
Ⅲ 決算に関する情報  

 

○ 平成２６年度決算（東日本大震災復興特別会計） 

 

・歳入歳出決算の概要 

（単位：百万円） 

歳  入 歳  出 

復興特別所得税 349,192 国会   

復興特別法人税 432,751   国立国会図書館   

一般会計より受入 1,687,425     国立国会図書館 191 

特別会計より受入 145 内閣   

復興公債金 119,999   内閣官房 43 

公共事業費負担金収入 60,559     内閣共通費 16 

災害等廃棄物処理事業費負担金収入 251     地域活性化等復興政策費 27 

附帯工事費負担金収入 22 内閣府 61,280 

特別会計整理収入 181,400   内閣本府 59,547 

貸付金等回収金収入 432     原子力安全確保費 22 

雑納付金 1,760     
原子力災害復興再生支援事業

費 
2,125 

雑収入 102,206     地域活性化等復興政策費 57,399 

事故由来放射性物質汚染対処費回収

金収入 
57,595   警察庁 959 

前年度剰余金受入 2,363,598     警察庁施設費 12 

        治安復興政策費 827 

        治安復興事業費 118 

      金融庁   

        
金融機能安定・円滑化復興政策

費 
64 

      消費者庁   

        消費生活復興政策費 709 



歳  入 歳  出 

    復興庁   

      復興庁 119,590 

        復興庁共通費 5,182 

        東日本大震災復興支援対策費 792 

        東日本大震災復興推進費 － 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
109,132 

        新しい東北施策推進費 1,445 

        東日本大震災復興推進調整費 204 

        地域活性化等復興政策費 － 

        生活基盤行政復興政策費 － 

        生活基盤行政復興事業費 － 

        財務行政復興事業費 － 

        教育・科学技術等復興政策費 － 

        教育・科学技術等復興事業費 － 

        社会保障等復興政策費 － 

        社会保障等復興事業費 － 

        農林水産業復興政策費 － 

        農林水産業復興事業費 － 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興政策費 
－ 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興事業費 
－ 

        
住宅・地域公共交通等復興政策

費 
－ 

        環境保全復興政策費 － 

        環境保全復興事業費 － 



歳  入 歳  出 

        防衛復興政策費 － 

        東日本大震災復興事業費 － 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
－ 

        
東日本大震災復興農業施設災

害復旧事業等工事諸費 
－ 

        
東日本大震災復興山林施設災

害復旧事業工事諸費 
－ 

        
東日本大震災復興河川等災害

復旧事業工事諸費 
－ 

        

農業生産基盤保全管理・整備事

業費食料安定供給特別会計へ

繰入 

2,833 

    総務省 417,670 

      総務本省 414,291 

        総務省共通費 4 

        地方交付税交付金 411,631 

        生活基盤行政復興政策費 2,656 

      総合通信局   

        総務省共通費 32 

      消防庁 3,345 

        生活基盤行政復興政策費 370 

        生活基盤行政復興事業費 2,975 

    法務省 2,757 

      法務本省 1,363 

        法務省共通費 57 

        
東日本大震災復興日本司法支

援センター運営費 
899 

        法務行政復興事業費 372 



歳  入 歳  出 

        環境保全復興政策費 33 

      更生保護官署 182 

        法務省共通費 156 

        法務行政復興政策費 25 

      法務局 1,211 

        法務省共通費 275 

        法務行政復興政策費 936 

    財務省 744,131 

      財務本省 744,121 

        復興債費 743,721 

        財務行政復興事業費 400 

        復興加速化・福島再生予備費 － 

      財務局   

        環境保全復興政策費 7 

      国税庁   

        環境保全復興政策費 1 

    文部科学省 209,541 

      文部科学本省 206,820 

        文部科学省共通費 228 

        

東日本大震災復興独立行政法

人国立高等専門学校機構運営

費 

33 

        私立学校振興費 6,814 

        国立大学法人施設整備費 10,954 

        
東日本大震災復興国立大学法

人施設整備費 
2,905 



歳  入 歳  出 

        
東日本大震災復興国立大学法

人運営費 
705 

        
東日本大震災復興独立行政法

人科学技術振興機構運営費 
2,298 

        研究開発推進費 1,473 

        
独立行政法人日本原子力研究

開発機構施設整備費 
468 

        

東日本大震災復興独立行政法

人日本原子力研究開発機構運

営費 

5,193 

        

東日本大震災復興独立行政法

人放射線医学総合研究所運営

費 

468 

        教育・科学技術等復興政策費 27,921 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
2,274 

        公立文教施設整備費 116,811 

        沖縄教育振興事業費 695 

        教育・科学技術等復興事業費 24,473 

        東日本大震災復興推進費 2,950 

        環境保全復興政策費 147 

      文化庁   

        教育・科学技術等復興政策費 2,721 

    厚生労働省 38,197 

      厚生労働本省 34,244 

        厚生労働省共通費 23 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
6,521 

        東日本大震災復興推進費 172 

        社会福祉施設整備費 109 



歳  入 歳  出 

        社会保障等復興事業費 3,724 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
362 

        社会保障等復興政策費 23,268 

        環境保全復興政策費 61 

      厚生労働本省試験研究機関   

        
厚生労働本省試験研究所施設

費 
47 

      国立更生援護機関   

        国立更生援護機関施設費 3,519 

      地方厚生局   

        環境保全復興政策費 0 

      都道府県労働局 385 

        厚生労働省共通費 171 

        社会保障等復興政策費 207 

        環境保全復興政策費 6 

    農林水産省 305,944 

      農林水産本省 118,240 

        農林水産省共通費 12 

        農林水産業復興政策費 11,350 

        農林水産業復興事業費 1,919 

        東日本大震災復興事業費 15,164 

        農山漁村地域整備事業費 566 

        東日本大震災復興推進費 50,283 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
525 



歳  入 歳  出 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
38,417 

      農林水産技術会議 2,622 

        農林水産業復興政策費 2,588 

        農林水産業復興事業費 12 

        環境保全復興政策費 21 

      地方農政局 127 

        農林水産省共通費 93 

        
東日本大震災復興農業施設災

害復旧事業等工事諸費 
34 

      林野庁 46,024 

        農林水産省共通費 65 

        治山事業費 51 

        東日本大震災復興事業費 14,949 

        農林水産業復興政策費 3,988 

        農林水産業復興事業費 3,916 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
23,010 

        
東日本大震災復興山林施設災

害復旧事業工事諸費 
43 

      水産庁 138,928 

        環境保全復興政策費 110 

        海岸事業費 149 

        水産基盤整備費 1,041 

        東日本大震災復興事業費 21,811 

        北海道開発事業費 450 

        離島振興事業費 439 



歳  入 歳  出 

        農林水産業復興政策費 13,522 

        農林水産業復興事業費 11,941 

        

東日本大震災復興独立行政法

人水産総合研究センター運営

費 

189 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
89,270 

        
東日本大震災復興漁港施設災

害復旧事業等工事諸費 
2 

    経済産業省 85,871 

      経済産業本省 40,608 

        
東日本大震災復興独立行政法

人産業技術総合研究所運営費 
1,608 

        

東日本大震災復興独立行政法

人産業技術総合研究所施設整

備費 

4,355 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
2,762 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興政策費 
31,883 

      資源エネルギー庁   

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興政策費 
11,255 

      中小企業庁 34,007 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興政策費 
3,542 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興事業費 
28,399 

        

東日本大震災復興独立行政法

人中小企業基盤整備機構運営

費 

2,064 

    国土交通省 1,113,931 

      国土交通本省 1,105,357 



歳  入 歳  出 

        河川整備事業費 21,473 

        海岸事業費 6,113 

        道路交通安全対策事業費 114 

        港湾事業費 8,846 

        
住宅・地域公共交通等復興政策

費 
2,875 

        東日本大震災復興推進費 490,229 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
77,075 

        社会資本総合整備事業費 10,329 

        北海道開発事業費 218 

        東日本大震災復興事業費 275,511 

        
住宅・地域公共交通等復興事業

費 
534 

        環境保全復興政策費 498 

        東日本大震災復興附帯工事費 20 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
211,515 

      地方整備局 1,203 

        
東日本大震災復興治水事業工

事諸費 
107 

        
東日本大震災復興道路整備事

業工事諸費 
661 

        
東日本大震災復興港湾整備事

業工事諸費 
109 

        
東日本大震災復興河川等災害

復旧事業工事諸費 
324 

      観光庁   

        
住宅・地域公共交通等復興政策

費 
533 

      気象庁   



歳  入 歳  出 

        
住宅・地域公共交通等復興政策

費 
300 

      海上保安庁 6,537 

        船舶建造費 2,629 

        
住宅・地域公共交通等復興政策

費 
3,757 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
150 

        環境保全復興政策費 － 

    環境省 650,805 

      環境本省 405,793 

        環境省共通費 355 

        東日本大震災復興推進費 298 

        東日本大震災復興事業費 8,413 

        
東日本大震災復興独立行政法

人国立環境研究所運営費 
953 

        環境保全復興事業費 5,303 

        環境保全復興政策費 390,447 

        
東日本大震災復興自然公園等

事業工事諸費 
21 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
－ 

      地方環境事務所 239,398 

        環境省共通費 4,143 

        環境保全復興政策費 235,255 

      原子力規制委員会 5,612 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
6 

        環境保全復興政策費 5,605 



歳  入 歳  出 

    防衛省   

      防衛本省 42,146 

        武器車両等整備費 6,856 

        航空機整備費 4,095 

        研究開発費 2,793 

        人材確保育成費 2,567 

        施設整備費 4,228 

        環境保全復興政策費 460 

        防衛復興政策費 21,144 

合計 5,357,343 合計 3,792,102 

  

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

※百万円未満の計数がある場合には「０」で表示し、該当係数が皆無の場合には「－」

で表示している。 

 

 

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合に

あってはその理由 

 （一般会計からの繰入金の実績額） ・・・・・・・・・・・1,687,425百万円 

（予算に計上した繰入金の額） ・・・・・・・・・・・・・1,687,425百万円 

（相違した理由） 

千円未満の端数が生じたためである。 

 

・借入金等（借入金並びに公債及び証券の発行収入金）の額及び借入金等の額が予算

に計上した額と異なる場合にあってはその理由 

・（公債発行収入金の額） ・・・・・・・・・・・・・・・・・119,999百万円 

（予算に計上した公債発行収入金の額） ・・・・・・・・・1,097,000百万円 

（相違した理由） 

復興公債の発行が予定より少なかったためである。 

 

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法 

（剰余金の額） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,565,240百万円 



（剰余金が生じた理由） 

歳出において、地元住民との調整に時間を要したことなどにより不測の日数を要

したこと等のため、翌年度へ繰り越しが生じたこと等によるものである。 

（剰余金の処理の方法） 

この剰余金については、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）第８条

第１項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れることとしている。 

 

 

東日本大震災復興特別会計の決算に関する

お問い合わせ先 

【担当】復興庁予算・会計班 

【代表】 ０３－５５４５－７２３０ 

 （内線）１００６ 


