
平成２６年度新規要求事業

農林水産省

施策名：食の安全と消費者の信頼確保

新26-0001
農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業委託
費

97 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

○

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26-0002 加工・業務用野菜産地作柄安定対策事業 2,000 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」2,000

生産局 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26-0003 次世代施設園芸導入加速化支援事業 3,000 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」3,000

生産局 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26-0004 高収益型畜産体制構築事業 103 生産局 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
（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携
強化対策費
　（大事項）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

○

施策名：総合的な食料安全保障の確立

新26-0005 緊急時に備えた食料の安定供給対策推進事業 15 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

○

施策名：意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

新26-0006 収入保険制度検討調査費 321 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26-0007 農業界と経済界の連携による先端モデル農業確立実証事業 500 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」500

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26-0008 輝く女性農業経営者育成事業 76 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26-0009 就農支援資金 1,039 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26-0010 農業法人投資育成事業 2,000 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

○

施策名：優良農地の確保と有効利用の促進

92,050 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」92,050

一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）農地集積推進対策に必要な経費

○ ○

11,842 

食料安定供給特別
会計

農業経営基盤強化
勘定

（項）農業経営基盤強化事業費
　（大事項）農地集積推進対策に必要な経費

○ ○

（単位：百万円）

項・事項
委託
調査

補助
金等

基金会計区分
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
事　　業　　名

事業
番号

備　　考

農地中間管理機構による集積・集約化活動新26-0011 経営局

担当部局庁
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（単位：百万円）

項・事項
委託
調査

補助
金等

基金会計区分
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
事　　業　　名

事業
番号

備　　考 担当部局庁

施策名：農業・農村における６次産業化の推進

新26-0012 食品ロス削減等総合対策事業 126 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26-0013
植物新品種の育成者権保護及び種苗生産基盤等の強化・活用事
業

26 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26-0014 食料品アクセス環境改善対策総合事業 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26-0015 医食農連携推進環境整備事業 800 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」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26-0016 農山漁村地域ビジネス創出人材育成委託事業 79 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」79

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26-0017 6次産業化サポート事業 355 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」355

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26-0018 介護食品普及推進事業 50 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26-0019 輸出戦略実行事業 200 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」200

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26-0020 クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立委託事業 51 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

○

施策名：農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

新26-0021 美しい農村再生支援事業 2,000 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」2,000

農村振興局 一般会計
（項）農村地域資源等保全推進費
　（大事項）農村地域資源等保全推進に必要
な経費

○

施策名：森林の有する多面的機能の発揮

新26-0022 森林整備等への民間資金活用調査実証事業 121 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

○

施策名：林業の持続的かつ健全な発展

新26-0023
飛躍的生産性向上｢機械｣｢人｣「作業システム」高度化総合対策
事業

128 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」128

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26-0024 特用林産物振興・新需要創出事業 58 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26-0025 森林総合監理士等資質向上対策事業 325 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」325

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

○ ○

施策名：林産物の供給及び利用の確保

新26-0026 地域材利活用倍増戦略プロジェクト事業 1,800 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」1,800

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
（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

○
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（単位：百万円）

項・事項
委託
調査

補助
金等

基金会計区分
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
事　　業　　名

事業
番号

備　　考 担当部局庁

施策名：水産資源の回復

新26-0027 ウナギ種苗の大量生産システムの実証事業 250 水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

○

新26-0028 次世代型陸上養殖の技術開発事業 200 水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

○

施策名：漁業経営の安定

新26-0029 漁協経営改善促進事業 310 水産庁 一般会計
(項)漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

○

新26-0030 養殖共済実施可能性検証調査事業費 13 水産庁 一般会計
(項)漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

○

施策名：漁村の健全な発展

新26-0031 「浜の活力再生プラン」策定推進事業 100 水産庁 一般会計
漁村振興対策費
（事項）漁村振興対策に必要な経費

○

新26-0032
漁業地域における被災時の事業継続計画（BCP）策定・普及事
業

40 水産庁 一般会計
漁村振興対策費
（事項）漁村振興対策に必要な経費

○

施策名：農林水産分野の研究開発

新26-0033 革新的技術創造促進事業 3,180 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」2,875

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26-0034 技術でつなぐバリューチェーン構築のための研究開発 2,710 
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26-0035 生産現場強化のための研究開発 2,716 
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26-0036 需要フロンティア拡大のための研究開発 674 
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26-0037 事業化を加速する産学連携支援事業 125 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」125

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26-0038 オンデマンド品種情報提供事業 70 
要求額のうち「新しい日本のための優先課題推進
枠」70

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26-0039 国際共同研究推進事業 14 
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

○

施策名：農林水産分野の地球環境対策

新26-0040 農林水産分野における地球温暖化経済影響調査事業 10 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26-0041
農林水産分野における総合的環境情報表示のあり方調査・検討
事業

6 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

○
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（単位：百万円）

項・事項
委託
調査

補助
金等

基金会計区分
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
事　　業　　名

事業
番号

備　　考 担当部局庁

一般会計 117,789      

食料安定供給特別会計
農業経営基盤強化勘定

11,842       

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 -            

東日本大震災復興特別会計 -            

合　　　　　計
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