
（別紙１）

政策ごとの予算との対応について（総括表）
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

286,154,754 250,308,623 △ 35,846,131 1,268,407,684 1,175,579,126 △ 92,828,558
〈2,093,192〉 の内数 〈28,406,344〉 の内数 〈26,313,152〉 の内数 〈562,564,650〉 の内数 〈428,239,228〉 の内数 〈△134,325,422〉 の内数

20,491,060 20,319,532 △ 171,528 543,649 0 △ 543,649

158,240,936 132,335,674 △ 25,905,262 69,579,413 98,284,060 28,704,647
〈2,093,192〉 の内数 〈28,406,344〉 の内数 〈26,313,152〉 の内数 〈562,564,650〉 の内数 〈428,239,228〉 の内数 〈△134,325,422〉 の内数

〈2,093,192〉 の内数 〈24,422,410〉 の内数 〈22,329,218〉 の内数

107,422,758 97,653,417 △ 9,769,341 1,198,284,622 1,077,295,066 △ 120,989,556
〈562,564,650〉 の内数 〈428,239,228〉 の内数 〈△134,325,422〉 の内数

949,982,458 897,355,149 △ 52,627,309 630,435,680 637,601,467 7,165,787
〈30,935,083〉 の内数 〈136,188,844〉 の内数 〈105,253,761〉 の内数 〈22,763,432〉 の内数 〈18,364,705〉 の内数 〈△4,398,727〉 の内数

817,692,980 782,814,562 △ 34,878,418 589,352,079 608,117,378 18,765,299
〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈306,973〉 の内数 〈298,501〉 の内数 〈△8,472〉 の内数

22,377,154 20,325,649 △ 2,051,505 17,110,522 19,773,499 2,662,977
〈30,935,083〉 の内数 〈136,188,844〉 の内数 〈105,253,761〉 の内数 〈3,612,973〉 の内数 〈298,501〉 の内数 〈△3,314,472〉 の内数

106,508,849 91,096,207 △ 15,412,642 23,973,079 9,710,590 △ 14,262,489
〈30,935,083〉 の内数 〈136,188,844〉 の内数 〈105,253,761〉 の内数 〈22,456,459〉 の内数 〈18,066,204〉 の内数 〈△4,390,255〉 の内数

3,403,475 3,118,731 △ 284,744

87,943,589 114,645,245 26,701,656 2,821,224 0 △ 2,821,224
〈40,435,083〉 の内数 〈150,289,778〉 の内数 〈109,854,695〉 の内数 〈22,683,459〉 の内数 〈18,683,204〉 の内数 〈△4,000,255〉 の内数

14,232,110 13,060,070 △ 1,172,040 238,224 0 △ 238,224
〈4,075,140〉 の内数 〈10,216,934〉 の内数 〈6,141,794〉 の内数 〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉

政策評価体系
一　　　般　　　会　　　計 特　　　別　　　会　　　計

備考
24年度予算額 24年度予算額25年度予算額 比較増△減額 25年度予算額 比較増△減額

１．食料の安定供給の確保

２．農業の持続的な発展

東日本大震災復興特別
会計

（１）食の安全と消費者の信頼の
確保

（４）総合的な食料安全保障の確
立

食料安定供給特別会計

（２）国産農畜産物を軸とした食と
農の結び付きの強化

食料安定供給特別会計

（３）食品産業の持続的な発展

３．農村の振興

食料安定供給特別会計
農業共済再保険特別会
計

（１）意欲ある多様な農業者による
農業経営の推進

（４）持続可能な農業生産を支え
る取組の推進

（１）農業・農村における６次産業
化の推進

東日本大震災復興特別
会計

（２）優良農地の確保と有効利用
の促進

食料安定供給特別会計
東日本大震災復興特別
会計

（３）農業生産力強化に向けた農
業生産基盤の保全管理・整備

食料安定供給特別会計
東日本大震災復興特別
会計



政策ごとの予算との対応について（総括表）
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

政策評価体系
一　　　般　　　会　　　計 特　　　別　　　会　　　計

備考
24年度予算額 24年度予算額25年度予算額 比較増△減額 25年度予算額 比較増△減額

1,449,496 2,546,141 1,096,645
〈4,075,140〉 の内数 〈6,233,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉

72,261,983 99,039,034 26,777,051 2,583,000 0 △ 2,583,000
〈40,435,083〉 の内数 〈146,305,844〉 の内数 〈105,870,761〉 の内数 〈22,683,459〉 の内数 〈18,683,204〉 の内数 〈△4,000,255〉 の内数

219,671,398 208,203,429 △ 11,467,969 399,918,882 306,361,137 △ 93,557,745
〈22,768,517〉 の内数 〈108,702,164〉 の内数 〈85,933,647〉 の内数 〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉

211,184,370 198,836,339 △ 12,348,031 393,147,079 304,551,224 △ 88,595,855
〈22,768,517〉 の内数 〈108,702,164〉 の内数 〈85,933,647〉 の内数 〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉

6,792,884 7,594,357 801,473 1,989,552 1,809,913 △ 179,639
〈4,698,517〉 の内数 〈7,845,164〉 の内数 〈3,146,647〉 の内数 〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉

1,694,144 1,772,733 78,589 4,782,251 0 △ 4,782,251
〈4,698,517〉 の内数 〈7,845,164〉 の内数 〈3,146,647〉 の内数 〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉

114,569,881 111,600,965 △ 2,968,916 39,447,606 20,502,605 △ 18,945,001
〈26,620,187〉 の内数 〈113,844,706〉 の内数 〈87,224,519〉 の内数 〈2,917,000〉 〈617,000〉 〈△2,300,000〉

20,710,481 22,266,201 1,555,720
〈4,475,047〉 の内数 〈6,137,706〉 の内数 〈1,662,659〉 の内数

61,025,375 51,247,806 △ 9,777,569 35,931,606 19,217,605 △ 16,714,001
〈4,475,047〉 の内数 〈6,137,706〉 の内数 〈1,662,659〉 の内数

32,834,025 38,086,958 5,252,933 3,516,000 1,285,000 △ 2,231,000
〈26,620,187〉 の内数 〈113,844,706〉 の内数 〈87,224,519〉 の内数 〈2,917,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈△2,300,000〉

99,088,904 91,467,046 △ 7,621,858 189,822 0 △ 189,822

95,611,931 86,943,323 △ 8,668,608 189,822 0 △ 189,822

（１）森林の有する多面的機能の
発揮

（３）林産物の供給及び利用の確
保

（１）水産資源の回復

６．横断的に関係する政策

（３）漁村の健全な発展

５．水産物の安定供給と水産業の健全な
発展

（２）林業の持続的かつ健全な発
展

（２）漁業経営の安定

４．森林の有する多面的機能の発揮と林
業・木材産業の持続的かつ健全な発展

（１）農林水産分野の研究開発

（３）農村の集落機能の維持と地
域資源・環境の保全

森林保険特別会計
東日本大震災復興特別
会計

漁船再保険及び漁業共
済保険特別会計

国有林野事業債務管理
特別会計
東日本大震災復興特別
会計
国有林野事業特別会計

東日本大震災復興特別
会計
国有林野事業特別会計

食料安定供給特別会計
東日本大震災復興特別
会計

東日本大震災復興特別
会計

東日本大震災復興特別
会計

（２）都市と農村の交流等及び都
市とその周辺の地域における農
業の振興

東日本大震災復興特別
会計



政策ごとの予算との対応について（総括表）
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

政策評価体系
一　　　般　　　会　　　計 特　　　別　　　会　　　計

備考
24年度予算額 24年度予算額25年度予算額 比較増△減額 25年度予算額 比較増△減額

113,769 128,825 15,056

3,363,204 4,394,898 1,031,694

1,805,037,683 1,856,042,515 51,004,832 2,926,775,980 2,587,265,268 △ 339,510,712

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、総額の「内数」で掲記し、
　　 合計欄において本書きに含めている。
３．東日本大震災復興特別会計については、農林水産省所管分のみ掲記している。
４．24年度予算額は、25年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
５．24年度予算額は、当初予算額である。

計

（３）政策ニーズに対応した統計
の作成と利用の推進

（２）農林水産分野の地球環境対
策



（別紙２）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

286,154,754 250,308,623 △ 35,846,131

〈2,093,192〉 の内数 〈28,406,344〉 の内数 〈26,313,152〉 の内数

（１）食の安全と消費者の信頼
の確保 20,491,060 20,319,532 △ 171,528

農林水産本省
食の安全・消費者の信頼確保
対策費

食の安全と消費者の信頼確保対
策に必要な経費

10,881,546 9,961,007 △ 920,539

独立行政法人農林水産消費安
全技術センター運営費

独立行政法人農林水産消費安全
技術センター運営費交付金に必
要な経費

6,860,623 6,421,754 △ 438,869

独立行政法人農林水産消費安
全技術センター施設整備費

独立行政法人農林水産消費安全
技術センター施設整備に必要な
経費

263,885 122,113 △ 141,772

農林水産本省検査指導機関 農林水産本省検査指導所
食の安全と消費者の信頼確保対
策に必要な経費

2,485,006 3,814,658 1,329,652

（２）国産農畜産物を軸とした食
と農の結び付きの強化 158,240,936 132,335,674 △ 25,905,262

〈2,093,192〉 の内数 〈28,406,344〉 の内数 〈26,313,152〉 の内数

農林水産本省
国産農畜産物・食農連携強化
対策費

国産農畜産物・食農連携強化対
策に必要な経費

82,880,214 61,645,201 △ 21,235,013

牛肉等関税財源国産畜産物・
食農連携強化対策費

牛肉等関税財源国産畜産物・食
農連携強化対策に必要な経費

64,246,748 60,034,748 △ 4,212,000

独立行政法人農畜産業振興機
構運営費

独立行政法人農畜産業振興機構
運営費交付金に必要な経費

1,631,162 1,854,700 223,538

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構運営費

独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構運営費交付金に
必要な経費

1,651,003 1,547,051 △ 103,952

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構施設整備費

独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構施設整備に必要
な経費

108,527 108,527 0

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費

独立行政法人家畜改良センター
運営費交付金に必要な経費

7,444,125 7,008,601 △ 435,524

独立行政法人家畜改良セン
ター施設整備費

独立行政法人家畜改良センター
施設整備に必要な経費

279,157 136,846 △ 142,311

＜ 農業・食品産業強化対策費
農業・食品産業強化対策に必要
な経費

〈2,093,192〉 の内数 〈24,422,410〉 の内数 〈22,329,218〉 の内数 ＞

＜ 国産農林水産物消費拡大対策
費

国産農林水産物消費拡大対策に
必要な経費

〈0〉 の内数 〈3,983,934〉 の内数 〈3,983,934〉 の内数 ＞
（３）食品産業の持続的な発展

〈2,093,192〉 の内数 〈24,422,410〉 の内数 〈22,329,218〉 の内数

農林水産本省　　　　　　　＜ 農業・食品産業強化対策費
農業・食品産業強化対策に必要
な経費

〈2,093,192〉 の内数 〈24,422,410〉 の内数 〈22,329,218〉 の内数 ＞

比較増△減額政策評価体系 組　　織 項 事　　項

１．食料の安定供給の確保

25年度予算額24年度予算額



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 25年度予算額24年度予算額

（４）総合的な食料安全保障の
確立 107,422,758 97,653,417 △ 9,769,341

農林水産本省 食料安全保障確立対策費
食料安全保障確立対策に必要な
経費

12,921,701 11,922,466 △ 999,235

食料安全保障確立対策費食料
安定供給特別会計へ繰入

調整資金の財源の食料安定供給
特別会計調整勘定へ繰入れに必
要な経費

93,800,000 85,100,000 △ 8,700,000

水産庁 食料安全保障確立対策費 国際漁業協力推進に必要な経費 701,057 630,951 △ 70,106

949,982,458 897,355,149 △ 52,627,309

〈30,935,083〉 の内数 〈136,188,844〉 の内数 〈105,253,761〉 の内数

（１）意欲ある多様な農業者に
よる農業経営の推進 817,692,980 782,814,562 △ 34,878,418

農林水産本省 農業経営対策費 農業経営対策に必要な経費 580,020,052 547,243,916 △ 32,776,136

農業者確保農業者年金の実施に
必要な経費

1,231,788 1,202,196 △ 29,592

農業者年金等の実施に必要な経
費

123,588,318 120,635,051 △ 2,953,267

農林漁業団体職員共済組合の年
金給付に必要な経費

1,056,168 1,094,220 38,052

独立行政法人農業者年金基金
運営費

独立行政法人農業者年金基金農
業者確保運営費交付金に必要な
経費

1,757,737 1,776,243 18,506

独立行政法人農業者年金基金運
営費交付金に必要な経費

1,582,963 1,543,290 △ 39,673

農業経営安定事業費等食料安
定供給特別会計へ繰入

農業経営安定事業等の財源の食
料安定供給特別会計調整勘定へ
繰入れに必要な経費

56,755,432 57,731,429 975,997

共済掛金国庫負担金等農業共
済再保険特別会計へ繰入

共済掛金国庫負担金等の財源の
農業共済再保険特別会計農業勘
定等へ繰入れに必要な経費

51,700,522 51,588,217 △ 112,305

（２）優良農地の確保と有効利
用の促進 22,377,154 20,325,649 △ 2,051,505

〈30,935,083〉 の内数 〈136,188,844〉 の内数 〈105,253,761〉 の内数

農林水産本省
優良農地確保・有効利用対策
費

農地制度実施円滑化対策等に必
要な経費

14,127,186 13,832,147 △ 295,039

優良農地確保・有効利用対策に
必要な経費

8,249,968 6,493,502 △ 1,756,466

＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤
整備事業費

戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業の補助率引上差額に必要
な経費

〈973,000〉 の内数 〈2,092,000〉 の内数 〈1,119,000〉 の内数 ＞

２．農業の持続的な発展



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 25年度予算額24年度予算額

＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業に必要な経費

〈17,316,943〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△17,316,943〉 の内数 ＞

＜ 農業競争力強化基盤整備事業
費

農業競争力強化基盤整備事業に
必要な経費

〈0〉 の内数 〈36,506,844〉 の内数 〈36,506,844〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈4,075,140〉 の内数 〈6,233,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村地域整備事業費
農山漁村地域整備事業に必要な
経費

〈8,570,000〉 の内数 〈91,357,000〉 の内数 〈82,787,000〉 の内数 ＞
106,508,849 91,096,207 △ 15,412,642

〈30,935,083〉 の内数 〈136,188,844〉 の内数 〈105,253,761〉 の内数

農林水産本省
農業生産基盤保全管理等推進
費

農業生産基盤保全管理等推進に
必要な経費

28,643,412 17,967,220 △ 10,676,192

農業生産基盤保全管理・整備
事業費

農業生産基盤保全管理･整備事
業に必要な経費

63,754,437 60,709,987 △ 3,044,450

農業生産基盤保全管理・整備
事業費食料安定供給特別会計
へ繰入

農業生産基盤保全管理･整備事
業の財源の食料安定供給特別会
計国営土地改良事業勘定へ繰入
れに必要な経費

14,111,000 12,419,000 △ 1,692,000

＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤
整備事業費

戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業の補助率引上差額に必要
な経費

〈973,000〉 の内数 〈2,092,000〉 の内数 〈1,119,000〉 の内数 ＞

＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業に必要な経費

〈17,316,943〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△17,316,943〉 の内数 ＞

＜ 農業競争力強化基盤整備事業
費

農業競争力強化基盤整備事業に
必要な経費

〈0〉 の内数 〈36,506,844〉 の内数 〈36,506,844〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈4,075,140〉 の内数 〈6,233,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村地域整備事業費
農山漁村地域整備事業に必要な
経費

〈8,570,000〉 の内数 〈91,357,000〉 の内数 〈82,787,000〉 の内数 ＞
（４）持続可能な農業生産を支
える取組の推進 3,403,475 3,118,731 △ 284,744

農林水産本省 環境保全型農業生産対策費
環境保全型農業生産対策に必要
な経費

3,403,475 3,118,731 △ 284,744

87,943,589 114,645,245 26,701,656

〈40,435,083〉 の内数 〈150,289,778〉 の内数 〈109,854,695〉 の内数

（１）農業・農村における６次産
業化の推進 14,232,110 13,060,070 △ 1,172,040

〈4,075,140〉 の内数 〈10,216,934〉 の内数 〈6,141,794〉 の内数

農林水産本省 農山漁村６次産業化対策費
農山漁村６次産業化対策に必要
な経費

10,589,502 10,192,948 △ 396,554

ソフトセルロース活用技術確立事
業に必要な経費

372,663 0 △ 372,663

（３）農業生産力強化に向けた
農業生産基盤の保全管理・整
備

３．農村の振興



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 25年度予算額24年度予算額

独立行政法人種苗管理セン
ター運営費

独立行政法人種苗管理センター
運営費交付金に必要な経費

3,025,923 2,668,456 △ 357,467

独立行政法人種苗管理セン
ター施設整備費

独立行政法人種苗管理センター
施設整備に必要な経費

244,022 198,666 △ 45,356

＜ 国産農林水産物消費拡大対策
費

国産農林水産物消費拡大対策に
必要な経費

〈0〉 の内数 〈3,983,934〉 の内数 〈3,983,934〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈4,075,140〉 の内数 〈6,233,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞
1,449,496 2,546,141 1,096,645

〈4,075,140〉 の内数 〈6,233,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数

農林水産本省 都市農村交流等対策費
都市農村交流等対策に必要な経
費

1,449,496 2,546,141 1,096,645

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈4,075,140〉 の内数 〈6,233,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞
（３）農村の集落機能の維持と
地域資源・環境の保全 72,261,983 99,039,034 26,777,051

〈40,435,083〉 の内数 〈146,305,844〉 の内数 〈105,870,761〉 の内数

農林水産本省 農村地域資源等保全推進費
農村地域資源等保全推進に必要
な経費

50,762,641 56,856,754 6,094,113

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 2,865,989 2,916,925 50,936

農地等保全事業費 農地等保全事業に必要な経費 15,072,353 36,670,355 21,598,002

農地等保全事業費食料安定供
給特別会計へ繰入

農地等保全事業の財源の食料安
定供給特別会計国営土地改良事
業勘定へ繰入れに必要な経費

3,561,000 2,595,000 △ 966,000

＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤
整備事業費

戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業の補助率引上差額に必要
な経費

〈973,000〉 の内数 〈2,092,000〉 の内数 〈1,119,000〉 の内数 ＞

＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業に必要な経費

〈17,316,943〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△17,316,943〉 の内数 ＞

＜ 農業競争力強化基盤整備事業
費

農業競争力強化基盤整備事業に
必要な経費

〈0〉 の内数 〈36,506,844〉 の内数 〈36,506,844〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈13,575,140〉 の内数 〈15,733,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村地域整備事業費
農山漁村地域整備事業に必要な
経費

〈8,570,000〉 の内数 〈91,357,000〉 の内数 〈82,787,000〉 の内数 ＞

＜
防災対策推進農山漁村地域整
備事業費東日本大震災復興特
別会計へ繰入

農山漁村地域整備事業の財源の
東日本大震災復興特別会計へ繰
入れに必要な経費

〈0〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 ＞

219,671,398 208,203,429 △ 11,467,969

〈22,768,517〉 の内数 〈108,702,164〉 の内数 〈85,933,647〉 の内数

（２）都市と農村の交流等及び
都市とその周辺の地域におけ
る農業の振興

４．森林の有する多面的機能の発揮
と林業・木材産業の持続的かつ健全
な発展



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 25年度予算額24年度予算額

（１）森林の有する多面的機能
の発揮

211,184,370 198,836,339 △ 12,348,031

〈22,768,517〉 の内数 〈108,702,164〉 の内数 〈85,933,647〉 の内数

林野庁 森林整備・保全費 森林整備・保全に必要な経費 6,967,723 9,542,186 2,574,463

独立行政法人農林漁業信用基
金出資

独立行政法人農林漁業信用基金
出資に必要な経費

880,000 580,000 △ 300,000

国有林野産物等売払及管理処
分業務費

国有林野産物等の売払い及び管
理処分業務に必要な経費

0 21,149,871 21,149,871

治山事業費 治山事業に必要な経費 23,353,032 47,902,238 24,549,206

森林整備事業費 森林整備事業に必要な経費 47,806,396 102,310,820 54,504,424

借入金利子国有林野事業債務
管理特別会計へ繰入

借入金利子の支払財源の国有林
野事業債務管理特別会計へ繰入
れに必要な経費

0 10,951,682 10,951,682

国有林野事業収入財源借入金
債務処理費国有林野事業債務
管理特別会計へ繰入

国有林野事業収入財源の借入金
債務処理に係る国有林野事業債
務管理特別会計へ繰入れに必要
な経費

0 6,255,542 6,255,542

防災対策推進治山事業費東日
本大震災復興特別会計へ繰入

治山事業の財源の東日本大震災
復興特別会計へ繰入れに必要な
経費

0 144,000 144,000

森林整備・保全費国有林野事
業特別会計へ繰入

森林保全管理等の財源の国有林
野事業特別会計へ繰入れに必要
な経費

43,804,219 0 △ 43,804,219

治山事業費国有林野事業特別
会計へ繰入

治山事業の財源の国有林野事業
特別会計へ繰入れに必要な経費

26,113,000 0 △ 26,113,000

森林整備事業費国有林野事業
特別会計へ繰入

森林整備事業の財源の国有林野
事業特別会計へ繰入れに必要な
経費

62,260,000 0 △ 62,260,000

＜ 森林整備・林業等振興対策費
森林整備・林業等振興対策に必
要な経費

〈623,377〉 の内数 〈1,612,164〉 の内数 〈988,787〉 の内数 ＞

農林水産本省　　　　　　　＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈13,575,140〉 の内数 〈15,733,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村地域整備事業費
農山漁村地域整備事業に必要な
経費

〈8,570,000〉 の内数 〈91,357,000〉 の内数 〈82,787,000〉 の内数 ＞
（２）林業の持続的かつ健全な
発展

6,792,884 7,594,357 801,473

〈4,698,517〉 の内数 〈7,845,164〉 の内数 〈3,146,647〉 の内数

林野庁 林業振興対策費 林業振興対策に必要な経費 6,792,884 7,594,357 801,473

＜ 森林整備・林業等振興対策費
森林整備・林業等振興対策に必
要な経費

〈623,377〉 の内数 〈1,612,164〉 の内数 〈988,787〉 の内数 ＞

農林水産本省　　　　　　　＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈4,075,140〉 の内数 〈6,233,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 25年度予算額24年度予算額

（３）林産物の供給及び利用の
確保

1,694,144 1,772,733 78,589

〈4,698,517〉 の内数 〈7,845,164〉 の内数 〈3,146,647〉 の内数

林野庁 林産物供給等振興対策費
林産物供給等振興対策に必要な
経費

1,694,144 1,772,733 78,589

＜ 森林整備・林業等振興対策費
森林整備・林業等振興対策に必
要な経費

〈623,377〉 の内数 〈1,612,164〉 の内数 〈988,787〉 の内数 ＞

農林水産本省　　　　　　　＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈4,075,140〉 の内数 〈6,233,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞
114,569,881 111,600,965 △ 2,968,916

〈26,620,187〉 の内数 〈113,844,706〉 の内数 〈87,224,519〉 の内数

（１）水産資源の回復 20,710,481 22,266,201 1,555,720

〈4,475,047〉 の内数 〈6,137,706〉 の内数 〈1,662,659〉 の内数

水産庁 水産資源回復対策費 水産資源回復対策に必要な経費 20,263,715 20,626,095 362,380

船舶建造費 船舶建造に必要な経費 0 1,282,693 1,282,693

船舶改装に必要な経費 446,766 357,413 △ 89,353

＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈4,475,047〉 の内数 〈6,137,706〉 の内数 〈1,662,659〉 の内数 ＞
（２）漁業経営の安定 61,025,375 51,247,806 △ 9,777,569

〈4,475,047〉 の内数 〈6,137,706〉 の内数 〈1,662,659〉 の内数

水産庁 漁業経営安定対策費 漁業経営安定対策に必要な経費 42,579,495 34,597,064 △ 7,982,431

保険料国庫負担金等漁船再保
険及び漁業共済保険特別会計
へ繰入

保険料国庫負担金等の財源の漁
船再保険及び漁業共済保険特別
会計漁船普通保険勘定等へ繰入
れに必要な経費

16,186,558 14,977,723 △ 1,208,835

独立行政法人水産大学校運営
費

独立行政法人水産大学校運営費
交付金に必要な経費

1,989,961 1,673,019 △ 316,942

独立行政法人水産大学校施設
整備費

独立行政法人水産大学校施設整
備に必要な経費

269,361 0 △ 269,361

＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈4,475,047〉 の内数 〈6,137,706〉 の内数 〈1,662,659〉 の内数 ＞
（３）漁村の健全な発展 32,834,025 38,086,958 5,252,933

〈26,620,187〉 の内数 〈113,844,706〉 の内数 〈87,224,519〉 の内数

水産庁 漁村振興対策費
水産物加工・流通等対策に必要
な経費

517,603 1,077,981 560,378

５．水産物の安定供給と水産業の健
全な発展



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 25年度予算額24年度予算額

漁村振興対策に必要な経費 1,703,869 4,827,946 3,124,077

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 684,200 688,800 4,600

水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費 29,928,353 30,207,231 278,878

防災対策推進海岸事業費東日
本大震災復興特別会計へ繰入

海岸事業の財源の東日本大震災
復興特別会計へ繰入れに必要な
経費

0 120,000 120,000

防災対策推進水産基盤整備費
東日本大震災復興特別会計へ
繰入

水産基盤整備の財源の東日本大
震災復興特別会計へ繰入れに必
要な経費

0 1,165,000 1,165,000

＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈4,475,047〉 の内数 〈6,137,706〉 の内数 〈1,662,659〉 の内数 ＞

農林水産本省　　　　　　　＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈13,575,140〉 の内数 〈15,733,000〉 の内数 〈2,157,860〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村地域整備事業費
農山漁村地域整備事業に必要な
経費

〈8,570,000〉 の内数 〈91,357,000〉 の内数 〈82,787,000〉 の内数 ＞

＜
防災対策推進農山漁村地域整
備事業費東日本大震災復興特
別会計へ繰入

農山漁村地域整備事業の財源の
東日本大震災復興特別会計へ繰
入れに必要な経費

〈0〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 ＞

99,088,904 91,467,046 △ 7,621,858

（１）農林水産分野の研究開発 95,611,931 86,943,323 △ 8,668,608

農林水産本省 農林水産政策研究所
農林水産業政策研究に必要な経
費

181,409 170,438 △ 10,971

農林水産技術会議 農林水産業研究開発費
農林水産分野の研究開発の推進
に必要な経費

14,856,798 13,983,947 △ 872,851

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構運営費

独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構運営費交付金に
必要な経費

41,180,902 36,463,508 △ 4,717,394

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構施設整備費

独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構施設整備に必要
な経費

252,707 275,070 22,363

独立行政法人農業生物資源研
究所運営費

独立行政法人農業生物資源研究
所運営費交付金に必要な経費

6,819,926 6,328,220 △ 491,706

独立行政法人農業生物資源研
究所施設整備費

独立行政法人農業生物資源研究
所施設整備に必要な経費

215,906 164,102 △ 51,804

独立行政法人農業環境技術研
究所運営費

独立行政法人農業環境技術研究
所運営費交付金に必要な経費

2,845,147 2,730,146 △ 115,001

独立行政法人農業環境技術研
究所施設整備費

独立行政法人農業環境技術研究
所施設整備に必要な経費

134,204 124,026 △ 10,178

独立行政法人国際農林水産業
研究センター運営費

独立行政法人国際農林水産業研
究センター運営費交付金に必要
な経費

3,562,737 3,169,527 △ 393,210

６．横断的に関係する政策



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 25年度予算額24年度予算額

林野庁
独立行政法人森林総合研究所
運営費

独立行政法人森林総合研究所運
営費交付金に必要な経費

9,659,767 8,828,662 △ 831,105

独立行政法人森林総合研究所
施設整備費

独立行政法人森林総合研究所施
設整備に必要な経費

95,104 79,887 △ 15,217

水産庁
独立行政法人水産総合研究セ
ンター運営費

独立行政法人水産総合研究セン
ター運営費交付金に必要な経費

15,606,324 14,355,790 △ 1,250,534

独立行政法人水産総合研究セ
ンター施設整備費

独立行政法人水産総合研究セン
ター施設整備に必要な経費

201,000 270,000 69,000

（２）農林水産分野の地球環境
対策

113,769 128,825 15,056

農林水産本省 農林水産業地球環境対策費
農林水産分野の地球環境対策に
必要な経費

113,769 128,825 15,056

（３）政策ニーズに対応した統計
の作成と利用の推進

3,363,204 4,394,898 1,031,694

農林水産本省 農林水産統計調査費
農林水産統計調査の実施等に必
要な経費

3,363,204 4,394,898 1,031,694

1,805,037,683 1,856,042,515 51,004,832

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、総額の「内数」で掲記し、
　　 合計欄において本書きに含めている。
３．24年度予算額は、25年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．24年度予算額は、当初予算額である。

計



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （会計）食料安定供給特別会計 （単位：千円）

１．食料の安定供給の確保 1,267,864,035 1,175,579,126 △ 92,284,909

〈562,564,650〉 の内数 〈428,239,228〉 の内数 〈△134,325,422〉 の内数

(２)国産農畜産物を軸とした食と農
の結び付きの強化

69,579,413 98,284,060 28,704,647

〈562,564,650〉 の内数 〈428,239,228〉 の内数 〈△134,325,422〉 の内数

麦管理勘定 麦買入費 輸入飼料買入代金 69,579,413  98,284,060  28,704,647  

< 返還金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

〈6,235,772〉 の内数 〈5,913,659〉 の内数 〈△322,113〉 の内数 >

< 返還金等の調整勘定へ繰入
れに必要な経費

〈37,621,683〉 の内数 〈30,803,061〉 の内数 〈△6,818,622〉 の内数 >

< 業務勘定 事務取扱費
食糧の需給及び価格の安定
のために行う事業に必要な経
費

〈365,701〉 の内数 〈331,713〉 の内数 〈△33,988〉 の内数 >

< 調整勘定
主要食糧及輸入飼料買入費
等財源他勘定へ繰入

麦買入費等財源の麦管理勘
定へ繰入れに必要な経費

〈164,778,493〉 の内数 〈156,380,822〉 の内数 〈△8,397,671〉 の内数 >

< 国債整理基金特別会計へ繰
入

国債整理基金特別会計へ繰
入れに必要な経費

〈353,563,001〉 の内数 〈234,809,973〉 の内数 〈△118,753,028〉 の内数 >
(４)総合的な食料安全保障の確立 1,198,284,622 1,077,295,066 △ 120,989,556

〈562,564,650〉 の内数 〈428,239,228〉 の内数 〈△134,325,422〉 の内数

米管理勘定 米買入費 米買入代金 129,256,911  156,823,251  27,566,340  

米管理費 米の管理に必要な経費 31,039,711  30,764,840  △ 274,871  

返還金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

1,898,664  6,861,172  4,962,508  

返還金等の調整勘定へ繰入
れに必要な経費

315,941,318  204,006,912  △ 111,934,406  

麦管理勘定 麦買入費 食糧麦買入代金 268,820,043  316,368,228  47,548,185  

麦管理費 食糧麦の管理に必要な経費 4,853,816  4,938,218  84,402  

< 返還金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

〈6,235,772〉 の内数 〈5,913,659〉 の内数 〈△322,113〉 の内数 >

< 返還金等の調整勘定へ繰入
れに必要な経費

〈37,621,683〉 の内数 〈30,803,061〉 の内数 〈△6,818,622〉 の内数 >

< 業務勘定 事務取扱費
食糧の需給及び価格の安定
のために行う事業に必要な経
費

〈365,701〉 の内数 〈331,713〉 の内数 〈△33,988〉 の内数 >

比較増△減額政策評価体系 勘定・組織 項 事項 24年度予算額 25年度予算額



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （会計）食料安定供給特別会計 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 勘定・組織 項 事項 24年度予算額 25年度予算額

調整勘定
主要食糧及輸入飼料買入費
等財源他勘定へ繰入

米買入費等財源の米管理勘
定へ繰入れに必要な経費

446,474,159  357,532,445  △ 88,941,714  

< 麦買入費等財源の麦管理勘
定へ繰入れに必要な経費

〈164,778,493〉 の内数 〈156,380,822〉 の内数 〈△8,397,671〉 の内数 >

< 国債整理基金特別会計へ繰
入

国債整理基金特別会計へ繰
入れに必要な経費

〈353,563,001〉 の内数 〈234,809,973〉 の内数 〈△118,753,028〉 の内数 >
２．農業の持続的な発展 536,902,267 548,383,831 11,481,564

〈19,457,432〉 の内数 〈18,364,705〉 の内数 〈△1,092,727〉 の内数

（１）意欲ある多様な農業者による農
業経営の推進

500,739,666 518,899,742 18,160,076

〈306,973〉 の内数 〈298,501〉 の内数 〈△8,472〉 の内数

農業経営基盤強化勘定 農業経営基盤強化事業費
就農支援資金貸付けに必要な
経費

674,844  968,157  293,313  

< 事務取扱費業務勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

〈97,278〉 の内数 〈95,732〉 の内数 〈△1,546〉 の内数 >
農業経営安定勘定 農業経営安定事業費

農業経営安定事業に必要な
経費

259,773,272  266,416,409  6,643,137  

返還金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

112,417  106,964  △ 5,453  

麦管理勘定 返還金等他勘定へ繰入
交付金財源の農業経営安定
勘定へ繰入れに必要な経費

77,529,667  77,529,667  0  

< 業務勘定 事務取扱費
農業経営基盤強化事業及び
農業経営安定事業に必要な
経費

〈209,695〉 の内数 〈202,769〉 の内数 〈△6,926〉 の内数 >

調整勘定
主要食糧及輸入飼料買入費
等財源他勘定へ繰入

交付金等財源の農業経営安
定勘定へ繰入れに必要な経
費

162,649,466  173,878,545  11,229,079  

（２）優良農地の確保と有効利用の
促進

17,110,522 19,773,499 2,662,977

〈306,973〉 の内数 〈298,501〉 の内数 〈△8,472〉 の内数

農業経営基盤強化勘定 農業経営基盤強化事業費
農地等利用調整に必要な経
費

6,140,012  8,633,251  2,493,239  

農地保有合理化促進に必要
な経費

10,970,510  11,140,248  169,738  

< 事務取扱費業務勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

〈97,278〉 の内数 〈95,732〉 の内数 〈△1,546〉 の内数 >

< 業務勘定 事務取扱費
農業経営基盤強化事業及び
農業経営安定事業に必要な
経費

〈209,695〉 の内数 〈202,769〉 の内数 〈△6,926〉 の内数 >



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （会計）食料安定供給特別会計 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 勘定・組織 項 事項 24年度予算額 25年度予算額

（３）農業生産力強化に向けた農業
生産基盤の保全管理・整備

19,052,079 9,710,590 △ 9,341,489

〈19,150,459〉 の内数 〈18,066,204〉 の内数 〈△1,084,255〉 の内数

< 国営土地改良事業勘定 土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 〈16,720,713〉 の内数 〈13,869,368〉 の内数 〈△2,851,345〉 の内数 >
東日本大震災復興土地改良
事業費

東日本大震災復興に係る土
地改良事業に必要な経費

6,052,200  4,819,526  △ 1,232,674  

北海道土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 10,202,570  3,622,451  △ 6,580,119  

離島土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 1,777,218 194,653 △ 1,582,565

奄美群島土地改良事業に必
要な経費

1,020,091  1,073,960  53,869  

< 国債整理基金特別会計へ繰
入

国債整理基金特別会計へ繰
入れに必要な経費

〈2,429,746〉 の内数 〈4,196,836〉 の内数 〈1,767,090〉 の内数 >
３．農村の振興 〈19,150,459〉 の内数 〈18,066,204〉 の内数 〈△1,084,255〉 の内数

(３)農村の集落機能の維持と地域資
源・環境の保全

〈19,150,459〉 の内数 〈18,066,204〉 の内数 〈△1,084,255〉 の内数

< 国営土地改良事業勘定 土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 〈16,720,713〉 の内数 〈13,869,368〉 の内数 〈△2,851,345〉 の内数 >

< 国債整理基金特別会計へ繰
入

国債整理基金特別会計へ繰
入れに必要な経費

〈2,429,746〉 の内数 〈4,196,836〉 の内数 〈1,767,090〉 の内数 >

2,386,788,384 2,170,566,890 △ 216,221,494

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、
　　 総額の「内数」で掲記し、合計欄において本書きに含めている。
３．24年度予算額は、25年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．24年度予算額は、当初予算額である。

計



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （会計）農業共済再保険特別会計 （単位：千円）

２．農業の持続的な発展 88,612,413 89,217,636 605,223

（１）意欲ある多様な農業者による農
業経営の推進

88,612,413 89,217,636 605,223

再保険金支払基金勘定
再保険金支払財源他勘定へ
繰入

再保険金支払財源の農業勘
定へ繰入れに必要な経費

18,544,684  18,940,259  395,575

再保険金支払財源の果樹勘
定へ繰入れに必要な経費

5,899,760  5,599,790  △ 299,970

再保険金支払財源の園芸施
設勘定へ繰入れに必要な経
費

1,245,252  1,311,414  66,162

農業勘定 農業再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な
経費

18,735,634  20,324,746  1,589,112

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

7,080,712  6,698,066  △ 382,646

家畜勘定 家畜再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な
経費

22,276,799  22,247,147  △ 29,652

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

8,754,137  8,333,410  △ 420,727

家畜共済損害防止事業に必
要な経費

523,056  503,920  △ 19,136

果樹勘定 果樹再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な
経費

2,371,443  2,135,157  △ 236,286

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

555,583  506,401  △ 49,182

園芸施設勘定 園芸施設再保険費及交付金
再保険金の支払に必要な経
費

938,765  912,738  △ 26,027

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

1,686,588  1,704,588  18,000

88,612,413 89,217,636 605,223

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．24年度予算額は、当初予算額である。

比較増△減額

計

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 24年度予算額 25年度予算額



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （会計）森林保険特別会計 （単位：千円）

1,989,552 1,809,913 △ 179,639

（２）林業の持続的かつ健全な発展 1,989,552 1,809,913 △ 179,639

森林保険費
保険金等の支払に必要な経
費

1,735,173  1,561,825  △ 173,348

事務取扱費 保険事業運営に必要な経費 254,379  248,088  △ 6,291

1,989,552 1,809,913 △ 179,639

（注） 政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。

比較増△減額

４．森林の有する多面的機能の発揮と林
業・木材産業の持続的かつ健全な発展

計

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 24年度予算額 25年度予算額



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （会計）国有林野事業債務管理特別会計 （単位：千円）

304,407,224

（１）森林の有する多面的機能の発
揮

304,407,224

国債整理基金特別会計へ繰
入

国債整理基金特別会計へ繰
入れに必要な経費

304,407,224  

304,407,224

（注） 政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。

４．森林の有する多面的機能の発揮と林
業・木材産業の持続的かつ健全な発展

計

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 25年度予算額



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （会計）漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 （単位：千円）

35,931,606 19,217,605 △ 16,714,001

（２）漁業経営の安定 35,931,606 19,217,605 △ 16,714,001

漁船普通保険勘定 漁船再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な
経費

15,752,697  4,360,766  △ 11,391,931

漁船保険中央会交付金に必
要な経費

5,472,002  5,334,164  △ 137,838

漁船特殊保険勘定 漁船特殊再保険費
再保険金等の支払に必要な
経費

169,223  169,223  0

漁船乗組員給与保険勘定 給与再保険費
再保険金等の支払に必要な
経費

22,520  22,520  0

漁業共済保険勘定 漁業共済保険費及交付金
保険金等の支払に必要な経
費

7,766,511  3,453,862  △ 4,312,649

漁業共済組合連合会交付金
に必要な経費

6,291,228  5,429,320  △ 861,908

業務勘定 業務取扱費
漁業協同組合事務費交付金
に必要な経費

457,425  447,750  △ 9,675

35,931,606 19,217,605 △ 16,714,001

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．24年度予算額は、当初予算額である。

比較増△減額

５．水産物の安定供給と水産業の健全な
発展

計

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 24年度予算額 25年度予算額



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【東日本大震災復興特別会計】
（未定稿）

（会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

543,649 0 △ 543,649

（１）食の安全と消費者の信頼
の確保 543,649 0 △ 543,649

農林水産本省
食の安全・消費者の信頼確保
対策費

食の安全と消費者の信頼確保対
策に必要な経費

543,649 0 △ 543,649

4,921,000 0 △ 4,921,000

〈3,306,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△3,306,000〉 の内数

（２）優良農地の確保と有効利
用の促進 〈3,306,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△3,306,000〉 の内数

農林水産本省 ＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤
整備事業費

戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業に必要な経費

〈616,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△616,000〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞
4,921,000 0 △ 4,921,000

〈3,306,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△3,306,000〉 の内数

農林水産本省
農業生産基盤保全管理・整備
事業費

農業生産基盤保全管理･整備事
業に必要な経費

4,921,000 0 △ 4,921,000

＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤
整備事業費

戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業に必要な経費

〈616,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△616,000〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞
2,821,224 0 △ 2,821,224

〈3,533,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈△2,916,000〉 の内数

（１）農業・農村における６次産
業化の推進 238,224 0 △ 238,224

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数

農林水産本省 農山漁村６次産業化対策費
農山漁村６次産業化対策に必要
な経費

238,224 0 △ 238,224

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞

25年度予算額 比較増△減額項 事　　項 24年度予算額政策評価体系

１．食料の安定供給の確保

（所管）国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、
　　　　 法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水
　　　　 産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省

勘定・組織

２．農業の持続的な発展

（３）農業生産力強化に向けた
農業生産基盤の保全管理・整
備

３．農村の振興



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【東日本大震災復興特別会計】
（未定稿）

（会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

25年度予算額 比較増△減額項 事　　項 24年度予算額政策評価体系

（所管）国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、
　　　　 法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水
　　　　 産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省

勘定・組織

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数

農林水産本省 ＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞
（３）農村の集落機能の維持と
地域資源・環境の保全 2,583,000 0 △ 2,583,000

〈3,533,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈△2,916,000〉 の内数

農林水産本省 農地等保全事業費 農地等保全事業に必要な経費 2,583,000 0 △ 2,583,000

＜ 農山漁村地域整備事業費
農山漁村地域整備事業に必要な
経費

〈227,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈390,000〉 の内数 ＞

＜ 戸別所得補償実施円滑化基盤
整備事業費

戸別所得補償実施円滑化基盤整
備事業に必要な経費

〈616,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△616,000〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞
3,490,000 144,000 △ 3,346,000

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数

（１）森林の有する多面的機能
の発揮

3,490,000 144,000 △ 3,346,000

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数

林野庁 治山事業費 治山事業に必要な経費 623,000 144,000 △ 479,000

治山事業費国有林野事業特別
会計へ繰入

治山事業の財源の国有林野事業
特別会計へ繰入れに必要な経費

386,000 0 △ 386,000

森林整備事業費 森林整備事業に必要な経費 1,147,000 0 △ 1,147,000

森林整備事業費国有林野事業
特別会計へ繰入

森林整備事業の財源の国有林野
事業特別会計へ繰入れに必要な
経費

1,334,000 0 △ 1,334,000

農林水産本省 ＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞
（２）林業の持続的かつ健全な
発展

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数

農林水産本省 ＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞
（３）林産物の供給及び利用の
確保

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数

農林水産本省 ＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞
3,516,000 1,285,000 △ 2,231,000

〈2,917,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈△2,300,000〉 の内数

４．森林の有する多面的機能の発揮
と林業・木材産業の持続的かつ健全
な発展

（２）都市と農村の交流等及び
都市とその周辺の地域におけ
る農業の振興

５．水産物の安定供給と水産業の健
全な発展



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【東日本大震災復興特別会計】
（未定稿）

（会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

25年度予算額 比較増△減額項 事　　項 24年度予算額政策評価体系

（所管）国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、
　　　　 法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水
　　　　 産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省

勘定・組織

（３）漁村の健全な発展 3,516,000 1,285,000 △ 2,231,000

〈2,917,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈△2,300,000〉 の内数

水産庁 海岸事業費 海岸事業に必要な経費 0 120,000 120,000

水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費 3,516,000 1,165,000 △ 2,351,000

農林水産本省 ＜ 農山漁村地域整備事業費
農山漁村地域整備事業に必要な
経費

〈227,000〉 の内数 〈617,000〉 の内数 〈390,000〉 の内数 ＞

＜ 農山漁村活性化対策費
農山漁村活性化対策に必要な経
費

〈2,690,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈△2,690,000〉 の内数 ＞
189,822 0 △ 189,822

（１）農林水産分野の研究開発 189,822 0 △ 189,822

水産庁
独立行政法人水産総合研究セ
ンター運営費

独立行政法人水産総合研究セン
ター運営費交付金に必要な経費

189,822 0 △ 189,822

19,014,695 2,046,000 △ 16,968,695

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、
　　 総額の「内数」で掲記し、合計欄において本書きに含めている。
３．東日本大震災復興特別会計については、農林水産省所管分のみ掲記している。
４．24年度予算額は、当初予算額である。

６．横断的に関係する政策

計



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】
（未定稿）

（所管）農林水産省 （会計）国有林野事業特別会計（２４年度限りで廃止） （単位：千円）

394,439,330                    - △ 394,439,330

（１）森林の有する多面的機能の発
揮

389,657,079                    - △ 389,657,079

国有林野事業費
国有林野事業の事業実施に
必要な経費

7,779,932                      -  △ 7,779,932

治山事業費 治山事業に必要な経費 18,131,595                      -  △ 18,131,595

東日本大震災復興治山事業
費

東日本大震災復興に係る治
山事業に必要な経費

2,631,000                      -  △ 2,631,000

北海道治山事業費 治山事業に必要な経費 2,333,276                      -  △ 2,333,276

東日本大震災復興北海道治
山事業費

東日本大震災復興に係る治
山事業に必要な経費

38,000                      -  △ 38,000

離島治山事業費 治山事業に必要な経費 120,290                      -  △ 120,290

奄美群島治山事業に必要な
経費

13,910                      -  △ 13,910

沖縄治山事業費 治山事業に必要な経費 19,810                      -  △ 19,810

国有林野森林整備事業費
国有林野森林整備事業に必
要な経費

52,565,832                      -  △ 52,565,832

東日本大震災復興国有林野
森林整備事業費

東日本大震災復興に係る国
有林野森林整備事業に必要
な経費

5,353,000                      -  △ 5,353,000

国債整理基金特別会計へ繰
入

国債整理基金特別会計へ繰
入れに必要な経費

300,670,434                      -  △ 300,670,434

（３）林産物の供給及び利用の確保 4,782,251                    - △ 4,782,251

国有林野事業費
国有林野の林産物の生産及
び販売事業に必要な経費

4,782,251                      -  △ 4,782,251

394,439,330                    - △ 394,439,330

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．24年度予算額は、当初予算額である。
３．国有林野事業特別会計は24年度限りで廃止。但し、負債は国有林野事業債務管理特別会計へ継承。

比較増△減額

４．森林の有する多面的機能の発揮と林
業・木材産業の持続的かつ健全な発展

計

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 24年度予算額 25年度予算額
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