
政策ごとの予算との対応について（総括表）

(所管）環境省 （単位：千円）

2,662,517 3,509,060 846,543 40,072,265 41,819,180 1,746,915

〈40,029,440〉 の内数 〈41,615,000〉 の内数 〈1,585,560〉 の内数

591,473 897,048 305,575 24,650,675 21,256,291 △ 3,394,384

〈40,029,440〉 の内数 〈41,615,000〉 の内数 〈1,585,560〉 の内数

54,654 46,267 △ 8,387 0

2,016,390 2,565,745 549,355 15,421,590 20,562,889 5,141,299

〈36,000,000〉 の内数 〈36,500,000〉 の内数 〈500,000〉 の内数

3,072,545 3,238,371 165,826 0 0 0

〈5,142,289〉 の内数 〈6,069,775〉 の内数 〈927,486〉 の内数

92,636 117,626 24,990

393,282 393,931 649

619,391 544,111 △ 75,280

政策評価体系
一般会計 特別会計

備考
20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額 20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額

１ 地球温暖化対策の推進

（１）国内における温室効果ガス
　　　の排出抑制

（２）森林吸収源による温室効果
　　　ガス吸収量の確保

（３）京都メカニズム活用の推進

２ 地球環境の保全

（１）オゾン層の保護・回復

（２）酸性雨・黄砂対策

（３）海洋環境の保全

1,967,236 2,182,703 215,467

〈5,142,289〉 の内数 〈6,069,775〉 の内数 〈927,486〉 の内数

4,595,985 4,232,062 △ 363,923 0 0 0

2,065,628 1,892,383 △ 173,245

329,036 349,510 20,474

1,269,695 1,174,192 △ 95,503

628,789 533,321 △ 95,468

302,837 282,656 △ 20,181

95,108,622 81,007,041 △ 14,101,581 0 0 0

2,011,518 1,405,757 △ 605,761

392,112 398,157 6,045

50,090,064 50,252,808 162,744

18,109,979 10,612,319 △ 7,497,660

11,361,203 3,871,483 △ 7,489,720

13,143,746 14,466,517 1,322,771

（４）地球環境分野における国際
　　　協力・研究調査等

３ 大気・水・土壌環境等の保全

（１）大気環境の保全

（２）大気生活環境の保全

（３）水環境の保全

（４）土壌環境の保全

（５）ダイオキシン類・農薬対策

４ 廃棄物・リサイクル対策の推進

（１）国内及び国際的な循環型社
　　　会の構築

（２）循環資源の適正な３Ｒの推
　　　進

（３）一般廃棄物対策（排出抑制
　　　・適正利用・適正処理等）

（４）産業廃棄物対策（排出抑制
　　　・適正利用・適正処理等）

（５）廃棄物の不法投棄の防止等

（６）浄化槽の整備によるし尿及
　　　び雑廃水の適正な処理



(所管）環境省 （単位：千円）

政策評価体系
一般会計 特別会計

備考
20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額 20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額

15,869,298 15,613,170 △ 256,128 0 0 0

〈1,112,849〉 の内数 〈954,775〉 の内数 〈△158,074〉 の内数

1,318,389 1,481,805 163,416

〈1,112,849〉 の内数 〈954,775〉 の内数 〈△158,074〉 の内数

1,698,474 1,353,983 △ 344,491

1,745,310 1,826,178 80,868

94,938 211,457 116,519

11,012,187 10,739,747 △ 272,440

2,460,073 2,401,826 △ 58,247 0 0 0

693,850 624,975 △ 68,875

764,164 748,850 △ 15,314

72,479 72,547 68

５
生物多様性の保全と自然との共生の
推進

（１）基盤的施策の実施及び国際
　　　的取組

（２）自然環境の保全・再生

（３）野生生物の保護管理

（４）動物の愛護及び管理

（５）自然とのふれあいの推進

６ 化学物質対策

（１）環境リスクの評価

（２）環境リスクの管理

（３）リスクコミュニケーション
の推進

69,298 66,188 △ 3,110

860,282 889,266 28,984

22,352,446 24,561,320 2,208,874 0 0 0

12,600,358 12,272,743 △ 327,615

9,057,648 11,502,441 2,444,793

665,268 759,096 93,828

29,172 27,040 △ 2,132

1,154,077 1,453,301 299,224 0 0 0

316,527 570,556 254,029

71,956 14,002 △ 57,954

200,842 253,346 52,504

564,752 615,397 50,645

　　　の推進

（４）国際協調における取組

（５）国内における毒ガス弾等対
　　　策

７ 環境保健対策の推進

（１）公害健康被害対策（補償・
　　　予防）

（２）水俣病対策

（３）石綿健康被害救済対策

（４）環境保健に関する調査研究

８ 環境・経済・社会の統合的向上

（１）経済のグリーン化の推進

（２）環境に配慮した地域づくり
　　　の推進

（３）環境パートナーシップの形
　　　成

（４）環境教育・環境学習による
　　　環境保全意識の醸成



(所管）環境省 （単位：千円）

政策評価体系
一般会計 特別会計

備考
20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額 20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額

10,180,875 10,236,401 55,526 0 0 0

〈17,513,554〉 の内数 〈18,009,596〉 の内数 〈496,042〉 の内数

115,295 113,553 △ 1,742

169,112 179,921 10,809

8,320,559 8,052,321 △ 268,238

〈17,513,554〉 の内数 〈18,009,596〉 の内数 〈496,042〉 の内数

1,575,909 1,890,606 314,697

210,969,992 200,762,148 △ 10,207,844 40,072,265 41,819,180 1,746,915 

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．下段<　>外書きは、複数政策に関連するもの（例：独立行政法人運営費交付金、特別会計へ繰入等）で、交付金や繰入れ財源の一部を用いて行われるものについて、
　　総額の「内数」で表記し、合計欄において本書きに含めている。
３．20年度予算額は、21年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．エネルギー対策特別会計については、環境省所管分のみ掲記している。

（３）環境問題に対する調査・研
　　　究・技術開発

（４）環境情報の整備と提供・広
　　　報の充実

計

９ 環境政策の基盤整備

（１）環境基本計画の効果的実施

（２）環境アセスメント制度の適
　　　切な運用と改善



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 （単位：千円）

2,662,517 3,509,060 846,543

〈40,029,440〉 の内数 〈41,615,000〉 の内数 〈1,585,560〉 の内数

環境本省 地球温暖化対策推進費
地球温暖化対策の推進に必要な
経費

591,473 897,048 305,575

石油石炭税財源エネルギー需給
構造高度化対策費エネルギー対
策特別会計へ繰入

石油石炭税財源のエネルギー需
給構造高度化対策に係るエネル
ギー対策特別会計エネルギー需
給勘定へ繰入れに必要な経費

〈36,000,000〉 の内数 〈36,500,000〉 の内数 〈500,000〉 の内数

環境研究総合推進費 環境研究総合推進に必要な経費 〈4,029,440〉 の内数 〈5,115,000〉 の内数 〈1,085,560〉 の内数

（２）森林吸収源による温室効果
　　　ガス吸収量の確保

環境本省 地球温暖化対策推進費
地球温暖化対策の推進に必要な
経費

54,654 46,267 △ 8,387

環境本省 地球温暖化対策推進費
地球温暖化対策の推進に必要な
経費

2,016,390 2,565,745 549,355

石油石炭税財源エネルギー需給
構造高度化対策費エネルギー対
策特別会計へ繰入

石油石炭税財源のエネルギー需
給構造高度化対策に係るエネル
ギー対策特別会計エネルギー需
給勘定へ繰入れに必要な経費

〈36,000,000〉 の内数 〈36,500,000〉 の内数 〈500,000〉 の内数

事項 20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額

１ 地球温暖化対策の推進

項

（１）国内における温室効果ガス
　　　の排出抑制

（３）京都メカニズム活用の推進

政策評価体系 組織

給勘定へ繰入れに必要な経費

3,072,545 3,238,371 165,826

〈5,142,289〉 の内数 〈6,069,775〉 の内数 〈927,486〉 の内数

（１）オゾン層の保護・回復 環境本省 地球環境保全費 地球環境の保全に必要な経費 92,636 117,626 24,990

（２）酸性雨・黄砂対策 環境本省 地球環境保全費 地球環境の保全に必要な経費 393,282 393,931 649

（３）海洋環境の保全 環境本省 地球環境保全費 地球環境の保全に必要な経費 619,391 544,111 △ 75,280

環境本省 地球環境保全費 地球環境の保全に必要な経費 1,967,236 2,182,703 215,467

地球環境保全等試験研究費
地球環境保全等試験研究に必要
な経費

〈1,112,849〉 の内数 〈954,775〉 の内数 〈△158,074〉 の内数

環境研究総合推進費 環境研究総合推進に必要な経費 〈4,029,440〉 の内数 〈5,115,000〉 の内数 〈1,085,560〉 の内数

4,595,985 4,232,062 △ 363,923

環境本省 大気・水・土壌環境等保全費
大気・水・土壌環境等の保全に
必要な経費

2,062,910 1,889,665 △ 173,245

地方環境事務所 地方環境対策費
大気・水・土壌環境等の保全に
必要な経費

2,718 2,718 0

（２）大気生活環境の保全 環境本省 大気・水・土壌環境等保全費
大気・水・土壌環境等の保全に
必要な経費

329,036 349,510 20,474

環境本省 大気・水・土壌環境等保全費
大気・水・土壌環境等の保全に
必要な経費

1,244,065 1,149,836 △ 94,229

地方環境事務所 地方環境対策費
大気・水・土壌環境等の保全に
必要な経費

25,630 24,356 △ 1,274

２ 地球環境の保全

（４）地球環境分野における国際
　　　協力・研究調査等

３ 大気・水・土壌環境等の保全

（１）大気環境の保全

（３）水環境の保全



(所管）環境省 （単位：千円）

事項 20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額項政策評価体系 組織

（４）土壌環境の保全 環境本省 大気・水・土壌環境等保全費
大気・水・土壌環境等の保全に
必要な経費

628,789 533,321 △ 95,468

（５）ダイオキシン類・農薬対策 環境本省 大気・水・土壌環境等保全費
大気・水・土壌環境等の保全に
必要な経費

302,837 282,656 △ 20,181

95,108,622 81,007,041 △ 14,101,581

環境本省 廃棄物・リサイクル対策推進費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

366,739 506,029 139,290

廃棄物処理施設整備費
廃棄物処理施設整備に必要な経
費

1,614,000 870,300 △ 743,700

地方環境事務所 地方環境対策費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

30,779 29,428 △ 1,351

（２）循環資源の適正な３Ｒの推
　　　進

環境本省 廃棄物・リサイクル対策推進費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

392,112 398,157 6,045

環境本省 廃棄物・リサイクル対策推進費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

615,964 604,308 △ 11,656

廃棄物処理施設整備費
廃棄物処理施設整備に必要な経
費

49,474,100 49,648,500 174,400

環境本省 廃棄物・リサイクル対策推進費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

2,390,979 2,339,892 △ 51,087

４ 　 廃棄物・リサイクル対策の推進

（１）国内及び国際的な循環型社
　　　会の構築

（３）一般廃棄物対策（排出抑制
　　　・適正利用・適正処理等）

廃棄物処理施設整備費
廃棄物処理施設整備に必要な経
費

15,719,000 8,266,000 △ 7,453,000

地方環境事務所 地方環境対策費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

0 6,427 6,427

環境本省 廃棄物・リサイクル対策推進費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

11,347,828 3,858,136 △ 7,489,692

地方環境事務所 地方環境対策費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

13,375 13,347 △ 28

環境本省 廃棄物・リサイクル対策推進費
廃棄物・リサイクル対策の推進
に必要な経費

79,046 105,317 26,271

廃棄物処理施設整備費
廃棄物処理施設整備に必要な経
費

13,064,700 14,361,200 1,296,500

15,869,298 15,613,170 △ 256,128

〈1,112,849〉 の内数 〈954,775〉 の内数 〈△158,074〉 の内数

環境本省 生物多様性保全等推進費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

1,318,389 1,481,805 163,416

地球環境保全等試験研究費
地球環境保全等試験研究に必要
な経費

〈1,112,849〉 の内数 〈954,775〉 の内数 〈△158,074〉 の内数

環境本省 生物多様性保全等推進費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

647,000 721,258 74,258

環境保全施設整備費 環境保全施設整備に必要な経費 417,576 47,901 △ 369,675

地方環境事務所 地方環境対策費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

633,898 584,824 △ 49,074

環境本省 生物多様性保全等推進費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

956,800 806,850 △ 149,950

環境保全施設整備費 環境保全施設整備に必要な経費 67,837 282,652 214,815

（４）産業廃棄物対策（排出抑制
　　　・適正利用・適正処理等）

（５）廃棄物の不法投棄の防止等

（６）浄化槽の整備によるし尿及
　　　び雑廃水の適正な処理

５
生物多様性の保全と自然との共生の
推進

（１）基盤的施策の実施及び国際
　　　的取組

（２）自然環境の保全・再生

（３）野生生物の保護管理



(所管）環境省 （単位：千円）

事項 20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額項政策評価体系 組織

地方環境事務所 地方環境対策費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

720,673 736,676 16,003

環境本省 生物多様性保全等推進費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

57,690 182,848 125,158

動物個体識別措置の推進に必要
な経費

26,993 0 △ 26,993

地方環境事務所 地方環境対策費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

10,255 28,609 18,354

環境本省 生物多様性保全等推進費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

170,643 234,107 63,464

自然公園等事業費 自然公園等事業に必要な経費 10,759,471 10,502,310 △ 257,161

地方環境事務所 地方環境対策費
生物多様性の保全等の推進に必
要な経費

82,073 3,330 △ 78,743

2,460,073 2,401,826 △ 58,247

（１）環境リスクの評価 環境本省 化学物質対策推進費
化学物質対策の推進に必要な経
費

693,850 624,975 △ 68,875

（２）環境リスクの管理 環境本省 化学物質対策推進費
化学物質対策の推進に必要な経
費

764,164 748,850 △ 15,314

（４）動物の愛護及び管理

（５）自然とのふれあいの推進

６ 化学物質対策

（３）リスクコミュニケーション
　　　の推進

環境本省 化学物質対策推進費
化学物質対策の推進に必要な経
費

72,479 72,547 68

（４）国際協調における取組 環境本省 化学物質対策推進費
化学物質対策の推進に必要な経
費

69,298 66,188 △ 3,110

（５）国内における毒ガス弾等対
　　　策

環境本省 化学物質対策推進費
化学物質対策の推進に必要な経
費

860,282 889,266 28,984

22,352,446 24,561,320 2,208,874

環境本省 環境保健対策推進費
環境保健対策の推進に必要な経
費

2,445,358 2,431,743 △ 13,615

自動車重量税財源公害健康被害
補償費

自動車重量税財源公害健康被害
補償に必要な経費

10,155,000 9,841,000 △ 314,000

（２）水俣病対策 環境本省 環境保健対策推進費
環境保健対策の推進に必要な経
費

9,057,648 11,502,441 2,444,793

（３）石綿健康被害救済対策 環境本省 環境保健対策推進費
環境保健対策の推進に必要な経
費

665,268 759,096 93,828

（４）環境保健に関する調査研究 環境本省 環境保健対策推進費
環境保健対策の推進に必要な経
費

29,172 27,040 △ 2,132

1,154,077 1,453,301 299,224

（１）経済のグリーン化の推進 環境本省
環境・経済・社会の統合的向上
費

環境・経済・社会の統合的向上
に必要な経費

316,527 570,556 254,029

（２）環境に配慮した地域づくり
　　　の推進

環境本省
環境・経済・社会の統合的向上
費

環境・経済・社会の統合的向上
に必要な経費

71,956 14,002 △ 57,954

環境本省
環境・経済・社会の統合的向上
費

環境・経済・社会の統合的向上
に必要な経費

106,853 148,138 41,285

地方環境事務所 地方環境対策費
環境・経済・社会の統合的向上

７ 環境保健対策の推進

（１）公害健康被害対策（補償・
　　　予防）

８ 環境・経済・社会の統合的向上

（３）環境パートナーシップの形
　　　成



(所管）環境省 （単位：千円）

事項 20年度予算額 21年度予算額 比較増△減額項政策評価体系 組織

環境本省
環境・経済・社会の統合的向上
費

環境・経済・社会の統合的向上
に必要な経費

527,288 579,988 52,700

地方環境事務所 地方環境対策費
環境・経済・社会の統合的向上
に必要な経費

37,464 35,409 △ 2,055

10,180,875 10,236,401 55,526

〈17,513,554〉 の内数 〈18,009,596〉 の内数 〈496,042〉 の内数

（１）環境基本計画の効果的実施 環境本省 環境政策基盤整備費
環境政策基盤整備等に必要な経
費

115,295 113,553 △ 1,742

環境本省 環境政策基盤整備費
環境政策基盤整備等に必要な経
費

158,055 169,142 11,087

地方環境事務所 地方環境対策費
環境政策基盤整備等に必要な経
費

11,057 10,779 △ 278

環境本省 環境政策基盤整備費
環境政策基盤整備等に必要な経
費

3,700,000 3,700,000 0

環境政策基盤整備費
環境問題に対する調査・研究・
技術開発に必要な経費

4,179,182 3,883,054 △ 296,128

環境調査研修所
環境保全に関する調査・研修等
に必要な経費

441,377 469,267 27,890

地球環境保全等試験研究費
地球環境保全等試験研究に必要
な経費

〈1,112,849〉 の内数 〈954,775〉 の内数 〈△158,074〉 の内数

（４）環境教育・環境学習による
　　　環境保全意識の醸成

９ 環境政策の基盤整備

（２）　環境アセスメント制度の
適切な運用と改善

（３）環境問題に対する調査・研
究 技術開発

環境研究総合推進費 環境研究総合推進に必要な経費 〈4,029,440〉 の内数 〈5,115,000〉 の内数 〈1,085,560〉 の内数

独立行政法人環境再生保全機構
運営費

独立行政法人環境再生保全機構
運営費交付金に必要な経費

〈2,196,828〉 の内数 〈2,113,736〉 の内数 〈△83,092〉 の内数

独立行政法人国立環境研究所運
営費

独立行政法人国立環境研究所運
営費交付金に必要な経費

〈9,675,216〉 の内数 〈9,292,205〉 の内数 〈△383,011〉 の内数

独立行政法人国立環境研究所施
設整備費

独立行政法人国立環境研究所施
設整備に必要な経費

〈499,221〉 の内数 〈533,880〉 の内数 〈34,659〉 の内数

環境本省 環境政策基盤整備費
環境政策基盤整備等に必要な経
費

1,404,025 1,760,597 356,572

環境調査研修所
環境保全に関する調査・研修等
に必要な経費

153,635 126,963 △ 26,672

地方環境事務所 地方環境対策費
環境政策基盤整備等に必要な経
費

18,249 3,046 △ 15,203

210,969,992 200,762,148 △ 10,207,844

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．下段<　>外書きは、複数政策に関連するもの（例：独立行政法人運営費交付金、特別会計へ繰入等）で、交付金や繰入れ財源の一部を用いて行われるものについて、
　　総額の「内数」で表記し、合計欄において本書きに含めている。
３．20年度予算額は、21年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

計

　　　究・技術開発

（４）環境情報の整備と提供・広
　　　報の充実



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】

(所管）環境省 （会計）エネルギー対策特別会計 （単位：千円）

40,072,265 41,819,180 1,746,915

（１）国内における温室効果ガス
　　　の排出抑制

エネルギー需給勘定
エネルギー需給構造高度化対策
費

温暖化対策に必要な経費 24,650,675 21,256,291 △ 3,394,384

（２）京都メカニズム活用の推進 エネルギー需給勘定
エネルギー需給構造高度化対策
費

温暖化対策に必要な経費 15,421,590 20,562,889 5,141,299

40,072,265 41,819,180 1,746,915

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．下段<　>外書きは、複数政策に関連するもの（例：独立行政法人運営費交付金、特別会計へ繰入等）で、交付金や繰入れ財源の一部を用いて行われるものについて、
　　総額の「内数」で表記し、合計欄において本書きに含めている。
３．20年度予算額は、21年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．エネルギー対策特別会計については、環境省所管分のみ掲記している。

比較増△減額

１ 地球温暖化対策の推進

計

政策評価体系 勘定 項 事項 20年度予算額 21年度予算額
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