
平成２５年度新規事業

農林水産省

施策名：食の安全と消費者の信頼確保

新25-0001 地域特産作物への農薬適用拡大加速化事業 35 35 消費・安全局 一般会計

（項）食の安全・消費者の信頼確保
対策費
　（大事項）食の安全と消費者の信
頼確保対策に必要な経費

新25-0005 　 ○

新25-0002 新分野ＪＡＳ規格化事業委託費 8 13 消費・安全局 一般会計

（項）食の安全・消費者の信頼確保
対策費
　（大事項）食の安全と消費者の信
頼確保対策に必要な経費

新25-0004 ○ 　

新25-0000 食品産業グローバル革新支援事業（再掲）

施策名：国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化

新25-0003 日本の食を広げるプロジェクト 3,951 4,401 
「新しい日本のための優先課題推進
枠」4,401

大臣官房 一般会計

（項）国産農林水産物消費拡大対策
費
　（大事項）国産農林水産物消費拡
大対策に必要な経費

新25追加-01 　 ○

新25-0004 農林水産物の生産・流通の場における食育の推進 449 449 消費・安全局 一般会計

（項）国産農畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

新25-0006 ○ ○

新25-0000 ６次産業化ネットワーク推進対策事業（再掲）

施策名：食品産業の持続的な発展

新25-0000 食品産業グローバル革新支援事業（再掲）

新25-0000 食品産業環境対策推進事業（再掲）

新25-0000 食料品バリューチェーン構築支援事業（再掲）

新25-0000 災害に強い食品サプライチェーン構築事業（再掲）

新25-0000 卸売市場間ネットワーク形成推進事業（再掲）

新25-0000 ６次産業化ネットワーク推進対策事業（再掲）

施策名：総合的な食料安全保障の確立

新25-0005 遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業 24 33 大臣官房 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策
に必要な経費

新25-0001 ○
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新25-0006 緊急時における食料の安定供給対策事業 17 - 大臣官房 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策
に必要な経費

新25-0002 ○

施策名：意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

新25-0007 消費税転嫁等円滑化事業 30 27 経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な
経費

新25-0027 ○

施策名：持続可能な農業生産を支える取組の推進

新25-0008
生産環境総合対策事業のうち農業生産地球温暖化対策推進
事業

212 191 生産局 一般会計
（項）環境保全型農業生産対策費
　（大事項）環境保全型農業生産対
策に必要な経費

新25-0025 ○

施策名：農業・農村における６次産業化の推進

新25-0009 ６次産業化ネットワーク推進対策事業 2,172 3,216 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」3,215,800

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

－ ○

新25-0010 輸出倍増プロジェクト 1,148 1,293 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」1,292,595

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

－ ○ ○

新25-0011 食品産業グローバル革新支援事業 370 573 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」268,861

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新25-0007 ○ ○

新25-0012 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 165 253 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新25-追加04 ○

新25-0013 知的財産の総合的活用の推進事業 128 182 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」181,710

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新25-0016 ○

新25-0014 食品産業環境対策推進事業 106 - 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新25-0008 ○ ○

新25-0015 食料品バリューチェーン構築支援事業 60 54 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新25-0009 ○

新25-0016 東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進事業 45 36 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新25-0010 ○

新25-0017 災害に強い食品サプライチェーン構築事業 34 31 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新25-0011 ○

新25-0018 卸売市場間ネットワーク形成推進事業 22 19 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新25-0012 ○
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施策名：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

新25-0019 都市農村共生・対流総合対策交付金 1,950 2,300 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」2,300

農村振興局 一般会計
（項）都市農村交流等対策費
　（事項）都市農村交流等対策に必
要な経費

新25追加-05 ○

新25-0020 「農」のある暮らしづくり交付金 550 600 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」600

農村振興局 一般会計
（項）都市農村交流等対策費
　（事項）都市農村交流等対策に必
要な経費

新25追加-06 ○

施策名：農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

新25-0000 都市農村共生・対流総合対策交付金（再掲）

施策名：森林の有する多面的機能の発揮

新25-0021 森林整備事業（直轄） 53,280 58,513 

・平成25年度より国有林野特別会計
（0447）から一般会計に移行
・要求額のうち「新しい日本のため
の優先課題推進枠」7,916

林野庁（公共） 一般会計
（項）森林整備事業費
　（大事項）森林整備事業に必要な
経費

新25-0079

新25-0022 治山事業（直轄） 24,567 28,601 

・平成25年度より国有林野特別会計
（0448）から一般会計に移行
・要求額のうち「新しい日本のため
の優先課題推進枠」5,684

林野庁（公共） 一般会計
（項）治山事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費

新25-0080

新25-0023 国有林野事業 11,984 11,887 

・平成25年度より国有林野特別会計
（0449）から一般会計に移行
・要求額のうち「新しい日本のため
の優先課題推進枠」243

林野庁 一般会計

（項）林野庁施設費
　（大事項）林野庁施設整備に必要
な経費
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費
（項）国有林野産物等売払及管理処
分業務費
　（大事項）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

新25-0055

新25-0024 森林・山村多面的機能発揮対策 3,000 4,562 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」4,562

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0047 ○ ○

新25-0025 持続的な森林経営の確立に向けた総合対策 1,257 - 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0039 ○

新25-0026 森林情報高度利活用技術開発事業 113 102 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0041 ○

新25-0027 分収林契約適正化事業 104 113 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0042 ○

新25-0028 途上国森林減少・劣化防止推進事業 91 
・支出先の選定における競争性・透明性の一
層の向上を図ること。

89 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0045 ○ ○
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新25-0029 苗木安定供給推進事業 90 83 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0040 ○

新25-0030 途上国持続可能な森林経営推進事業 82 
・支出先の選定における競争性・透明性の一
層の向上を図ること。

66 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0046 ○

新25-0031 マツノザイセンチュウ抵抗性品種開発技術高度化事業 30 27 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0038 ○

新25-0032 森林施業低コスト化促進事業 24 
・支出先の選定における競争性・透明性の一
層の向上を図ること。

- 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0043 ○

新25-0033 森林資源総合利用指針策定事業 20 18 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要
な経費

新25-0047 ○

新25-0000 森林・林業再生基盤づくり交付金(再掲）

施策名：林業の持続的かつ健全な発展

新25-0034 「緑の新規就業」総合支援事業 6,603 
・支出先の選定における競争性・透明性の一
層の向上を図ること。

7,032 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」7,032

林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な
経費

新25-0049 ○ ○

新25-0035 日本型フォレスター育成・認定事業 299 - 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な
経費

新25-0050 ○ ○

新25-0036 特用林産物生産継続体制支援事業 20 
・支出先の選定における競争性・透明性の一
層の向上を図ること。

- 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な
経費

－ ○

新25-0037 きのこ等生産資材導入円滑化事業 10 5 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な
経費

－ ○

新25-0000 森林・林業再生基盤づくり交付金(再掲）

施策名：林産物の供給及び利用の確保

新25-0038 森林・林業再生基盤づくり交付金 1,612 2,200 
要求額のうち「新しい日本のための
優先課題推進枠」2,200

林野庁 一般会計
（項）森林整備・林業等振興対策費
　（大事項）森林整備・林業等振興
対策に必要な経費

新25-0054 ○

新25-0039 木質バイオマス産業化促進事業 559 - 林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策
に必要な経費

新25-0051 ○

新25-0040 木材加工設備導入利子助成支援事業 10 
・支出先の選定における競争性・透明性の一
層の向上を図ること。

10 林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策
に必要な経費

新25-0053 ○

新25-0000 森林資源総合利用指針策定事業（再掲）

新25-0000 国有林野事業(再掲）
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施策名：水産資源の回復

新25-0041 広域資源管理強化推進事業 173 156 水産庁 一般会計
(項)水産資源回復対策費
　（大事項）水産資源回復対策に必
要な経費

新25-0062 ○

施策名：漁業経営の安定

新25-0042 漁船保険団体一元化実施支援事業費 82 82 水産庁 一般会計
(項)漁業経営安定対策費
　（大事項）漁業経営安定対策に必
要な経費

新25-0074 ○

新25-0043 沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業 51 45 水産庁 一般会計
(項)漁業経営安定対策費
　（大事項）漁業経営安定対策に必
要な経費

新25-0071 ○

新25-0044 漁協系統経営・組織力基盤強化促進事業 45 43 水産庁 一般会計
(項)漁業経営安定対策費
　（大事項）漁業経営安定対策に必
要な経費

新25-0073 ○

新25-0045 安全な漁業労働環境確保事業費 24 
・支出先の選定における競争性・透明性の一
層の向上を図ること。

22 水産庁 一般会計
(項)漁業経営安定対策費
　（大事項）漁業経営安定対策に必
要な経費

新25-0070 ○

新25-0046 漁業信用基金協会合併等対策事業 24 22 水産庁 一般会計
(項)漁業経営安定対策費
　（大事項）漁業経営安定対策に必
要な経費

新25-0072 ○

施策名：漁村の健全な発展

新25-0047 水産多面的機能発揮対策 3,500 3,560 水産庁 一般会計
(項)漁村振興対策費
　（大事項）漁村振興対策に必要な
経費

新25-0078 　 ○

新25-0048 国産水産物流通促進事業 780 780 水産庁 一般会計
(項)漁村振興対策費
　（大事項）水産物加工・流通等対
策に必要な経費

新25-0076 ○

新25-0049 漁港海岸事業（復興関連事業） 120 - 

一般会計から本特別会計への繰入れ
については、財務大臣が、東日本大
震災からの復興のための財源を捻出
するため、既定の方針に従って所要
額を要求する。

水産庁
東日本大震災復興

特別会計
（項）海岸事業費
　（大事項）海岸事業に必要な経費

新25-0084 ○

施策名：農林水産分野の研究開発

新25-0050 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 4,576 5,272 
農林水産技術会議
事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開
発の推進に必要な経費

新25-0031 ○

新25-0051
ゲノム情報を活用した農畜産物の次世代生産基盤技術の開
発プロジェクト

2,328 - 
農林水産技術会議
事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開
発の推進に必要な経費

新25-0035 ○

新25-0052 農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト 924 - 
農林水産技術会議
事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開
発の推進に必要な経費

新25-0032 ○

新25-0053 食品の安全性と動物衛生の向上のためのプロジェクト 681 613 
農林水産技術会議
事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開
発の推進に必要な経費

新25-0034 ○

※
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様式２  

（単位：百万円）

項・事項
平成24年レ

ビューシート番号
委託
調査

補助
金等

基金
事業
番号

事　　業　　名
平成２５年度
当初予算額

行政事業レビュー推進チームの所見
（概要）

平成２６年度
要求額

担当部局庁 会計区分備　　考

新25-0054 国産農産物の革新的低コスト実現プロジェクト 468 - 
農林水産技術会議
事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開
発の推進に必要な経費

新25-0033 ○

新25-0055 水産業再生プロジェクト 442 - 
農林水産技術会議
事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開
発の推進に必要な経費

新25-0036
○

施策名：農林水産分野の地球環境対策

新25-0056 「水資源循環の見える化」調査・検討事業 10 9 大臣官房 一般会計
（項）農林水産業地球環境対策費
　（大事項）農林水産分野の地球環
境対策に必要な経費

新25-0003 ○

新25-0000 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業（再掲）

新25-0000 食品産業環境対策推進事業（再掲）

新25-0000 国有林野事業(再掲）

いずれの施策にも関連しないもの

新25-0057 多面的機能・担い手調査 1,550 - 大臣官房 一般会計
（項）農林水産本省共通費
　（大事項）食料・農業・農村に関
する政策の調査等に必要な経費

新25追加-02 ○

0000

      130,890 一般会計      137,618

            -
食料安定供給特別会計
農業経営基盤強化勘定

         -

            -
食料安定供給特別会計
農業経営安定勘定

         -

            -
食料安定供給特別会計
米管理勘定

         -

            -
食料安定供給特別会計
麦管理勘定

         -

            -
食料安定供給特別会計
業務勘定

         -

            -
食料安定供給特別会計
調整勘定

         -

            -
食料安定供給特別会計
国営土地改良事業勘定

         -

            - 農業共済再保険特別会計          -

            - 森林保険特別会計          -

            - 国有林野事業特別会計          -

            - 国有林野事業債務管理特別会計          -

            - 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計          -

          120 東日本大震災復興特別会計          -

合　　　　　計
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