
Ⅲ 決算に関する情報  

 

○ 令和元年度決算（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 400,140 内閣   

復興特別法人税 560   内閣官房   

一般会計より受入 172,667     内閣共通費 20 

復興公債金 809,999 内閣府  23,310 

公共事業費負担金収入 78,484   内閣本府 22,261 

災害等廃棄物処理事業費負担金

収入 
370     原子力災害復興再生支援事業費 1,471 

附帯工事費負担金収入 1,267     地域活性化等復興政策費 20,789 

事故由来放射性物質汚染対処費

回収金収入 
357,261   警察庁 722 

貸付金等回収金収入 1,099     治安復興政策費 21 

雑納付金 5,122     治安復興事業費 700 

雑収入 96,085   金融庁   

前年度剰余金受入 664,245     金融機能安定・円滑化復興政策費 2 

    消費者庁   

      消費生活復興政策費 324 

    復興庁   

      復興庁  28,111 

        復興庁共通費 5,645 

        東日本大震災復興支援対策費 6,347 

    東日本大震災復興推進費 － 



歳  入 歳  出 

        原子力災害復興再生支援事業費 9,349 

        被災者住宅再建支援対策費 5,000 

        新しい東北施策推進費 1,768 

        東日本大震災復興推進調整費 － 

        地域活性化等復興政策費 － 

        消費生活復興政策費 － 

        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

確保等復興事業費 
－ 

        環境保全復興政策費 － 

    環境保全復興事業費 － 

        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 － 

    総務省 375,995 

      総務本省 375,034 

        地方交付税交付金 375,016 

    生活基盤行政復興政策費 18 



歳  入 歳  出 

      消防庁  961 

        生活基盤行政復興政策費 258 

        生活基盤行政復興事業費 702 

    法務省 2,594 

      法務本省  2,212 

        法務省共通費 33 

        
東日本大震災復興日本司法支援

センター運営費 
606 

        法務行政復興事業費 1,572 

      法務局  381 

        法務省共通費 239 

        法務行政復興政策費 142 

    財務省   

      財務本省 6,269 

        復興債費 3,769 

        財務行政復興事業費 2,500 

        復興加速化・福島再生予備費 － 

    文部科学省  28,015 

      文部科学本省 27,526 

        文部科学省共通費 219 

        東日本大震災復興支援対策費 867 

        

東日本大震災復興国立研究開発

法人量子科学技術研究開発機構

運営費 

334 

    

東日本大震災復興国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構運

営費 

2,173 



歳  入 歳  出 

        教育・科学技術等復興政策費 13,639 

        教育・科学技術等復興事業費 6,886 

        原子力災害復興再生支援事業費 1,523 

        東日本大震災復興推進費 1,881 

      スポーツ庁   

        原子力災害復興再生支援事業費 30 

      文化庁   

        教育・科学技術等復興政策費 458 

    厚生労働省 
 

      厚生労働本省 26,407 

        東日本大震災災害復旧等事業費 8,337 

        社会保障等復興政策費 10,160 

 
      社会保障等復興事業費 428 

        原子力災害復興再生支援事業費 867 

        東日本大震災復興支援対策費 6,613 

        環境保全政策費 0 

      都道府県労働局   

        環境保全政策費 0 

    農林水産省  176,597 

      農林水産本省 75,407 

        農林水産省共通費 9 

        農林水産業復興事業費 2,212 

    農林水産業復興政策費 5,969 

    東日本大震災復興推進費 2,454 



歳  入 歳  出 

        原子力災害復興再生支援事業費 27,599 

        東日本大震災復興事業費 23,104 

        東日本大震災災害復旧等事業費 14,057 

      農林水産技術会議 948 

        農林水産業復興政策費 933 

        環境保全復興政策費 14 

      地方農政局 85 

        農林水産省共通費 61 

        
東日本大震災復興農業生産基盤

整備事業工事諸費 
0 

        
東日本大震災復興農業施設災害

復旧事業等工事諸費 
24 

      林野庁 25,499 

        農林水産省共通費 60 

        環境保全復興政策費 － 

        東日本大震災復興事業費 13,127 

        農林水産業復興事業費 808 

        農林水産業復興政策費 3,438 

        東日本大震災災害復旧等事業費 8,056 

        
東日本大震災復興山林施設災害

復旧事業工事諸費 
7 

      水産庁  74,656 

        
東日本大震災復興国立研究開発

法人水産研究・教育機構運営費 
181 

        東日本大震災復興事業費 5,471 

    農林水産業復興政策費 4,089 

    農林水産業復興事業費 520 



歳  入 歳  出 

        東日本大震災災害復旧等事業費 64,393 

    経済産業省  41,454 

      経済産業本省  29,630 

        
東日本大震災復興国立研究開発

法人産業技術総合研究所運営費 
787 

        
経済・産業及エネルギー安定供給

確保等復興政策費 
27,074 

        原子力災害復興再生支援事業費 1,768 

      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 
182 

      中小企業庁  11,641 

        
経済・産業及エネルギー安定供給

確保等復興政策費 
954 

 
      

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 
1,301 

        
経済・産業及エネルギー安定供給

確保等復興事業費 
9,385 

    国土交通省 549,441 

      国土交通本省 545,058 

        住宅・地域公共交通等復興政策費 901 

        東日本大震災復興推進費 94,786 

        原子力災害復興再生支援事業費 23,235 

        東日本大震災復興事業費 307,640 

        東日本大震災復興附帯工事費 1,062 

        東日本大震災災害復旧等事業費 117,431 

      地方整備局 504,559 

        海岸事業工事諸費 4 



歳  入 歳  出 

        
東日本大震災復興治水事業工事

諸費 
34 

        
東日本大震災復興道路整備事業

工事諸費 
315 

        
東日本大震災復興港湾整備事業

工事諸費 
20 

        
東日本大震災復興国営追悼・祈念

施設整備事業工事諸費 
60 

        
東日本大震災復興河川等災害復

旧事業工事諸費 
68 

      観光庁 3,878 

        
東日本大震災復興独立行政法人

国際観光振興機構運営費 
1,000 

        住宅・地域公共交通等復興政策費 2,878 

      海上保安庁   

        東日本大震災災害復旧等事業費 － 

    環境省  418,839 

      環境本省  164,604 

        環境省共通費 624 

        東日本大震災復興推進費 64 

        東日本大震災復興事業費 21,182 

        環境保全復興事業費 11,688 

        環境保全復興政策費 130,986 

        
東日本大震災復興自然公園等事

業工事諸費 
57 

      地方環境事務所  251,097 

        環境省共通費 5,523 

        環境保全復興事業費 146,398 

    環境保全復興政策費 99,174 



歳  入 歳  出 

      原子力規制委員会  3,136 

        環境保全復興政策費 3,047 

        原子力災害復興再生支援事業費 89 

合計 2,587,306 合計 1,677,057 

※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、該当計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） ・・・・・・・・・・・・ 172,667百万円 

（予算に計上した繰入金の額） ・・・・・・・・・・・・・・ 172,667百万円 

 

・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） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 809,999 百万円 

（予算に計上した公債発行収入金の額） ・・・・・・・・・・ 904,200百万円 

（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） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 910,248百万円 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において、計画に関する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要した

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】０３－６３２８－１１１１ 

（内線）１００７ 


