
１　地方公共団体向け

　
(目)食の安全・消費者の信頼確保対策調査
　　等地方公共団体委託費

消費・安全局　畜水産安全管理課　薬事監視指導班 　03-3502-8701

　 (目)植物防疫事業交付金 消費･安全局　植物防疫課　防除班 　03-3502-3382

(目)被害農家営農資金利子補給等補助金 経営局　総務課　災害総合対策室 　03-6744-2142

(目)農業経営対策地方公共団体事業費補助
　　金
（事業名）農業者戸別所得補償制度推進事
　　　　　業

経営局　経営政策課　推進指導班　 　03-6744-0502

（事業名）戸別所得補償経営安定推進事業
　　　　　のうち人・農地プラン作成事業

経営局　経営政策課　集落営農グループ 　03-6744-0577

（事業名）特定地域経営支援対策事業
経営局　就農・女性課　経営体育成支援室経営体育
成第２班

　03-6744-2148

（事業名）新規就農総合支援事業うち青年
　　　　　就農給付金事業

経営局　就農・女性課　就農促進グループ 　03-3502-6469

（事業名）新規就農総合支援事業うち農業
　　　　　者育成支援事業

経営局　就農・女性課　農業教育グループ 　03-6744-2160

(目)農地保有合理化対策地方公共団体事業
　　費補助金
（事業名）戸別所得補償経営安定推進事業
　　　　　のうち農地集積協力金交付事業

経営局　農地政策課　流動化グループ 　03-6744-2151

(目)農業委員会費補助金
（事業名）農地制度実施円滑化事業費補助
　　　　　金

経営局　農地政策課　農業委員会グループ 　03-6744-2153

(目)農地調整費交付金 経営局　農地政策課　農地調整グループ 　03-6744-2152

(目)都道府県農業会議会議員手当等負担金 経営局　農地政策課　農業委員会グループ 　03-6744-2153

(目)農業委員会交付金 経営局　農地政策課　農業委員会グループ 　03-6744-2153

(目)農山漁村活性化対策推進交付金
　　（地方公共団体向け）

農村振興局　農村整備官　活性化支援班 　03-3502-0814

(目)奄美農業創出支援事業費補助金 生産局　総務課生産推進室　事業推進班 　03-3502-5945

(目)森林資源地方公共団体管理費補助金
（事業名）地域森林計画編成事業費補助金
（事業名）市町村森林所有者情報整備事業費
　　　　　補助金

林野庁　計画課　総務班 　03-3502-8700

(目)保安林整備事業委託費 林野庁　治山課　総務班 　03-6744-2306

(目)森林病害虫等防除事業費補助金 林野庁　研究・保全課　総務班 　03-3502-5721

(目)保安林整備事業費等補助金 林野庁　治山課　総務班 　03-6744-2306

(目)林業普及指導事業交付金 林野庁　研究・保全課　総務班 　03-3502-5721

(目)林業技術者等育成事業費補助金 林野庁　研究・保全課　総務班 　03-3502-5721

(目)森林整備・林業等振興推進交付金 林野庁　経営課　総務班 　03-3502-8048

(目)漁業調整委員会等交付金 水産庁　漁業調整課　沿岸調整班 　03-3502-8476

(目)沿岸漁業改善資金造成費補助金 水産庁　研究指導課　普及育成班 　03-3501-3860

(目)離島漁業再生支援交付金
（事業名）離島漁業再生支援交付金

水産庁　防災漁村課　漁村企画班 　03-6744-2392

(目)水産業強化対策推進交付金
（事業名）強い水産業づくり交付金

水産庁　防災漁村課　構造改善施設班 　03-6744-2391

２　民間団体等向け

(目)農林水産政策調査等委託費

（事業名）食料・農業・農村基本政策企画
　　　　　調査費

大臣官房　政策課　総務班　 　03-3502-8041

連　絡　先　　　担当部局　担当班　電話番号（直通）

　執行抑制に係る対象事業についてとりまとめましたので公表します。
 
　○執行抑制に係る対象事業（地方公共団体・民間団体等向け）及び問い合わせ先

農林水産省における一般会計予算の執行抑制に係る対象事業について

事　　　　業
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連　絡　先　　　担当部局　担当班　電話番号（直通）事　　　　業

(目)農林水産調査研究普及費補助金 大臣官房　総務課　顕彰普及　 　03-3502-8040

　
(目)食の安全・消費者の信頼確保対策調査
　　等委託費
（事業名）有害化学物質リスク管理基礎調
　　　　　査事業委託費

消費・安全局　消費・安全政策課　製造流通安全企
画班

　03-6744-0490

（事業名）微生物リスク管理基礎調査事業
　　　　　委託費

消費・安全局　消費・安全政策課　危害要因情報班 　03-6744-0490

（事業名）生産資材安全確保調査・試験事
　　　　　業委託費

消費・安全局　農産安全管理課　農薬検査班
消費・安全局　畜水産安全管理課　生産安全班

　03-3502-5969
　03-6744-2104

（事業名）愛玩動物用飼料安全確保体制強
　　　　　化事業委託費

消費・安全局　畜水産安全管理課　愛玩動物用飼料
対策班

　03-6744-1708

（事業名）牛肉トレーサビリティ業務事業
　　　　　委託費

消費・安全局　畜水産安全管理課　牛トレーサビリ
ティ監視班

　03-6744-1525

（事業名）水産防疫技術対策事業委託費 消費・安全局　畜水産安全管理課　水産防疫班 　03-6744-2105

（事業名）養殖衛生対策推進事業委託費 消費・安全局　畜水産安全管理課　水産防疫班 　03-6744-2105

（事業名）海洋生物毒安全対策事業委託費 消費・安全局　畜水産安全管理課　水産安全班 　03-6744-2105

（事業名）家畜伝染病早期診断体制整備事
　　　　　業委託費

消費・安全局　動物衛生課　防疫企画班 　03-3502-8292

（事業名）発生予察の手法検討事業委託費 消費・安全局　植物防疫課　防除班 　03-3502-3382

（事業名）産地表示適正化対策事業委託費 消費・安全局　表示・規格課　調整指導班 　03-6744-2100

　
(目)食の安全・消費者の信頼確保対策事業
　　費補助金
（事業名）有害化学物質リスク管理推進事
　　　　　業費

消費・安全局　畜水産安全管理課　水産安全班 　03-6744-2105

（事業名）生産資材安全確保推進事業費
消費・安全局　農産安全管理課　農薬検査班
消費・安全局　畜水産安全管理課　生産安全班

　03-3502-5969
　03-6744-2104

（事業名）動物用医薬品安全等対策事業費 消費・安全局　畜水産安全管理課　薬事審査管理班 　03-3502-8097

（事業名）口蹄疫簡易診断キット実用化促
　　　　　進事業費

消費・安全局　畜水産安全管理課　薬事安全企画班 　03-3502-8701

（事業名）獣医療提供体制整備推進総合対
　　　　　策事業費

消費・安全局　畜水産安全管理課　獣医事班 　03-3501-4094

（事業名）感染症対策等の域内協力体制確
　　　　　立に向けた動物用医薬品開発・

消費・安全局　畜水産安全管理課　薬事審査管理班 　03-3502-8097

（事業名）死亡牛緊急検査処理円滑化推進
　　　　　事業費

消費・安全局　動物衛生課　保健衛生班 　03-3502-8292

（事業名）家畜生産農場清浄化支援対策事
　　　　　業費

消費・安全局　動物衛生課　防疫業務班 　03-3502-8292

（事業名）農場生産衛生向上体制整備促進
　　　　　事業費

消費・安全局　動物衛生課　保健衛生班 　03-3502-8292

（事業名）循環資源等利用飼料安全確保対
　　　　　策支援事業費

消費・安全局　畜水産安全管理課　飼料検査指導班 　03-3502-8702

　
(目)国産農畜産物・食農連携強化対策調査
　　等委託費

（事業名）日本型食生活推進事業 生産局農産部　穀物課　消費流通第１班　 　03-3502-7950

（事業名）食育実践活動推進事業委託費 消費・安全局　消費者情報官　食育推進班 　03-3502-5723

　
(目)国産農畜産物・食農連携強化対策事業
　　費補助金

（事業名）食育実践活動推進事業費 消費・安全局　消費者情報官　食育推進班 　03-3502-5723

（事業名）産地活性化総合対策事業 生産局　総務課生産推進室　事業推進班 　03-3502-5945

（事業名）果樹・茶支援対策事業
生産局農産部　園芸作物課　需給調整第２班
生産局農産部　地域作物課　茶業復興推進班

　03-3502-5957
　03-6744-2117

（事業名）チーズ向け生乳供給安定対策事
　　　　　業

生産局畜産部　牛乳乳製品課　生乳班　 　03-3502-5988

（事業名）多様な畜産・酪農事業
生産局畜産部　畜産振興課
　畜産技術室家畜改良推進班

　03-6744-2587

(目)飼料自給率向上対策費補助金
生産局畜産部　畜産振興課
　草地整備推進室草地整備事業班

　03-6744-2399

(目)食料安全保障確立対策調査等委託費

（事業名）中南米日系農業者連携交流委
　　　　　託事業

農村振興局　都市農村交流課　定住促進班 　03-3502-5948

（事業名）アジアモンスーン地域連携水
　　　　　田・水環境評価検討委託

農村振興局　設計課　海外土地改良技術室 　03-3595-6339

(目)政府開発援助食料安全保障確立対策事
　　業費補助金
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連　絡　先　　　担当部局　担当班　電話番号（直通）事　　　　業

（事業名）途上国の農業等協力に係る現地
　　　　　活動支援事業　等

大臣官房国際部　国際協力課　技術協力班
大臣官房国際部　国際協力課　企画班

　03-3501-7472
　03-3502-8058

（事業名）海外農業農村地球環境問題等
　　　　　調査事業

農村振興局　設計課　海外土地改良技術室 　03-3595-6339

（事業名）海外技術協力促進検討事業 農村振興局　設計課　海外土地改良技術室 　03-3595-6339

(目)政府開発援助食料安全保障確立対策調
　　査等委託費
（事業名）アジア太平洋食料安全保障情報
　　　　　プラットフォーム構築事業　等

大臣官房国際部　貿易関税等チーム　APEC担当 　03-6738-6156

（事業名）国際かんがい排水委員会地域
　　　　　活動等支援調査事業

農村振興局　設計課　海外土地改良技術室 　03-3595-6339

(目)農業共済事業事務費負担金 経営局　保険課　予算班 　03-6744-2176

(目)農林漁業団体職員共済組合年金給付費
　　補助金

経営局　協同組織課　年金班 　03-3501-7401

(目)農林漁業団体職員共済組合事務費補助
　　金

経営局　協同組織課　年金班 　03-3501-7401

(目)農業経営対策事業費補助金

（事業名）経営体育成支援事業
経営局　就農・女性課　経営体育成支援室経営体育
成第1班

　03-6744-2148

（事業名）新規就農総合支援事業うち農業
　　　　　者育成支援事業

経営局　就農・女性課　農業教育グループ 　03-6744-2160

（事業名）女性・高齢者等活動支援事業
経営局　就農・女性課　女性・高齢者活動推進室共
同参画推進班

　03-3502-6600

(目)農業経営金融支援対策費補助金
（事業名）農業経営基盤強化資金利子助成
　　　　　金等交付事業　他

経営局　金融調整課　政策金融グループ 　03-6744-2167

(目)農業共済事業運営基盤強化対策費補助
　　金
（事業名）衛星画像を活用した損害評価方
　　　　　法の確立事業

経営局　保険課　予算班 　03-6744-2176

(目)優良農地確保・有効利用対策事業費補
　　助金

農村振興局　農地資源課　経営体育成基盤整備推進
室

　03-3502-6277

(目)農地保有合理化対策事業費補助金
（事業名）農地売買円滑化事業

経営局　農地政策課　保有合理化グループ 　03-6744-2151

(目)農地制度実施円滑化対策事業費補助金
（事業名）全国農業会議所事業

経営局　農地政策課　農業委員会グループ 　03-6744-2153

(目)耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
（事業名）耕作放棄地再生利用緊急対策
　　　　　交付金

農村振興局　農村計画課　耕作放棄地活用事業班 　03-6744-2442

(目)環境保全型農業生産対策事業費補助金

（事業名）農業生産地球温暖化対策事業 生産局農産部　農業環境対策課　資源循環推進班 　03-6744-2114

（事業名）有機農業総合支援事業 生産局農産部　農業環境対策課　有機農業推進班 　03-6744-2114

（事業名）農業生産環境対策事業 生産局農産部　技術普及課　資材効率利用推進班 　03-6744-2435

　 (目)環境保全型農業生産対策調査等委託費 生産局農産部　技術普及課　資材効率利用推進班 　03-6744-2435

(目)農山漁村６次産業化対策事業費補助金
食料産業局　総務課　事業推進班
農村振興局　水資源課　保全対策班

　03-6738-6164
　03-3502-6246

(目)農山漁村６次産業化対策調査等委託費 食料産業局　総務課　事業推進班 　03-6738-6164

(目)農山漁村６次産業化対策調査等委託費
（事業名）小水力等農村地域資源利活用促
　　　　　進事業

農村振興局　水資源課　保全対策班 　03-3502-6246

(目)成果重視事業ソフトセルロース活用技
　　術確立事業費補助金

食料産業局　バイオマス循環資源課　バイオマス事
業推進室　技術班

　03-6738-6479

(目)都市農村交流等対策推進交付金
（事業名）食と地域の交流促進対策推進

農村振興局　都市農村交流課　活性化推進班 　03-3502-5946

(目)都市農村交流等対策事業費補助金
（事業名）農山漁村ふるさと応援推進事業

農村振興局　都市農村交流課　ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ班 　03-3502-0030

　 (目)農林水産業地球環境対策調査等委託費

（事業名）輸入栽培用種子中の未承認遺伝
　　　　　子組換え体検査対策事業委託費

消費・安全局　農産安全管理課　組換え体管理指導
班

　03-6744-2102

(目)農林水産統計調査等委託費
（事業名）競争導入公共サービス農林水産
　　　　　統計調査業務

統計部　管理課　予算会計班 　03-3502-8091

　
(項)農林水産業研究開発費
　（目）試験研究調査委託費

農林水産技術会議事務局　総務課　契約班 　03-3502-7967

　
(項）放射能調査研究費
　 (目)放射能測定調査委託費

農林水産技術会議事務局　総務課　契約班 　03-3502-7967
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連　絡　先　　　担当部局　担当班　電話番号（直通）事　　　　業

　
(項)地球環境保全等試験研究費
　（目）試験研究調査委託費

農林水産技術会議事務局　総務課　契約班 　03-3502-7967

(目)森林計画推進委託費
林野庁　研究・保全課　総務班
林野庁　計画課　総務班

　03-3502-5721
　03-3502-8700

(目)政府開発援助国際林業協力事業費補助
　　金

林野庁　計画課　総務班 　03-3502-8700

(目)政府開発援助国際林業協力事業委託費
（事業名）ＣＤＭ植林総合推進対策事業費

林野庁　計画課　総務班 　03-3502-8700

(目)国際林業協力事業費補助金
（事業名）ＲＥＤＤ推進体制緊急整備事業

林野庁　計画課　総務班 　03-3502-8700

(目)森林整備・保全調査等委託費
（事業名）花粉症対策品種開発技術高度化

林野庁　研究・保全課　総務班 　03-3502-5721

(目)森林整備・保全費補助金
林野庁　研究・保全課　総務班
林野庁　整備課　総務班
林野庁　計画課　総務班

　03-3502-5721
　03-6744-2302
　03-3502-8700

(目)林業振興事業費補助金
林野庁　経営課　総務班
林野庁　研究・保全課　総務班

　03-3502-8048
　03-3502-5721

(目)林業振興調査等委託費 林野庁　研究・保全課　総務班 　03-3502-5721

(目)林産物供給等振興事業費補助金

（事業名）木材産業体質改善対策事業費 林野庁　木材産業課　総務班 　03-3502-8062

（事業名）地域材供給倍増事業費 林野庁　木材利用課　総務班 　03-6744-2296

（事業名）地域材利用促進緊急利子助成事
　　　　　業費

林野庁　企画課　総務班 　03-3502-8036

(目)試験研究調査委託費 林野庁　研究・保全課　総務班 　03-3502-5721

(目)政府開発援助食料安全保障確立対策事
　　業費補助金

水産庁　国際課　海外漁業協力第２班 　03-6744-2366

(目)漁業資源調査等委託費

（事業名）合理的資源管理推進事業 水産庁　管理課　ＴＡＣ班 　03-3502-8437

（事業名）国際漁業・輸入管理強化推進事
　　　　　業

水産庁　漁業調整課　指定漁業第４班 　03-6744-2393

（事業名）我が国周辺水域資源評価等推進
　　　　　事業

水産庁　漁場資源課　沿岸資源班 　03-6744-2377

（事業名）国際資源評価等推進事業 水産庁　漁場資源課　国際資源班 　03-6744-2380

（事業名）有明海漁場造成技術開発事業 水産庁　研究指導課　資源増殖技術班 　03-3591-7410

(目)水産資源回復対策事業費補助金

（事業名）資源管理指針等推進事業 水産庁　管理課　ＴＡＥ班 　03-6744-2361

（事業名）資源管理体制推進事業 水産庁　管理課　資源管理企画班 　03-3502-8452

（事業名）資源・環境に優しいクロマグロ
　　　　　増養殖技術開発事業

水産庁　研究指導課　先端技術班 　03-3591-7410

（事業名）持続的養殖生産・供給推進事業 水産庁　栽培養殖課　養殖企画班 　03-3502-0895

（事業名）種苗放流による資源造成支援事
　　　　　業

水産庁　栽培養殖課　栽培漁業指導班 　03-6744-2385

（事業名）内水面漁業振興対策事業 水産庁　栽培養殖課　内水面班 　03-3502-8489

（事業名）漁場油濁被害対策 水産庁　漁場資源課　漁場保全指導班 　03-6744-2382

（事業名）漁場環境・生物多様性保全総合
　　　　　対策事業

水産庁　漁場資源課　環境企画班 　03-3502-8487

(目)水産資源回復対策調査等委託費

（事業名）新たなノリ色落ち対策技術開発
　　　　　事業

水産庁　栽培養殖課　栽培指導班 　03-6744-2383

（事業名）内水面漁業振興対策事業 水産庁　栽培養殖課　内水面班 　03-3502-8489

（事業名）クロマグロ養殖最適親魚選抜・
　　　　　確保技術開発事業

水産庁　栽培養殖課　養殖企画班 　03-3502-0895

（事業名）日本沿岸域藻場再生モニタリン
　　　　　グ事業

水産庁　計画課　企画班 　03-3501-3082

（事業名）地球温暖化対策推進費 水産庁　研究指導課　企画調整班 　03-3502-0358

（事業名）漁場環境・生物多様性保全総合
　　　　　対策事業

水産庁　漁場資源課　環境企画班 　03-3502-8487
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(目)海洋水産資源開発費補助金

（事業名）鯨類捕獲調査円滑化事業費補助
　　　　　金

水産庁　国際課　捕鯨班 　03-3502-2443

（事業名）我が国周辺水域資源評価等推進
　　　　　事業

水産庁　漁場資源課　沿岸資源班 　03-6744-2377

（事業名）国際資源評価等推進事業 水産庁　漁場資源課　国際資源班 　03-6744-2380

(目)漁業協定等実施費補助金
（事業名）海外漁場持続的操業確保連携
　　　　　強化事業

水産庁　国際課　東アジア班 　03-3591-3816

(目)漁業経営安定対策事業費補助金

（事業名）福祉対策事業 水産庁　企画課　漁業労働班 　03-6744-2340

（事業名）漁船・遊漁船等安全対策事業 水産庁　企画課　漁業労働班 　03-6744-2340

（事業名）効率的・安定的沿岸漁業促進事
　　　　　業

水産庁　研究指導課　普及育成班 　03-3501-3860

（事業名）漁業経営セーフティーネット構
　　　　　築事業

水産庁　企画課　効率化推進班 　03-6744-2341

（事業名）漁業収入安定対策事業 水産庁　漁業保険管理官　共済班 　03-6744-2355

（事業名）漁業信用基金協会組織強化対策
　　　　　事業

水産庁　水産経営課　金融第２班 　03-6744-2346

（事業名）新規漁業就業者総合支援事業 水産庁　企画課　漁業労働班 　03-6744-2340

(目)漁業経営維持安定資金利子補給
　　等補助金
（事業名）漁船・養殖施設整備等利子助成
　　　　　事業

水産庁　水産経営課　金融第１班 　03-6744-2347

（事業名）漁業経営改善促進資金預託原資
　　　　　借入利子補給事業

水産庁　水産経営課　金融第２班 　03-6744-2346

(目)漁業経営安定対策調査等委託費
（事業名）水産業振興型技術開発事業

水産庁　研究指導課　資源増殖技術班 　03-3591-7410

(目)水産物加工・流通等対策調査等
　　委託費
（事業名）水産物流通発信・分析事業

水産庁　加工流通課　企画調整班 　03-3591-5612

(目)漁村振興対策調査等委託費

（事業名）廃船FRP漁船の魚礁等への活用
　　　　　実証事業

水産庁　計画課　企画班 　03-3501-3082

（事業名）漁港のエコ化推進事業 水産庁　計画課　企画班 　03-3501-3082

(目)放射能測定調査委託費
（事業名）海産物放射能調査
（事業名）原子力艦寄港海域海産生物放射
　　　　　能調査

水産庁研究指導課　企画調整班 　03-3502-0358
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