
（別紙１）

政策ごとの予算との対応について（総括表）

(所管） 農林水産省 （単位：千円）

1 食料の安定供給の確保 154,730,779 171,530,169 16,799,390 464,210,271 664,276,283 200,066,012

〈32,388,762〉 の内数 〈30,790,682〉 の内数 〈△1,598,080〉 の内数 〈215,848,486〉 の内数 〈259,621,271〉 の内数 〈43,772,785〉 の内数

968,633 876,356 △ 92,277 0 0 0

〈32,388,762〉 の内数 〈30,790,682〉 の内数 〈△1,598,080〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

9,114,749 6,543,931 △ 2,570,818 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

239,604 131,478 △ 108,126 0 0 0

〈19,822,789〉 の内数 〈18,738,969〉 の内数 〈△1,083,820〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

8,348,902 8,275,680 △ 73,222 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

136,058,891 155,702,724 19,643,833 464,210,271 664,276,283 200,066,012

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈215,848,486〉 の内数 〈259,621,271〉 の内数 〈43,772,785〉 の内数

2 農業の持続的な発展 961,594,114 944,825,785 △ 16,768,329 499,815,588 456,109,882 △ 43,705,706

〈300,554,033〉 の内数 〈297,186,952〉 の内数 〈△3,367,081〉 の内数 〈227,697,980〉 の内数 〈268,268,594〉 の内数 〈40,570,614〉 の内数

360,780,785 344,726,442 △ 16,054,343 473,047,079 428,873,072 △ 44,174,007

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

46,398,058 41,121,729 △ 5,276,329 0 0 0

〈83,941,789〉 の内数 〈82,520,969〉 の内数 〈△1,420,820〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

30,837,970 35,560,714 4,722,744 0 0 0

〈287,988,060〉 の内数 〈285,135,239〉 の内数 〈△2,852,821〉 の内数 〈11,849,494〉 の内数 〈8,647,323〉 の内数 〈△3,202,171〉 の内数

431,772,724 433,350,172 1,577,448 26,768,509 27,236,810 468,301

〈12,565,973〉 の内数 〈12,051,713〉 の内数 〈△514,260〉 の内数 〈215,848,486〉 の内数 〈259,621,271〉 の内数 〈43,772,785〉 の内数

（３）農業の成長産業化や国土
強靱化に資する農業生産基盤
整備

食料安定供給特別
会計

食料安定供給特別
会計

（４）需要構造等の変化に対応
した生産基盤の強化と流通・
加工構造の合理化

食料安定供給特別
会計

（１）担い手の育成・確保等と
農業経営の安定化 食料安定供給特別

会計

（２）農地集積・集約化と農地
の確保

（４）食品の安全確保と消費者
の信頼の確保

（５）総合的な食料安全保障の
確立

（１）新たな価値の創出による
需要の開拓

（２）グローバルマーケットの戦
略的な開拓

（３）消費者と食・農とのつなが
りの深化

政策体系
一般会計 特別会計

備考
４年度予算額 ５年度予算額 比較増△減額 ４年度予算額 ５年度予算額 比較増△減額



0 0 0 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

90,861,148 89,265,920 △ 1,595,228 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

943,429 800,808 △ 142,621 0 0 0

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

3 農村の振興 77,592,983 77,537,497 △ 55,486 0 0 0

〈287,988,060〉 の内数 〈285,135,239〉 の内数 〈△2,852,821〉 の内数 〈11,849,494〉 の内数 〈8,647,323〉 の内数 〈△3,202,171〉 の内数

0 0 0 0 0 0

〈83,941,789〉 の内数 〈82,520,969〉 の内数 〈△1,420,820〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

77,592,983 77,537,497 △ 55,486 0 0 0

〈287,988,060〉 の内数 〈285,135,239〉 の内数 〈△2,852,821〉 の内数 〈11,849,494〉 の内数 〈8,647,323〉 の内数 〈△3,202,171〉 の内数

0 0 0 0 0 0

〈19,822,789〉 の内数 〈18,738,969〉 の内数 〈△1,083,820〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

4 0 0 0 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

0 0 0 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

0 0 0 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

0 0 0 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

5 209,626,377 217,331,297 7,704,920 354,648,504 344,014,372 △ 10,634,132

〈91,325,589〉 の内数 〈89,974,199〉 の内数 〈△1,351,390〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

201,429,416 210,189,666 8,760,250 354,648,504 344,014,372 △ 10,634,132

〈91,325,589〉 の内数 〈89,974,199〉 の内数 〈△1,351,390〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

（１）森林の有する多面的機能
の発揮

（１）東日本大震災からの復
旧・復興

（２）大規模自然災害への備え

（３）大規模自然災害からの復
旧

東日本大震災からの復旧・復興と
大規模自然災害への対応

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

国有林野事業債務
管理特別会計

（１）地域資源を活用した所得
と雇用機会の確保

（２）農村に人が住み続けるた
めの条件整備 食料安定供給特別

会計

（３）農村を支える新たな動き
や活力の創出

（７）環境政策の推進

（６）イノベーション創出・技術
開発の推進

（５）農業のデジタルトランス
フォーメーションの推進



5,682,946 4,981,733 △ 701,213 0 0 0

〈27,206,589〉 の内数 〈26,192,199〉 の内数 〈△1,014,390〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

2,514,015 2,159,898 △ 354,117 0 0 0

〈27,206,589〉 の内数 〈26,192,199〉 の内数 〈△1,014,390〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

6 84,930,918 84,070,529 △ 860,389 31,468,211 20,014,391 △ 11,453,820

〈122,416,652〉 の内数 〈120,544,223〉 の内数 〈△1,872,429〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

27,439,459 26,069,468 △ 1,369,991 0 0 0

〈2,654,526〉 の内数 〈2,401,917〉 の内数 〈△252,609〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

49,104,882 49,788,405 683,523 31,468,211 20,014,391 △ 11,453,820

〈38,474,863〉 の内数 〈38,023,254〉 の内数 〈△451,609〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

8,386,577 8,212,656 △ 173,921 0 0 0

〈122,416,652〉 の内数 〈120,544,223〉 の内数 〈△1,872,429〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

7 3,542,898 4,423,368 880,470 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

3,542,898 4,423,368 880,470 0 0 0

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

1,838,430,765 1,842,382,081 3,951,316 1,805,538,534 2,020,952,116 215,413,582

（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。

３．４年度予算額は、５年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．４年度予算額は、当初予算額である。

（１）政策ニーズに対応した統
計の作成と利用の推進

計

（１）水産資源管理の着実な実
施

（２）水産業の成長産業化の実
現 食料安定供給特別

会計

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）漁村の活性化の推進

横断的に関係する政策

水産物の安定供給と水産業の健
全な発展

（３）林産物の供給及び利用の
確保

（２）林業の持続的かつ健全な
発展



（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】

(所管） 農林水産省 （単位：千円）

1 食料の安定供給の確保 154,730,779 171,530,169 16,799,390

〈32,388,762〉 の内数 〈30,790,682〉 の内数 〈△1,598,080〉 の内数

968,633 876,356 △ 92,277

〈32,388,762〉 の内数 〈30,790,682〉 の内数 〈△1,598,080〉 の内数

農林水産本省 新市場創出対策費 新市場創出対策に必要な経費 968,633 876,356 △ 92,277

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈12,565,973〉 の内数 〈12,051,713〉 の内数 〈△514,260〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 ＞
9,114,749 6,543,931 △ 2,570,818

農林水産本省
農林水産物・食品輸出促進対
策費

農林水産物・食品輸出促進対策
に必要な経費

9,114,749 6,543,931 △ 2,570,818

239,604 131,478 △ 108,126

〈19,822,789〉 の内数 〈18,738,969〉 の内数 〈△1,083,820〉 の内数

農林水産本省 消費者・食農連携深化対策費
消費者・食農連携深化対策に必
要な経費

239,604 131,478 △ 108,126

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 ＞
（４）食品の安全確保と消費者
の信頼の確保 8,348,902 8,275,680 △ 73,222

農林水産本省
食品の安全・消費者の信頼確
保対策費

食品の安全と消費者の信頼確保
対策に必要な経費

1,249,188 1,225,533 △ 23,655

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

6,718,918 6,711,512 △ 7,406

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

57,370 57,308 △ 62

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

323,426 281,327 △ 42,099

４年度予算額 ５年度予算額 比較増△減額

（１）新たな価値の創出による
需要の開拓

（２）グローバルマーケットの戦
略的な開拓

（３）消費者と食・農とのつなが
りの深化

政策体系 組織 項 事項



（５）総合的な食料安全保障の
確立 136,058,891 155,702,724 19,643,833

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

19,672,163 21,453,953 1,781,790

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
特別会計食糧管理勘定へ繰入れ
に必要な経費

113,100,000 131,000,000 17,900,000

農林水産本省検査指導機関 農林水産本省検査指導所
食料安全保障確立対策に必要な
経費

2,652,628 2,612,970 △ 39,658

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 634,100 635,801 1,701

2 農業の持続的な発展 961,594,114 944,825,785 △ 16,768,329

〈300,554,033〉 の内数 〈297,186,952〉 の内数 〈△3,367,081〉 の内数

360,780,785 344,726,442 △ 16,054,343

農林水産本省 担い手育成・確保等対策費
担い手育成・確保等対策に必要
な経費

186,756,057 179,033,891 △ 7,722,166

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運
営費交付金に必要な経費

4,166,742 4,707,008 540,266

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農業経営安
定勘定へ繰入れに必要な経費

106,090,599 110,476,050 4,385,451

共済掛金国庫負担金等食料
安定供給特別会計へ繰入

共済掛金国庫負担金等の財源の
食料安定供給特別会計農業再保
険勘定へ繰入れに必要な経費

63,767,387 50,509,493 △ 13,257,894

46,398,058 41,121,729 △ 5,276,329

〈83,941,789〉 の内数 〈82,520,969〉 の内数 〈△1,420,820〉 の内数

農林水産本省 農地集積・集約化等対策費
農地集積・集約化等対策に必要
な経費

46,398,058 41,121,729 △ 5,276,329

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 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

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数 ＞

（２）農地集積・集約化と農地
の確保

（１）担い手の育成・確保等と
農業経営の安定化



30,837,970 35,560,714 4,722,744

〈287,988,060〉 の内数 〈285,135,239〉 の内数 〈△2,852,821〉 の内数

農林水産本省 農業生産基盤整備推進費
農業生産基盤整備推進に必要な
経費

26,861,119 31,606,755 4,745,636

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 3,976,851 3,953,959 △ 22,892

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農業農村整備事業費 農業農村整備事業に必要な経費 〈198,135,271〉 の内数 〈198,100,270〉 の内数 〈△35,001〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農業農村整備事業費食料安
定供給特別会計へ繰入

農業農村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

〈5,911,000〉 の内数 〈4,514,000〉 の内数 〈△1,397,000〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 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

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数 ＞
431,772,724 433,350,172 1,577,448

〈12,565,973〉 の内数 〈12,051,713〉 の内数 〈△514,260〉 の内数

農林水産本省
国産農産物生産基盤強化等
対策費

国産農産物生産基盤強化等対策
に必要な経費

381,232,836 381,187,738 △ 45,098

牛肉等関税財源国産畜産物
生産基盤強化等対策費

牛肉等関税財源国産畜産物生産
基盤強化等対策に必要な経費

37,690,740 39,587,141 1,896,401

国立研究開発法人農業・食品
産業技術総合研究機構運営
費

国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構運営費交付
金に必要な経費

1,768,897 1,659,361 △ 109,536

国立研究開発法人農業・食品
産業技術総合研究機構施設
整備費

国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構施設整備に
必要な経費

145,886 146,168 282

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

2,900,596 3,141,588 240,992

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

7,833,769 7,453,176 △ 380,593

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

200,000 175,000 △ 25,000

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈12,565,973〉 の内数 〈12,051,713〉 の内数 〈△514,260〉 の内数 ＞

（３）農業の成長産業化や国土
強靱化に資する農業生産基
盤整備

（４）需要構造等の変化に対応
した生産基盤の強化と流通・
加工構造の合理化



（６）イノベーション創出・技術
開発の推進 90,861,148 89,265,920 △ 1,595,228

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

246,691 214,404 △ 32,287

農林水産技術会議
農林水産業イノベーション創
出・技術開発推進費

農林水産分野のイノベーション創
出・技術開発の推進に必要な経
費

4,251,169 4,183,227 △ 67,942

国立研究開発法人農業・食品
産業技術総合研究機構運営
費

国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構運営費交付
金に必要な経費

54,358,663 52,813,900 △ 1,544,763

国立研究開発法人農業・食品
産業技術総合研究機構施設
整備費

国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構施設整備に
必要な経費

424,369 552,503 128,134

国立研究開発法人国際農林
水産業研究センター運営費

国立研究開発法人国際農林水産
業研究センター運営費交付金に
必要な経費

3,631,426 3,762,047 130,621

国立研究開発法人国際農林
水産業研究センター施設整備
費

国立研究開発法人国際農林水産
業研究センター施設整備に必要
な経費

46,641 22,000 △ 24,641

林野庁
国立研究開発法人森林研究・
整備機構運営費

国立研究開発法人森林研究・整
備機構運営費交付金に必要な経
費

10,275,780 10,200,430 △ 75,350

国立研究開発法人森林研究・
整備機構施設整備費

国立研究開発法人森林研究・整
備機構施設整備に必要な経費

289,768 313,739 23,971

水産庁
国立研究開発法人水産研究・
教育機構運営費

国立研究開発法人水産研究・教
育機構運営費交付金に必要な経
費

17,088,778 17,004,941 △ 83,837

国立研究開発法人水産研究・
教育機構施設整備費

国立研究開発法人水産研究・教
育機構施設整備に必要な経費

247,863 198,729 △ 49,134

943,429 800,808 △ 142,621

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数

農林水産本省 農林水産業環境政策推進費
農林水産業の環境政策の推進に
必要な経費

623,429 610,808 △ 12,621

農林水産業の環境政策に関する
技術開発の推進に必要な経費

320,000 190,000 △ 130,000

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数 ＞

（７）環境政策の推進



3 農村の振興 77,592,983 77,537,497 △ 55,486

〈287,988,060〉 の内数 〈285,135,239〉 の内数 〈△2,852,821〉 の内数

〈83,941,789〉 の内数 〈82,520,969〉 の内数 〈△1,420,820〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 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

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数 ＞
77,592,983 77,537,497 △ 55,486

〈287,988,060〉 の内数 〈285,135,239〉 の内数 〈△2,852,821〉 の内数

農林水産本省 農村整備推進対策費 農村整備推進対策に必要な経費 77,592,983 77,537,497 △ 55,486

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農業農村整備事業費 農業農村整備事業に必要な経費 〈198,135,271〉 の内数 〈198,100,270〉 の内数 〈△35,001〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農業農村整備事業費食料安
定供給特別会計へ繰入

農業農村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

〈5,911,000〉 の内数 〈4,514,000〉 の内数 〈△1,397,000〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 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

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数 ＞
〈19,822,789〉 の内数 〈18,738,969〉 の内数 〈△1,083,820〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 ＞

（１）地域資源を活用した所得
と雇用機会の確保

（２）農村に人が住み続けるた
めの条件整備

（３）農村を支える新たな動き
や活力の創出



5 209,626,377 217,331,297 7,704,920

〈91,325,589〉 の内数 〈89,974,199〉 の内数 〈△1,351,390〉 の内数

（１）森林の有する多面的機能
の発揮 201,429,416 210,189,666 8,760,250

〈91,325,589〉 の内数 〈89,974,199〉 の内数 〈△1,351,390〉 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 5,879,074 5,127,701 △ 751,373

森林整備・保全の技術開発に必
要な経費

49,866 47,372 △ 2,494

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

15,623,032 14,789,574 △ 833,458

治山事業費 治山事業に必要な経費 49,074,656 49,548,361 473,705

森林整備事業費 森林整備事業に必要な経費 110,854,284 111,562,286 708,002

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

1,184,114 1,133,274 △ 50,840

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

18,764,390 27,981,098 9,216,708

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈7,383,800〉 の内数 〈6,891,376〉 の内数 〈△492,424〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 先端技術を活用した林業の推進
に必要な経費

〈0〉 の内数 〈561,854〉 の内数 〈561,854〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 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

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数 ＞
（２）林業の持続的かつ健全な
発展 5,682,946 4,981,733 △ 701,213

〈27,206,589〉 の内数 〈26,192,199〉 の内数 〈△1,014,390〉 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 5,682,946 4,981,733 △ 701,213

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈7,383,800〉 の内数 〈6,891,376〉 の内数 〈△492,424〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 先端技術を活用した林業の推進
に必要な経費

〈0〉 の内数 〈561,854〉 の内数 〈561,854〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 ＞

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



（３）林産物の供給及び利用の
確保 2,514,015 2,159,898 △ 354,117

〈27,206,589〉 の内数 〈26,192,199〉 の内数 〈△1,014,390〉 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

2,514,015 2,159,898 △ 354,117

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈7,383,800〉 の内数 〈6,891,376〉 の内数 〈△492,424〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 先端技術を活用した林業の推進
に必要な経費

〈0〉 の内数 〈561,854〉 の内数 〈561,854〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 ＞
6 84,930,918 84,070,529 △ 860,389

〈122,416,652〉 の内数 〈120,544,223〉 の内数 〈△1,872,429〉 の内数

27,439,459 26,069,468 △ 1,369,991

〈2,654,526〉 の内数 〈2,401,917〉 の内数 〈△252,609〉 の内数

水産庁　　　　　　　　　　　 　 水産資源管理対策費 水産資源管理対策に必要な経費 25,469,901 25,931,759 461,858

船舶建造費 船舶建造に必要な経費 1,798,990 0 △ 1,798,990

船舶改装に必要な経費 170,568 137,709 △ 32,859

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈2,654,526〉 の内数 〈2,401,917〉 の内数 〈△252,609〉 の内数 ＞
49,104,882 49,788,405 683,523

〈38,474,863〉 の内数 〈38,023,254〉 の内数 〈△451,609〉 の内数

水産庁 水産業振興対策費 水産業振興対策に必要な経費 31,486,122 30,476,320 △ 1,009,802

先端技術を活用した水産業の推
進に必要な経費

0 325,248 325,248

保険料国庫負担金等食料安
定供給特別会計へ繰入

保険料国庫負担金等の財源の食
料安定供給特別会計漁船再保険
勘定等へ繰入れに必要な経費

17,618,760 18,986,837 1,368,077

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈2,654,526〉 の内数 〈2,401,917〉 の内数 〈△252,609〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費 〈35,820,337〉 の内数 〈35,621,337〉 の内数 〈△199,000〉 の内数 ＞

（１）水産資源管理の着実な実
施

（２）水産業の成長産業化の実
現

水産物の安定供給と水産業の健
全な発展



8,386,577 8,212,656 △ 173,921

〈122,416,652〉 の内数 〈120,544,223〉 の内数 〈△1,872,429〉 の内数

水産庁 漁村活性化対策費 漁村活性化対策に必要な経費 5,458,463 5,271,542 △ 186,921

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 2,928,114 2,941,114 13,000

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈2,654,526〉 の内数 〈2,401,917〉 の内数 〈△252,609〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費 〈35,820,337〉 の内数 〈35,621,337〉 の内数 〈△199,000〉 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

〈19,822,789〉 の内数 〈17,583,969〉 の内数 〈△2,238,820〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 情報通信技術を活用した農業の
推進に必要な経費

〈0〉 の内数 〈1,155,000〉 の内数 〈1,155,000〉 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

〈64,119,000〉 の内数 〈63,782,000〉 の内数 〈△337,000〉 の内数 ＞
7 3,542,898 4,423,368 880,470

（１）政策ニーズに対応した統
計の作成と利用の推進 3,542,898 4,423,368 880,470

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

3,542,898 4,423,368 880,470

1,838,430,765 1,842,382,081 3,951,316

（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。
３．４年度予算額は、５年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．４年度予算額は、当初予算額である。

（３）漁村の活性化の推進

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】

(所管） 農林水産省 （会計）食料安定供給特別会計 （単位：千円）

464,210,271 664,276,283 200,066,012

〈215,848,486〉 の内数 〈259,621,271〉 の内数 〈43,772,785〉 の内数

464,210,271 664,276,283 200,066,012

〈215,848,486〉 の内数 〈259,621,271〉 の内数 〈43,772,785〉 の内数

食糧管理勘定 食糧買入費 主要食糧買入代金
426,499,400 627,513,279

201,013,879

食糧管理費 主要食糧の管理に必要な経費
37,710,871 36,763,004

△ 947,867

＜ 交付金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定へ
繰入れに必要な経費

〈10,856,213〉 の内数 〈13,150,872〉 の内数 〈2,294,659〉 の内数 ＞

＜ 融通証券等事務取扱費一般会
計へ繰入

融通証券等事務取扱費財源の
一般会計へ繰入れに必要な経
費

〈1〉 の内数 〈1〉 の内数 〈0〉 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

〈204,527,677〉 の内数 〈245,717,479〉 の内数 〈41,189,802〉 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

〈464,595〉 の内数 〈752,919〉 の内数 〈288,324〉 の内数 ＞
499,815,588 456,109,882 △ 43,705,706

〈227,697,980〉 の内数 〈268,268,594〉 の内数 〈40,570,614〉 の内数

（１）担い手の育成・確保等と農
業経営の安定化

473,047,079 428,873,072 △ 44,174,007

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

274,212,321  251,259,724  △ 22,952,597  

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

66,013  64,270  △ 1,743  

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

124,186,326 91,300,000 △ 32,886,326

農業再保険勘定 農業再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な経
費

24,135,293 35,694,577 11,559,284

農業共済組合連合会等交付金
に必要な経費

49,056,838 49,216,043 159,205

家畜共済損害防止事業に必要
な経費

419,021 419,021 0

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

923,622 874,429 △ 49,193

業務勘定 事務取扱費
農業経営安定事業に必要な経
費

47,645 45,008 △2,637

２ 農業の持続的な発展

比較増△減額

１ 食料の安定供給の確保

（５）総合的な食料安全保障の
確立

政策体系 勘定・組織 項 事項 ４年度予算額 ５年度予算額



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】

(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△減額政策体系 勘定・組織 項 事項 ４年度予算額 ５年度予算額

（３）農業の成長産業化や国土
強靱化に資する農業生産基盤
整備

〈11,849,494〉 の内数 〈8,647,323〉 の内数 〈△3,202,171〉 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 〈6,228,030〉 の内数 〈4,653,955〉 の内数 〈△1,574,075〉 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

〈5,621,464〉 の内数 〈3,993,368〉 の内数 〈△1,628,096〉 の内数 ＞
26,768,509 27,236,810 468,301

〈215,848,486〉 の内数 〈259,621,271〉 の内数 〈43,772,785〉 の内数

食糧管理勘定 食糧買入費 輸入飼料買入代金 26,768,509  27,236,810  468,301

＜ 交付金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定へ
繰入れに必要な経費

〈10,856,213〉 の内数 〈13,150,872〉 の内数 〈2,294,659〉 の内数 ＞

＜ 融通証券等事務取扱費一般会
計へ繰入

融通証券等事務取扱費財源の
一般会計へ繰入れに必要な経
費

〈1〉 の内数 〈1〉 の内数 〈0〉 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

〈204,527,677〉 の内数 〈245,717,479〉 の内数 〈41,189,802〉 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

〈464,595〉 の内数 〈752,919〉 の内数 〈288,324〉 の内数 ＞

３ 〈11,849,494〉 の内数 〈8,647,323〉 の内数 〈△3,202,171〉 の内数

（２）農村に人が住み続けるた
めの条件整備

0 0 0

〈11,849,494〉 の内数 〈8,647,323〉 の内数 〈△3,202,171〉 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 〈6,228,030〉 の内数 〈4,653,955〉 の内数 〈△1,574,075〉 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

〈5,621,464〉 の内数 〈3,993,368〉 の内数 〈△1,628,096〉 の内数 ＞

６ 31,468,211 20,014,391 △11,453,820

（２）漁業経営の安定 31,468,211 20,014,391 △11,453,820

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

漁船再保険勘定 漁船再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な経
費

1,894,326 1,983,966 89,640

漁船保険組合交付金に必要な
経費

4,688,824 4,281,898 △406,926

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

476,663 558,754 82,091

農村の振興

（４）需要構造等の変化に対応
した生産基盤の強化と流通・加
工構造の合理化

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）　【特別会計】

(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△減額政策体系 勘定・組織 項 事項 ４年度予算額 ５年度予算額

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 17,361,861 5,057,172 △12,304,689

漁業共済組合連合会交付金に
必要な経費

5,433,308 5,270,328 △162,980

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

115,219 116,284 1,065

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

1,170,176 2,340,000 1,169,824

業務勘定 事務取扱費
漁業協同組合事務費交付金に
必要な経費

327,834 405,989 78,155

1,450,890,030 1,676,937,744 226,047,714

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象となっていないがある政策に属すると整理できる予算を掲記している。

３．４年度予算額は、当初予算額である。
２．複数の政策体系にまたがる等、当該政策体系に係る予算額が特定又は区分できないものについては、<  >書き内数で掲記し、計欄において合計に含めている。

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】

(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）

５
354,648,504 344,014,372 △ 10,634,132

（１）森林の有する多面的機能
の発揮

354,648,504 344,014,372 △ 10,634,132

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

354,648,504  344,014,372  △ 10,634,132

354,648,504 344,014,372 △ 10,634,132

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象となっていないがある政策に属すると整理できる予算を掲記している。
２．４年度予算額は、当初予算額である。

４年度予算額 ５年度予算額 比較増△減額

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

政策体系 勘定・組織 項 事項



（別紙１）

政策ごとの予算との対応について（総括表）【東日本大震災復興特別会計】

(所管） 復興庁 （単位：千円）

0 0 0 60,913 60,270 △ 643

＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜9,324,929＞ の内数 ＜6,738,836＞ の内数 ＜△2,586,093＞ の内数

0 0 0 0

＜0＞ ＜9,324,929＞ の内数 ＜6,738,836＞ の内数 ＜△2,586,093＞

0 0 0 0

＜0＞ ＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞

0 60,913 60,270 △ 643

＜0＞ ＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞

0 0 0 1,595,672 3,012,861 1,417,189

＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜10,735,929＞ の内数 ＜7,598,836＞ の内数 ＜△3,137,093＞ の内数

0 616,556 503,745 △ 112,811

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

0 123,303 123,303 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

0 0 0 0

＜0＞ ＜1,411,000＞ の内数 ＜860,000＞ の内数 ＜△551,000＞

0 0 800,000 800,000

＜0＞ ＜9,324,929＞ の内数 ＜6,738,836＞ の内数 ＜△2,586,093＞

0 855,813 1,585,813 730,000

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

0 0 0 0

＜0＞ ＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞

0 0 0 0 0 0

＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜10,735,929＞ の内数 ＜7,598,836＞ の内数 ＜△3,137,093＞ の内数

0 0 0 0

＜0＞ ＜10,735,929＞ の内数 ＜7,598,836＞ の内数 ＜△3,137,093＞

５年度予算額 比較増△減額 ４年度予算額 ５年度予算額
備考政策体系

一般会計 特別会計

４　東日本大震災からの復旧・復興と
　　大規模自然災害への対応

（１）東日本大震災からの復
旧・復興

（１）担い手の育成・確保等と
農業経営の安定化

（３）農業の成長産業化や国
土強靱化に資する農業生産
基盤整備

４年度予算額

（２）農地集積・集約化と農地
の確保

（６）イノベーション創出・技術
開発の推進

（７）環境政策の推進

比較増△減額

１　食料の安定供給の確保

（１）新たな価値の創出による
需要の開拓

（３）消費者と食・農とのつな
がりの深化

（４）食品の安全確保と消費者
の信頼の確保

２　農業の持続的な発展

（４）需要構造等の変化に対
応した生産基盤の強化と流
通・加工構造の合理化



政策ごとの予算との対応について（総括表）【東日本大震災復興特別会計】

(所管） 復興庁 （単位：千円）

５年度予算額 比較増△減額 ４年度予算額 ５年度予算額
備考政策体系

一般会計 特別会計

４年度予算額 比較増△減額

0 0 0 10,184,550 9,922,365 △ 262,185

＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数

0 8,847,125 8,607,485 △ 239,640

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

0 929,521 911,848 △ 17,673

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

0 407,904 403,032 △ 4,872

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

0 0 0 6,980,562 7,379,431 398,869

＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜190,000＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△190,000＞ の内数

0 1,102,017 1,386,686 284,669

＜0＞ ＜0＞

0 1,529,710 1,643,910 114,200

＜0＞ ＜190,000＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△190,000＞

0 4,348,835 4,348,835 0

＜0＞ ＜190,000＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△190,000＞

0 0 0 29,747,626 27,973,763 △ 1,773,863

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象となっていないがある政策に属すると整理できる予算を掲記している。

３．復興庁所管分のうち農林水産省関係のみ掲記している。
４．４年度予算額は、当初予算額である。
５．４年度予算額は、５年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

計

２．複数の政策体系にまたがる等、当該政策体系に係る予算額が特定又は区分できないものについては、<  >書き内数で掲記し、計欄において合計に含めている。

６　水産物の安定供給と水産業の健
　　全な発展

（１）水産資源管理の着実な
実施

（２）水産業の成長産業化の
実現

５　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

（３）林産物の供給及び利用
の確保

（３）漁村の活性化の推進

（１）森林の有する多面的機能
の発揮

（２）林業の持続的かつ健全
な発展



（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】

(所管） 復興庁 （会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

60,913 60,270 △ 643

＜9,324,929＞ の内数 ＜6,738,836＞ の内数 ＜△2,586,093＞ の内数

＜9,324,929＞ の内数 ＜6,738,836＞ の内数 ＜△2,586,093＞ の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興政策費
農林水産業再生支援対策に必
要な経費

＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数 ＞

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 農業・食品産業強化対策に必
要な経費

＜307,791＞ の内数 ＜346,300＞ の内数 ＜38,509＞ の内数 ＞

　　　　　　　　 　　　　　　　＜ 農林水産業復興事業費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費

＜4,962,000＞ の内数 ＜2,437,500＞ の内数 ＜△2,524,500＞ の内数 ＞
＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興政策費
農林水産業再生支援対策に必
要な経費

＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数 ＞
60,913 60,270 △ 643

＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数

復興庁 農林水産業復興政策費
食品の安全と消費者の信頼確
保対策に必要な経費

60,913 60,270 △ 643

　　　　　　　　 　　　　　　　＜ 農林水産業再生支援対策に必
要な経費

＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数 ＞
1,595,672 3,012,861 1,417,189

＜10,735,929＞ の内数 ＜7,598,836＞ の内数 ＜△3,137,093＞ の内数

616,556 503,745 △ 112,811

復興庁 農林水産業復興政策費
担い手育成・確保等対策に必
要な経費

616,556 503,745 △ 112,811

123,303 123,303 0

復興庁　　　　　　　　　　　 農林水産業復興政策費
農地集積・集約化等対策に必
要な経費

123,303 123,303 0

（３）消費者と食・農とのつなが
りの深化

勘定・組織

（１）担い手の育成・確保等と農
業経営の安定化

（２）農地集積・集約化と農地の
確保

事項政策体系 比較増△減額５年度予算額

１　食料の安定供給の確保

４年度予算額項

（１）新たな価値の創出による需
要の開拓

（４）食品の安全確保と消費者
の信頼の確保

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）　【特別会計】

(所管） 復興庁 （会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

勘定・組織 事項政策体系 比較増△減額５年度予算額４年度予算額項

＜1,411,000＞ の内数 ＜860,000＞ の内数 ＜△551,000＞ の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
農業生産基盤整備事業に必要
な経費

＜951,000＞ の内数 ＜610,000＞ の内数 ＜△341,000＞ の内数 ＞

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 農山漁村地域整備事業に必要
な経費

＜460,000＞ の内数 ＜250,000＞ の内数 ＜△210,000＞ の内数 ＞
0 800,000 800,000

＜9,324,929＞ の内数 ＜6,738,836＞ の内数 ＜△2,586,093＞ の内数

復興庁 農林水産業復興政策費
国産農産物生産基盤強化等対
策に必要な経費

0 800,000 800,000

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業再生支援対策に必
要な経費

＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数 ＞

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 農業・食品産業強化対策に必
要な経費

＜307,791＞ の内数 ＜346,300＞ の内数 ＜38,509＞ の内数 ＞

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興事業費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費

＜4,962,000＞ の内数 ＜2,437,500＞ の内数 ＜△2,524,500＞ の内数 ＞
855,813 1,585,813 730,000

復興庁 農林水産業復興政策費
農林水産分野のイノベーション
創出・技術開発の推進に必要
な経費

674,259 1,404,259 730,000

東日本大震災復興国立研究開
発法人水産研究・教育機構運
営費

東日本大震災復興に係る国立
研究開発法人水産研究・教育
機構運営費交付金に必要な経
費

181,554 181,554 0

＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興政策費
農林水産業再生支援対策に必
要な経費

＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数 ＞

（６）イノベーション創出・技術開
発の推進

（７）環境政策の推進

（３）農業の成長産業化や国土
強靱化に資する農業生産基盤
整備

（４）需要構造等の変化に対応
した生産基盤の強化と流通・加
工構造の合理化



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】

(所管） 復興庁 （会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

勘定・組織 事項政策体系 比較増△減額５年度予算額４年度予算額項

＜10,735,929＞ の内数 ＜7,598,836＞ の内数 ＜△3,137,093＞ の内数

＜10,735,929＞ の内数 ＜7,598,836＞ の内数 ＜△3,137,093＞ の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興政策費
農林水産業再生支援対策に必
要な経費

＜4,055,138＞ の内数 ＜3,955,036＞ の内数 ＜△100,102＞ の内数 ＞

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 農業・食品産業強化対策に必
要な経費

＜307,791＞ の内数 ＜346,300＞ の内数 ＜38,509＞ の内数 ＞

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興事業費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費

＜4,962,000＞ の内数 ＜2,437,500＞ の内数 ＜△2,524,500＞ の内数 ＞

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
農業生産基盤整備事業に必要
な経費

＜951,000＞ の内数 ＜610,000＞ の内数 ＜△341,000＞ の内数 ＞

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 農山漁村地域整備事業に必要
な経費

＜460,000＞ の内数 ＜250,000＞ の内数 ＜△210,000＞ の内数 ＞

10,184,550 9,922,365 △ 262,185

8,847,125 8,607,485 △ 239,640

復興庁 農林水産業復興政策費 森林整備・保全に必要な経費 3,606,125 3,722,485 116,360

環境保全復興政策費
放射性物質による環境の汚染
への対処に必要な経費

12,000 12,000 0

東日本大震災復興事業費 治山事業に必要な経費 628,000 460,000 △ 168,000

森林整備事業に必要な経費 4,601,000 4,413,000 △ 188,000

929,521 911,848 △ 17,673

復興庁 農林水産業復興政策費 林業振興対策に必要な経費 31,512 26,900 △ 4,612

農林水産業復興事業費 林業振興対策に必要な経費 898,009 884,948 △ 13,061

407,904 403,032 △ 4,872

復興庁 農林水産業復興政策費
林産物供給等振興対策に必要
な経費

407,904 403,032 △ 4,872

５　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

４　東日本大震災からの復旧・復興と
　　大規模自然災害への対応

（１）東日本大震災からの復旧・
復興

（１）森林の有する多面的機能
の発揮

（２）林業の持続的かつ健全な
発展

（３）林産物の供給及び利用の
確保



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【特別会計】

(所管） 復興庁 （会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

勘定・組織 事項政策体系 比較増△減額５年度予算額４年度予算額項

6,980,562 7,379,431 398,869

＜190,000＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△190,000＞ の内数

1,102,017 1,386,686 284,669

復興庁 農林水産業復興政策費
水産資源管理対策に必要な経
費

1,102,017 1,386,686 284,669

1,529,710 1,643,910 114,200

＜190,000＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△190,000＞ の内数

復興庁 農林水産業復興政策費 水産業振興対策に必要な経費 1,529,710 1,643,910 114,200

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
水産基盤整備の補助率引上差
額に必要な経費

＜190,000＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△190,000＞ の内数 ＞
4,348,835 4,348,835 0

＜190,000＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△190,000＞ の内数

復興庁 農林水産業復興政策費 漁村活性化対策に必要な経費 4,348,835 4,348,835 0

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
水産基盤整備の補助率引上差
額に必要な経費

＜190,000＞ の内数 ＜0＞ の内数 ＜△190,000＞ ＞
29,747,626 27,973,763 △ 1,773,863

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象となっていないがある政策に属すると整理できる予算を掲記している。

３．復興庁所管分のうち農林水産省関係のみ掲記している。
４．４年度予算額は、当初予算額である。
５．４年度予算額は、５年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

（２）水産業の成長産業化の実
現

２．複数の政策体系にまたがる等、当該政策体系に係る予算額が特定又は区分できないものについては、<  >書き内数で掲記し、計欄において合計に含めている。

（１）水産資源管理の着実な実
施

計

６　水産物の安定供給と水産業の健
　　全な発展

（３）漁村の活性化の推進
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