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この年報を利用される方に

１　期　　間

　 　本書は、基本的に平成26年（2014年）４月１日から平成27年（2015年）３月31日

までの農林水産行政の各分野において講じた施策等について記したものである。

２　構　　成

　　本書は、第１編「総論」と第２編「各論」から構成されている。

　　⑴ 　第１編は、農林水産行政全般を概観したもので、農業、林業、水産業に分け

てその動向と背景、講じた施策及び行政機構と予算措置について総括的に解説

している。

　　⑵ 　第２編は、局庁ごと（第12章まで）に分けてその所管する分野について、各

分野の動向と講じた施策等を詳細に解説している。

　　⑶ 　巻末に付録として農政日誌を収録し、年度間の動きを時系列で把握し得るよ

う編集している。

　　　 　なお、幹部職員名簿及び農林水産省組織図は同じく巻末に掲げたとおりであ

る。

3かくし
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