
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）

148,376,527 134,524,976 △ 13,851,551 1,840,008,503 1,909,872,147 69,863,644
〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 〈934,509,383〉 の内数 〈791,803,331〉 の内数 〈△142,706,052〉 の内数

2,080,677 2,344,962 264,285 0 0 0
〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

146,295,850 132,180,014 △ 14,115,836 1,840,008,503 1,909,872,147 69,863,644
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈934,509,383〉 の内数 〈791,803,331〉 の内数 〈△142,706,052〉 の内数

31,474,337 28,310,193 △ 3,164,144 0 0 0
〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

25,437,245 23,670,667 △ 1,766,578 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

6,037,092 4,639,526 △ 1,397,566 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

325,019,183 299,805,811 △ 25,213,372 62,131,611 123,107,264 60,975,653
〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 〈934,509,383〉 の内数 〈791,803,331〉 の内数 〈△142,706,052〉 の内数

324,960,245 298,306,140 △ 26,654,105 62,131,611 123,107,264 60,975,653
〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 〈934,509,383〉 の内数 〈791,803,331〉 の内数 〈△142,706,052〉 の内数

58,938 1,499,671 1,440,733 0 0 0
〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

348,681,626 375,562,071 26,880,445 418,204,649 498,141,994 79,937,345
〈42,028,000〉 の内数 〈37,156,000〉 の内数 〈△4,872,000〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

79,644,805 149,577,861 69,933,056 328,935,151 422,516,098 93,580,947
〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

269,036,821 225,984,210 △ 43,052,611 89,269,498 75,625,896 △ 13,643,602
〈42,028,000〉 の内数 〈37,156,000〉 の内数 〈△4,872,000〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

食料安定供給特別会
計

食料安定供給特別会
計

食料安定供給特別会
計

農業共済再保険特別
会計

（１）食品産業の競争力の強化

（２）主要食糧の需給の安定の確
保

（１）食の安全及び消費者の信頼
の確保

（２）望ましい食生活の実現に向
けた食育の推進

（１）国産農畜産物の競争力の強
化

（２）環境と調和のとれた持続的な
農業生産体制への転換

３．我が国の特色を活かし、需要に応じ
て新鮮で高品質な農産物を合理的な価
格で、安定的かつ持続的に供給できる
体制を確立する。

４．効率的かつ安定的な農業経営が農
業生産の相当部分を担う望ましい農業
構造を確立する。

（１）意欲と能力のある担い手の
育成・確保

（２）農業者への経営支援の条件
整備

政策評価体系
一般会計 特別会計

備考

１．主要食糧の需給の安定を図るととも
に、食品産業の健全な発展を図り、食料
の安定供給を確保する。

２．消費者が安全な食料を安心して購
入･消費できる体制を確立するとともに、
望ましい食生活の実現を図る。

19年度予算額 20年度予算額 比較増△減額 19年度予算額 20年度予算額 比較増△減額



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）

政策評価体系
一般会計 特別会計

備考
19年度予算額 20年度予算額 比較増△減額 19年度予算額 20年度予算額 比較増△減額

573,310,962 564,164,830 △ 9,146,132 411,345,417 86,202,885 △ 325,142,532
〈34,088,110〉 の内数 〈33,345,509〉 の内数 〈△742,601〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

435,654,497 422,485,410 △ 13,169,087 411,345,417 86,202,885 △ 325,142,532
〈34,088,110〉 の内数 〈30,545,509〉 の内数 〈△3,542,601〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

137,656,465 141,679,420 4,022,955 0 0 0
〈34,088,110〉 の内数 〈33,345,509〉 の内数 〈△742,601〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

335,216,995 327,264,960 △ 7,952,035 376,686,936 372,400,214 △ 4,286,722
〈85,871,680〉 の内数 〈80,193,506〉 の内数 〈△5,678,174〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

324,029,348 314,387,730 △ 9,641,618 367,829,338 364,023,998 △ 3,805,340
〈43,843,680〉 の内数 〈43,037,506〉 の内数 〈△806,174〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

11,187,647 12,877,230 1,689,583 8,857,598 8,376,216 △ 481,382
〈85,871,680〉 の内数 〈77,393,506〉 の内数 〈△8,478,174〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

139,408,838 136,215,429 △ 3,193,409 16,644,925 16,430,112 △ 214,813
〈84,877,631〉 の内数 〈78,232,002〉 の内数 〈△6,645,629〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

24,254,788 24,410,614 155,826 0 0 0
〈42,849,631〉 の内数 〈41,076,002〉 の内数 〈△1,773,629〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

115,154,050 111,804,815 △ 3,349,235 16,644,925 16,430,112 △ 214,813
〈84,877,631〉 の内数 〈75,432,002〉 の内数 〈△9,445,629〉 の内数 〈0〉 〈0〉 〈0〉

23,676,931 18,174,267 △ 5,502,664 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

23,676,931 18,174,267 △ 5,502,664 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

森林保険特別会計、
国有林野事業特別会
計

漁船再保険及び漁業
共済保険特別会計

食料安定供給特別会
計

国有林野事業特別会
計

（１）バイオマスの利活用の推進

（２）都市との共生・対流等による
農村の振興

５．農業・農村の整備･保全を推進すると
ともに、農村の経済の活性化や都市との
交流等を促進し、農村の振興を図る。

（１）農地、農業用水等の整備・保
全

６．森林の多面的機能の発揮を図るとと
もに、それに重要な役割を果たす林業・
木材産業の持続的かつ健全な発展を図
る。

７．水産物の安定供給体制の整備を図
るとともに、それに重要な役割を果たす
水産業の健全な発展を図る。

８．バイオマスの利活用などを中心とした
資源・環境対策に積極的に貢献する農
林水産業を実現する。

（１）森林の整備・保全による森林
の多面的機能の発揮

（２）林業・木材産業の持続的か
つ健全な発展と木材利用の推進

（１）水産物の安定供給の確保

（２）水産業の健全な発展



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）

政策評価体系
一般会計 特別会計

備考
19年度予算額 20年度予算額 比較増△減額 19年度予算額 20年度予算額 比較増△減額

13,507,572 13,155,896 △ 351,676 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

11,221,462 11,136,075 △ 85,387 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

2,286,110 2,019,821 △ 266,289 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

120,178,722 121,752,711 1,573,989 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

5,843,861 7,116,333 1,272,472 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 0 0 〈0〉

114,334,861 114,636,378 301,517 0 0 0
〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉 〈0〉

2,185,763,844 2,130,040,989 △ 55,722,855 4,059,531,424 3,797,957,947 △ 261,573,477

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．下段<　>外書きは、複数政策に関連するもの（地方公共団体向け交付金等）で、交付金等の一部を用いて行われるものについて、総額の「内数」で表記し、合計欄に
　　おいて本書きに含めている。

１０．その他必要に応じて総合評価を行
うもの

計

（１）政策ニーズに対応した統計
の作成と利用の推進

（２）農林水産分野の研究開発

（１）食料・農業・農村に関する国
際協力の推進

９．世界の食料需給の安定に貢献すると
ともに、我が国の農林水産物等の輸出を
促進する。

（２）農林水産物・食品の輸出の
促進



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）

148,376,527 134,524,976 △ 13,851,551

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数

（１）食品産業の競争力の強化 2,080,677 2,344,962 264,285

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数

農林水産本省 食品産業競争力強化対策費
食品産業競争力強化対策に必要
な経費

1,838,619 2,204,000 365,381

商物分離直接流通事業に必要な
経費

145,000 140,962 △ 4,038

物流管理効率化新技術確立事業
に必要な経費

97,058 0 △ 97,058

＜ 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

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 ＞
（２）主要食糧の需給の安定の
確保

146,295,850 132,180,014 △ 14,115,836

農林水産本省 主要食糧需給安定対策費
主要食糧需給安定対策に必要な
経費

270,385 180,014 △ 90,371

総合食料局情報管理システムの
適化実施に必要な経費

25,465 0 △ 25,465

主要食糧需給安定対策費食
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
特別会計調整勘定へ繰入れに必
要な経費

146,000,000 132,000,000 △ 14,000,000

31,474,337 28,310,193 △ 3,164,144

（１）食の安全及び消費者の信
頼の確保

25,437,245 23,670,667 △ 1,766,578

農林水産本省
食の安全・消費者の信頼確保
対策費

食の安全及び消費者の信頼確保
対策に必要な経費

13,643,898 12,562,734 △ 1,081,164

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

7,858,296 7,404,972 △ 453,324

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

730,654 698,132 △ 32,522

農林水産本省検査指導機関 農林水産本省検査指導所
食の安全及び消費者の信頼確保
対策に必要な経費

3,204,397 3,004,829 △ 199,568

（２）望ましい食生活の実現に
向けた食育の推進

農林水産本省 食育推進事業費 食育推進事業に必要な経費 6,037,092 4,639,526 △ 1,397,566

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

１．主要食糧の需給の安定を図ると
ともに、食品産業の健全な発展を図
り、食料の安定供給を確保する。

２．消費者が安全な食料を安心して
購入･消費できる体制を確立するとと
もに、望ましい食生活の実現を図る。



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）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

325,019,183 299,805,811 △ 25,213,372

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数

（１）国産農畜産物の競争力の
強化

324,960,245 298,306,140 △ 26,654,105

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数

農林水産本省
国産農畜産物競争力強化対
策費

国産農畜産物の競争力強化対策
に必要な経費

225,137,110 203,974,957 △ 21,162,153

生産資材コスト低減事業に必要
な経費

23,276 15,000 △ 8,276

情報技術活用型営農事業に必要
な経費

95,000 76,000 △ 19,000

低コスト植物工場確立事業に必
要な経費

92,300 8,240 △ 84,060

高生産性地域輪作システム構築
事業に必要な経費

15,300 0 △ 15,300

牛肉等関税財源国産畜産物
競争力強化対策費

牛肉等関税財源国産畜産物競争
力強化対策に必要な経費

83,520,311 78,338,149 △ 5,182,162

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

2,002,359 2,284,496 282,137

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構運営費

独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構運営費交付金に
必要な経費

1,888,783 1,814,336 △ 74,447

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構施設整備
費

独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構施設整備に必要
な経費

153,117 137,805 △ 15,312

独立行政法人種苗管理セン
ター運営費

独立行政法人種苗管理センター
運営費交付金に必要な経費

2,984,911 3,006,239 21,328

独立行政法人種苗管理セン
ター施設整備費

独立行政法人種苗管理センター
施設整備に必要な経費

208,327 187,494 △ 20,833

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

8,403,993 8,071,512 △ 332,481

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

435,458 391,912 △ 43,546

＜ 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

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 ＞
（２）環境と調和のとれた持続
的な農業生産体制への転換

58,938 1,499,671 1,440,733

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数

農林水産本省 環境保全型農業生産対策費
環境保全型農業生産対策に必要
な経費

58,938 1,499,671 1,440,733

＜ 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

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 ＞

３．我が国の特色を活かし、需要に
応じて新鮮で高品質な農産物を合理
的な価格で、安定的かつ持続的に供
給できる体制を確立する。



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）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

348,681,626 375,562,071 26,880,445

〈74,306,950〉 の内数 〈60,341,846〉 の内数 〈△13,965,104〉 の内数

（１）意欲と能力のある担い手
の育成・確保

79,644,805 149,577,861 69,933,056

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数

農林水産本省 担い手育成・確保対策費
担い手育成・確保対策に必要な
経費

22,862,516 36,579,437 13,716,921

担い手確保農業者年金の実施に
必要な経費

1,924,524 1,855,056 △ 69,468

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調整勘定へ
繰入れに必要な経費

53,261,809 109,374,887 56,113,078

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担
い手確保運営費交付金に必要な
経費

1,595,956 1,768,481 172,525

＜ 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

〈32,278,950〉 の内数 〈23,185,846〉 の内数 〈△9,093,104〉 の内数 ＞
（２）農業者への経営支援の条
件整備

269,036,821 225,984,210 △ 43,052,611

〈42,028,000〉 の内数 〈37,156,000〉 の内数 〈△4,872,000〉 の内数

農林水産本省 農業経営支援対策費 農業経営支援対策に必要な経費 47,566,854 47,843,337 276,483

農業者年金等の実施に必要な経
費

153,184,540 125,352,822 △ 27,831,718

共済掛金国庫負担金等農業
共済再保険特別会計へ繰入

共済掛金国庫負担金等の財源の
農業共済再保険特別会計農業勘
定等へ繰入れに必要な経費

65,918,739 50,666,904 △ 15,251,835

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

2,366,688 2,121,147 △ 245,541

＜ 株式会社日本政策金融公庫
等助成費

株式会社日本政策金融公庫等に
対する補給金等に必要な経費

〈42,028,000〉 の内数 〈37,156,000〉 の内数 〈△4,872,000〉 の内数 ＞

４．効率的かつ安定的な農業経営が
農業生産の相当部分を担う望ましい
農業構造を確立する。



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）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

573,310,962 564,164,830 △ 9,146,132

〈34,088,110〉 の内数 〈33,345,509〉 の内数 〈△742,601〉 の内数

（１）農地、農業用水等の整備・
保全

435,654,497 422,485,410 △ 13,169,087

〈34,088,110〉 の内数 〈30,545,509〉 の内数 〈△3,542,601〉 の内数

農林水産本省 農地等整備・保全推進費
農地等整備・保全推進に必要な
経費

4,432,869 11,971,582 7,538,713

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 6,523,216 6,298,454 △ 224,762

農業生産基盤整備・保全事業
費

農業生産基盤整備・保全事業に
必要な経費

239,457,855 339,435,374 99,977,519

農林漁業用揮発油税財源身
替農道整備事業費

農林漁業用揮発油税財源身替農
道整備事業に必要な経費

12,472,000 12,179,000 △ 293,000

農業生産基盤整備・保全事業
費食料安定供給特別会計へ
繰入

農業生産基盤整備・保全事業の財源の
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

172,768,557 52,601,000 △ 120,167,557

＜ 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

〈34,088,110〉 の内数 〈30,545,509〉 の内数 〈△3,542,601〉 の内数 ＞
（２）都市との共生・対流等によ
る農村の振興

137,656,465 141,679,420 4,022,955

〈34,088,110〉 の内数 〈33,345,509〉 の内数 〈△742,601〉 の内数

農林水産本省 農村振興費 農村振興対策に必要な経費 54,105,401 55,444,959 1,339,558

農村整備事業費 農村整備事業に必要な経費 83,551,064 86,234,461 2,683,397

＜ 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

〈34,088,110〉 の内数 〈33,345,509〉 の内数 〈△742,601〉 の内数 ＞

５．農業・農村の整備･保全を推進す
るとともに、農村の経済の活性化や
都市との交流等を促進し、農村の振
興を図る。



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）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

335,216,995 327,264,960 △ 7,952,035

〈129,715,360〉 の内数 〈120,431,012〉 の内数 〈△9,284,348〉 の内数

（１）森林の整備・保全による森
林の多面的機能の発揮

324,029,348 314,387,730 △ 9,641,618

〈43,843,680〉 の内数 〈43,037,506〉 の内数 〈△806,174〉 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 11,514,525 16,546,562 5,032,037

独立行政法人農林漁業信用
基金出資

独立行政法人農林漁業信用基金
出資に必要な経費

0 500,000 500,000

森林整備・保全費国有林野事
業特別会計へ繰入

森林保全管理等の財源の国有林
野事業特別会計へ繰入れに必要
な経費

53,813,823 52,123,168 △ 1,690,655

治山事業費 治山事業に必要な経費 62,079,000 56,812,000 △ 5,267,000

治山事業費国有林野事業特
別会計へ繰入

治山事業の財源の国有林野事業
特別会計へ繰入れに必要な経費

34,949,000 34,152,000 △ 797,000

森林整備事業費 森林整備事業に必要な経費 94,507,000 79,576,000 △ 14,931,000

農林漁業用揮発油税財源身
替林道整備事業費

農林漁業用揮発油税財源身替林
道整備事業に必要な経費

290,000 231,000 △ 59,000

森林整備事業費国有林野事
業特別会計へ繰入

森林整備事業の財源の国有林野
事業特別会計へ繰入れに必要な
経費

66,876,000 74,447,000 7,571,000

＜ 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

〈9,755,570〉 の内数 〈9,691,997〉 の内数 〈△63,573〉 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

〈34,088,110〉 の内数 〈33,345,509〉 の内数 〈△742,601〉 の内数 ＞
11,187,647 12,877,230 1,689,583

〈85,871,680〉 の内数 〈77,393,506〉 の内数 〈△8,478,174〉 の内数

林野庁 林業・木材産業等振興対策費
林業・木材産業等振興対策に必
要な経費

11,187,647 12,877,230 1,689,583

＜ 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

〈9,755,570〉 の内数 〈9,691,997〉 の内数 〈△63,573〉 の内数 ＞

農林水産本省　　　　　　　＜ 株式会社日本政策金融公庫
等助成費

株式会社日本政策金融公庫等に
対する補給金等に必要な経費

〈42,028,000〉 の内数 〈37,156,000〉 の内数 〈△4,872,000〉 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

〈34,088,110〉 の内数 〈30,545,509〉 の内数 〈△3,542,601〉 の内数 ＞

６．森林の多面的機能の発揮を図る
とともに、それに重要な役割を果たす
林業・木材産業の持続的かつ健全な
発展を図る。

（２）林業・木材産業の持続的
かつ健全な発展と木材利用の
推進



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）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

139,408,838 136,215,429 △ 3,193,409

〈127,727,262〉 の内数 〈116,508,004〉 の内数 〈△11,219,258〉 の内数

（１）水産物の安定供給の確保 24,254,788 24,410,614 155,826

〈42,849,631〉 の内数 〈41,076,002〉 の内数 〈△1,773,629〉 の内数

水産庁 水産物安定供給対策費
水産物安定供給対策に必要な経
費

23,808,825 23,954,146 145,321

船舶建造費 船舶改装に必要な経費 445,963 456,468 10,505

＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈8,761,521〉 の内数 〈7,730,493〉 の内数 〈△1,031,028〉 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

〈34,088,110〉 の内数 〈33,345,509〉 の内数 〈△742,601〉 の内数 ＞
（２）水産業の健全な発展 115,154,050 111,804,815 △ 3,349,235

〈84,877,631〉 の内数 〈75,432,002〉 の内数 〈△9,445,629〉 の内数

水産庁 水産業振興費 水産業振興対策に必要な経費 10,836,256 15,906,265 5,070,009

漁村振興対策に必要な経費 1,800,024 1,608,439 △ 191,585

保険料国庫負担金等漁船再
保険及び漁業共済保険特別
会計へ繰入

保険料国庫負担金等の財源の漁船
再保険及び漁業共済保険特別会計
漁船普通保険勘定等へ繰入れに必
要な経費

15,770,043 15,738,315 △ 31,728

独立行政法人水産大学校運
営費

独立行政法人水産大学校運営費
交付金に必要な経費

2,185,954 2,099,909 △ 86,045

独立行政法人水産大学校施
設整備費

独立行政法人水産大学校施設整
備に必要な経費

788,000 192,906 △ 595,094

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 8,365,000 7,897,000 △ 468,000

水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費 72,994,858 67,947,981 △ 5,046,877

農林漁業用揮発油税財源身
替漁港関連道整備事業費

農林漁業用揮発油税財源身替漁
港関連道整備に必要な経費

687,000 414,000 △ 273,000

独立行政法人水産大学校船
舶建造費

独立行政法人水産大学校船舶建
造に必要な経費

1,726,915 0 △ 1,726,915

＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈8,761,521〉 の内数 〈7,730,493〉 の内数 〈△1,031,028〉 の内数 ＞

農林水産本省　　　　　　　＜ 株式会社日本政策金融公庫
等助成費

株式会社日本政策金融公庫等に
対する補給金等に必要な経費

〈42,028,000〉 の内数 〈37,156,000〉 の内数 〈△4,872,000〉 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

〈34,088,110〉 の内数 〈30,545,509〉 の内数 〈△3,542,601〉 の内数 ＞

７．水産物の安定供給体制の整備を
図るとともに、それに重要な役割を果
たす水産業の健全な発展を図る。



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）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

23,676,931 18,174,267 △ 5,502,664

（１）バイオマスの利活用の推
進

23,676,931 18,174,267 △ 5,502,664

農林水産本省 バイオマス利用等対策費
バイオマス利用等対策に必要な
経費

18,055,347 14,582,245 △ 3,473,102

バイオ燃料技術実証事業に必要
な経費

2,141,895 1,268,671 △ 873,224

ソフトセルロース活用技術確立事
業に必要な経費

0 661,500 661,500

牛肉等関税財源畜産振興バイ
オマス利用対策費

牛肉等関税財源畜産振興バイオ
マス利用対策に必要な経費

3,479,689 1,661,851 △ 1,817,838

13,507,572 13,155,896 △ 351,676

（１）食料・農業・農村に関する
国際協力の推進

11,221,462 11,136,075 △ 85,387

農林水産本省 農業等国際協力推進費
農業等国際協力推進に必要な経
費

9,981,732 9,952,073 △ 29,659

国際漁業協力推進費 国際漁業協力推進に必要な経費 1,239,730 1,184,002 △ 55,728

（２）農林水産物・食品の輸出
の促進

2,286,110 2,019,821 △ 266,289

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

2,286,110 2,019,821 △ 266,289

９．世界の食料需給の安定に貢献す
るとともに、我が国の農林水産物等
の輸出を促進する。

８．バイオマスの利活用などを中心と
した資源・環境対策に積極的に貢献
する農林水産業を実現する。



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）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

120,178,722 121,752,711 1,573,989

（１）政策ニーズに対応した統
計の作成と利用の推進

5,843,861 7,116,333 1,272,472

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

5,843,861 7,116,333 1,272,472

（２）農林水産分野の研究開発 114,334,861 114,636,378 301,517

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 94,756 95,560 804

農林水産業研究開発費
農林水産分野の研究開発の推進に
必要な経費

20,982,226 20,708,347 △ 273,879

農林水産技術会議
独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構運営費

独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構運営費交付金に必要な
経費

47,914,899 47,817,608 △ 97,291

独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構施設整備費

独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構施設整備に必要な経費

1,352,008 660,270 △ 691,738

独立行政法人農業生物資源研究
所運営費

独立行政法人農業生物資源研究所
運営費交付金に必要な経費

7,526,007 7,208,987 △ 317,020

独立行政法人農業生物資源研究
所施設整備費

独立行政法人農業生物資源研究所
施設整備に必要な経費

216,666 278,542 61,876

独立行政法人農業環境技術研究
所運営費

独立行政法人農業環境技術研究所
運営費交付金に必要な経費

3,142,145 3,305,992 163,847

独立行政法人農業環境技術研究
所施設整備費

独立行政法人農業環境技術研究所
施設整備に必要な経費

100,060 55,378 △ 44,682

独立行政法人国際農林水産業研
究センター運営費

独立行政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

3,275,063 3,600,888 325,825

独立行政法人国際農林水産業研
究センター施設整備費

独立行政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

74,065 38,031 △ 36,034

林野庁
独立行政法人森林総合研究所運
営費

独立行政法人森林総合研究所運営
費交付金に必要な経費

10,316,788 10,179,844 △ 136,944

独立行政法人森林総合研究所施
設整備費

独立行政法人森林総合研究所施設
整備費に必要な経費

255,866 286,548 30,682

水産庁
独立行政法人水産総合研究セン
ター運営費

独立行政法人水産総合研究センター
運営費交付金に必要な経費

17,502,312 17,272,815 △ 229,497

独立行政法人水産総合研究セン
ター施設整備費

独立行政法人水産総合研究センター
施設整備に必要な経費

1,582,000 1,344,700 △ 237,300

独立行政法人水産総合研究セン
ター船舶建造費

独立行政法人水産総合研究センター
船舶建造に必要な経費

0 1,782,868 1,782,868

2,185,763,844 2,130,040,989 △ 55,722,855

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．下段<　>外書きは、複数政策に関連するもの（地方公共団体向け交付金等）で、交付金等の一部を用いて行われるものについて、総額の「内数」で表記し、合計欄に
　　おいて本書きに含めている。
３．19年度予算額は、20年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

１０．その他必要に応じて総合評価を
行うもの

計



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）

1,840,008,503 1,909,872,147 69,863,644

〈934,509,383〉 の内数 〈791,803,331〉 の内数 〈△142,706,052〉 の内数

（１）主要食糧の需給の安定の
確保

1,840,008,503 1,909,872,147 69,863,644

〈934,509,383〉 の内数 〈791,803,331〉 の内数 〈△142,706,052〉 の内数

米管理勘定 米買入費 米買入代金 183,910,172 172,505,983 △11,404,189

米管理費 米の管理に必要な経費 78,425,665 67,488,265 △10,937,400

政府倉庫運営に必要な経費 995,527 663,778 △331,749

返還金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

13,961,427 9,911,470 △4,049,957

返還金等の調整勘定へ繰入
れに必要な経費

584,966,785 569,053,142 △15,913,643

麦管理勘定 麦買入費 食糧麦買入代金 181,445,954 368,872,285 187,426,331

麦管理費 食糧麦の管理に必要な経費 7,341,925 7,328,905 △13,020

＜ 返還金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

10,171,365 9,844,744 △326,621 ＞

＜ 返還金等の調整勘定へ繰入
れに必要な経費

91,121,172 28,437,993 △62,683,179 ＞

＜ 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

470,455 543,716 73,261 ＞

総合食料局情報管理システム
の最適化実施に必要な経費

229,182 0 △229,182

調整勘定
主要食糧及輸入飼料買入費
等財源他勘定へ繰入

米買入費等財源の米管理勘
定へ繰入れに必要な経費

788,731,866 714,048,319 △74,683,547

＜ 麦買入費等財源の麦管理勘
定へ繰入れに必要な経費

156,658,434 154,868,131 △1,790,303 ＞

＜ 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

676,087,957 598,108,747 △77,979,210 ＞

政策評価体系 勘定 比較増△減額

１．主要食糧の需給の安定を図ると
ともに、食品産業の健全な発展を図
り、食料の安定供給を確保する。

項 事項 19年度予算額 20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）

政策評価体系 勘定 比較増△減額項 事項 19年度予算額 20年度予算額

62,131,611 123,107,264 60,975,653

〈934,509,383〉 の内数 〈791,803,331〉 の内数 〈△142,706,052〉 の内数

（１）国産農畜産物の競争力の
強化

62,131,611 123,107,264 60,975,653

〈934,509,383〉 の内数 〈791,803,331〉 の内数 〈△142,706,052〉 の内数

麦管理勘定 麦買入費 輸入飼料買入代金 61,780,507 122,758,766 60,978,259

麦管理費 輸入飼料の管理に必要な経費 351,104 348,498 △2,606

＜ 返還金等他勘定へ繰入
事務取扱費財源の業務勘定
へ繰入れに必要な経費

10,171,365 9,844,744 △326,621 ＞

＜ 返還金等の調整勘定へ繰入
れに必要な経費

91,121,172 28,437,993 △62,683,179 ＞

＜ 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

470,455 543,716 73,261 ＞

＜ 調整勘定
主要食糧及輸入飼料買入費
等財源他勘定へ繰入

麦買入費等財源の麦管理勘
定へ繰入れに必要な経費

156,658,434 154,868,131 △1,790,303 ＞

＜ 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

676,087,957 598,108,747 △77,979,210 ＞

328,935,151 422,516,098 93,580,947

（１）意欲と能力のある担い手
の育成・確保 328,935,151 422,516,098 93,580,947

農業経営基盤強化勘定 農業経営基盤強化事業費 自作農創設に必要な経費 2,295,018 2,291,643 △3,375

農地保有合理化促進に必要
な経費

28,380,434 16,876,355 △11,504,079

農業改良資金貸付けに必要な
経費

379,015 343,005 △36,010

就農支援資金貸付けに必要な
経費

1,999,993 1,999,809 △184

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

146,671 144,871 △1,800

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

139,860,588 209,004,576 69,143,988

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

457,202 461,526 4,324

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

68,541,414 75,480,205 6,938,791

２．我が国の特色を活かし、需要に
応じて新鮮で高品質な農産物を合理
的な価格で、安定的かつ持続的に供
給できる体制を確立する。

３．効率的かつ安定的な農業経営が
農業生産の相当部分を担う望ましい
農業構造を確立する。



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）

政策評価体系 勘定 比較増△減額項 事項 19年度予算額 20年度予算額

業務勘定 事務取扱費
農業経営基盤強化事業及び
農業経営安定事業に必要な
経費

603,873 606,397 2,524

調整勘定
主要食糧及輸入飼料買入費
等財源他勘定へ繰入

農地保有合理化事業等財源
の農業経営基盤強化勘定へ
繰入れに必要な経費

23,015,707 5,871,615 △17,144,092

交付金等財源の農業経営安
定勘定へ繰入れに必要な経
費

63,255,236 109,436,096 46,180,860

411,345,417 86,202,885 △ 325,142,532

（１）農地、農業用水等の整
備・保全 411,345,417 86,202,885 △ 325,142,532

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 186,306,088 60,044,289 △126,261,799

北海道土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 81,233,544 19,679,045 △61,554,499

離島土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 4,136,308 3,669,733 △466,575

奄美群島土地改良事業に必
要な経費

5,426,735 2,679,796 △2,746,939

沖縄土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 3,996,638 10,000 △3,986,638

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

130,246,104 120,022 △130,126,082

3,576,930,065 3,333,501,725 △243,428,340

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．下段<　>外書きは、複数政策に関連するもので、繰入れ財源の一部を用いて行われるものについて、総額の「内数」で表記し、合計欄において本書きに含めている。
３．19年度予算額は、20年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

４．農業・農村の整備･保全を推進す
るとともに、農村の経済の活性化や
都市との交流等を促進し、農村の振
興を図る。

計



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）農業共済再保険特別会計 （単位：千円）

89,269,498 75,625,896 △ 13,643,602

（１）農業者への経営支援の条
件整備 89,269,498 75,625,896 △ 13,643,602

再保険金支払基金勘定
再保険金支払財源他勘定へ
繰入

再保険金支払財源の農業勘
定へ繰入れに必要な経費

11,350,812 12,561,776 1,210,964

再保険金支払財源の果樹勘
定へ繰入れに必要な経費

6,498,950 6,498,148 △802

再保険金支払財源の園芸施
設勘定へ繰入れに必要な経
費

1,136,109 1,119,789 △16,320

農業勘定 農業再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な
経費

23,389,025 8,597,100 △14,791,925

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

6,052,259 6,535,254 482,995

家畜勘定 家畜再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な
経費

23,663,559 23,188,416 △475,143

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

9,689,124 9,540,421 △148,703

家畜共済損害防止事業に必
要な経費

713,262 702,007 △11,255

果樹勘定 果樹再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な
経費

2,858,360 2,853,844 △4,516

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

623,927 619,361 △4,566

園芸施設勘定 園芸施設再保険費及交付金
再保険金の支払に必要な経
費

965,935 1,013,178 47,243

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

2,293,841 2,370,317 76,476

業務勘定 業務取扱費
農業災害補償制度の講習等
に必要な経費

34,335 26,285 △8,050

89,269,498 75,625,896 △13,643,602

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．19年度予算額は、20年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

比較増△減額

１．効率的かつ安定的な農業経営が
農業生産の相当部分を担う望ましい
農業構造を確立する。

計

政策評価体系 勘定 項 事項 19年度予算額 20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）森林保険特別会計 （単位：千円）

2,750,713 2,675,772 △ 74,941

2,750,713 2,675,772 △ 74,941

森林保険費
保険金等の支払に必要な経
費

2,419,283 2,356,340 △62,943

事務取扱費 保険事業運営に必要な経費 331,430 319,432 △11,998

2,750,713 2,675,772 △74,941

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．19年度予算額は、20年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

比較増△減額

１．森林の多面的機能の発揮を図る
とともに、それに重要な役割を果たす
林業・木材産業の持続的かつ健全な
発展を図る。

計

政策評価体系 勘定 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

（１）林業・木材産業の持続的
かつ健全な発展と木材利用の
推進



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）国有林野事業特別会計 （単位：千円）

373,936,223 369,724,442 △ 4,211,781

（１）森林の整備・保全による
森林の多面的機能の発揮 367,829,338 364,023,998 △ 3,805,340

国有林野事業費
国有林野事業の事業実施に
必要な経費

9,577,885 9,609,169 31,284

国有林野情報管理システムに
必要な経費

656,683 657,410 727

治山事業費 治山事業に必要な経費 27,110,017 26,538,703 △571,314

北海道治山事業費 治山事業に必要な経費 4,386,972 4,393,742 6,770

離島治山事業費 治山事業に必要な経費 290,400 290,500 100

奄美群島治山事業に必要な
経費

24,900 24,900 0

沖縄治山事業費 治山事業に必要な経費 36,800 36,800 0

国有林野森林整備事業費
国有林野森林整備事業に必
要な経費

62,147,333 66,426,157 4,278,824

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

263,598,348 256,046,617 △7,551,731

6,106,885 5,700,444 △ 406,441

国有林野事業費
国有林野の林産物の生産及
び販売事業に必要な経費

6,106,885 5,700,444 △406,441

373,936,223 369,724,442 △4,211,781

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．19年度予算額は、20年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

比較増△減額

１．森林の多面的機能の発揮を図る
とともに、それに重要な役割を果たす
林業・木材産業の持続的かつ健全な
発展を図る。

計

政策評価体系 勘定 項 事項 19年度予算額 20年度予算額

（２）林業・木材産業の持続的
かつ健全な発展と木材利用の
推進



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）漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 （単位：千円）

16,644,925 16,430,112 △ 214,813

（１）水産業の健全な発展
16,644,925 16,430,112 △ 214,813

漁船普通保険勘定 漁船再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な
経費

1,468,957 1,008,626 △460,331

漁船保険中央会交付金に必
要な経費

6,710,256 6,700,661 △9,595

漁船保険振興事業補助に必
要な経費

2,535 0 △2,535

漁船特殊保険勘定 漁船特殊再保険費
再保険金等の支払に必要な
経費

169,223 169,223 0

漁船乗組員給与保険勘定 給与再保険費
再保険金等の支払に必要な
経費

22,520 22,520 0

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

2,726,832 2,722,600 △4,232

漁業共済組合連合会交付金
に必要な経費

4,866,501 5,162,426 295,925

業務勘定 業務取扱費
漁業協同組合事務費交付金
等に必要な経費

678,101 644,056 △34,045

16,644,925 16,430,112 △214,813

（注） １．政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
２．19年度予算額は、20年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

比較増△減額

１．水産物の安定供給体制の整備を
図るとともに、それに重要な役割を果
たす水産業の健全な発展を図る。

計

政策評価体系 勘定 項 事項 19年度予算額 20年度予算額


