

(1)人的基盤の強化 0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 人的基盤の強化に必要な経費 〈70,327,003〉 の内数 〈62,874,629〉 の内数 〈△7,452,374〉 の内数

(2)装備体系の見直し 0
〈1,091,904,182〉 の内数 〈1,047,575,101〉 の内数 〈△44,329,081〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 人的基盤の強化に必要な経費 〈70,327,003〉 の内数 〈62,874,629〉 の内数 〈△7,452,374〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 訓練・演習の実施に必要な経費 〈6,893,315〉 の内数 〈8,633,617〉 の内数 〈1,740,302〉 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 〈479,893,153〉 の内数 〈432,157,982〉 の内数 〈△47,735,171〉 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 〈406,482,497〉 の内数 〈416,570,741〉 の内数 〈10,088,244〉 の内数

0
防衛装備庁 防衛力基盤強化推進費 技術基盤の強化に必要な経費 〈128,308,214〉 の内数 〈127,338,132〉 の内数 〈△970,082〉 の内数

(3)技術基盤の強化 0
防衛装備庁 防衛力基盤強化推進費 技術基盤の強化に必要な経費 〈128,308,214〉 の内数 〈127,338,132〉 の内数 〈△970,082〉 の内数

(4)装備調達の最適化 952,011 1,184,746 232,735

〈152,108〉 の内数 〈153,296〉 の内数 〈1,188〉 の内数
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 装備品等の効率的な取得等に必要な経費 280,638 422,964 142,326

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 相互防衛援助協定交付金等に必要な経費 〈152,108〉 の内数 〈153,296〉 の内数 〈1,188〉 の内数
防衛装備庁 防衛力基盤強化推進費 装備品等の効率的な取得等に必要な経費 671,373 761,782 90,409

(5)産業基盤の強靭化 0
防衛装備庁 防衛力基盤強化推進費 防衛産業基盤の強靭化に必要な経費 〈915,146〉 の内数 〈6,904,454〉 の内数 〈5,989,308〉 の内数

(6)情報機能の強化 0
〈3,221,451,086〉 の内数 〈3,309,051,035〉 の内数 〈87,599,949〉 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 〈1,423,974,197〉 の内数 〈1,447,260,481〉 の内数 〈23,286,284〉 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 〈479,893,153〉 の内数 〈432,157,982〉 の内数 〈△47,735,171〉 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 〈406,482,497〉 の内数 〈416,570,741〉 の内数 〈10,088,244〉 の内数

防衛力の中心的な構成要素の強
化における優先事項



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）

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

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

〈8,422,330〉 の内数 〈8,330,365〉 の内数 〈△91,965〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈15,103,320〉 の内数 〈16,032,272〉 の内数 〈928,952〉 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 〈86,291,560〉 の内数 〈93,279,134〉 の内数 〈6,987,574〉 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

〈2,575,847〉 の内数 〈2,599,478〉 の内数 〈23,631〉 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 〈158,238,649〉 の内数 〈209,206,421〉 の内数 〈50,967,772〉 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 〈50,395,120〉 の内数 〈67,955,072〉 の内数 〈17,559,952〉 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 〈452,594,278〉 の内数 〈482,662,317〉 の内数 〈30,068,039〉 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

〈8,927,274〉 の内数 〈9,007,758〉 の内数 〈80,484〉 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

〈38,365,800〉 の内数 〈22,037,837〉 の内数 〈△16,327,963〉 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 〈23,012,357〉 の内数 〈15,335,254〉 の内数 〈△7,677,103〉 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 〈23,310,315〉 の内数 〈13,741,039〉 の内数 〈△9,569,276〉 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

〈4,771,369〉 の内数 〈41,731,105〉 の内数 〈36,959,736〉 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 〈1,655,928〉 の内数 〈18,353,241〉 の内数 〈16,697,313〉 の内数

0

防衛本省
令和元年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和元年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

〈1,617,398〉 の内数 〈9,484,721〉 の内数 〈7,867,323〉 の内数

0

防衛本省 令和元年度潜水艦建造費 令和元年度潜水艦建造に必要な経費 〈74,772〉 の内数 〈1,720,176〉 の内数 〈1,645,404〉 の内数

0

防衛本省
令和２年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

令和２年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,412,796〉 の内数 〈1,412,796〉 の内数

0

防衛本省
令和２年度潜水艦建造費
（新規）

令和２年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈172,845〉 の内数 〈172,845〉 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）

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦
建造費（前年度限り）

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈19,672,882〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△19,672,882〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２７年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈16,072,040〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,072,040〉 の内数

3 0 0 0
〈3,542,827,084〉 の内数 〈3,650,565,556〉 の内数 〈107,738,472〉 の内数

(1)大規模災害等への対応 0
防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 〈1,423,974,197〉 の内数 〈1,447,260,481〉 の内数 〈23,286,284〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈321,375,998〉 の内数 〈341,514,521〉 の内数 〈20,138,523〉 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 〈479,893,153〉 の内数 〈432,157,982〉 の内数 〈△47,735,171〉 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 〈406,482,497〉 の内数 〈416,570,741〉 の内数 〈10,088,244〉 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

〈8,422,330〉 の内数 〈8,330,365〉 の内数 〈△91,965〉 の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 〈15,103,320〉 の内数 〈16,032,272〉 の内数 〈928,952〉 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 〈86,291,560〉 の内数 〈93,279,134〉 の内数 〈6,987,574〉 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

〈2,575,847〉 の内数 〈2,599,478〉 の内数 〈23,631〉 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 〈158,238,649〉 の内数 〈209,206,421〉 の内数 〈50,967,772〉 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 〈50,395,120〉 の内数 〈67,955,072〉 の内数 〈17,559,952〉 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 〈452,594,278〉 の内数 〈482,662,317〉 の内数 〈30,068,039〉 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

〈8,927,274〉 の内数 〈9,007,758〉 の内数 〈80,484〉 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

〈38,365,800〉 の内数 〈22,037,837〉 の内数 〈△16,327,963〉 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 〈23,012,357〉 の内数 〈15,335,254〉 の内数 〈△7,677,103〉 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 〈23,310,315〉 の内数 〈13,741,039〉 の内数 〈△9,569,276〉 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

〈4,771,369〉 の内数 〈41,731,105〉 の内数 〈36,959,736〉 の内数

大規模災害等への対応



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）

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

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 〈1,655,928〉 の内数 〈18,353,241〉 の内数 〈16,697,313〉 の内数

0

防衛本省
令和元年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和元年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

〈1,617,398〉 の内数 〈9,484,721〉 の内数 〈7,867,323〉 の内数

0

防衛本省 令和元年度潜水艦建造費 令和元年度潜水艦建造に必要な経費 〈74,772〉 の内数 〈1,720,176〉 の内数 〈1,645,404〉 の内数

0

防衛本省
令和２年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

令和２年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費（新規）

〈0〉 の内数 〈1,412,796〉 の内数 〈1,412,796〉 の内数

0

防衛本省
令和２年度潜水艦建造費
（新規）

令和２年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

〈0〉 の内数 〈172,845〉 の内数 〈172,845〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度甲Ⅳ型警備艦
建造費（前年度限り）

平成２７年度甲Ⅳ型警備艦建造に必要な経
費（前年度限り）

〈19,672,882〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△19,672,882〉 の内数

0

防衛本省
平成２７年度潜水艦建造費
（前年度限り）

平成２７年度潜水艦建造に必要な経費（前
年度限り）

〈16,072,040〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△16,072,040〉 の内数

4 309,761,415 317,132,544 7,371,129
〈369,900,348〉 の内数 〈390,222,628〉 の内数 〈20,322,280〉 の内数

(1)訓練・演習の実施 0
〈333,029,500〉 の内数 〈355,961,624〉 の内数 〈22,932,124〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 訓練・演習の実施に必要な経費 〈6,893,315〉 の内数 〈8,633,617〉 の内数 〈1,740,302〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈321,375,998〉 の内数 〈341,514,521〉 の内数 〈20,138,523〉 の内数

0

防衛本省 防衛力基盤強化推進費
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 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈4,759,475〉 の内数 〈5,812,774〉 の内数 〈1,053,299〉 の内数

(2)衛生機能の強化 0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 衛生機能の強化に必要な経費 〈36,870,848〉 の内数 〈34,261,004〉 の内数 〈△2,609,844〉 の内数

(3)地域コミュニティーとの連携 308,967,243 316,299,858 7,332,615

防衛本省 防衛力基盤強化推進費 地域コミュニティーとの連携に必要な経費 249,127,205 257,954,066 8,826,861

防衛本省 防衛力基盤強化推進費
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

10,952,654 11,850,871 898,217

防衛本省 防衛力基盤強化推進費
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

48,887,384 46,494,921 △ 2,392,463

(4)知的基盤の強化 防衛本省 防衛力基盤強化推進費 知的基盤の強化に必要な経費 794,172 832,686 38,514

防衛力を支える要素



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）

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

Ⅱ

5 日米同盟の強化 333,915,129 338,209,954 4,294,825

(2)在日米軍駐留に関する施策の 333,915,129 338,209,954 4,294,825

　着実な実施 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 197,012,663 199,494,415 2,481,752

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

14,599,333 1,930,500 △ 12,668,833

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

119,032,987 133,445,991 14,413,004

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

3,270,146 3,339,048 68,902

Ⅲ 267,456 279,433 11,977
〈1,796,451,022〉 の内数 〈1,822,052,572〉 の内数 〈25,601,550〉 の内数

6 267,456 279,433 11,977
〈1,796,451,022〉 の内数 〈1,822,052,572〉 の内数 〈25,601,550〉 の内数

(1)ハイレベル交流・政策対話等の
　推進 防衛本省 安全保障協力推進費 防衛協力・交流の推進に必要な経費 〈374,752〉 の内数 〈256,028〉 の内数 〈△118,724〉 の内数
(2)二国間・多国間の共同訓練・演
　習の実施 〈370,274,388〉 の内数 〈390,477,944〉 の内数 〈20,203,556〉 の内数

0
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 訓練・演習の実施に必要な経費 〈6,893,315〉 の内数 〈8,633,617〉 の内数 〈1,740,302〉 の内数

〈0〉
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈321,375,998〉 の内数 〈341,514,521〉 の内数 〈20,138,523〉 の内数

〈0〉
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 衛生機能の強化に必要な経費 〈36,870,848〉 の内数 〈34,261,004〉 の内数 〈△2,609,844〉 の内数

防衛本省 安全保障協力推進費 防衛協力・交流の推進に必要な経費 〈374,752〉 の内数 〈256,028〉 の内数 〈△118,724〉 の内数
0

防衛装備庁 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈4,759,475〉 の内数 〈5,812,774〉 の内数 〈1,053,299〉 の内数
(3)装備・技術協力 0

防衛装備庁 防衛力基盤強化推進費 防衛産業基盤の強靭化に必要な経費 〈915,146〉 の内数 〈6,904,454〉 の内数 〈5,989,308〉 の内数
(4)能力構築支援 防衛本省 安全保障協力推進費 能力構築支援に必要な経費 267,456 279,433 11,977
(5)海洋安全保障 0

〈1,783,508,334〉 の内数 〈1,800,445,699〉 の内数 〈16,937,365〉 の内数
〈0〉

防衛本省 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈321,375,998〉 の内数 〈341,514,521〉 の内数 〈20,138,523〉 の内数
〈0〉

防衛本省 防衛力基盤強化推進費 衛生機能の強化に必要な経費 〈36,870,848〉 の内数 〈34,261,004〉 の内数 〈△2,609,844〉 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 〈479,893,153〉 の内数 〈432,157,982〉 の内数 〈△47,735,171〉 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 〈406,482,497〉 の内数 〈416,570,741〉 の内数 〈10,088,244〉 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 〈86,291,560〉 の内数 〈93,279,134〉 の内数 〈6,987,574〉 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 〈452,594,278〉 の内数 〈482,662,317〉 の内数 〈30,068,039〉 の内数

日米同盟の強化
333,915,129 338,209,954 4,294,825

安全保障協力の強化

安全保障協力の強化



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）

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

(6)国際平和協力活動等 0
〈1,244,622,496〉 の内数 〈1,224,504,248〉 の内数 〈△20,118,248〉 の内数

〈0〉
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 運用基盤等の強化に必要な経費 〈321,375,998〉 の内数 〈341,514,521〉 の内数 〈20,138,523〉 の内数

〈0〉
防衛本省 防衛力基盤強化推進費 衛生機能の強化に必要な経費 〈36,870,848〉 の内数 〈34,261,004〉 の内数 〈△2,609,844〉 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 〈479,893,153〉 の内数 〈432,157,982〉 の内数 〈△47,735,171〉 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 〈406,482,497〉 の内数 〈416,570,741〉 の内数 〈10,088,244〉 の内数

4,436,767,606 4,553,606,879 116,839,273

（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．元年度予算額は、２年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．元年度予算額は、当初予算額である。

計


