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平成22年12月

厚生労働省社会・援護局（援護関係）

平成22年度 平成23年度 対前年度

予　算　額 予算（案） 増　減　額

千円 千円 千円

社会・援護局（援護）計上分 36,829,556 33,149,724 ▲ 3,679,832

（項）　厚生労働本省共通費 4,321 3,880 ▲ 441  

厚生労働本省一般行政に必要な経費 4,321 3,880 ▲ 441

（項）　遺族及留守家族等援護費 32,991,682 28,754,086 ▲ 4,237,596

遺族及留守家族等の援護に必要な経費 32,991,682 28,754,086 ▲ 4,237,596

援護審査会経費 1,578 1,487 ▲ 91

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行経費 31,256,637 27,187,899 ▲ 4,068,738
援護年金の支給
                    31,132百万円　→　27,060百万円

戦傷病者特別援護経費 842,975 662,322 ▲ 180,653 １　戦傷病者等の労苦継承事業の実施
　　（しょうけい館の運営費）
　　　　　　　　　　　166百万円　→　164百万円

２　医療費の支給
                         515百万円　→　394百万円

３　特別援護費関係
　　・療養手当
　　　　　　　月額　　29,400円　→　29,400円
　　・葬祭費
　　　　　　　単価　201,000円　→　201,000円

未帰還者留守家族等援護経費 49,743 25,293 ▲ 24,450 　葬祭料
　　　　　　　単価　201,000円　→　201,000円

未帰還者に関する特別措置経費 643 531 ▲ 112

戦没者等の遺族等に対する特別給付金等の
支給事務に必要な経費

384,083 435,003 50,920 　戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給
                             （支給事務に要する経費等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  →   43百万円

昭和館等に係る経費 456,023 441,551 ▲ 14,472  昭和館運営費     443百万円　→　429百万円

（項）　戦没者慰霊事業費 1,402,206 2,233,658 831,452

戦没者遺骨処理等諸費 873,656 1,766,271 892,615
※平和を祈念するための硫黄島特別対策事業
                                                    1,160百万円

１遺骨帰還関連事業

　①フィリピン 　 　　　　　 ②東部ニューギニア

　③ビスマーク・ソロモン諸島　　④パラオ

　⑤インドネシア　⑥インド 　⑦沖縄　

　⑧硫黄島　⑨モンゴル

　○旧ソ連地域（⑩ザバイカル地方 ⑪アムール州

　⑫沿海地方　⑬イルクーツク州）

２ 慰霊巡拝                      

　①フィリピン   　　 　       ②東部ニューギニア

　③ビスマーク・ソロモン諸島 　④パラオ

　⑤インドネシア　       　　⑥中国

　⑦モンゴル　 　　　　     　⑧硫黄島

　○旧ソ連地域（⑨ハバロフスク地方 ⑩沿海地方

　⑪アムール州　⑫グルジア）

３ 慰霊碑の補修等

４ 遺骨・遺留品の伝達

５ 戦没者遺骨に係るＤＮＡ鑑定

戦没者追悼式挙行等に必要な経費 528,550 467,387 ▲ 61,163 １ 戦没者遺児による慰霊友好親善事業
               　　　　  334百万円  →  283百万円
            　　　　　    (14地域)  　　　  (14地域＋3地
域)
　　　うち、洋上慰霊経費（２２年度限り）
　　　　　　　　 　　　154百万円　→　０
 
２ 千鳥ヶ淵戦没者墓苑納骨経費
               　　　      58百万円  →    47百万円

事　　　　　　　　項

第１　平成23年度予算（案）事項別内訳

備　　　　考



平成22年度 平成23年度 対前年度

予　算　額 予算（案） 増　減　額
事　　　　　　　　項 備　　　　考

（項）　中国残留邦人等支援事業費 2,066,952 1,848,245 ▲ 218,707

 中国残留邦人等の支援事業に必要な経費 2,060,013 1,848,245 ▲ 211,768

中国残留邦人等に対する生活支援 966,168 809,605 ▲ 156,563 ・満額の老齢基礎年金等支給のための保険料の追納

                        403百万円　→　301百万円

・ 「支援・相談員」の配置
　　　　　　　　　　　502百万円　→　446百万円

定着自立援護 479,353 462,481 ▲ 16,872

帰国受入援護 562,539 534,061 ▲ 28,478 ・永住帰国見込世帯人員
　　　　　　　　26世帯99人　→　     22世帯  82人
・一時帰国見込世帯人員
　　　　　　　137世帯235人　→　 127世帯 222人

身元調査等 51,953 42,098 ▲ 9,855 ・訪中調査対象孤児数　　　　　34人　→　 24 人
・訪日調査対象者数　　　　 　     5人　→　   4 人

 北朝鮮在住日本人配偶者の故郷訪問事業に必要な経費 6,939 0 ▲ 6,939

（項）　恩給進達等実施費 364,395 309,855 ▲ 54,540

 恩給進達及び人事資料の保管等に必要な経費 364,395 309,855 ▲ 54,540

資料整備諸費 298,977 255,860 ▲ 43,117
１  援護関係資料の移管・整備の促進等
                        　192百万円　→　255百万円

２  画像情報検索システム改修経費（２２年度限り）
                        　104百万円　→　0百万円

援護関係人事等資料の保存・継承に関する検討経費 1,152 1,152 0

 戦没者叙勲等の進達等に必要な経費 4,268 3,377 ▲ 891

 旧軍人遺族等恩給の事務処理に必要な経費 59,998 49,466 ▲ 10,532

社会・援護局（社会）計上分 9,310,936 9,657,983 347,047

（項）　生活保護費 8,749,409 9,190,044 440,635

中国残留邦人等に対する生活支援 8,749,409 9,190,044 440,635 ・中国残留邦人等に対する支援給付の実施

（項）　地域福祉推進費 561,527 467,939 ▲ 93,588

中国残留邦人等に対する生活支援 561,527 467,939 ▲ 93,588 ・中国残留邦人等地域生活支援事業の実施

平成22年度 平成23年度 対前年度

予　算　額 予算（案） 増　減　額

援護関係合計 46,140,492 42,807,707 ▲ 3,332,785

社会・援護局（援護）計上分 36,829,556 33,149,724 ▲ 3,679,832

社会・援護局（社会）計上分 9,310,936 9,657,983 347,047

事　　　　　　　　項 備　　　　考



平成22年12月

（参考）　平成23年度予算（案）　地方公共団体等予算事項別内訳

平成22年度 平成23年度 対前年度

予　算　額 予算（案） 増　減　額

千円 千円 千円

社会・援護局（援護）計上分 1,184,203 1,134,775 ▲ 49,428

（項）　遺族及留守家族等援護費 448,103 460,842 12,739

（目）遺族及留守家族等援護事務委託費 443,239 455,978 12,739

71,627 68,749 ▲ 2,878

（目細）留守家族等援護事務委託費 32,959 32,317 ▲ 642
１　留守家族等援護　 　　　　124千円
２　未帰還者特別措置　　　  166千円
３　戦傷病者特別援護　　32,027千円

338,653 354,912 16,259

4,864 4,864 0 沖縄県

（項）　戦没者慰霊事業費 12,354 17,790 5,436

（目）旧軍関係等調査事務等委託費 6,230 3,187 ▲ 3,043

6,230 3,187 ▲ 3,043

（目）遺骨収集等委託費 6,124 14,603 8,479 沖縄県

（項）　中国残留邦人等支援事業費 678,844 620,776 ▲ 58,068

（目）遺族及留守家族等援護事務委託費 678,844 620,776 ▲ 58,068

（目細）特別給付金等支給事務委託費 439 439 0

678,405 620,337 ▲ 58,068 「支援・相談員」の配置 　　　　　445,916千円

（項）　恩給進達等実施費 44,902 35,367 ▲ 9,535

（目）旧軍関係調査事務等委託費 44,902 35,367 ▲ 9,535

9,069 5,462 ▲ 3,607

35,833 29,905 ▲ 5,928
１　旧軍人遺族等恩給進達関係
        　                      　　 　 26,634千円
２　戦没者叙勲等進達関係　3,271千円

平成22年度 平成23年度 対前年度

予　算　額 予算（案） 増　減　額

社会・援護局（社会）計上分 9,310,936 9,657,983 347,047

（項）　生活保護費 8,749,409 9,190,044 440,635

（目）生活保護費等負担金 8,749,409 9,190,044 440,635

（小事項）中国残留邦人生活支援給付金 8,749,409 9,190,044 440,635 ・中国残留邦人等に対する支援給付の実施

（項）　地域福祉推進費 561,527 467,939 ▲ 93,588

（目）セーフティーネット支援対策等事業費補助金 561,527 467,939 ▲ 93,588 ・中国残留邦人等地域生活支援事業の実施

平成22年度 平成23年度 対前年度

予　算　額 予算（案） 増　減　額

援護関係合計 10,495,139 10,792,758 297,619

社会・援護局（援護）計上分 1,184,203 1,134,775 ▲ 49,428

社会・援護局（社会）計上分 9,310,936 9,657,983 347,047

（目細）引揚者等援護事務委託費

（目）遺族及留守家族等援護活動費補助金

（目細）旧軍関係調査事務等委託費

事　　　　　　　　項 備　　　　考

事　　　　　　　　項 備　　　　考

備　　　　考事　　　　　　　　項

（目細）戦傷病者戦没者遺族等援護事務委託費

（目細）旧軍人遺族等恩給進達事務等委託費

（目細）特別給付金等支給事務委託費

（目細）旧軍関係調査事務等委託費



第２ 平成２３年度 援護関係主要行事予定表（案）

主 要 行 事 23年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 24年１月 ２月 ３月

［式 典］

千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式 ○(30日)

全国戦没者追悼式 ○(15日)

援護事業功労者厚生労働大臣表彰 ○(上旬)

［慰霊事業］

遺 骨 帰 還 ← →

慰 霊 巡 拝 ← →

遺 骨 伝 達 ← →

［中国孤児等対策］

全国担当者会議 ○

孤児情報公開（肉親情報収集） ← 未定 →

訪日対面調査 ← 未定 →

［事務打合せ等会議］

援護システム操作研修会 ○

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の ← 調整中 →
施行事務打合せ会

援護関係施行事務研修会 ○

援護事務主管課長会議 ○(上旬)



第３ 昭 和 館 に つ い て

昭和館は戦没者遺族に対する援護施策の一環として、戦中・戦後の国民生活上
の労苦を後世代に伝えるための国立の施設です。（平成１１年３月開設）

常設展示室（戦中の人々のくらし）７階

常設展示室（戦後の人々のくらし）６階

映像・音響室５階

図 書 室４階

会議室３階 広 場２階

昭和館 懐かしのニュースシアター１階

戦中・戦後の国民生活を再現する当時のニュース映画を毎日上映
（番組は毎週変更）

昭和10年頃から昭和20年(終戦）までの戦中における国民生活を伝える
実物資料を展示

昭和20年(終戦)から昭和30年頃までの戦後における国民生活を伝える
実物資料を展示

当時の記録写真、映像、ニュース映画、SPレコード等を収集
コンピュータで検索して視聴できる。

当時の国民生活を中心とした図書・雑誌を収集
様々な目的に応じて、検索、閲覧ができる

特別企画展などを開催 憩いの場

特別企画展等（平成１１年から毎年開催）

平成２２年３月～５月 館蔵名品展～版画に描かれた昭和の風景～

平成２２年７月～８月
終戦65周年記念 銃後の人々と、その戦後～出征遺家族の資料

を中心として～

平成２２年１２月～平成２３年３月 石川光陽写真展（東京ステーションギャラリーとの共催）

平成２３年３月～５月(予定) ポスターに見る戦中・戦後(仮)

巡回特別企画展（平成１３年から毎年開催）

平成２２年１０月１６日～２４日 語り伝えたい戦中・戦後の暮らし（三重県）

平成２２年１０月３０日～１１月７日 語り伝えたい戦中・戦後の暮らし（山形県）

平成２３年１０月（予定） 愛媛県・山口県

場 所 〒102-0074 東京都千代田区九段南１－６－１

開館時間 10:00～17:30 （入館17:00まで）

休館日 月曜日（祝日、振替休日のときはその翌日）、年末年始

アクセス 地下鉄「九段下駅」（東西線、半蔵門線、都営新宿線）

ホームページ http://www.showakan.go.jp
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