
　　　

【政策ごとの予算額】

政策名 番号 ①

評価方式

会計 組織／勘定

一般会計 財務本省 363,260 425,176

363,260 425,176

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

363,260 425,176

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

一般会計

特別会計

合　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの

小　計

小　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっているもの

財政健全化推進費 財政の効率化・質的改善の推進に必要な経費

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
２年度

当初予算額
３年度

概算要求額

政策評価調書（個別票）

重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進

総合･実績･事業 政策目標の達成度合い 相当程度進展あり
（千円）



上記目標の

概要 

国家は、多岐にわたる分野で多くの活動を行っており、これらの活動に必要な資金を租税や公

債などの手段により調達し、必要な分野に資金を供給しています。 

 経済財政状況を踏まえつつ、選択と集中の考え方により、一般会計と特別会計を合わせた歳出

全体を必要性の高い分野に重点的に配分し、逆に重要性や必要性の低い分野、相対的に優先度の

低い分野には配分しないという考えの下、財政活動全般を効率的、効果的なものとする必要があ

ります。 

（上記目標を達成するための施策） 

政１-１-１：重点的な予算配分を通じた財政の効率化等への取組 

政１-１-２：財政に関する広報活動 

政策目標１－１についての評価結果 

政策目標についての評定 Ａ 相当程度進展あり 

評 
定 

の 

理 

由

（重点的な予算配分を通じた財政の効率化等への取組） 

 令和２年度予算については、「経済財政運営と改革の基本方針2018」（以下、「骨太の方針2018」と

いいます。）における「新経済・財政再生計画」に沿って社会保障関係費の実質的な伸びを高齢化によ

る増加分に収めるなど、歳出改革の取組を継続する一方で、全世代型社会保障制度の構築に向け、消費

税増収分を活用し幼児教育・保育の無償化や高等教育の無償化を着実に実施するほか、勤務医の働き方

改革の推進をはじめ、社会保障の充実を行うなど、現下の重要課題に的確に対応することとしています。

また、防衛装備品の取得について、原価の精査、仕様の見直し等の装備調達の 適化や、費用対効

果の低いプロジェクトの見直し等を徹底することにより、効率化・合理化を実現するなど、予算の質

的改善を推進しています。

一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する万全の対応策を講じるため、「新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月７日閣議決定、同年４月20日変更。以下、「緊急経済

対策」といいます。）等を受けて、令和２年度においては補正予算による対応などを講じているとこ

ろであり、今後も、「緊急経済対策」において、引き続き経済や国民生活への影響を注意深く見極め

るとともに、必要に応じて、時機を逸することなく対応するとされていることに留意が必要です。

 これらを踏まえ、重点的な予算配分を通じた財政の効率化等への取組については、「相当程度進展あ

り」と考えられます。 

（広報活動） 

 予算編成プロセスを透明化・可視化し、財政の状況について国民各層の理解を得られるよう、我が国

の財政について積極的に広報活動を行っています。 

 また、各府省等の概算要求書等及び政策評価調書をそれぞれ令和元年10月９日及び同年10月30日に財

務省ウェブサイトから一元的に閲覧できるようにしました。 

以上のとおり、広報活動については、「目標達成」と考えられます。 

政策目標１－１：重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進 



以上のとおり、施策１－１－１の評定は「ａ 相当程度進展あり」、施策１－１－２の評定は「ｓ 目

標達成」であるため、当該政策目標の評定は、上記のとおり、「Ａ 相当程度進展あり」としました。

政 

策 

の 

分 

析

（必要性・有効性・効率性等） 

 重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進は、「令和２年度予算編成の基本方針」等

の政府の方針に基づくものであり、経済再生と財政健全化の両立の実現を目指していくうえで、重要な

意義のある取組です。 

 令和２年度予算編成に当たって、上記のとおり重点的な配分を行い、有効な予算配分に努めたほ

か、予算執行調査結果、政策評価結果、行政事業レビュー、決算及び決算検査報告、国会での指摘・

議決などの予算への反映・適切な活用等により、予算の効率化に努めています。 

（令和元年度行政事業レビューとの関係） 

・ 予算編成支援システム

「外部有識者の所見を踏まえ、今後も、利用者の利便性を図るとともに、国民への情報提供の質の

向上という観点からも検討を進め、また、次期システムの刷新開発に当たっては、システムの安定稼

働を確保しつつ、システムの陳腐化や複雑化を解消し、運用コスト削減に努め、引き続き、一者応札

の改善に向けた取組を行う」との行政事業レビュー推進チームの所見を踏まえ、システム刷新開発を

遅滞なく進めるなど、運用コスト削減に向けた取組みを実施したほか、引き続き入札における競争性

向上に向けた各種検討及び取組を行いました。（事業番号 0001）  

施策 政１－１－１：重点的な予算配分を通じた財政の効率化等への取組 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
）

[主要]政1-1-1-B-1：予算編成における重点的な配分と財政健全化目標の達成に向けた取組の実施 

目 標 

一般会計と特別会計を合わせた歳出全体を必要性の高い分野に重点的に配分

し、逆に重要性や必要性の低い分野、相対的な優先度の低い分野には配分しない

という考えの下、財政活動全般を効率的、効果的なものにします。また、「骨太

の方針2018」に盛り込まれた「新経済・財政再生計画」においては、財政健全化

目標として、①2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス（用語集参

照）黒字化を目指す、②同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すこ

とを堅持する、ことが掲げられています。この目標達成に向けて、2019年度から

2021年度の３年間について、社会保障関係費については、高齢化による増加分に

相当する伸びにおさめる、非社会保障関係費については、これまでの歳出改革の

取組を継続するといった歳出改革の取組方針が示されており、この方針を踏ま

え、財政健全化に向けた取組を進めていきます。 

達成度

（目標の設定の根拠） 

予算を必要性の高い分野に重点的に配分することで、財政の効率化・質的改善

を推進する必要があるためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

令和２年度予算については、全世代型社会保障制度の構築に向け、消費税増

収分を活用し幼児教育・保育の無償化や高等教育の無償化を着実に実施するほ

か、勤務医の働き方改革の推進をはじめ、社会保障の充実を行うなど、現下の

重要課題に的確に対応するとともに、「骨太の方針 2018」における「新経済・

○ 



財政再生計画」に沿って社会保障関係費の実質的な伸びを高齢化による増加分

に収めるなど、歳出改革の取組を継続しています。 

 一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する万全の対応策を講じるた

め、「緊急経済対策」等を受けて、補正予算による対応などを講じているところ

です。 

結果として、今後の新型コロナウイルス感染症の財政への影響を注視する必要

があるものの、財政健全化に取り組んだため、達成度は「○」としました。 

(https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/01.pdf ）

政1-1-1-B-2：予算執行調査等の予算編成等への適切な活用・反映 

目 標 

予算執行調査、政策評価、行政事業レビュー、決算及び決算検査報告、国会

での指摘・議決などを予算編成等へ適切に活用・反映します。  

達成度

（目標の設定の根拠） 

 財政資金の効率的・効果的な活用のため、予算の「プラン（予算編成）」・「ド

ゥ（予算の執行）」・「チェック（評価・検証）」・「アクション（予算への反映）」の

サイクルにおける「チェック」・「アクション」機能を強化し、予算へ的確にフィ

ードバックするためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

令和２年度予算において、予算執行調査の結果を踏まえ、事業等の必要性・有

効性・効率性について検証することで、事業の抜本的見直し等を行うとともに、

決算結果を踏まえ、多額の不用が生じている事業等については、個々の予算の内

容等の厳正な見直しを行い、また、政策評価、行政事業レビュー、決算検査報告

や国会での指摘・議決などについても、個々の事業等の必要性・効率性の検証を

行うことなどにより、予算編成等へ適切に活用・反映したことから、達成度は「○」

としました。 

（https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/4.pdf） 

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai38/siryou2.pdf）

○ 

政1-1-1-B-3：予算編成における東日本大震災への適切な対応 

目 標 

復興事業については、「平成28年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復興事

業の規模と財源について」を踏まえ、被災地の復興に真に必要な事業をしっかり

と実施できるよう取り組んでいきます。 
達成度

（目標の設定の根拠） 

東日本大震災からの復興を迅速に進めるとともに、復興財源に対する被災地の

不安を払拭するためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

令和２年度予算編成に当たっては、復興関連予算の執行状況や、復興の進捗を

踏まえ、被災者支援や住宅再建・復興まちづくり、産業・生業の再生、原子力災

害からの復興・再生など、復興・創生期間の 終年度において必要な施策を確実

に実施するための所要の経費を計上していることから、達成度は「○」としまし

た。 

○ 

施策についての評定 ａ 相当程度進展あり 



評
定
の
理
由

令和２年度予算においては、高等教育の無償化などの社会保障の充実や「安心と成長の未来を拓く総

合経済対策」（令和元年12月５日閣議決定）の着実な実行といった重要課題に重点化しつつ、「新経済・

財政再生計画」に沿って社会保障関係費の実質的な伸びを高齢化による増加分に収めるなど、歳出改革

の取組を継続することなどにより、財政健全化を実現する予算とすることができました。 

一方で、「緊急経済対策」等を受けて補正予算による対応などを講じているところであり、引き続き、

今後の新型コロナウイルス感染症対策の動向を踏まえる必要があります。 

以上のとおり、全ての測定指標が「○」であるものの、新型コロナウイルス感染症の財政への影響を

注視する必要があるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「a 相当程度進展あり」としました。

政１－１－１に係る参考情報 

参考指標１「一般会計及び特別会計の歳出総額及び純計額」【再掲（総１－１：参考指標２）】 

参考指標２「一般会計歳出の構成」 

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/01.pdf 

参考指標３「一般会計歳出概算所管別内訳」 

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/03.pdf 

参考指標４「なぜ財政は悪化したのか（歳出構造の変化①②）」 

https://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201910_kanryaku.pdf 

参考指標５「各予算のポイント」 

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/index.html 

社会保障関係費の推移及び内訳 
（単位：億円、％） 

令和元年度 ２年度 増△減 

うち通常分 うち通常分 うち通常分 

年金給付費 120,488 120,488 125,232 125,232
(3.9%) (3.9%)

4,743 4,743 

医療給付費 118,543 118,543 121,546 121,546
(2.5%) (2.5%)

3,003 3,003 

介護給付費 32,101  32,101 33,838 33,838
(5.4%) (5.4%)

1,736 1,736 

少子化対策費 23,581  23,581 30,387 30,387
(28.9%) (28.9%)

6,806 6,806 

生活扶助等社会福

祉費 
41,805  41,432 42,027 41,776

(0.5%) (0.8%)

222 343

保健衛生対策費 4,399  4,093 5,184 4,949
(17.8%) (20.9%)

784 856

雇用労災対策費 388  388 395 395
(1.8%) (1.8%)

7 7 

社会保障関係費 

合計 
341,306 340,627 358,608 358,121

(5.1%) (5.1%)

17,302 17,495 

（出所）「令和２年度社会保障関係予算のポイント」（令和元年 12月 主計局厚生労働係） 

（https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/15.pdf） 



（注１）各年度の予算額は当初予算額である。 

（注２）計数はそれぞれ四捨五入している。 

（注３）令和元年度予算額は、令和２年度予算額との比較対照のため組替掲記している。 

（注４）「うち通常分」は臨時・特別の措置を除いた金額を記載している。 

文教及び科学振興費の推移及び内訳  （単位：億円、％） 

区  分 
平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

伸率 伸率 伸率 伸率 伸率

文教及び科学振興費 
(53,580) 

53,580 
△0.0 53,567 △0.0

(53,512)

53,646
0.1

(55,884)

56,025
4.7 55,055 △1.5

（内訳） 

義務教育費国庫負担金 15,271 △0.1 15,248 △0.1 15,228 △0.1 15,200 △0.2 15,221 0.1

科学技術振興費 
(12,930) 

12,929 
0.6 13,045 0.9 

(13,175)

13,159
0.9 13,597 3.2 13,639 0.3

文教施設費 807 10.7 788 △2.3 766 △2.8 1,694 121.2 1,250 △26.2

教育振興助成費 23,442 △1.0 23,315 △0.5
(23,075)

23,225
△0.4

(24,017)

24,158
4.7 23,768 △1.0

育英事業費 1,132 10.2 1,171 3.5 1,269 8.4 1,375 8.4 1,176 △14.5

（出所）「令和２年度予算及び財政投融資計画の説明」（令和２年１月 財務省主計局、理財局） 

  （https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/r02y_c.pdf ） 

（注１）各年度の予算額は当初予算額である。令和元年度については、臨時・特別の措置 2,201億円を含み、また、令和２年

度については、臨時・特別の措置 1,143億円を含む。 

（注２）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。 

（注３）上段（ ）書きは、組替え後の計数であり、翌年度の伸率は、組替え後の計数との比較である。 

公共事業関係費の推移  （単位：億円、％） 

平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

伸率 伸率 伸率 伸率 伸率 

予 算 額 59,737 0.0 59,763 0.0 59,789 0.0
（69,099）

60,596 

（15.6）

1.3 

（68,571）

60,669 

（△0.8）

0.1

（出所）「令和２年度国土交通省・公共事業関係予算のポイント」（令和元年12月 主計局国土交通・公共事業総括係） 

（https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/19.pdf） 

（注１）各年度の予算額は当初予算額である。 

（注２）令和元年度及び２年度予算額の本書は通常分の予算額、上段（ ）書は通常分と臨時・特別の措置の合計額である。

防衛関係費の推移及び内訳 （単位：億円、％） 

区  分 
平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

伸率 伸率 伸率 伸率 伸率 

人 件 ・ 糧 食 費 21,473 1.7 21,662 0.9 21,850 0.9 21,831 △0.1 21,426 △1.9

歳 出 化 経 費 18,377 0.6 18,767 2.1 18,898 0.7 19,675 4.1 20,326 3.3

一 般 物 件 費 10,692 2.6 10,822 1.2 11,163 3.2 11,068 △0.8 11,382 2.8

防 衛 関 係 費 50,541 1.5 51,251 1.4 51,911 1.3 52,574 1.3 53,133 1.1

ＳＡＣＯ関係経費 28 △39.5 28 0.2 51 80.6 256 404.2 138 △46.1

米軍再編関係経費 

（地元負担軽減） 
1,766 23.9 2,011 13.9 2,161 7.5 1,679 △22.3 1,799 7.2

政府専用機関係経費 140 30.1 216 54.2 312 44.0 62 △80.2 0 △99.5

臨時・特別の措置 - - - - - - 508 皆増 508 0.0

そ の 他 48,607 0.8 48,996 0.8 49,388 0.8 50,070 1.4 50,688 1.2



（出所）「令和２年度防衛関係予算のポイント」（令和元年12月 主計局防衛係） 

（https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/21.pdf） 

（注１）各年度の予算額は当初予算額である。 

（注２）「人件・糧食費」とは、隊員等に支給される給与等及び営内で生活している隊員等の食事代である。 

「歳出化経費」とは、過去の年度に締結した契約に基づいて生じる当年度の支払いである。 
（注３）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。 

中小企業対策費の推移 （単位：億円、％） 

平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

予 算 額 1,825 1,810 1,771 1,790 1,753

伸   率 △1.7 △0.8 △2.2 1.0 △2.1

（出所)「令和２年度予算のポイント 経済産業、環境、司法・警察係予算」（令和元年12月 主計局経済産業係） 

(https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/09.pdf) 

（注）各年度の予算額は当初予算額である。令和元年度については、臨時・特別の措置 50億円を含み、また、令和２年度につ

いては、臨時・特別の措置 30億円を含む。 

農林水産関係予算の推移   （単位：億円、％） 

区  分 平成28年度 29年度 30年度 
令和 

元年度 

２年度 

増△減 

農 林 水 産 関 係 予 算 

(0.0) 

23,091 

(△0.1)

23,071

(△0.2)

23,021

(0.4)

23,108 23,109

(0.0)

1

(1) 公 共 事 業

(2.6) 

6,761 

(1.1)

6,833

(0.4)

6,860

(1.5)

6,966

＜30.2＞

6,989

(0.3)

23

(2) 非 公 共 事 業 

(△1.0)

16,330 

(△0.6)

16,238

(△0.5)

16,161

(△0.1)

16,142

＜69.8＞

16,120

(△0.1)

△22

農 業 関 係 予 算 17,308 17,325 17,336 17,297 17,285 △12

林 業 関 係 予 算 2,933 2,956 2,997 2,992 3,006 14

水 産 業 関 係 予 算 1,784 1,774 1,772 1,892 1,875 △17

農 山 漁 村 地 域 整 備 交 付 金 1,067 1,017 917 927 943 16

（出所）「令和２年度農林水産関係予算のポイント」（令和元年12月 主計局農林水産係） 

（https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/17.pdf） 

（注１）予算額は当初予算額で、上段の（ ）書きは対前年度増△減率、＜ ＞書きは農林水産関係予算に占める構成比であ

る。 

（注２）計数は、それぞれ四捨五入によっているので端数において合計と合致しないものがある。 

（注３）令和元年度及び２年度予算は、上記の他に「臨時・特別の措置」を活用した防災・減災、国土強靱化のための緊急対

策1,008億円を措置している。 

エネルギー対策費の推移   （単位：億円、％） 

平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

予 算 額 9,308 9,635 9,186 9,760 9,495

伸 率 3.6 3.5 △4.7 6.2 △2.7

（出所）「令和２年度予算及び財政投融資計画の説明」（令和２年１月 財務省主計局、理財局） 

（https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/sy020120.html） 

（注）各年度の予算額は当初予算額である。令和元年度については、臨時・特別の措置 656億円を含み、また、令和２年度 

については、臨時・特別の措置 487億円を含む。 



参考指標６「補助金等の内訳（交付先別、主要経費別）」 （単位：億円、％） 

補助金等の交付先別概要（一般会計） 

交付先 

平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 

地方公共団体 224,782 1.2 229,628 2.2 224,737 1.4 237,729 5.9 241,687 1.7

特殊法人等 27,877 0.7 26,936 △ 4.0 27,328 1.5 27,520 0.7 29,211 6.1

独立行政法人 20,614 △ 1.0 20,807 0.9 20,976 0.8 21,734 3.6 24,051 10.7

国立大学法人 11,649 △ 1.2 11,617 △ 0.3 11,585 △ 0.3 12,466 7.6 12,202 △ 2.1

民間団体等 18,232 △ 3.7 18,240 1.0 17,115 △ 6.1 22,378 30.7 24,597 9.9

合計 303,154 0.6 307,229 1.3 301,742 0.8 321,827 6.7 331,749 3.1



補助金等の主要経費別内訳（一般会計） 

事項 

平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 

社会保障関係費 189,416 1.4 194,313 2.6 188,714 1.3 193,878 2.7 204,884 5.4

文教及び科学振興費 51,046 △ 0.3 51,051 0.01 51,014 △ 0.1 53,318 4.8 52,398 △ 1.5

公共事業関係費 30,024 0.0 29,987 △ 0.1 30,212 0.7 34,804 15.2 34,462 △ 1.0

その他 32,668 △ 1.9 31,878 △ 2.4 31,802 △ 0.2 39,827 25.3 40,005 1.9

合計 303,154 0.6 307,229 1.3 301,742 0.8 321,827 6.7 331,749 3.1

（出所）主計局調整係調 

（注１）各年度の予算額は当初予算額である。 

（注２）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。 

（注３）各年度の伸率は比較対照のため前年度の予算額を組替えて算出している場合がある。 

参考指標７「補助金等の整理合理化状況」 (単位：件、億円） 

（出所）主計局調整係調 

（注１）各年度の予算額は当初予算額である。 

（注２）計数は、一般会計の計数である。 

（注３）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。 

（注４）上段（ ）は、行政改革推進法等に基づき新たに設立された独立行政法人に対する運営費交付金等を指し、外書である。 

（注５）件数は整理合理化の区分ごとに措置した補助事項単位で計上しており、合計の件数はそれらの延べ件数である。 



施策 政１－１－２：財政に関する広報活動 

測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
）

政1-1-2-A-1：各府省等のウェブサイトで公開される概算要求書等の財務省ウェブサイトからの閲覧

可能化 

年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 
令和元年度

目標値 
達成度

目
標
値

概算要求 

書等 速やかに閲覧できるようにする 

（平成30年度までは定性的な目標） 

10月10日前後

○ 

政策評価 

調書 
10月末日 

実
績
値

概算要求 

書等 
速やかに閲覧できるようにした 

10月９日 

政策評価 

調書 
10月30日 

（出所）主計局総務課及び司計課調 

（目標値の設定の根拠） 

財政に関する迅速かつ正確な情報提供を行うため、過去の実績を参考に目標値を設定しました。

（目標の達成度の判定理由） 

 目標値のとおり、各府省等の概算要求書等及び政策評価調書をそれぞれ令和元年10月９日及び同年

10月30日に財務省ウェブサイトから一元的に閲覧できるようにしたことから、達成度は「○」としま

した。  

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
）

[主要]政1-1-2-B-1：財政に関する広報活動の実施状況 

目 標 

積極的にパンフレットの作成・配布、ウェブサイトを通じた情報提供、説

明会等の広報活動を実施します。 

達成度（目標の設定の根拠） 

 財政に関し、国民に対する説明責任を果たすとともに、国民に理解を深め

てもらうためです。 

実績及び目標
の達成度の判

定理由 

財政に関するパンフレットの作成・配布や説明会等の広報活動を行ったこ

とから、達成度を「○」としました。 
○ 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 

定 

の 

理 

由

各府省等の概算要求書等及び政策評価調書をそれぞれ令和元年10月９日及び同年10月30日に財務

省ウェブサイトから一元的に閲覧できるようにすることで、どのような予算要求がされているか、そ

れがどのような政策評価における政策に対応するのかについての財政に関する情報提供を行いまし

た。 

 また、財政に関するパンフレットについて、アンケート調査結果を踏まえた見直しを行ったほか、

小中高生向けの特別授業である「財政教育プログラム」を実施するとともに、多数の大学や地方公共

団体等に積極的に出向き、国民の方々に「財政の現状」や「財政健全化に向けた取組」、「社会保障と

税の一体改革」等について現状と課題を知っていただくことに努めました。（実施回数：241回） 



政１－１－２に係る参考情報 

参考指標１：財務省ウェブサイトの予算・決算に関するページへのアクセス件数  （単位：件） 

平成26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度

アクセス件数 284,452 270,223 271,155 267,195 250,534 295,463

（出所）大臣官房文書課広報室調 

（注１）財務省ウェブサイト内に開設している予算・決算に関するページ（https://www.mof.go.jp/budget/indexを含むURL）

へのアクセス件数。 

（注２）平成 29年度のシステム変更に伴いアクセス件数を集計するソフトウェアが変更となったため、平成 29年度よりアク

セス件数の集計方法が変更されていることから、その集計結果には留意する必要がある。 

評 

価 

結 

果 

の 

反 

映

以下のとおり、上記の評価結果も踏まえて実施します。 

重点的な予算配分を通じ財政の効率化・質的改善を図るとともに予算執行調査結果、政策評価結

果、行政事業レビュー、決算及び決算検査報告、国会での指摘・議決などの予算への反映・適切な活

用に努めます。 

上記に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する万全の対応策を講じるため、「緊急経済

対策」等を受けて、補正予算による対応などを講じているところです。 

広報活動については、財政の現状や政府の取組に係る図表等を用いた分かりやすい説明を、資料やウ

ェブサイト等の多様な媒体によって、引き続き積極的に行います。 

また、財政の効率化・質的改善を推進するための調査研究等及び予算編成支援システムの運用に必

要な経費の確保に努めます。  

財務省政策評価懇談

会における意見 
該当なし 

政策目標に係る予算額 

区 分 平成29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

予算の 

状況 

（千円） 

当初予算 3,199,431 4,099,780 4,112,805 363,260

補正予算 △ 6,282 － △ 14

繰 越 等 － － N.A.

合    計 3,193,149 4,099,780 N.A.

執行額（千円） 3,082,009 3,982,604 N.A.

（概要） 

財政の効率化・質的改善を推進するための予算・決算の作成、調査研究等に必要な経費等。 

（注１）令和２年度当初予算のうち、「予算編成支援システム」に係る経費については、内閣所管（組織）内閣官房に「（項）

情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上されている。 

（注２）令和元年度「繰越等」、「執行額」等については、令和２年11月頃に確定するため、令和２年度実績評価書に掲載予定。

以上のとおり、全ての測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「ｓ 

目標達成」としました。 



政策目標に関係する

施政方針演説等内閣

の主な重要政策 

第201回国会 総理大臣施政方針演説（令和２年１月20日） 

第201回国会 財務大臣財政演説（令和２年１月20日） 

令和２年度予算編成の基本方針（令和元年12月５日閣議決定） 

経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定） 

経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定） 

平成28年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について（平成

27年６月30日閣議決定） 

新しい経済政策パッケージ（平成29年12月８日閣議決定） 

政策評価を行う過程

において使用した資

料その他の情報 

我が国の財政状況：予算書、「令和２年度予算のポイント」、「日本の財政関係資料（令

和元年10月）」（財務省）等 

前年度政策評価結果

の政策への反映状況 

令和２年度予算編成に当たっては、「新経済・財政再生計画」に定める財政健全化目

標の達成に向け、予算の効率化に取り組みました。 

広報活動については、日本各地の大学及び地方公共団体等で講義や説明を行ったほ

か、我が国の財政状況について国民の理解が得られるよう図表等を用いた分かりやす

い説明を、多様な媒体により積極的に行いました。  

担当部局名 主計局（総務課、司計課、調査課、主計官、主計企画官） 政策評価実施時期 令和２年９月 




