
（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 123,776,480 126,544,689 2,768,209 474,756,326 504,965,460 30,209,134

〈44,238,069〉 の内数 〈46,332,157〉 の内数 〈2,094,088〉 の内数 〈148,757,797〉 の内数 〈140,684,733〉 の内数 〈△8,073,064〉 の内数

8,437,750 8,894,704 456,954 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

570,335 423,702 △ 146,633 0 0 0

〈1,678,367〉 の内数 〈1,434,295〉 の内数 〈△244,072〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

0 0 0 0 0 0

〈44,138,727〉 の内数 〈46,235,638〉 の内数 〈2,096,911〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

（４）グローバルマーケットの戦
略的な開拓 4,720,729 4,823,976 103,247 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）様々なリスクに対応した総
合的な食料安全保障の確立 110,047,666 112,402,307 2,354,641 474,756,326 504,965,460 30,209,134

〈99,342〉 の内数 〈96,519〉 の内数 〈△2,823〉 の内数 〈148,757,797〉 の内数 〈140,684,733〉 の内数 〈△8,073,064〉 の内数

2 農業の持続的な発展 1,202,211,509 1,223,863,801 21,652,292 505,263,137 500,293,494 △ 4,969,643

〈115,771,303〉 の内数 〈123,438,956〉 の内数 〈7,667,653〉 の内数 〈148,757,797〉 の内数 〈140,684,733〉 の内数 〈△8,073,064〉 の内数

379,163,807 365,339,657 △ 13,824,150 438,501,866 434,636,098 △ 3,865,768

〈20,154,124〉 の内数 〈23,241,031〉 の内数 〈3,086,907〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

59,889,783 58,072,675 △ 1,817,108 0 0 0

〈95,517,837〉 の内数 〈100,101,406〉 の内数 〈4,583,569〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

222,755,739 268,669,354 45,913,615 18,908,472 18,746,039 △ 162,433

〈95,517,837〉 の内数 〈100,101,406〉 の内数 〈4,583,569〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

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

（１）力強く持続可能な農業構
造の実現に向けた担い手の育
成・確保等

31年度予算額 比較増△減額 30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額
備考

（１）国際的な動向等に対応し
た食品の安全確保と消費者の
信頼の確保

（２）幅広い関係者による食育
の推進と国産農産物の消費拡
大、「和食」の保護・継承

政策体系
一般会計 特別会計

30年度予算額

（３）生産・加工・流通過程を通
じた新たな価値の創出による
需要の開拓

（２）担い手への農地集積・集
約化と農地の確保

（３）構造改革の加速化や国土
強靱化に資する農業生産基盤
整備の推進



(所管） 農林水産省 （単位：千円）

31年度予算額 比較増△減額 30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額
備考政策体系

一般会計 特別会計
30年度予算額

（４）需要構造等の変化に対応
した生産・供給体制の改革 443,900,128 436,211,597 △ 7,688,531 47,852,799 46,911,357 △ 941,442

〈20,154,124〉 の内数 〈23,241,031〉 の内数 〈3,086,907〉 の内数 〈148,757,797〉 の内数 〈140,684,733〉 の内数 〈△8,073,064〉 の内数

（５）戦略的な研究開発と技術
移転の加速化 91,624,924 91,326,388 △ 298,536 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

（６）先端技術の活用等による
生産・流通システムの革新等 2,121,566 1,589,937 △ 531,629 0 0 0

〈20,253,466〉 の内数 〈23,337,550〉 の内数 〈3,084,084〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

149,156 153,340 4,184 0 0 0

〈95,517,837〉 の内数 〈100,101,406〉 の内数 〈4,583,569〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

（８）農業の自然循環機能の維
持増進とコミュニケーション 2,606,406 2,500,853 △ 105,553 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 農村の振興 74,866,482 75,120,282 253,800 0 0 0

〈99,023,603〉 の内数 〈102,998,607〉 の内数 〈3,975,004〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

74,866,482 75,120,282 253,800 0 0 0

〈95,517,837〉 の内数 〈100,101,406〉 の内数 〈4,583,569〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

0 0 0 0 0 0

〈99,023,603〉 の内数 〈102,998,607〉 の内数 〈3,975,004〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

0 0 0 0 0 0

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

4 204,956,598 248,648,389 43,691,791 350,209,167 357,637,489 7,428,322

〈107,595,213〉 の内数 〈108,775,244〉 の内数 〈1,180,031〉 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 196,427,418 240,222,866 43,795,448 350,209,167 357,637,489 7,428,322

〈107,595,213〉 の内数 〈108,775,244〉 の内数 〈1,180,031〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

（２）林業の持続的かつ健全な
発展 6,057,182 5,784,044 △ 273,138 0 0 0

〈32,556,213〉 の内数 〈28,771,244〉 の内数 〈△3,784,969〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

国有林野事業債務
管理特別会計

食料安定供給特別
会計

（１）地域コミュニティ機能の発
揮等による地域資源の維持・
継承等

（２）多様な地域資源の積極的
活用による雇用と所得の創出

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）多様な分野との連携によ
る都市農村交流や農村への
移住・定住等

（７）気候変動に対する緩和・
適応策の推進及び生物多様
性の保全・利用



(所管） 農林水産省 （単位：千円）

31年度予算額 比較増△減額 30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額
備考政策体系

一般会計 特別会計
30年度予算額

（３）林産物の供給及び利用の
確保 2,471,998 2,641,479 169,481 0 0 0

〈32,556,213〉 の内数 〈28,771,244〉 の内数 〈△3,784,969〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

5 105,104,089 130,664,067 25,559,978 17,436,066 18,169,598 733,532

〈102,287,837〉 の内数 〈105,466,233〉 の内数 〈3,178,396〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

28,011,234 32,976,211 4,964,977 0 0 0

〈6,770,000〉 の内数 〈5,364,827〉 の内数 〈△1,405,173〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

36,718,808 43,238,383 6,519,575 17,436,066 18,169,598 733,532

〈6,770,000〉 の内数 〈5,364,827〉 の内数 〈△1,405,173〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

40,374,047 54,449,473 14,075,426 0 0 0

〈102,287,837〉 の内数 〈105,466,233〉 の内数 〈3,178,396〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

6 4,626,615 9,207,574 4,580,959 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）政策ニーズに対応した統
計の作成と利用の推進 4,626,615 9,207,574 4,580,959 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

1,853,666,218 1,954,423,624 100,757,406 1,496,422,493 1,521,750,774 25,328,281

（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。

３．30年度予算額は、31年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．30年度予算額は、当初予算額である。

横断的に関係する政策

食料安定供給特別
会計

水産物の安定供給と水産業の健
全な発展

（１）水産資源の回復

（２）漁業経営の安定

（３）漁村の健全な発展

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。

計



（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 （会計）一般会計 （単位：千円）

1 食料の安定供給の確保 123,776,480 126,544,689 2,768,209

〈44,238,069〉 の内数 〈46,332,157〉 の内数 〈2,094,088〉 の内数

8,437,750 8,894,704 456,954

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

1,482,977 1,514,580 31,603

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

6,641,428 6,997,291 355,863

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

313,345 382,833 69,488

570,335 423,702 △ 146,633

〈1,678,367〉 の内数 〈1,434,295〉 の内数 〈△244,072〉 の内数

農林水産本省 国産農産物消費拡大対策費
国産農産物消費拡大対策に必要
な経費

570,335 423,702 △ 146,633

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ ６次産業化市場規模拡大対策
費

６次産業化市場規模拡大対策に
必要な経費

〈1,678,367〉 の内数 〈1,434,295〉 の内数 〈△244,072〉 の内数 ＞
〈44,138,727〉 の内数 〈46,235,638〉 の内数 〈2,096,911〉 の内数

農林水産本省　　　　　　　＜ 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

〈20,154,124〉 の内数 〈23,241,031〉 の内数 〈3,086,907〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ ６次産業化市場規模拡大対策
費

６次産業化市場規模拡大対策に
必要な経費

〈1,678,367〉 の内数 〈1,434,295〉 の内数 〈△244,072〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農山漁村６次産業化対策費
農山漁村６次産業化対策に必要
な経費

〈1,827,399〉 の内数 〈1,462,906〉 の内数 〈△364,493〉 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 の内数 ＞
（４）グローバルマーケットの戦
略的な開拓 4,720,729 4,823,976 103,247

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

4,720,729 4,823,976 103,247

（５）様々なリスクに対応した総
合的な食料安全保障の確立 110,047,666 112,402,307 2,354,641

〈99,342〉 の内数 〈96,519〉 の内数 〈△2,823〉 の内数

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

20,991,397 20,581,405 △ 409,992

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

86,300,000 89,000,000 2,700,000

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業ロボット技術活用
推進費

農林水産業ロボット技術活用推
進に必要な経費

〈99,342〉 の内数 〈96,519〉 の内数 〈△2,823〉 の内数 ＞

30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額

（１）国際的な動向等に対応し
た食品の安全確保と消費者の
信頼の確保

（２）幅広い関係者による食育
の推進と国産農産物の消費拡
大、「和食」の保護・継承

（３）生産・加工・流通過程を通
じた新たな価値の創出による
需要の開拓

政策体系 組織 項 事項



(所管） 農林水産省 （会計）一般会計 （単位：千円）

30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

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

2,145,169 2,189,802 44,633

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 611,100 631,100 20,000

2 農業の持続的な発展 1,202,211,509 1,223,863,801 21,652,292

〈115,771,303〉 の内数 〈123,438,956〉 の内数 〈7,667,653〉 の内数

379,163,807 365,339,657 △ 13,824,150

〈20,154,124〉 の内数 〈23,241,031〉 の内数 〈3,086,907〉 の内数

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

118,717,444 105,956,718 △ 12,760,726

農業者確保農業者年金の実施に
必要な経費

1,106,106 1,073,198 △ 32,908

農業者年金等の実施に必要な経
費

118,449,413 118,264,293 △ 185,120

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農
業者確保運営費交付金に必要な
経費

1,820,736 1,844,425 23,689

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

1,531,293 1,525,027 △ 6,266

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

83,003,176 82,445,850 △ 557,326

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

54,535,639 54,230,146 △ 305,493

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈20,154,124〉 の内数 〈23,241,031〉 の内数 〈3,086,907〉 の内数 ＞
59,889,783 58,072,675 △ 1,817,108

〈95,517,837〉 の内数 〈100,101,406〉 の内数 〈4,583,569〉 の内数

農林水産本省 農地集積・集約化等対策費
農地集積・集約化対策に必要な
経費

56,441,710 53,999,259 △ 2,442,451

優良農地確保・有効利用対策に
必要な経費

3,448,073 4,073,416 625,343

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 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

〈75,039,000〉 の内数 〈80,004,000〉 の内数 〈4,965,000〉 の内数 ＞
222,755,739 268,669,354 45,913,615

〈95,517,837〉 の内数 〈100,101,406〉 の内数 〈4,583,569〉 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

22,337,947 23,170,371 832,424

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 2,883,775 3,645,352 761,577

（１）力強く持続可能な農業構
造の実現に向けた担い手の育
成・確保等

（２）担い手への農地集積・集
約化と農地の確保

（３）構造改革の加速化や国土
強靱化に資する農業生産基盤
整備の推進



(所管） 農林水産省 （会計）一般会計 （単位：千円）

30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

農業生産基盤整備事業費
農業生産基盤整備事業に必要な
経費

184,902,418 230,406,631 45,504,213

農業生産基盤整備事業費食
料安定供給特別会計へ繰入

農業生産基盤整備事業の財源の
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

12,631,599 11,447,000 △ 1,184,599

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 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

〈75,039,000〉 の内数 〈80,004,000〉 の内数 〈4,965,000〉 の内数 ＞
（４）需要構造等の変化に対応
した生産・供給体制の改革 443,900,128 436,211,597 △ 7,688,531

〈20,154,124〉 の内数 〈23,241,031〉 の内数 〈3,086,907〉 の内数

農林水産本省
国産農産物生産・供給体制強
化対策費

国産農産物生産・供給体制強化
対策に必要な経費

396,135,438 388,775,263 △ 7,360,175

牛肉等関税財源国産畜産物
生産・供給体制強化対策費

牛肉等関税財源国産畜産物生
産・供給体制強化対策に必要な
経費

38,139,619 38,014,889 △ 124,730

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

2,367,133 2,608,337 241,204

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

7,109,470 6,662,070 △ 447,400

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

148,468 151,038 2,570

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈20,154,124〉 の内数 〈23,241,031〉 の内数 〈3,086,907〉 の内数 ＞
91,624,924 91,326,388 △ 298,536

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

129,626 128,547 △ 1,079

農林水産技術会議
農林水産業研究開発・技術移
転推進費

農林水産分野の研究開発・技術
移転の推進に必要な経費

5,738,714 5,460,084 △ 278,630

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

53,865,157 53,813,688 △ 51,469

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

596,749 744,795 148,046

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

3,432,613 3,492,967 60,354

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

59,946 73,156 13,210

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

10,212,227 10,058,527 △ 153,700

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

218,981 223,036 4,055

（５）戦略的な研究開発と技術
移転の加速化



(所管） 農林水産省 （会計）一般会計 （単位：千円）

30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

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

16,940,087 16,896,775 △ 43,312

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

430,824 434,813 3,989

（６）先端技術の活用等による
生産・流通システムの革新等 2,121,566 1,589,937 △ 531,629

〈20,253,466〉 の内数 〈23,337,550〉 の内数 〈3,084,084〉 の内数

農林水産本省
先端技術活用生産・流通体制
強化対策費

先端技術活用生産・流通体制強
化対策に必要な経費

452,091 0 △ 452,091

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

1,576,675 1,451,353 △ 125,322

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

92,800 138,584 45,784

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈20,154,124〉 の内数 〈23,241,031〉 の内数 〈3,086,907〉 の内数 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業ロボット技術活用
推進費

農林水産業ロボット技術活用推
進に必要な経費

〈99,342〉 の内数 〈96,519〉 の内数 〈△2,823〉 の内数 ＞
149,156 153,340 4,184

〈95,517,837〉 の内数 〈100,101,406〉 の内数 〈4,583,569〉 の内数

農林水産本省
農林水産業気候変動・生物多
様性保全等対策費

農林水産業気候変動・生物多様
性保全等対策に必要な経費

149,156 153,340 4,184

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 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

〈75,039,000〉 の内数 〈80,004,000〉 の内数 〈4,965,000〉 の内数 ＞
（８）農業の自然循環機能の維
持増進とコミュニケーション 2,606,406 2,500,853 △ 105,553

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

2,606,406 2,500,853 △ 105,553

3 農村の振興 74,866,482 75,120,282 253,800

〈99,023,603〉 の内数 〈102,998,607〉 の内数 〈3,975,004〉 の内数

74,866,482 75,120,282 253,800

〈95,517,837〉 の内数 〈100,101,406〉 の内数 〈4,583,569〉 の内数

農林水産本省
農村地域資源維持・継承等対
策費

農村地域資源維持・継承等対策
に必要な経費

74,866,482 75,120,282 253,800

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 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

〈75,039,000〉 の内数 〈80,004,000〉 の内数 〈4,965,000〉 の内数 ＞
〈99,023,603〉 の内数 〈102,998,607〉 の内数 〈3,975,004〉 の内数

農林水産本省　　　　　　　＜ ６次産業化市場規模拡大対策
費

６次産業化市場規模拡大対策に
必要な経費

〈1,678,367〉 の内数 〈1,434,295〉 の内数 〈△244,072〉 の内数 ＞

（７）気候変動に対する緩和・
適応策の推進及び生物多様
性の保全・利用

（１）地域コミュニティ機能の発
揮等による地域資源の維持・
継承等

（２）多様な地域資源の積極的
活用による雇用と所得の創出



(所管） 農林水産省 （会計）一般会計 （単位：千円）

30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農山漁村６次産業化対策費
農山漁村６次産業化対策に必要
な経費

〈1,827,399〉 の内数 〈1,462,906〉 の内数 〈△364,493〉 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 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

〈75,039,000〉 の内数 〈80,004,000〉 の内数 〈4,965,000〉 の内数 ＞
〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 の内数 ＞
4 204,956,598 248,648,389 43,691,791

〈107,595,213〉 の内数 〈108,775,244〉 の内数 〈1,180,031〉 の内数

（１）森林の有する多面的機能
の発揮 196,427,418 240,222,866 43,795,448

〈107,595,213〉 の内数 〈108,775,244〉 の内数 〈1,180,031〉 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 6,026,658 5,958,916 △ 67,742

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

17,193,681 16,661,539 △ 532,142

治山事業費 治山事業に必要な経費 47,018,421 69,889,370 22,870,949

森林整備事業費 森林整備事業に必要な経費 105,779,491 125,875,552 20,096,061

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

3,732,399 2,326,671 △ 1,405,728

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

16,676,768 19,510,818 2,834,050

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈12,077,376〉 の内数 〈8,673,838〉 の内数 〈△3,403,538〉 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 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

〈75,039,000〉 の内数 〈80,004,000〉 の内数 〈4,965,000〉 の内数 ＞
（２）林業の持続的かつ健全な
発展 6,057,182 5,784,044 △ 273,138

〈32,556,213〉 の内数 〈28,771,244〉 の内数 〈△3,784,969〉 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 6,057,182 5,784,044 △ 273,138

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈12,077,376〉 の内数 〈8,673,838〉 の内数 〈△3,403,538〉 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 の内数 ＞
（３）林産物の供給及び利用の
確保 2,471,998 2,641,479 169,481

〈32,556,213〉 の内数 〈28,771,244〉 の内数 〈△3,784,969〉 の内数

（３）多様な分野との連携によ
る都市農村交流や農村への
移住・定住等

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



(所管） 農林水産省 （会計）一般会計 （単位：千円）

30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

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

2,471,998 2,641,479 169,481

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 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

〈12,077,376〉 の内数 〈8,673,838〉 の内数 〈△3,403,538〉 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 の内数 ＞
5 105,104,089 130,664,067 25,559,978

〈102,287,837〉 の内数 〈105,466,233〉 の内数 〈3,178,396〉 の内数

28,011,234 32,976,211 4,964,977

〈6,770,000〉 の内数 〈5,364,827〉 の内数 〈△1,405,173〉 の内数

水産庁　　　　　　　　　　　 　 水産資源回復対策費 水産資源回復対策に必要な経費 26,279,289 29,520,305 3,241,016

船舶建造費 船舶建造に必要な経費 1,397,088 3,137,941 1,740,853

船舶改装に必要な経費 334,857 317,965 △ 16,892

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈6,770,000〉 の内数 〈5,364,827〉 の内数 〈△1,405,173〉 の内数 ＞
36,718,808 43,238,383 6,519,575

〈6,770,000〉 の内数 〈5,364,827〉 の内数 〈△1,405,173〉 の内数

水産庁 漁業経営安定対策費 漁業経営安定対策に必要な経費 19,692,011 25,353,610 5,661,599

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

17,026,797 17,884,773 857,976

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈6,770,000〉 の内数 〈5,364,827〉 の内数 〈△1,405,173〉 の内数 ＞
40,374,047 54,449,473 14,075,426

〈102,287,837〉 の内数 〈105,466,233〉 の内数 〈3,178,396〉 の内数

水産庁 漁村振興対策費 漁村振興対策に必要な経費 7,026,109 6,966,808 △ 59,301

水産物加工・流通等対策に必要
な経費

1,092,194 1,519,416 427,222

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 698,982 1,242,962 543,980

水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費 31,556,762 44,720,287 13,163,525

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈6,770,000〉 の内数 〈5,364,827〉 の内数 〈△1,405,173〉 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

〈20,478,837〉 の内数 〈20,097,406〉 の内数 〈△381,431〉 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

〈75,039,000〉 の内数 〈80,004,000〉 の内数 〈4,965,000〉 の内数 ＞

（２）漁業経営の安定

（３）漁村の健全な発展

水産物の安定供給と水産業の健
全な発展

（１）水産資源の回復



(所管） 農林水産省 （会計）一般会計 （単位：千円）

30年度予算額 31年度予算額 比較増△減額政策体系 組織 項 事項

6 4,626,615 9,207,574 4,580,959

（１）政策ニーズに対応した統
計の作成と利用の推進 4,626,615 9,207,574 4,580,959

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

4,626,615 9,207,574 4,580,959

1,853,666,218 1,954,423,624 100,757,406

（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。
３．30年度予算額は、31年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．30年度予算額は、当初予算額である。

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）

474,756,326 504,965,460 30,209,134

〈148,757,797〉 の内数 〈140,684,733〉 の内数 〈△8,073,064〉 の内数

474,756,326 504,965,460 30,209,134

〈148,757,797〉 の内数 〈140,684,733〉 の内数 〈△8,073,064〉 の内数

食糧管理勘定 食糧買入費 主要食糧買入代金 439,084,067 467,435,719 28,351,652

食糧管理費 主要食糧の管理に必要な経費 35,672,259 37,529,741 1,857,482

＜ 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

〈15,375,598〉 の内数 〈13,962,341〉 の内数 〈△1,413,257〉 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

〈132,426,735〉 の内数 〈126,425,580〉 の内数 〈△6,001,155〉 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

〈955,463〉 の内数 〈296,811〉 の内数 〈△658,652〉 の内数 ＞

505,263,137 500,293,494 △ 4,969,643

〈148,757,797〉 の内数 〈140,684,733〉 の内数 〈△8,073,064〉 の内数

438,501,866 434,636,098 △ 3,865,768

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

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

281,124,466  273,962,466  △ 7,162,000  

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

59,198  59,356  158  

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

95,629,667 92,029,667 △ 3,600,000

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

42,270,192 23,040,063 △ 19,230,129

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

17,854,276 44,031,106 26,176,830

家畜共済損害防止事業に必
要な経費

436,434 435,782 △652

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

1,075,040 1,024,992 △ 50,048

業務勘定 事務取扱費
農業経営安定事業に必要な経
費

52,593 52,666 73

31年度予算額

農業の持続的な発展

政策体系 勘定・組織 項 事項 30年度予算額

（１）力強く持続可能な農業構造の実
現に向けた担い手の育成・確保等

比較増△減額

１ 食料の安定供給の確保

（５）様々なリスクに対応した総合的
な食料安全保障の確立

２



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）

31年度予算額政策体系 勘定・組織 項 事項 30年度予算額 比較増△減額

18,908,472 18,746,039 △ 162,433

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 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 12,170,611 11,663,523 △507,088

北海道土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 30,000 20,000 △ 10,000

離島土地改良事業費
奄美群島土地改良事業に必
要な経費

10,000 10,000 0

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

6,697,861 7,052,516 354,655

47,852,799 46,911,357 △ 941,442

〈148,757,797〉 の内数 〈140,684,733〉 の内数 〈△8,073,064〉 の内数

食糧管理勘定 食糧買入費 輸入飼料買入代金 47,852,799  46,911,357  △ 941,442

＜ 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

〈15,375,598〉 の内数 〈13,962,341〉 の内数 〈△1,413,257〉 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

〈132,426,735〉 の内数 〈126,425,580〉 の内数 〈△6,001,155〉 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

〈955,463〉 の内数 〈296,811〉 の内数 〈△658,652〉 の内数 ＞

５
17,436,066 18,169,598 733,532

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

（２）漁業経営の安定 17,436,066 18,169,598 733,532

〈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

1,953,742 1,995,434 41,692

漁船保険組合交付金に必要な
経費

5,332,158 5,162,104 △170,054

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

615,526 609,332 △6,194

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 3,905,914 4,233,496 327,582

漁業共済組合連合会交付金
に必要な経費

5,050,420 5,596,819 546,399

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

121,480 121,401 △79

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

456,826 451,012 △5,814

1,146,213,326 1,164,113,285 17,899,959

（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。
３．30年度予算額は、当初予算額である。

（３）構造改革の加速化や国土強靱
化に資する農業生産基盤整備の推
進

（４）需要構造等の変化に対応した
生産・供給体制の改革

水産物の安定供給と水産業の健全な発
展

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）

４
350,209,167 357,637,489 7,428,322

350,209,167 357,637,489 7,428,322

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

350,209,167  357,637,489  7,428,322

350,209,167 357,637,489 7,428,322

（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。
２．30年度予算額は、当初予算額である。

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

（１）森林の有する多面的機能の発
揮

計

政策体系 勘定・組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額



（別紙３）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【東日本大震災復興特別会計】

(所管） 復興庁　　　（会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

1 食料の安定供給の確保 95,277 76,689 △ 18,588

〈8,234,384〉 の内数 〈5,738,789〉 の内数 〈△2,495,595〉 の内数

95,277 76,689 △ 18,588

〈4,710,453〉 の内数 〈4,739,706〉 の内数 〈29,253〉 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

95,277 76,689 △ 18,588

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 農林水産業再生支援対策に
必要な経費

〈4,710,453〉 の内数 〈4,739,706〉 の内数 〈29,253〉 の内数 ＞
〈8,234,384〉 の内数 〈5,738,789〉 の内数 〈△2,495,595〉 の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興政策費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費

〈695,076〉 の内数 〈341,246〉 の内数 〈△353,830〉 の内数 ＞

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 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

〈4,710,453〉 の内数 〈4,739,706〉 の内数 〈29,253〉 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

〈2,828,855〉 の内数 〈657,837〉 の内数 〈△2,171,018〉 の内数 ＞
2 農業の持続的な発展 27,325,427 12,748,787 △ 14,576,640

〈17,727,384〉 の内数 〈21,101,789〉 の内数 〈3,374,405〉 の内数

（１）力強く持続可能な農業構造の実
現に向けた担い手の育成・確保等

2,092,362 1,070,619 △ 1,021,743

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

2,092,362 1,070,619 △ 1,021,743

（２）担い手への農地集積・集約化と
農地の確保

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数 ＞
10,625,759 10,537,000 △ 88,759

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 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

10,625,759 10,537,000 △ 88,759

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数 ＞
（４）需要構造等の変化に対応した
生産・供給体制の改革

13,031,330 0 △ 13,031,330

〈8,234,384〉 の内数 〈5,738,789〉 の内数 〈△2,495,595〉 の内数

復興庁 農林水産業復興政策費
国産農産物生産・供給体制強
化対策に必要な経費

13,031,330 0 △ 13,031,330

比較増△減額

（１）国際的な動向等に対応した食
品の安全確保と消費者の信頼の確
保

（３）生産・加工・流通過程を通じた
新たな価値の創出による需要の開
拓

（３）構造改革の加速化や国土強靱
化に資する農業生産基盤整備の推
進

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額



(所管） 復興庁　　　（会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 勘定・組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興政策費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費

〈695,076〉 の内数 〈341,246〉 の内数 〈△353,830〉 の内数 ＞

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 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

〈4,710,453〉 の内数 〈4,739,706〉 の内数 〈29,253〉 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

〈2,828,855〉 の内数 〈657,837〉 の内数 〈△2,171,018〉 の内数 ＞
（５）戦略的な研究開発と技術移転
の加速化

1,575,976 1,141,168 △ 434,808

復興庁 農林水産業復興政策費
農林水産分野の研究開発・技
術移転の推進に必要な経費

1,037,993 959,614 △ 78,379

農林水産業復興事業費
農林水産分野の研究開発・技
術移転の推進に必要な経費

357,710 0 △ 357,710

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

180,273 181,554 1,281

（６）先端技術の活用等による生産・
流通システムの革新等

〈3,523,931〉 の内数 〈999,083〉 の内数 〈△2,524,848〉 の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興政策費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費

〈695,076〉 の内数 〈341,246〉 の内数 〈△353,830〉 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

〈2,828,855〉 の内数 〈657,837〉 の内数 〈△2,171,018〉 の内数 ＞
〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数 ＞
〈4,710,453〉 の内数 〈4,739,706〉 の内数 〈29,253〉 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

〈4,710,453〉 の内数 〈4,739,706〉 の内数 〈29,253〉 の内数 ＞
3 農村の振興 〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数

（１）地域コミュニティ機能の発揮等
による地域資源の維持・継承等

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数

復興庁　　　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数 ＞
4 21,400,914 18,123,710 △ 3,277,204

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数

（１）森林の有する多面的機能の発
揮

18,931,074 16,423,202 △ 2,507,872

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数

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 3,149,574 3,117,772 △ 31,802

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

51,500 52,430 930

東日本大震災復興事業費 治山事業に必要な経費 9,415,000 6,726,000 △ 2,689,000

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 農山漁村地域整備事業に必
要な経費

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 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

（７）気候変動に対する緩和・適応策
の推進及び生物多様性の保全・利
用

（８）農業の自然循環機能の維持増
進とコミュニケーション



(所管） 復興庁　　　（会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 勘定・組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

森林整備事業に必要な経費 6,315,000 6,527,000 212,000

（２）林業の持続的かつ健全な発展
1,303,519 1,196,340 △ 107,179

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 416,361 292,874 △ 123,487

農林水産業復興事業費 林業振興対策に必要な経費 887,158 903,466 16,308

（３）林産物の供給及び利用の確保
1,166,321 504,168 △ 662,153

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

1,090,103 445,603 △ 644,500

農林水産業復興事業費
林産物供給等振興対策に必
要な経費

76,218 58,565 △ 17,653

5 9,859,771 7,213,141 △ 2,646,630

〈15,411,756〉 の内数 〈21,099,973〉 の内数 〈5,688,217〉 の内数

（１）水産資源の回復
1,864,422 1,623,867 △ 240,555

〈5,918,756〉 の内数 〈5,736,973〉 の内数 〈△181,783〉 の内数

復興庁 農林水産業復興政策費
水産資源回復対策に必要な経
費

1,864,422 1,623,867 △ 240,555

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 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

〈4,710,453〉 の内数 〈4,739,706〉 の内数 〈29,253〉 の内数 ＞

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興事業費 水産業強化対策に必要な経費 〈1,208,303〉 の内数 〈997,267〉 の内数 〈△211,036〉 の内数 ＞
（２）漁業経営の安定

2,596,401 1,897,630 △ 698,771

〈1,208,303〉 の内数 〈997,267〉 の内数 〈△211,036〉 の内数

復興庁 農林水産業復興政策費
漁業経営安定対策に必要な経
費

2,596,401 1,897,630 △ 698,771

　　　　 　　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興事業費 水産業強化対策に必要な経費 〈1,208,303〉 の内数 〈997,267〉 の内数 〈△211,036〉 の内数 ＞
（３）漁村の健全な発展

5,398,948 3,691,644 △ 1,707,304

〈15,411,756〉 の内数 〈21,099,973〉 の内数 〈5,688,217〉 の内数

復興庁 農林水産業復興政策費
水産物加工・流通等対策に必
要な経費

1,253,948 1,226,644 △ 27,304

　　　　　　　　　　 　　　　　＜ 農林水産業再生支援対策に
必要な経費

〈4,710,453〉 の内数 〈4,739,706〉 の内数 〈29,253〉 の内数 ＞

　　　　　 　　　　　　　　　　＜ 農林水産業復興事業費 水産業強化対策に必要な経費 〈1,208,303〉 の内数 〈997,267〉 の内数 〈△211,036〉 の内数 ＞

　　　　　　 　　　　　　　　　＜ 東日本大震災復興事業費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

〈9,493,000〉 の内数 〈15,363,000〉 の内数 〈5,870,000〉 の内数 ＞
水産基盤整備に必要な経費 4,145,000 2,465,000 △ 1,680,000

77,617,076 60,261,383 △ 17,355,693

水産物の安定供給と水産業の健全な発
展

計



(所管） 復興庁　　　（会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 勘定・組織 項 事項 30年度予算額 31年度予算額

（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．復興庁所管分のうち農林水産省関係のみ掲記している。
４．30年度予算額は、31年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
５．30年度予算額は、当初予算額である。

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。
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