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農林水産省の業務等の概要

（１）農林水産省の所掌する業務の概要

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山
間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並
びに水産資源の適切な保存及び管理をはかることです。

農林水産省の使命

安全な食料の安定供給の確保 水産資源を守り育て大事に利用する

くらしといのちの基礎となる食料は、日常生
活に欠くことのできないものであり、良質で、安
全な食料を合理的な価格で供給するため、

水産業がこれからも発展し、水産物が安定
的に供給されるようにするため、

　・　大切な水産資源を守り育てること
　・　健全で豊かな食生活の実現 　・　漁場の環境を守ること
　・　食料の安全・安心の確保、品質の改善 　・　漁業生産や水産加工を担う人たちが経営
　・　食品産業の発展 　を続けられる環境を作ること
　・　凶作や輸入のストップなど不測の事態に を通して、水産資源を将来にわたって、持続的

に利用できるようにします。　ける食料安全保障の確保

に努めます。

農林水産業の持続的な発展 農山漁村の振興

日本の農林水産業が持っている食料供給機
能や多面的機能を十分に発揮できるよう、

我が国の農林水産業がこれからも発展し続
けるためには、そのもとになる農山漁村や中山
間地域について、　・　農地、水を確保し、担い手となる人たちが

　農業を続けられるような環境を作ること 　・　生産条件の整備
　・　自然循環機能を守り、さらに活かすこと 　・　生活環境の整備など、福祉の向上

を通して、将来にわたって農林水産業を維持
し、発展させます。

を通して、豊かで住みよい地域を作ります。

農林水産業の多面的機能の発揮 水と緑を育む豊かな森林を守り、
森林資源を活用する

国土を守る、水源を確保する、自然環境を守
る、美しい景観を作り出す、文化を伝承すると
いった、農林水産業が持っている多面的な機
能が今後とも十分に発揮されるようにします。

　・　国土面積の約７割を占める森林のさまざ
　な機能に応じた適正な整備・保全
　・　豊かな森林資源を活用する林業・木材産

　の振興

を通して、水源としての役割や地球温暖化防
止など、森林の有する多面的機能が持続的に
発揮されるようにします。
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（２）組織及び定員

①組織図（平成１６年度末現在）
農林水産省本省

大　臣　官　房 総合調整、政策評価、予算、法令、国際関係、

情報収集・提供、統計調査

総 合 食 料 局 食料政策、食品産業、米麦の需給・価格安定、輸出入

消費 ・ 安全局 消費者政策、農畜水産物等の安全管理、食品表示

生　 　産 　　局 農畜産物の生産の振興

経 　　営 　　局 農業経営政策、農地流動化、金融、税制、農協

農 村 振 興 局 農村政策、中山間地域の振興、農業農村整備

技　術　会　議 試験研究政策

林　 　野 　　庁 林業・木材産業、森林整備・治山、山村、国有林野

水 　　産 　　庁 水産資源の保存・管理、漁場保全、漁港、漁村

地方出先機関
地方農政局
統計・情報センタ－ 地方農政事務所
植物防疫所 森林管理局
動物検疫所 漁業調整事務所
動物医薬品検査所 農林水産政策研究所
国営事務所 研修所等

②定員（平成１６年度予算定員）

一般会計 20,766 人

特別会計 9,952 人
食糧管理特別会計 1,400 人
農業共済再保険特別会計 105 人
森林保険特別会計 7 人
漁船再保険及漁業共済保険特別会計 41 人
国有林野事業特別会計 5,368 人
国営土地改良事業特別会計 3,031 人

　　　　合　　計 30,718 人
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（３）農林水産省における会計・特殊法人等の間の財政資金の流れ

財政資金は、その予算に基づき、①一般会計から特別会計へ、②特別会計から一般会計にそれぞれ
繰入れが行われております。また、特殊法人等及び公益法人を通して各事業を推進するために必要な経
費として、一般会計及び特別会計から補助金等をそれぞれ交付しております。

繰　入

食糧管理特別会計
（補助金、委託費）

（損失補てん受入、調整資金受入）

一

般

会

計

繰　入

農業共済再保険特別会計

（委託費）
（保険金支払財源、共済掛金国庫負担金）

繰　入 （委託費）
（保険金支払財源繰戻）

森林保険特別会計
（委託費）

（委託費）

繰　入

漁船再保険及漁業共済
保険特別会計

保険業務費、保険料国庫負担金、保険金支払

財源共済掛金国庫補助金、漁協事務費交付金

繰　入

（保険金支払財源繰戻）

農業経営基盤強化措置
特別会計

（補助金、委託費）

繰　入

国有林野事業特別会計
（出資金）

（森林保全等、借入金利子財源）

繰　入

国営土地改良事業特別会計
土地改良事業国庫負担分

土地改良事業受益者負担分

繰　入

（土地改良事業受益者負担分繰戻）

公益法人（補助金、委託費）

特殊法人等
（補助金、負担金、交付金、補給金、出資金）

－3－



（４）一般会計の歳入歳出決算の概要等

①歳入

歳入決算額は３，７０４億３千９百万円余であり、その主なものとしては①日本中央競馬会納
付金３，０８３億８千１百万円余、②特別会計受入金４７８億４百万円余、③公共事業費負担金
７４億２千５百万円余となっております。

②歳出

歳出決算額は３兆１，５７４億９千６百万円余であり、その主なものとしては①補助金・委託費
２兆１，０５５億９千５百万円余、②他会計へ繰入７，３６７億７千万円余、③人件費２，０６３億１
千万円余となっております。

（５）特別会計の歳入歳出決算の概要等

所管している７つの特別会計別にみると、

①食糧管理特別会計

７つの勘定の合計で、歳入決算額は２兆４，９０４億２千万円余であり、歳出決算額は２兆４，
７７２億２百万円余で、差引額は１３２億１千７百万円余となっております。

②農業共済再保険特別会計

６つの勘定の合計で、歳入決算額は１，１５５億６千９百万円余であり、歳出決算額は８７９億
３千８百万円余で、差引額は２７６億３千１百万円余となっております。

③森林保険特別会計

歳入決算額は１５２億７千９百万円余であり、歳出決算額は２３億４千９百万円余で、差引額
は１２９億２千９百万円余となっております。

④漁船再保険及漁業共済保険特別会計

５つの勘定の合計で、歳入決算額は１７４億３百万円余であり、歳出決算額は１７０億７千８
百万円余で、差引額は３億２千５百万円余となっております。

⑤農業経営基盤強化措置特別会計

歳入決算額は１，２４０億３千４百万円余であり、歳出決算額は４３２億７千７百万円余で、差
引額は８０７億５千６百万円余となっております。

⑥国有林野事業特別会計

２つの勘定の合計で、歳入決算額は５，３５３億５千８百万円余であり、歳出決算額は５，３０
４億４千４百万円余で、差引額は４９億１千４百万円余となっております。

⑦国営土地改良事業特別会計

歳入決算額は５，２９８億５千２百万円余であり、歳出決算額は５，１１５億４千７百万円余
で、差引額は１８３億５百万円余となっております。
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