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【政策ごとの予算額】

政策名 番号 Ⅹ-1-1

評価方式

会計 組織／勘定

一般 厚生労働本省 164,243 180,162

一般 厚生労働本省 53,574 0

一般 厚生労働本省 523,508,909 529,167,112

一般 厚生労働本省 7,599,893 7,417,643

年金特別 基礎年金勘定 27,109,283,728 27,948,909,021

年金特別 国民年金勘定 9,050 9,046

年金特別 国民年金勘定 320,807,163 271,910,026

年金特別 厚生年金勘定 24,073,864,272 24,084,119,830

年金特別 厚生年金勘定 358,096,000 449,433,597

年金特別 業務勘定 16,960,162 17,528,272

年金特別 業務勘定 60,327,212 82,180,308

年金特別 業務勘定 6,762,151 41,232,258

52,393,386,832 53,291,146,437

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

51,946,109,738 52,895,322,358

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

年金特別 基礎年金勘定 450,161,297 333,979,589

年金特別 国民年金勘定 3,360,494,041 3,360,165,227

年金特別 国民年金勘定 66,420,560 66,150,600

年金特別 厚生年金勘定 4,764,683,440 4,738,156,158

年金特別 厚生年金勘定 19,803,492,397 20,014,866,878

年金特別 厚生年金勘定 192,386,813 240,545,185

年金特別 業務勘定 311,028,741 313,906,969

一般 厚生労働本省 12,155,728,244 12,234,998,116

一般 厚生労働本省
Ⅰ－１１－１、Ⅸ－
１－１、Ⅺ－１－４ < 107,547,435 > の内数 ＜ 107,728,431 ＞ の内数

12,155,728,244 12,234,998,116

＜ 107,547,435 ＞ の内数 ＜ 107,728,431 ＞ の内数

28,948,667,289 29,067,770,606

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

64,549,115,076 65,526,144,553

＜ 107,547,435 ＞ の内数 ＜ 107,728,431 ＞ の内数

80,894,777,027 81,963,092,964

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

政策評価調書（個別票）

国民に信頼される持続可能な公的年金制度等を構築し、適正な事業運営を図ること

実績 政策目標の達成度合い 目標達成
（千円）

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
４年度

当初予算額
５年度

概算要求額

政策評価の対象と
なっているもの

公的年金制度等運営諸費
公的年金制度の持続可能性確保に
必要な経費

公的年金制度等運営諸費
公的年金制度の適正な事業運営に
必要な経費

公的年金制度等運営諸費
年金生活者支援給付金の支給に必
要な経費

公的年金制度等運営諸費
年金生活者支援給付金の支給事務
に必要な経費

基礎年金給付費 基礎年金給付に必要な経費

福祉年金給付費 福祉年金給付に必要な経費

国民年金給付費 国民年金給付に必要な経費

保険給付費 保険給付に必要な経費

保険給付費
存続厚生年金基金等給付費等負担
金に必要な経費

業務取扱費
公的年金制度の適正な運営に必要
な経費

社会保険オンラインシステム費
社会保険オンラインシステムの運
用等に必要な経費

社会保険オンラインシステム費
社会保険オンラインシステムの見
直しに必要な経費

小　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの

基礎年金相当給付費他勘定へ繰
入及交付金

基礎年金相当給付費の財源の他勘
定へ繰入れ及び交付に必要な経費

基礎年金給付費等基礎年金勘定
へ繰入

基礎年金給付費等の財源の基礎年
金勘定へ繰入れに必要な経費

年金相談事業費等業務勘定へ繰
入

年金相談事業費等の財源の業務勘
定へ繰入れに必要な経費

実施機関保険給付費等交付金
実施機関保険給付費等交付金に必
要な経費

基礎年金給付費等基礎年金勘定
へ繰入

基礎年金給付費等の財源の基礎年
金勘定へ繰入れに必要な経費

年金相談事業費等業務勘定へ繰
入

年金相談事業費等の財源の業務勘
定へ繰入れに必要な経費

日本年金機構運営費
日本年金機構運営費交付金に必要
な経費

基礎年金拠出金等年金特別会計
へ繰入

基礎年金拠出金等の財源の年金特
別会計へ繰入れに必要な経費

業務取扱費年金特別会計へ繰入
業務取扱費の財源の年金特別会計
業務勘定へ繰入れに必要な経費

小　計

一般会計

特別会計

合　計

一般会計

特別会計
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【政策ごとの予算額】

政策名 番号 Ⅹ-1-2

評価方式

会計 組織／勘定

一般 厚生労働省本省 43,803 43,806

一般 厚生労働省本省 3,988,356 4,228,524

一般 厚生労働省本省 4,275 4,275

4,036,434 4,276,605

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

4,036,434 4,276,605

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

政策評価調書（個別票）

高齢期の所得保障の重層化を図るため、私的年金制度の適切な整備及び運営を図るこ
と

実績 政策目標の達成度合い 目標達成
（千円）

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
４年度

当初予算額
５年度

概算要求額

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっているもの

私的年金制度整備運営費 企業年金等健全育成に必要な経費

私的年金制度整備運営費 国民年金基金等助成に必要な経費

私的年金制度整備運営費
存続厚生年金基金等助成に必要な経
費

小　計

小　計

一般会計

特別会計

合　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの


