
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

419,603 420,645 1,042

(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

43,560 42,983 △577

会計センタ－に必要な経費 380,617 375,356 △5,261

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

187,891 185,108 △2,783

(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

12,958 12,386 △572

(1) 成長と分配の好循環の実現に向
けた税制の着実な実施、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

159,543 159,162 △381

(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

58,226,276 57,361,315 △864,961

税務大学校に必要な経費 1,862,421 1,717,219 △145,202

国税不服審判所 審査請求の調査及び審理に必
要な経費

53,107 51,506 △1,601

(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

1,998,941 2,040,316 41,375

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

1,043,245 1,010,829 △32,416

(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

294,362 29,789 △264,573

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

14,191,063,461 15,131,924,848 940,861,387

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

53,521,919 43,213,504 △10,308,415

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

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

63,343,533

政策体系

１　健全な財政の確保

組織

1,036,478 △8,151

23,784,773,971

項 事項

1,044,629

576,520,21824,361,294,189

△1,003,18662,340,347

４年度予算額３年度予算額 比較増△減額



(所管）財務省 （単位：千円）

政策体系 組織 項 事項 ４年度予算額３年度予算額 比較増△減額

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

728,421,577 638,178,853 △90,242,724

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

8,490,053,344 8,233,459,252 △256,594,092

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

13,512,356 13,781,047 268,691

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

21,089,865 17,933,041 △3,156,824

事務取扱いに必要な経費 813,860 794,320 △19,540

(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

39,745 40,025 280

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

19,860 15,874 △3,986

公務員宿舎施設費 公務員宿舎建設等に必要な経
費

7,360,726 7,463,915 103,189

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

6,374,508 2,316,615 △4,057,893

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

127,176 248,251 121,075

国有財産の管理及び処分に必
要な経費

8,333,539 8,305,803 △27,736

公務員宿舎の維持管理に必要
な経費

3,681,323 3,583,557 △97,766

(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 66,350 5,495 △60,855

(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 17,110,246 17,150,963 40,717

(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

10,489 9,524 △965

財務局業務費

17,120,735 39,75217,160,487４　通貨及び信用秩序に対する信頼の維持

財務本省 資産債務管理費

財務局



(所管）財務省 （単位：千円）

政策体系 組織 項 事項 ４年度予算額３年度予算額 比較増△減額

(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

132,518 143,241 10,723

(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

40,298 33,213 △7,085

(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 351,311 356,119 4,808

税関研修所に必要な経費 468,290 367,065 △101,225

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

24,303,609 20,623,143 △3,680,466

船舶建造費 船舶建造に必要な経費 848,849 841,465 △7,384

(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 78,015,440 77,806,694 △208,746

(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

61,575,000 60,605,000 △970,000

危機対応円滑化業務に必要な
経費

78,004 81,494 3,490

(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

6,550,430 6,499,817 △50,613

日本郵政共済組合等補助に必
要な経費

119,045 118,396 △649

日本郵政共済組合等負担金に
必要な経費

79,140,048 78,378,844 △761,204

24,117,905,710 24,687,685,992 569,780,282

（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。

２．３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。

３．３年度予算額は、当初予算額である。

△966,510

26,144,875 22,364,246 △3,780,629

85,809,523 84,997,057 △812,466

61,653,004 60,686,494

78,015,440 △208,74677,806,694

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


