
Ⅲ 決算に関する情報  

 

○ 平成２５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 333,846 国会   

復興特別法人税 1,204,312   国立国会図書館   

一般会計より受入 3,176,949     国立国会図書館 185 

復興公債金 － 裁判所   

公共事業費負担金収入 4,298   裁判所   

災害等廃棄物処理事業費負担金収入 4     裁判所施設費 9 

特別会計整理収入 3,675 内閣   

貸付金等回収金収入 5,063   内閣官房 27 

雑納付金 407     内閣共通費 6 

雑収入 136,473     地域活性化等復興政策費 20 

事故由来放射性物質汚染対処費回収

金収入 
22,762 内閣府 81,803 

政府出資回収金収入 12,500   内閣本府 73,588 

前年度剰余金受入 1,870,035     原子力安全確保費 1,180 

        社会保障等復興政策費 44,556 

        防災政策費 31 

        地域活性化等復興政策費 27,538 

        東日本大震災復興推進調整費 116 

        
沖縄道路整備事業費社会資本

整備事業特別会計へ繰入 
164 

      警察庁 7,320 

        警察庁施設費 992 

        警察活動基盤整備費 4,270 

        治安復興政策費 1,781 

        治安復興事業費 276 

      金融庁   



歳  入 歳  出 

        
金融機能安定・円滑化復興政策

費 
153 

      消費者庁   

        消費生活復興政策費 740 

    復興庁   

      復興庁 301,770 

        復興庁共通費 3,814 

        東日本大震災復興支援対策費 315 

        東日本大震災復興推進費 － 

        東日本大震災復興推進調整費 1,933 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
5,230 

        被災者住宅再建支援対策費 25,000 

        総務省共通費 － 

        地域活性化等復興政策費 － 

        治安復興政策費 － 

        生活基盤行政復興政策費 － 

        生活基盤行政復興事業費 － 

        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 － 

        
就職支援法事業費労働保険特

別会計へ繰入 
250 

        
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

害復旧事業等工事諸費 
－ 

        

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 

4,344 

        
治水事業費等社会資本整備事

業特別会計へ繰入 
10,440 

        
道路整備事業費社会資本整備

事業特別会計へ繰入 
227,953 

        
港湾整備事業費等社会資本整

備事業特別会計へ繰入 
22,174 

        
空港整備事業費社会資本整備

事業特別会計へ繰入 
313 

    総務省 583,288 

      総務本省 578,584 

        総務省共通費 3 

        地方行政制度整備費 32 

        地方交付税交付金 577,189 

        生活基盤行政復興政策費 1,359 

      総合通信局   

        総務省共通費 24 

      消防庁 4,679 

        生活基盤行政復興政策費 265 

        生活基盤行政復興事業費 4,414 

    法務省 3,444 

      法務本省 2,043 



歳  入 歳  出 

        法務省共通費 49 

        
東日本大震災復興日本司法支

援センター運営費 
208 

        法務行政復興事業費 1,421 

        法務省施設費 364 

      更生保護官署 190 

        法務省共通費 130 

        法務行政復興政策費 60 

      法務局 1,210 

        法務省共通費 251 

        法務行政復興政策費 587 

        登記事務処理費 371 

    財務省 909,811 

      財務本省 908,583 

        復興債費 865,083 

        財務行政復興事業費 43,500 

        復興加速化・福島再生予備費 － 

      税関   

        財務行政復興政策費 815 

      国税庁   

        国税庁施設費 412 

    文部科学省 273,070 

      文部科学本省 270,980 

        文部科学省共通費 136 

        

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 

50 

        
独立行政法人国立高等専門学

校機構施設整備費 
51 

        私立学校振興費 7,398 

        国立大学法人施設整備費 18,620 



歳  入 歳  出 

        
東日本大震災復興国立大学法

人運営費 
1,060 

        
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 
3,353 

        
独立行政法人日本原子力研究

開発機構施設整備費 
2,219 

        

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 

4,981 

        
独立行政法人放射線医学総合

研究所施設整備費 
601 

        

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 

571 

        研究開発推進費 10,204 

        教育・科学技術等復興政策費 34,092 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
309 

        公立文教施設整備費 158,015 

        沖縄教育振興事業費 609 

        教育・科学技術等復興事業費 26,051 

        東日本大震災復興推進費 2,652 

      文化庁   

        教育・科学技術等復興政策費 2,090 

    厚生労働省 77,277 

      厚生労働本省 74,568 

        厚生労働省共通費 22 

        水道施設整備費 2,064 

        水資源開発事業費 279 

        北海道開発事業費 34 

        離島振興事業費 186 

        
東日本大震災復興水道施設整

備事業調査諸費 
0 



歳  入 歳  出 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
3,360 

        東日本大震災復興推進費 405 

        社会福祉施設整備費 1,743 

        社会保障等復興事業費 459 

        
独立行政法人医薬基盤研究所

施設整備費 
128 

        社会保障等復興政策費 65,881 

      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 
2 

      国立更生援護機関   

        国立更生援護機関施設費 2,032 

      都道府県労働局 674 

        厚生労働省共通費 161 

        社会保障等復興政策費 512 

    農林水産省 219,823 

      農林水産本省 121,719 

        農林水産省共通費 11 

        
農業生産基盤保全管理・整備事

業費 
711 

        水資源開発事業費 1,122 

        地域再生推進費 306 

        東日本大震災復興推進調整費 107 

        農地等保全事業費 231 

        
戸別所得補償実施円滑化基盤

整備事業費 
308 

        北海道開発事業費 53 

        農林水産業復興政策費 16,429 

        農林水産業復興事業費 1,595 

        農山漁村活性化対策費 436 

        東日本大震災復興事業費 9,132 



歳  入 歳  出 

        農山漁村地域整備事業費 344 

        東日本大震災復興推進費 59,809 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
31,118 

      農林水産技術会議 2,606 

        農林水産業復興政策費 2,584 

        農林水産業復興事業費 － 

        環境保全復興政策費 21 

      地方農政局 100 

        農林水産省共通費 84 

        
東日本大震災復興農業施設災

害復旧事業等工事諸費 
16 

      林野庁 21,252 

        農林水産省共通費 47 

        治山事業費 410 

        森林整備事業費 317 

        東日本大震災復興事業費 11,023 

        地域再生推進費 704 

        農林水産業復興事業費 521 

        農林水産業復興政策費 2,698 

        東日本大震災復興推進調整費 16 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
5,497 

        
東日本大震災復興山林施設災

害復旧事業等工事諸費 
17 

      水産庁 74,144 

        環境保全復興政策費 119 

        東日本大震災復興推進調整費 9 

        海岸事業費 － 

        水産基盤整備費 1,919 

        東日本大震災復興事業費 12,015 



歳  入 歳  出 

        北海道開発事業費 1,053 

        離島振興事業費 555 

        地域再生推進費 30 

        農林水産業復興政策費 18,001 

        農林水産業復興事業費 3,949 

        

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 
36,293 

        
東日本大震災復興漁港施設災

害復旧事業等工事諸費 
5 

    経済産業省 273,197 

      経済産業本省 144,970 

        
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 
900 

        

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 

－ 

        地域経済活性化対策費 73 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興政策費 
143,997 

      資源エネルギー庁 5,279 

        石油等安定供給確保費 4,123 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興政策費 
1,156 

      中小企業庁 122,946 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興政策費 
3,622 

        
経済・産業及エネルギー安定供

給確保等復興事業費 
115,105 

        

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 

4,218 



歳  入 歳  出 

    国土交通省 731,185 

      国土交通本省 725,644 

        
治水事業費社会資本整備事業

特別会計へ繰入 
28,558 

        
北海道治水事業費社会資本整

備事業特別会計へ繰入 
103 

        海岸事業費 4,200 

        公共交通等安全対策費 168 

        
港湾整備事業費社会資本整備

事業特別会計へ繰入 
6,369 

        
北海道港湾整備事業費社会資

本整備事業特別会計へ繰入 
714 

        
道路整備事業費社会資本整備

事業特別会計へ繰入 
6,832 

        
空港整備事業費社会資本整備

事業特別会計へ繰入 
889 

        地域再生推進費 937 

        国土調査費 289 

        東日本大震災復興推進費 386,468 

        
原子力災害復興再生支援事業

費 
35,675 

        社会資本総合整備事業費 55,632 

        沖縄開発事業費 233 

        
住宅・地域公共交通等復興政策

費 
21,071 

        離島振興費 11 

        離島振興事業費 87 

        北海道開発事業費 386 

        東日本大震災復興事業費 29,853 

        官庁営繕費 247 

        
住宅・地域公共交通等復興事業

費 
23 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
146,889 



歳  入 歳  出 

      観光庁 783 

        東日本大震災復興推進調整費 46 

        
住宅・地域公共交通等復興政策

費 
736 

      海上保安庁 4,757 

        海上保安官署施設費 241 

        船舶建造費 2,625 

        
住宅・地域公共交通等復興政策

費 
1,463 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
426 

    環境省 820,348 

      環境本省 654,399 

        環境省共通費 246 

        東日本大震災復興推進費 858 

        東日本大震災復興推進調整費 78 

        東日本大震災復興事業費 8,704 

        
東日本大震災復興独立行政法

人国立環境研究所運営費 
233 

        環境保全復興事業費 167 

        環境保全復興政策費 643,978 

        
東日本大震災復興自然公園等

事業工事諸費 
13 

        
東日本大震災災害復旧等事業

費 
117 

      地方環境事務所 161,004 

        環境省共通費 2,967 

        環境保全復興政策費 158,036 

      原子力規制委員会   

        環境保全復興政策費 4,944 

    防衛省   

      防衛本省 131,487 



歳  入 歳  出 

        武器車両等整備費 36,598 

        航空機整備費 7,169 

        艦船整備費 250 

        研究開発費 2,342 

        人材確保育成費 182 

        施設整備費 33,168 

        防衛復興政策費 51,774 

合計 6,770,331 合計 4,406,732 

  

※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） ・・・・・・・・・・・3,176,949百万円 

（予算に計上した繰入金の額） ・・・・・・・・・・・・・3,176,969百万円 

（相違した理由） 

社会資本総合整備事業費が予定より少なかったこと等のためである。 

 

・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） ・・・・・・・・・・・・・・・・     －円 

（予算に計上した公債発行収入金の額） ・・・・・・・・・356,900百万円 

（相違した理由） 

復興公債の発行が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） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,363,598百万円 

（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 


