
（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 318,925,460 332,081,543 13,156,083 0 0 0
＜3,838,695,113＞ の内数 ＜3,884,220,973＞ の内数 ＜45,525,860＞ の内数 0 0 ＜0＞

1 0 0 0 0 0 0
＜3,603,437,860＞ の内数 ＜3,622,435,887＞ の内数 ＜18,998,027＞ の内数 0 0 ＜0＞

0 0 0 0 0 0
＜3,603,284,564＞ の内数 ＜3,622,282,027＞ の内数 ＜18,997,463＞ の内数 0 0 ＜0＞

0 0 0 0 0 0
＜3,603,284,564＞ の内数 ＜3,622,282,027＞ の内数 ＜18,997,463＞ の内数 0 0 ＜0＞

(3)持続性・強靭性の強化 0 0 0 0 0 0
＜356,975,064＞ の内数 ＜378,471,090＞ の内数 ＜21,496,026＞ の内数 0 0 ＜0＞

2 1,057,354 1,920,613 863,259 0 0 0
＜3,436,942,362＞ の内数 ＜3,472,371,643＞ の内数 ＜35,429,281＞ の内数 0 0 ＜0＞

(1)人的基盤の強化 0 0 0 0 0 0
＜72,521,053＞ の内数 ＜55,836,585＞ の内数 ＜△16,684,468＞ の内数 0 0 ＜0＞

(2)装備体系の見直し 0 0 0 0 0 0
＜1,086,175,626＞ の内数 ＜1,055,164,788＞ の内数 ＜△31,010,838＞ の内数 0 0 ＜0＞

(3)技術基盤の強化 0 0 0 0 0 0
＜112,050,126＞ の内数 ＜163,194,826＞ の内数 ＜51,144,700＞ の内数 0 0 ＜0＞

(4)装備調達の最適化 1,057,354 1,920,613 863,259 0 0 0
＜153,296＞ の内数 ＜153,860＞ の内数 ＜564＞ の内数 0 0 ＜0＞

(5)産業基盤の強靭化 0 0 0 0 0 0
＜990,415＞ の内数 ＜2,400,722＞ の内数 ＜1,410,307＞ の内数 0 0 ＜0＞

(6)情報機能の強化 0 0 0 0 0 0
＜3,245,283,406＞ の内数 ＜3,243,964,797＞ の内数 ＜△1,318,609＞ の内数 0 0 ＜0＞

3 0 0 0 0 0 0
＜3,592,725,947＞ の内数 ＜3,611,899,903＞ の内数 ＜19,173,956＞ の内数 0 0 ＜0＞

(1)大規模災害等への対応 0 0 0 0 0 0
＜3,592,725,947＞ の内数 ＜3,611,899,903＞ の内数 ＜19,173,956＞ の内数 0 0 ＜0＞

4 317,868,106 330,160,930 12,292,824 0 0 0
＜406,517,427＞ の内数 ＜418,670,183＞ の内数 ＜12,152,756＞ の内数 0 0 ＜0＞

(1)訓練・演習の実施 0 0 0 0 0 0
＜362,765,834＞ の内数 ＜385,138,083＞ の内数 ＜22,372,249＞ の内数 0 0 ＜0＞

(2)衛生機能の強化 0 0 0 0 0 0
＜43,751,593＞ の内数 ＜33,532,100＞ の内数 ＜△10,219,493＞ の内数 0 0 ＜0＞

(3)地域コミュニティーとの連携 317,041,374 329,294,228 12,252,854 0 0 0

(4)知的基盤の強化 826,732 866,702 39,970 0 0 0

Ⅱ
365,725,300 366,461,353 736,053 0 0 0

5 日米同盟の強化
365,725,300 366,461,353 736,053 0 0 0

(2)在日米軍駐留に関する施策の
着実な実施

365,725,300 366,461,353 736,053 0 0 0

３年度予算額 ４年度予算額 比較増△減額 ３年度予算額 ４年度予算額 比較増△減額
政策体系

一般会計 特別会計

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

備考

大規模災害等への対応

防衛力を支える要素

(1)宇宙・サイバー・電磁波の領域
における能力の獲得・強化
(2)従来の領域における能力の強
化



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）

３年度予算額 ４年度予算額 比較増△減額 ３年度予算額 ４年度予算額 比較増△減額
政策体系

一般会計 特別会計
備考

Ⅲ 244,056 252,005 7,949 0 0 0
＜1,763,854,591＞ の内数 ＜1,839,360,142＞ の内数 ＜75,505,551＞ の内数 0 0 ＜0＞

6 244,056 252,005 7,949 0 0 0
＜1,763,854,591＞ の内数 ＜1,839,360,142＞ の内数 ＜75,505,551＞ の内数 0 0 ＜0＞

0 0 0 0 0 0
＜259,347＞ の内数 ＜252,203＞ の内数 ＜△7,144＞ の内数 0 0 ＜0＞

0 0 0 0 0 0
＜406,776,774＞ の内数 ＜418,922,386＞ の内数 ＜12,145,612＞ の内数 0 0 ＜0＞

(3)装備・技術協力 0 0 0 0 0 0
＜990,415＞ の内数 ＜2,400,722＞ の内数 ＜1,410,307＞ の内数 0 0 ＜0＞

(4)能力構築支援 244,056 252,005 7,949 0 0 0

(5)海洋安全保障 0 0 0 0 0 0
＜1,747,281,536＞ の内数 ＜1,819,504,240＞ の内数 ＜72,222,704＞ の内数 0 0 ＜0＞

(6)国際平和協力活動等 0 0 0 0 0 0
＜1,286,854,515＞ の内数 ＜1,230,779,730＞ の内数 ＜△56,074,785＞ の内数 0 0 ＜0＞

4,523,849,276 4,583,268,077 59,418,801 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となっていないがある政策に属すると整理できる予算を掲記している。

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

安全保障協力の強化

２．複数の政策体系にまたがる等、当該政策体系に係る予算額が特定又は区分できないものについては、<  >書き内数で掲記し、計欄において合計に含めている。

安全保障協力の強化

計

(1)ハイレベル交流・政策対話等
の推進
(2)二国間・多国間の共同訓練・
演習の実施



（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 318,925,460 332,081,543 13,156,083
＜3,838,695,113＞ の内数 ＜3,884,220,973＞ の内数 ＜45,525,860＞ の内数

1 0 0 0
＜3,603,437,860＞ の内数 ＜3,622,435,887＞ の内数 ＜18,998,027＞ の内数

0
＜3,603,284,564＞ の内数 ＜3,622,282,027＞ の内数 ＜18,997,463＞ 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 ＜1,453,017,633＞ の内数 ＜1,442,837,001＞ の内数 ＜△10,180,632＞ 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 ＜347,442,541＞ の内数 ＜367,935,106＞ の内数 ＜20,492,565＞ 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 ＜500,574,186＞ の内数 ＜454,435,466＞ の内数 ＜△46,138,720＞ 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 ＜395,086,195＞ の内数 ＜374,877,058＞ の内数 ＜△20,209,137＞ 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

＜1,179,390＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△1,179,390＞ 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

＜8,220,247＞ の内数 ＜8,206,991＞ の内数 ＜△13,256＞ の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 ＜3,498,977＞ の内数 ＜10,143,647＞ の内数 ＜6,644,670＞ 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 ＜116,480,125＞ の内数 ＜166,526,460＞ の内数 ＜50,046,335＞ 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

＜2,599,478＞ の内数 ＜2,663,292＞ の内数 ＜63,814＞ 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 ＜210,300,802＞ の内数 ＜171,715,305＞ の内数 ＜△38,585,497＞ 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

＜93,438,719＞ の内数 ＜48,383,871＞ の内数 ＜△45,054,848＞ 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 ＜343,946,896＞ の内数 ＜422,198,050＞ の内数 ＜78,251,154＞ 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

＜10,051,517＞ の内数 ＜12,602,612＞ の内数 ＜2,551,095＞ の内数

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

3年度予算額 4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

(1)宇宙・サイバー・電磁波の領域
における能力の獲得・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）

組織 項 事項 3年度予算額 4年度予算額 比較増△減額政策体系

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

＜24,192,583＞ の内数 ＜8,434,196＞ の内数 ＜△15,758,387＞ 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 ＜14,426,645＞ の内数 ＜16,595,171＞ の内数 ＜2,168,526＞ 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

＜33,558,589＞ の内数 ＜27,297,601＞ の内数 ＜△6,260,988＞ 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 ＜14,935,136＞ の内数 ＜14,196,848＞ の内数 ＜△738,288＞ の内数

0

防衛本省
令和２年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和２年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

＜3,738,130＞ の内数 ＜34,310,046＞ の内数 ＜30,571,916＞ の内数

0

防衛本省 令和２年度潜水艦建造費 令和２年度潜水艦建造に必要な経費 ＜1,357,743＞ の内数 ＜16,974,805＞ の内数 ＜15,617,062＞ の内数

0

防衛本省
令和３年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和３年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

＜1,729,356＞ の内数 ＜7,262,992＞ の内数 ＜5,533,636＞ の内数

0

防衛本省 令和３年度潜水艦建造費 令和３年度潜水艦建造に必要な経費 ＜214,323＞ の内数 ＜1,909,350＞ の内数 ＜1,695,027＞ の内数

0

防衛本省
令和４年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

令和４年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費（新規）

＜0＞ の内数 ＜2,209,486＞ の内数 ＜2,209,486＞ の内数

0

防衛本省
令和４年度潜水艦建造費
（新規）

令和４年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

＜0＞ の内数 ＜184,549＞ の内数 ＜184,549＞ の内数

0

防衛本省
平成２９年度潜水艦建造
費（前年度限り）

平成２９年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

＜13,916,126＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△13,916,126＞ 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 ＜9,379,227＞ の内数 ＜10,382,124＞ の内数 ＜1,002,897＞ の内数

0
＜3,603,284,564＞ の内数 ＜3,622,282,027＞ の内数 ＜18,997,463＞ 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 ＜1,453,017,633＞ の内数 ＜1,442,837,001＞ の内数 ＜△10,180,632＞ 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 ＜347,442,541＞ の内数 ＜367,935,106＞ の内数 ＜20,492,565＞ 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 ＜500,574,186＞ の内数 ＜454,435,466＞ の内数 ＜△46,138,720＞ 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 ＜395,086,195＞ の内数 ＜374,877,058＞ の内数 ＜△20,209,137＞ 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

＜1,179,390＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△1,179,390＞ の内数

(2)従来の領域における能力の強
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）

組織 項 事項 3年度予算額 4年度予算額 比較増△減額政策体系

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

＜8,220,247＞ の内数 ＜8,206,991＞ の内数 ＜△13,256＞ の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 ＜3,498,977＞ の内数 ＜10,143,647＞ の内数 ＜6,644,670＞ 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 ＜116,480,125＞ の内数 ＜166,526,460＞ の内数 ＜50,046,335＞ 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

＜2,599,478＞ の内数 ＜2,663,292＞ の内数 ＜63,814＞ 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 ＜210,300,802＞ の内数 ＜171,715,305＞ の内数 ＜△38,585,497＞ 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

＜93,438,719＞ の内数 ＜48,383,871＞ の内数 ＜△45,054,848＞ 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 ＜343,946,896＞ の内数 ＜422,198,050＞ の内数 ＜78,251,154＞ 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

＜10,051,517＞ の内数 ＜12,602,612＞ の内数 ＜2,551,095＞ 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

＜24,192,583＞ の内数 ＜8,434,196＞ の内数 ＜△15,758,387＞ 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 ＜14,426,645＞ の内数 ＜16,595,171＞ の内数 ＜2,168,526＞ 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

＜33,558,589＞ の内数 ＜27,297,601＞ の内数 ＜△6,260,988＞ 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 ＜14,935,136＞ の内数 ＜14,196,848＞ の内数 ＜△738,288＞ の内数

0

防衛本省
令和２年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和２年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

＜3,738,130＞ の内数 ＜34,310,046＞ の内数 ＜30,571,916＞ の内数

0

防衛本省 令和２年度潜水艦建造費 令和２年度潜水艦建造に必要な経費 ＜1,357,743＞ の内数 ＜16,974,805＞ の内数 ＜15,617,062＞ の内数

0

防衛本省
令和３年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和３年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

＜1,729,356＞ の内数 ＜7,262,992＞ の内数 ＜5,533,636＞ の内数

0

防衛本省 令和３年度潜水艦建造費 令和３年度潜水艦建造に必要な経費 ＜214,323＞ の内数 ＜1,909,350＞ の内数 ＜1,695,027＞ の内数

0

防衛本省
令和４年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

令和４年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費（新規）

＜0＞ の内数 ＜2,209,486＞ の内数 ＜2,209,486＞ 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）

組織 項 事項 3年度予算額 4年度予算額 比較増△減額政策体系

0

防衛本省
令和４年度潜水艦建造費
（新規）

令和４年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

＜0＞ の内数 ＜184,549＞ の内数 ＜184,549＞ の内数

0

防衛本省
平成２９年度潜水艦建造
費（前年度限り）

平成２９年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

＜13,916,126＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△13,916,126＞ 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 ＜9,379,227＞ の内数 ＜10,382,124＞ の内数 ＜1,002,897＞ の内数

(3)持続性・強靭性の強化 0
＜356,975,064＞ の内数 ＜378,471,090＞ の内数 ＜21,496,026＞ 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

＜153,296＞ の内数 ＜153,860＞ の内数 ＜564＞ 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 ＜347,442,541＞ の内数 ＜367,935,106＞ の内数 ＜20,492,565＞ 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 ＜9,379,227＞ の内数 ＜10,382,124＞ の内数 ＜1,002,897＞ の内数

2 1,057,354 1,920,613 863,259
＜3,436,942,362＞ の内数 ＜3,472,371,643＞ の内数 ＜35,429,281＞ 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 ＜72,521,053＞ の内数 ＜55,836,585＞ の内数 ＜△16,684,468＞ の内数

(2)装備体系の見直し 0
＜1,086,175,626＞ の内数 ＜1,055,164,788＞ の内数 ＜△31,010,838＞ 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 ＜72,521,053＞ の内数 ＜55,836,585＞ の内数 ＜△16,684,468＞ 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 ＜5,944,066＞ の内数 ＜6,820,853＞ の内数 ＜876,787＞ 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 ＜500,574,186＞ の内数 ＜454,435,466＞ の内数 ＜△46,138,720＞ 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 ＜395,086,195＞ の内数 ＜374,877,058＞ の内数 ＜△20,209,137＞ 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 ＜112,050,126＞ の内数 ＜163,194,826＞ の内数 ＜51,144,700＞ 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 ＜112,050,126＞ の内数 ＜163,194,826＞ の内数 ＜51,144,700＞ の内数

(4)装備調達の最適化 1,057,354 1,920,613 863,259
＜153,296＞ の内数 ＜153,860＞ の内数 ＜564＞ 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

389,456 1,265,254 875,798

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

＜153,296＞ の内数 ＜153,860＞ の内数 ＜564＞ 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

667,898 655,359 △ 12,539

(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 ＜990,415＞ の内数 ＜2,400,722＞ の内数 ＜1,410,307＞ の内数

(6)情報機能の強化 0
＜3,245,283,406＞ の内数 ＜3,243,964,797＞ の内数 ＜△1,318,609＞ 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）

組織 項 事項 3年度予算額 4年度予算額 比較増△減額政策体系

0
防衛本省 自衛官給与費 自衛官の給与に必要な経費 ＜1,453,017,633＞ の内数 ＜1,442,837,001＞ の内数 ＜△10,180,632＞ 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 ＜500,574,186＞ の内数 ＜454,435,466＞ の内数 ＜△46,138,720＞ 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 ＜395,086,195＞ の内数 ＜374,877,058＞ の内数 ＜△20,209,137＞ 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

＜8,220,247＞ の内数 ＜8,206,991＞ の内数 ＜△13,256＞ の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 ＜3,498,977＞ の内数 ＜10,143,647＞ の内数 ＜6,644,670＞ 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 ＜116,480,125＞ の内数 ＜166,526,460＞ の内数 ＜50,046,335＞ 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

＜2,599,478＞ の内数 ＜2,663,292＞ の内数 ＜63,814＞ 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 ＜210,300,802＞ の内数 ＜171,715,305＞ の内数 ＜△38,585,497＞ 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

＜93,438,719＞ の内数 ＜48,383,871＞ の内数 ＜△45,054,848＞ 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 ＜343,946,896＞ の内数 ＜422,198,050＞ の内数 ＜78,251,154＞ 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

＜10,051,517＞ の内数 ＜12,602,612＞ の内数 ＜2,551,095＞ 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

＜24,192,583＞ の内数 ＜8,434,196＞ の内数 ＜△15,758,387＞ 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 ＜14,426,645＞ の内数 ＜16,595,171＞ の内数 ＜2,168,526＞ 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

＜33,558,589＞ の内数 ＜27,297,601＞ の内数 ＜△6,260,988＞ 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 ＜14,935,136＞ の内数 ＜14,196,848＞ の内数 ＜△738,288＞ の内数

0
防衛本省 令和２年度甲Ⅴ型警備艦 令和２年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経 ＜3,738,130＞ の内数 ＜34,310,046＞ の内数 ＜30,571,916＞ の内数

0

防衛本省 令和２年度潜水艦建造費 令和２年度潜水艦建造に必要な経費 ＜1,357,743＞ の内数 ＜16,974,805＞ の内数 ＜15,617,062＞ の内数

0

防衛本省
令和３年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和３年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

＜1,729,356＞ の内数 ＜7,262,992＞ の内数 ＜5,533,636＞ 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）

組織 項 事項 3年度予算額 4年度予算額 比較増△減額政策体系

0

防衛本省 令和３年度潜水艦建造費 令和３年度潜水艦建造に必要な経費 ＜214,323＞ の内数 ＜1,909,350＞ の内数 ＜1,695,027＞ の内数

0

防衛本省
令和４年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

令和４年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費（新規）

＜0＞ の内数 ＜2,209,486＞ の内数 ＜2,209,486＞ の内数

0

防衛本省
令和４年度潜水艦建造費
（新規）

令和４年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

＜0＞ の内数 ＜184,549＞ の内数 ＜184,549＞ の内数

0

防衛本省
平成２９年度潜水艦建造
費（前年度限り）

平成２９年度潜水艦建造に必要な経費
（前年度限り）

＜13,916,126＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△13,916,126＞ の内数

3 0
＜3,592,725,947＞ の内数 ＜3,611,899,903＞ の内数 ＜19,173,956＞ 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 ＜1,453,017,633＞ の内数 ＜1,442,837,001＞ の内数 ＜△10,180,632＞ 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 ＜347,442,541＞ の内数 ＜367,935,106＞ の内数 ＜20,492,565＞ 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 ＜500,574,186＞ の内数 ＜454,435,466＞ の内数 ＜△46,138,720＞ 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 ＜395,086,195＞ の内数 ＜374,877,058＞ の内数 ＜△20,209,137＞ 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

＜8,220,247＞ の内数 ＜8,206,991＞ の内数 ＜△13,256＞ の内数

0
防衛本省 艦船整備費 艦船建造に必要な経費 ＜3,498,977＞ の内数 ＜10,143,647＞ の内数 ＜6,644,670＞ 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 ＜116,480,125＞ の内数 ＜166,526,460＞ の内数 ＜50,046,335＞ 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

＜2,599,478＞ の内数 ＜2,663,292＞ の内数 ＜63,814＞ 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 ＜210,300,802＞ の内数 ＜171,715,305＞ の内数 ＜△38,585,497＞ 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

＜93,438,719＞ の内数 ＜48,383,871＞ の内数 ＜△45,054,848＞ 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 ＜343,946,896＞ の内数 ＜422,198,050＞ の内数 ＜78,251,154＞ 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

＜10,051,517＞ の内数 ＜12,602,612＞ の内数 ＜2,551,095＞ 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

＜24,192,583＞ の内数 ＜8,434,196＞ の内数 ＜△15,758,387＞ 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 ＜14,426,645＞ の内数 ＜16,595,171＞ の内数 ＜2,168,526＞ 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）

組織 項 事項 3年度予算額 4年度予算額 比較増△減額政策体系

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

＜33,558,589＞ の内数 ＜27,297,601＞ の内数 ＜△6,260,988＞ 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 ＜14,935,136＞ の内数 ＜14,196,848＞ の内数 ＜△738,288＞ の内数

0

防衛本省
令和２年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和２年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

＜3,738,130＞ の内数 ＜34,310,046＞ の内数 ＜30,571,916＞ の内数

0
防衛本省 令和２年度潜水艦建造費 令和２年度潜水艦建造に必要な経費 ＜1,357,743＞ の内数 ＜16,974,805＞ の内数 ＜15,617,062＞ の内数

0

防衛本省
令和３年度甲Ⅴ型警備艦
建造費

令和３年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費

＜1,729,356＞ の内数 ＜7,262,992＞ の内数 ＜5,533,636＞ の内数

0

防衛本省 令和３年度潜水艦建造費 令和３年度潜水艦建造に必要な経費 ＜214,323＞ の内数 ＜1,909,350＞ の内数 ＜1,695,027＞ の内数

0

防衛本省
令和４年度甲Ⅴ型警備艦
建造費（新規）

令和４年度甲Ⅴ型警備艦建造に必要な経
費（新規）

＜0＞ の内数 ＜2,209,486＞ の内数 ＜2,209,486＞ の内数

0

防衛本省
令和４年度潜水艦建造費
（新規）

令和４年度潜水艦建造に必要な経費（新
規）

＜0＞ の内数 ＜184,549＞ の内数 ＜184,549＞ 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
（前年度限り）

＜13,916,126＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△13,916,126＞ の内数

4 317,868,106 330,160,930 12,292,824
＜406,517,427＞ の内数 ＜418,670,183＞ の内数 ＜12,152,756＞ の内数

(1)訓練・演習の実施 0
＜362,765,834＞ の内数 ＜385,138,083＞ の内数 ＜22,372,249＞ 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 ＜5,944,066＞ の内数 ＜6,820,853＞ の内数 ＜876,787＞ 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 ＜347,442,541＞ の内数 ＜367,935,106＞ の内数 ＜20,492,565＞ 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 ＜9,379,227＞ の内数 ＜10,382,124＞ の内数 ＜1,002,897＞ 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 ＜43,751,593＞ の内数 ＜33,532,100＞ の内数 ＜△10,219,493＞ の内数

(3)地域コミュニティーとの連携
317,041,374 329,294,228 12,252,854

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 258,736,521 263,075,384 4,338,863

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

12,646,429 11,863,167 △ 783,262

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

45,658,424 54,355,677 8,697,253

(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 826,732 866,702 39,970

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）

組織 項 事項 3年度予算額 4年度予算額 比較増△減額政策体系

Ⅱ

5 日米同盟の強化
365,725,300 366,461,353 736,053

365,725,300 366,461,353 736,053

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 202,048,696 207,725,626 5,676,930

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

1,722,074 1,822,571 100,497

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

158,691,901 153,641,944 △ 5,049,957

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

3,262,629 3,271,212 8,583

Ⅲ 244,056 252,005 7,949
＜1,763,854,591＞ の内数 ＜1,839,360,142＞ の内数 ＜75,505,551＞ の内数

6 244,056 252,005 7,949
＜1,763,854,591＞ の内数 ＜1,839,360,142＞ の内数 ＜75,505,551＞ 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 ＜259,347＞ の内数 ＜252,203＞ の内数 ＜△7,144＞ の内数

＜406,776,774＞ の内数 ＜418,922,386＞ の内数 ＜12,145,612＞ 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 ＜5,944,066＞ の内数 ＜6,820,853＞ の内数 ＜876,787＞ 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 ＜347,442,541＞ の内数 ＜367,935,106＞ の内数 ＜20,492,565＞ 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 ＜43,751,593＞ の内数 ＜33,532,100＞ の内数 ＜△10,219,493＞ 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 ＜259,347＞ の内数 ＜252,203＞ の内数 ＜△7,144＞ 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 ＜9,379,227＞ の内数 ＜10,382,124＞ の内数 ＜1,002,897＞ 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 ＜990,415＞ の内数 ＜2,400,722＞ の内数 ＜1,410,307＞ 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 244,056 252,005 7,949

(5)海洋安全保障 0
＜1,747,281,536＞ の内数 ＜1,819,504,240＞ の内数 ＜72,222,704＞ 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 ＜347,442,541＞ の内数 ＜367,935,106＞ の内数 ＜20,492,565＞ 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 ＜43,751,593＞ の内数 ＜33,532,100＞ の内数 ＜△10,219,493＞ 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 ＜500,574,186＞ の内数 ＜454,435,466＞ の内数 ＜△46,138,720＞ 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 ＜395,086,195＞ の内数 ＜374,877,058＞ の内数 ＜△20,209,137＞ の内数

安全保障協力の強化

日米同盟の強化 365,725,300 366,461,353 736,053

安全保障協力の強化

(2)二国間・多国間の共同訓練・演
習の実施

(1)ハイレベル交流・政策対話等の
推進

(2)在日米軍駐留に関する施策の
着実な実施



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）

組織 項 事項 3年度予算額 4年度予算額 比較増△減額政策体系

0
防衛本省 艦船整備費 艦船の整備維持に必要な経費 ＜116,480,125＞ の内数 ＜166,526,460＞ の内数 ＜50,046,335＞ 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 ＜343,946,896＞ の内数 ＜422,198,050＞ の内数 ＜78,251,154＞ の内数

(6)国際平和協力活動等 0
＜1,286,854,515＞ の内数 ＜1,230,779,730＞ の内数 ＜△56,074,785＞ 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 ＜347,442,541＞ の内数 ＜367,935,106＞ の内数 ＜20,492,565＞ 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 ＜43,751,593＞ の内数 ＜33,532,100＞ の内数 ＜△10,219,493＞ 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 ＜500,574,186＞ の内数 ＜454,435,466＞ の内数 ＜△46,138,720＞ 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 ＜395,086,195＞ の内数 ＜374,877,058＞ の内数 ＜△20,209,137＞ の内数

4,523,849,276 4,583,268,077 59,418,801

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象となっていないがある政策に属すると整理できる予算を掲記している。

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

計

２．複数の政策体系にまたがる等、当該政策体系に係る予算額が特定又は区分できないものについては、<  >書き内数で掲記し、計欄において合計に含めている。


