
（別紙１）

政策ごとの予算との対応について（総括表）

(所管） 環境省（原子力規制委員会） （単位：千円）

1,276,257 1,276,078 △ 179 4,065,072 3,881,330 △ 183,742
＜38,968,691＞ ＜38,744,092＞ ＜△224,599＞ ＜27,399,233＞ ＜27,012,574＞ ＜△386,659＞

エネルギー対策特別
会計

エネルギー対策特別
会計

エネルギー対策特別
会計

エネルギー対策特別
会計

800,727 759,918 △ 40,809

＜27,399,233＞ の内数 ＜27,012,574＞ の内数 ＜△386,659＞ の内数
エネルギー対策特別
会計

1,276,257 1,276,078 △ 179 3,264,345 3,121,412 △ 142,933
東日本大震災復興
特別会計

＜38,968,691＞ の内数 ＜38,744,092＞ の内数 ＜△224,599＞ の内数 ＜27,399,233＞ の内数 ＜27,012,574＞ の内数 ＜△386,659＞ の内数
エネルギー対策特別
会計

40,244,948 40,020,170 △ 224,778 31,464,305 30,893,904 △ 570,401

（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。

３．エネルギー対策特別会計及び東日本大震災復興特別会計については、原子力規制委員会所管分のみ掲記している。
４．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。
５．元年度予算額は、当初予算額である。
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＜△224,599＞
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＜△224,599＞

＜△224,599＞

＜38,744,092＞ の内数

＜38,744,092＞ の内数

＜33,901,535＞ の内数

＜38,968,691＞

＜34,020,024＞

＜38,968,691＞

＜38,968,691＞

の内数

の内数

の内数

の内数

の内数

４．原子力の安全確保に向けた
技術・人材の基盤の構築

５．核セキュリティ対策の強化及
び保障措置の着実な実施

６．放射線防護対策及び危機管
理体制の充実・強化

２．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、総額の「内数」で掲記し、合計欄において本書きに含めている。

２年度予算額 比較増△減額 元年度予算額 ２年度予算額
Ⅰ．原子力に対する確かな規制を通じ
て、人と環境を守ること

比較増△減額

３．東京電力福島第一原子力発
電所の廃炉に向けた取組の監
視等

備考政策体系
一般会計 特別会計

元年度予算額

１．原子力規制行政に対する信
頼の確保

２．原子力施設等に係る規制の
厳正かつ適切な実施

＜38,968,691＞
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（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） 環境省（原子力規制委員会） （単位：千円）

1,276,257 1,276,078 △ 179
＜38,968,691＞ ＜38,744,092＞ ＜△224,599＞

原子力安全確保費 原子力の安全確保に必要な経費 ＜4,948,667＞ の内数 ＜4,842,557＞ の内数 ＜△106,110＞ の内数

電源開発促進税財源電源利用
対策及原子力安全規制対策費
エネルギー対策特別会計へ繰
入

電源開発促進税財源の電源利
用対策及原子力安全規制対策
に係るエネルギー対策特別会
計電源開発促進勘定へ繰入れ
に必要な経費

＜34,020,024＞ の内数 ＜33,901,535＞ の内数 ＜△118,489＞ の内数

原子力安全確保費 原子力の安全確保に必要な経費 ＜4,948,667＞ の内数 ＜4,842,557＞ の内数 ＜△106,110＞ の内数

電源開発促進税財源電源利用
対策及原子力安全規制対策費
エネルギー対策特別会計へ繰
入

電源開発促進税財源の電源利
用対策及原子力安全規制対策
に係るエネルギー対策特別会
計電源開発促進勘定へ繰入れ
に必要な経費

＜34,020,024＞ の内数 ＜33,901,535＞ の内数 ＜△118,489＞ の内数

原子力安全確保費 原子力の安全確保に必要な経費 ＜4,948,667＞ の内数 ＜4,842,557＞ の内数 ＜△106,110＞ の内数

電源開発促進税財源電源利用
対策及原子力安全規制対策費
エネルギー対策特別会計へ繰
入

電源開発促進税財源の電源利
用対策及原子力安全規制対策
に係るエネルギー対策特別会
計電源開発促進勘定へ繰入れ
に必要な経費

＜34,020,024＞ の内数 ＜33,901,535＞ の内数 ＜△118,489＞ の内数

原子力安全確保費 原子力の安全確保に必要な経費 ＜4,948,667＞ の内数 ＜4,842,557＞ の内数 ＜△106,110＞ の内数

電源開発促進税財源電源利用
対策及原子力安全規制対策費
エネルギー対策特別会計へ繰
入

電源開発促進税財源の電源利
用対策及原子力安全規制対策
に係るエネルギー対策特別会
計電源開発促進勘定へ繰入れ
に必要な経費

＜34,020,024＞ の内数 ＜33,901,535＞ の内数 ＜△118,489＞ の内数

原子力安全確保費 原子力の安全確保に必要な経費 ＜4,948,667＞ の内数 ＜4,842,557＞ の内数 ＜△106,110＞ の内数
放射能調査研究費 放射能調査研究に必要な経費 1,276,257 1,276,078 △ 179

電源開発促進税財源電源利用
対策及原子力安全規制対策費
エネルギー対策特別会計へ繰
入

電源開発促進税財源の電源利
用対策及原子力安全規制対策
に係るエネルギー対策特別会
計電源開発促進勘定へ繰入れ
に必要な経費

＜34,020,024＞ の内数 ＜33,901,535＞ の内数 ＜△118,489＞ の内数

40,244,948 40,020,170 △ 224,778

（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．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、総額の「内数」で掲記し、合計欄において本書きに含めている。
３．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。
４．元年度予算額は、当初予算額である。

原子力規制委員会

比較増△減額政策体系 組織 項 事項 元年度予算額 ２年度予算額

電源開発促進税財源の電源利
用対策及原子力安全規制対策
に係るエネルギー対策特別会
計電源開発促進勘定へ繰入れ
に必要な経費

＜34,020,024＞ の内数 ＜33,901,535＞ の内数

Ⅰ．原子力に対する確かな規制を通じ
て、人と環境を守ること

１．原子力規制行政に対する信
頼の確保

原子力規制委員会

２．原子力施設等に係る規制の
厳正かつ適切な実施

原子力規制委員会

３．東京電力福島第一原子力発
電所の廃炉に向けた取組の監
視等

６．放射線防護対策及び危機管
理体制の充実・強化

原子力規制委員会

計

＜△118,489＞ の内数

４．原子力の安全確保に向けた
技術・人材の基盤の構築

原子力規制委員会

５．核セキュリティ対策の強化及
び保障措置の着実な実施

原子力規制委員会

電源開発促進税財源電源利用
対策及原子力安全規制対策費
エネルギー対策特別会計へ繰
入
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（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】

(所管） 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省 （会計）エネルギー対策特別会計 （単位：千円）

800,727 759,918 △ 40,809
＜27,399,233＞ ＜27,012,574＞ ＜△386,659＞

原子力安全規制対策費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜15,749,471＞ の内数 ＜14,933,094＞ の内数 ＜△816,377＞ の内数

事務取扱費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜11,649,762＞ の内数 ＜12,079,480＞ の内数 ＜429,718＞ の内数

原子力安全規制対策費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜15,749,471＞ の内数 ＜14,933,094＞ の内数 ＜△816,377＞ の内数

事務取扱費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜11,649,762＞ の内数 ＜12,079,480＞ の内数 ＜429,718＞ の内数

原子力安全規制対策費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜15,749,471＞ の内数 ＜14,933,094＞ の内数 ＜△816,377＞ の内数

事務取扱費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜11,649,762＞ の内数 ＜12,079,480＞ の内数 ＜429,718＞ の内数

原子力安全規制対策費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜15,749,471＞ の内数 ＜14,933,094＞ の内数 ＜△816,377＞ の内数

事務取扱費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜11,649,762＞ の内数 ＜12,079,480＞ の内数 ＜429,718＞ の内数

原子力安全規制対策費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜15,749,471＞ の内数 ＜14,933,094＞ の内数 ＜△816,377＞ の内数

事務取扱費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜11,649,762＞ の内数 ＜12,079,480＞ の内数 ＜429,718＞ の内数

電源利用対策費 電源利用対策に必要な経費 782,921 741,998 △ 40,923
事務取扱費 電源利用対策に必要な経費 17,806 17,920 114

原子力安全規制対策費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜15,749,471＞ の内数 ＜14,933,094＞ の内数 ＜△816,377＞ の内数

事務取扱費
原子力の安全規制対策に必要
な経費

＜11,649,762＞ の内数 ＜12,079,480＞ の内数 ＜429,718＞ の内数

28,199,960 27,772,492 △ 427,468

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【東日本大震災復興特別会計】
(所管） 復興庁 （会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

3,264,345 3,121,412 △ 142,933

（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．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、総額の「内数」で掲記し、合計欄において本書きに含めている。
３．エネルギー対策特別会計及び東日本大震災復興特別会計については、原子力規制委員会所管分のみ掲記している。
４．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。
５．元年度予算額は、当初予算額である。

元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額

Ⅰ．原子力に対する確かな規制を通じ
て、人と環境を守ること

１．原子力規制行政に対する信
頼の確保

電源開発促進勘定

２．原子力施設等に係る規制の
厳正かつ適切な実施

電源開発促進勘定

政策体系 勘定・組織 項 事項

３．東京電力福島第一原子力
発電所の廃炉に向けた取組の
監視等

電源開発促進勘定

４．原子力の安全確保に向けた
技術・人材の基盤の構築

電源開発促進勘定

５．核セキュリティ対策の強化
及び保障措置の着実な実施

電源開発促進勘定

６．放射線防護対策及び危機
管理体制の充実・強化

電源開発促進勘定

計

政策体系 勘定・組織 項 事項 元年度予算額 ２年度予算額 比較増△減額

Ⅰ．原子力に対する確かな規制を通じ
て、人と環境を守ること

3,264,345 3,121,412 △ 142,933

△ 142,933

計

６．放射線防護対策及び危機
管理体制の充実・強化

復興庁 環境保全復興政策費
原子力の安全確保に必要な経
費

            3,264,345             3,121,412
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