
【政策ごとの予算額等】

政策評価調書（個別票１）

（千円）

政策名 地震再保険事業の健全な運営

評価方式 総合･実績･事業 政策目標の達成度合い 相当程度進展あり 番号 ⑳政策目標8-1

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度概算要求額

予
算
の
状
況

当初予算

152,931,253 179,459,338 186,845,740 201,090,008

補正予算

- - -

217,651,173

-

繰越し等

- - -

計

152,931,253 179,459,338 186,845,740

執 行 額

132,122,712 5,861,956 13,045,609



番号 ⑳政策目標8-1

会計 組織／勘定

● 1
地震再保険
特別

● 2

● 3

● 4

◆ 1
地震再保険
特別

◆ 2

◆ 3

◆ 4

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

◇ 1

◇ 2

◇ 3

◇ 4

政策評価調書（個別票２）

政策名 地震再保険事業の健全な運営
（千円）

予　算　科　目 予算額

整理番号 項 事項
元年度

当初予算額
２年度

概算要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

事務取扱費 地震再保険事業に必要な経費 2,170 2,170

小計
2,170 2,170

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

再保険費 地震再保険金支払に必要な経費 201,087,838 217,649,003

小計
201,087,838 217,649,003

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計

合計
201,090,008 217,651,173



【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 ⑳政策目標8-1
（千円）

政策評価調書（個別票３）

政策名 地震再保険事業の健全な運営

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反映
による見直し額(削

減額)

達成しようとする目標及び実績

元年度
当初予算額

２年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

合計

該 当 な し



政策目標の内容及び 

目標設定の考え方 

地震再保険事業は、民間の損害保険会社が引き受けた地震保険の責任の一部を

政府が再保険するもので、地震被害が大きく、損害額が巨額に上る場合、民間の

損害保険会社だけでは支払いが困難になるので、損害額が一定の額を超過した場

合、その超過した部分について、国が再保険金を支払うという仕組みです。地震

再保険事業は、地震被害に遭った場合の被災者の生活の安定や生活再建等に寄与

することを政策の目標としています。 

この目標を実現するためには、地震再保険事業を適切かつ健全に運営すること

が重要であることから、安定的な制度実現に向けた不断の検討・見直しを行うと

ともに、迅速・確実な再保険金の支払いを行っています。また、保険会社等に対

して、地震保険の普及活動等を積極的に行うよう指導・助言するとともに、地震

保険検査を実施しています。 

上記の「政策目標」を達成するための「施策」 

政8-1-1：地震保険制度の安定的な運営 

政8-1-2：地震保険の普及 

政8-1-3：地震保険検査の実施  

関連する内閣の基本方針 該当なし 

施策 政8-1-1：地震保険制度の安定的な運営 

取組内容 

被災者の生活の安定に寄与するとの地震保険の目的を達成するため、迅速・確実な再保険金

の支払いを確保するなど、官民連携して契約者に対し保険金を迅速に支払うよう努めていま

す。こうした中で、東日本大震災以降に発生した地震を起因とする保険金支払いにより、民間

の負担力が低下するとともに、今後も首都直下地震、南海トラフ地震及び北海道沖地震等の発

生が懸念され、地震保険制度の強靭性が求められています。このため、自然災害に対処する政

府の取組を取り巻く環境の変化への対応や地震保険制度の更なる強靭性向上に向けて不断の

検討・見直しを行い、地震保険制度の安定的な運営が確保されるよう努めます。 

定性的な測定指標 

［主要］政8-1-1-B-1：安定的な地震保険制度の実現 

（平成31年度目標） 

民間の損害保険会社から契約者に迅速な保険金支払いが行われるよう、国が迅速・確実に再保険金

支払いを行うことで、契約者の安心感を確保するよう努めるとともに、自然災害に対処する政府の取

組を取り巻く環境の変化への対応や地震保険制度の更なる強靭性向上に向けた検討を行い、安定的な

地震保険制度の実現に努めます。 

（目標の設定の根拠） 

被災者の生活の安定に寄与するためには、契約者に保険金が迅速に支払われるよう、再保険金を迅

速・確実に支払うことが重要であるためです。また、中央防災会議防災対策実行会議において、現在

の科学的知見では確度の高い地震予測は難しいとされる一方で、南海トラフ沿いの異常な現象への防

○ 政策目標８－１：地震再保険事業の健全な運営



災対応のあり方の検討が行われるなど、地震保険制度を取り巻く環境は変化しています。加えて、東

日本大震災以降に発生した地震を起因とする保険金支払いにより民間の負担力が低下している現状

も踏まえ、地震保険制度の更なる強靭性向上が求められていることから、安定的な地震保険制度の実

現を目標とします。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 
○参考指標１「地震保険制度における政府と民間の責任（危険）準備金残高」

○参考指標２「過去の地震災害の支払額（元受保険会社の支払額）」

施策 政8-1-2：地震保険の普及 

取組内容 

 引き続き、広く国民の目に留まるような積極的な広報活動に努めます。また、保険会社等に

おける地震保険の説明についてその充実を図ることにより、周知啓発を強化していくこととし

ます。 

具体的な周知啓発の内容については、例えば、 

・ 我が国においては全国どこでも地震発生の可能性があること、

・ 特に巨大地震が起きたときの被害が甚大である地震危険に対する意識を高めること、

・ 地震による被災後の生活再建に大きく寄与するといった地震保険の必要性を認識してもら

うこと、

・ ノーロス・ノープロフィットの原則（用語集参照）により保険料が通常の損害保険より割

安、政府が再保険を行うことにより低廉な保険料で巨大地震にも対応する制度、地震保険料

控除などの税のメリットがあることなど保険料水準に対する理解を得ること、 

といった様々な工夫を行っていきます。 

 また、平成24年から平成27年にかけて開催した「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」

（以下「ＰＴ」という。）及びＰＴフォローアップ会合では、地震保険の更なる普及促進の必

要性が確認されています。複数段階で予定されている地震保険料率の引上げの２回目が平成31

年１月に実施されたところですが、官民挙げて地震保険の更なる普及促進に努めます。 

定性的な測定指標 

［主要］政8-1-2-B-1：地震保険の普及促進に向けた取組 

（平成31年度目標） 

財務省ウェブサイトやＳＮＳを活用した広報活動を実施するほか、損害保険業界の取組への支援や

意見交換などを行い、官民挙げて地震保険の更なる普及促進に努めます。 

（目標の設定の根拠） 

①ＰＴ報告書、②ＰＴフォローアップ会合、③平成28年11月28日の行政改革推進会議の特別会計に

関する検討の結果の取りまとめ、において、地震保険の更なる普及促進の必要性が確認されたこと等

を踏まえ、地震保険の普及促進を目標として設定しました。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 ○参考指標１「地震保険の普及率等の推移」



施策 政8-1-3：地震保険検査の実施 

取組内容 

 地震保険を取り扱う損害保険会社等に対して実施する地震保険検査については、「地震保険

に関する法律」（昭和41年法律第73号）第９条に基づき、政府の再保険事業の健全な経営を確

保するため、保険会社等が行う地震保険契約において、限度額を超える契約を行っていないか、

また、損害区分の認定を誤っていないか等の視点で関係する書類の検査を実施し、その検査先

数を目標とします。 

定量的な測定指標 

［主要］ 

政8-1-3-A-1：地震 

保険検査先数の推

移 

年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 31年度目標値

目標値 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

実績値 ５社 ５社 ５社 N.A. 

（出所）大臣官房信用機構課調 

（目標値の設定の根拠） 

地震保険の引き受けを行っている保険会社等（平成30年７月時点：28社）のうち、検査の必要性が

認められる保険会社等に対して、おおむね３年から４年の周期で実施しており、平成31年度は５社を

目標値としています。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 該当なし 

政策目標に係る予算額 平成28年度 29年度 30年度 31年度当初 
平成31年度行政事

業レビュー番号 

（項）再保険費 152,929,116千円 179,457,197千円 186,843,599千円 201,087,838千円

（事項）地震再保険金

支払に必要な経費 
152,929,116千円 179,457,197千円 186,843,599千円 201,087,838千円

地震再保険事業 152,929,116千円 179,457,197千円 186,843,599千円 201,087,838千円 0056 

（項）事務取扱費 2,137千円 2,141千円 2,141千円 2,170千円

（事項）地震再保険事業

に必要な経費 2,137千円 2,141千円 2,141千円 2,170千円
行政事業レビュー

の対象外 

合計 152,931,253千円 179,459,338千円 186,845,740千円 201,090,008千円

（注）「政策目標に係る予算額」の表中には、政策目標８－１に係る予算額を記載しています。 

担当部局名 大臣官房信用機構課 政策評価実施予定時期 平成32年６月 




