
政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】

(所管）財務省 （単位：千円）

(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

財務本省 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

4,112,805 363,260 △3,749,545

(2) 予算執行の透明性の向上・適正な
予算執行の確保

財務本省 財政健全化推進費 適正な予算執行の確保に必要
な経費

51,198 48,787 △2,411

会計センタ－に必要な経費 8,554,014 386,665 △8,167,349

財務局 財務局業務費 適正な予算執行の確保に必要
な経費

188,355 189,074 719

(3) 公正で効率的かつ透明な財政・会
計に係る制度の構築及びその適正な
運営

財務本省 財政健全化推進費 財務書類の作成・公表に必要
な経費

12,057 12,370 313

(1) 経済の好循環を確実なものとする
ための税制の着実な実施、我が国の
経済社会の構造変化及び喫緊の課題
に応えるための税制の検討並びに税
制についての広報の充実

財務本省 税制企画立案費 税制の企画及び立案に必要な
経費

162,533 160,632 △1,901

(2) 内国税の適正かつ公平な賦課及
び徴収

国税庁 税務業務費 内国税等の賦課及び徴収に必
要な経費

120,033,078 127,068,813 7,035,735

税務大学校に必要な経費 2,127,963 2,020,504 △107,459

国税電子申告・納税システム
の運用等に必要な経費

8,271,096 8,411,111 140,015

国税不服審判所 審査請求の調査及び審理に必
要な経費

66,268 59,174 △7,094

(3)　酒類業の健全な発達の促進 国税庁 税務業務費 酒類業の健全な発達の促進に
必要な経費

868,280 1,901,268 1,032,988

独立行政法人酒類総合研究所
運営費

独立行政法人酒類総合研究所
運営費交付金に必要な経費

963,113 964,996 1,883

(1) 国債の確実かつ円滑な発行及び
中長期的な調達コストの抑制

財務本省 資産債務管理費 国債の確実かつ円滑な発行等
に必要な経費

186,469 212,175 25,706

国債費 定率による公債等償還財源の
国債整理基金特別会計へ繰入
れに必要な経費

13,673,401,072 14,002,864,358 329,463,286

社会資本整備事業特別会計整
理収入等の国債整理基金特別
会計へ繰入れに必要な経費

67,669,964 60,619,999 △7,049,965

年金特例公債償還財源の国債
整理基金特別会計へ繰入れに
必要な経費

260,000,000 260,000,000 0

△157,251,33023,372,956,215

8,094,167140,586,498

２年度予算額元年度予算額 比較増△減額組織

1,000,156 △11,918,273

23,530,207,545

項 事項

12,918,429

132,492,331

政策体系

１　健全な財政の確保

２　適正かつ公平な課税の実現

３　国の資産・負債の適正な管理



(所管）財務省 （単位：千円）

２年度予算額元年度予算額 比較増△減額組織 項 事項政策体系

その他公債等償還財源の国債
整理基金特別会計へ繰入れに
必要な経費

656,961,894 608,065,731 △48,896,163

公債利子等の支払財源の国債
整理基金特別会計へ繰入れに
必要な経費

8,797,829,367 8,377,423,965 △420,405,402

年金特例公債利子の支払財源
の国債整理基金特別会計へ繰
入れに必要な経費

17,433,110 12,984,481 △4,448,629

公債等に係る償還及び発行に
関する諸費財源の国債整理基
金特別会計へ繰入れに必要な
経費

33,945,525 28,421,150 △5,524,375

事務取扱いに必要な経費 948,614 1,140,952 192,338

(2) 庁舎及び宿舎を含む国有財産の
適正な管理・処分及び有効活用と情報
提供の充実

国有財産の管理及び処分に必
要な経費

1,301,718 40,672 △1,261,046

民間資金等を活用した公務員
宿舎の維持管理及び運営に必
要な経費

19,398 19,370 △28

公務員宿舎施設費 公務員宿舎建設等に必要な経
費

6,995,880 7,666,572 670,692

特定国有財産整備費 一般庁舎等に係る特定施設整
備に必要な経費

1,030,419 1,556,576 526,157

特定国有財産整備諸費 特定国有財産の取得及び処分
に必要な経費

61,076 121,132 60,056

国有財産の管理及び処分に必
要な経費

8,559,288 8,107,974 △451,314

公務員宿舎の維持管理に必要
な経費

3,812,238 3,567,696 △244,542

(3)　国庫金の効率的かつ正確な管理 財務本省 資産債務管理費 国庫金の管理に必要な経費 51,513 143,412 91,899

(1) 通貨の円滑な供給及び偽造・変造
の防止

財務本省 貨幣製造及信用秩序制度等企
画立案費

貨幣の製造等に必要な経費 16,008,628 16,814,543 805,915

(2) 金融破綻処理制度の適切な整備・
運用及び迅速・的確な金融危機管理

財務本省 貨幣製造及信用秩序制度等企
画立案費

金融破綻処理制度等の企画及
び立案に必要な経費

11,248 12,218 970

財務局

財務本省 資産債務管理費

４　通貨及び信用秩序に対する信頼の維持

財務局業務費

16,019,876 806,88516,826,761



(所管）財務省 （単位：千円）

２年度予算額元年度予算額 比較増△減額組織 項 事項政策体系

(1) 内外経済情勢等を踏まえた適切な
関税率の設定・関税制度の改善等

財務本省 関税制度等企画立案費 関税制度等の企画及び立案に
必要な経費

589,122 775,847 186,725

(2) 多角的自由貿易体制の維持・強化
及び経済連携の推進並びに税関分野
における貿易円滑化の推進

財務本省 関税制度等企画立案費 経済連携等の推進に必要な経
費

50,117 47,492 △2,625

(3) 関税等の適正な賦課及び徴収、社
会悪物品等の密輸阻止並びに税関手
続における利用者利便の向上

財務本省 関税制度等企画立案費 関税中央分析所に必要な経費 337,407 350,708 13,301

税関研修所に必要な経費 476,086 481,426 5,340

税関 税関業務費 輸出入貨物の通関及び関税等
の徴収並びに監視取締りに必
要な経費

32,008,021 33,702,395 1,694,374

船舶建造費 船舶建造に必要な経費 1,045,540 1,122,405 76,865

(1) 開発途上国における安定的な経済
社会の発展に資するための資金協力・
知的支援を含む多様な協力の推進

財務本省 経済協力費 経済協力に必要な経費 76,802,128 77,505,931 703,803

(1) 政府関係金融機関等の適正かつ
効率的な運営の確保

財務本省 政策金融費 政府関係金融機関の運営に必
要な経費

61,586,000 60,086,000 △1,500,000

危機対応円滑化業務に必要な
経費

80,635 77,430 △3,205

(1) 安定的で効率的な国家公務員共
済制度等の構築及び管理

財務本省 国家公務員共済組合連合会等
助成費

国家公務員共済組合連合会等
補助等に必要な経費

6,460,647 6,544,082 83,435

日本郵政共済組合等補助に必
要な経費

117,844 119,492 1,648

日本郵政共済組合等負担金に
必要な経費

61,813,328 61,628,859 △184,469

23,933,005,056 23,773,811,697 △159,193,359

（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．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。

３．元年度予算額は、当初予算額である。

所　　　管　　　計

６ 国際金融システムの安定的かつ健全な
発展と開発途上国の経済社会の発展の促
進

７ 政府関係金融機関等の適正かつ効率
的な運営の確保

８ 安定的で効率的な国家公務員共済制度
等の構築及び管理

５　貿易の秩序維持と健全な発展

68,391,819 68,292,433 △99,386

61,666,635 60,163,430

76,802,128 703,80377,505,931

△1,503,205

34,506,293 36,480,273 1,973,980


