
（別紙１）

政策ごとの予算との対応について（総括表）
（未定稿）

（所管）農林水産省 （単位：千円）

267,430,872 269,947,535 2,516,663 648,406,922 584,702,781 △ 63,704,141
〈23,384,773〉 の内数 〈23,084,773〉 の内数 〈△300,000〉 の内数 〈236,183,109〉 の内数 〈223,962,740〉 の内数 〈△12,220,369〉 の内数

19,064,550 18,984,243 △ 80,307 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

139,460,573 141,755,514 2,294,941 110,322,690 73,527,139 △ 36,795,551
〈23,384,773〉 の内数 〈23,084,773〉 の内数 〈△300,000〉 の内数 〈236,183,109〉 の内数 〈223,962,740〉 の内数 〈△12,220,369〉 の内数

0 0 0 0 0 0
〈23,384,773〉 の内数 〈23,084,773〉 の内数 〈△300,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

108,905,749 109,207,778 302,029 538,084,232 511,175,642 △ 26,908,590
〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈236,183,109〉 の内数 〈223,962,740〉 の内数 〈△12,220,369〉 の内数

869,307,382 852,961,782 △ 16,345,600 419,004,759 433,586,815 14,582,056
〈140,081,666〉 の内数 〈138,490,875〉 の内数 〈△1,590,791〉 の内数 〈15,029,349〉 の内数 〈18,286,227〉 の内数 〈3,256,878〉 の内数

736,353,744 731,307,929 △ 5,045,815 410,300,764 424,001,701 13,700,937
〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

50,509,333 44,631,017 △ 5,878,316 0 0 0
〈140,081,666〉 の内数 〈138,490,875〉 の内数 〈△1,590,791〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

79,434,852 74,001,891 △ 5,432,961 8,703,995 9,585,114 881,119
〈140,081,666〉 の内数 〈138,490,875〉 の内数 〈△1,590,791〉 の内数 〈15,029,349〉 の内数 〈18,286,227〉 の内数 〈3,256,878〉 の内数

3,009,453 3,020,945 11,492 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

138,415,150 144,171,217 5,756,067 0 0 0
〈107,746,083〉 の内数 〈102,958,000〉 の内数 〈△4,788,083〉 の内数 〈15,524,349〉 の内数 〈18,761,227〉 の内数 〈3,236,878〉 の内数

14,801,947 13,298,914 △ 1,503,033 0 0 0
〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

政策評価体系
一　　　般　　　会　　　計 特　　　別　　　会　　　計

備考
26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額 26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額

１．食料の安定供給の確保

（１）食の安全と消費者の信頼
の確保

（２）国産農畜産物を軸とした
食と農の結び付きの強化

食料安定供給特別会計

（３）食品産業の持続的な発展

（４）総合的な食料安全保障の
確立

食料安定供給特別会計

２．農業の持続的な発展

（１）意欲ある多様な農業者に
よる農業経営の推進

食料安定供給特別会計

（２）優良農地の確保と有効利
用の促進

（３）農業生産力強化に向けた
農業生産基盤の保全管理・整備

食料安定供給特別会計

（４）持続可能な農業生産を支
える取組の推進

３．農村の振興

（１）農業・農村における６次
産業化の推進



政策ごとの予算との対応について（総括表）
（未定稿）

（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
26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額 26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額

2,725,484 2,985,518 260,034 0 0 0
〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

120,887,719 127,886,785 6,999,066 0 0 0
〈107,746,083〉 の内数 〈102,958,000〉 の内数 〈△4,788,083〉 の内数 〈15,524,349〉 の内数 〈18,761,227〉 の内数 〈3,236,878〉 の内数

207,980,566 205,288,915 △ 2,691,651 315,424,689 322,606,622 7,181,933
〈109,946,083〉 の内数 〈105,658,000〉 の内数 〈△4,288,083〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

198,607,744 196,264,233 △ 2,343,511 315,424,689 322,606,622 7,181,933
〈109,946,083〉 の内数 〈105,658,000〉 の内数 〈△4,288,083〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

7,153,806 6,680,309 △ 473,497 0 0 0
〈8,740,083〉 の内数 〈8,850,000〉 の内数 〈109,917〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

2,219,016 2,344,373 125,357 0 0 0
〈8,740,083〉 の内数 〈8,850,000〉 の内数 〈109,917〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

113,748,711 111,766,356 △ 1,982,355 19,172,802 18,723,895 △ 448,907
〈112,246,083〉 の内数 〈106,458,000〉 の内数 〈△5,788,083〉 の内数 〈495,000〉 の内数 〈475,000〉 の内数 〈△20,000〉 の内数

23,685,277 22,427,279 △ 1,257,998 0 0 0
〈4,500,000〉 の内数 〈3,500,000〉 の内数 〈△1,000,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

52,265,071 52,831,870 566,799 17,732,802 18,372,895 640,093
〈4,500,000〉 の内数 〈3,500,000〉 の内数 〈△1,000,000〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

37,798,363 36,507,207 △ 1,291,156 1,440,000 351,000 △ 1,089,000
〈112,246,083〉 の内数 〈106,458,000〉 の内数 〈△5,788,083〉 の内数 〈495,000〉 の内数 〈475,000〉 の内数 〈△20,000〉 の内数

98,398,264 93,095,937 △ 5,302,327 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

89,392,236 88,780,004 △ 612,232
〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

（２）都市と農村の交流等及び
都市とその周辺の地域における
農業の振興

（３）農村の集落機能の維持と
地域資源・環境の保全

食料安定供給特別会計
東日本大震災復興特別
会計

４．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

国有林野事業債務管理
特別会計
東日本大震災復興特別
会計

（２）林業の持続的かつ健全な
発展

森林保険特別会計

（３）林産物の供給及び利用の
確保

５．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 食料安定供給特別会計

（３）漁村の健全な発展
東日本大震災復興特別
会計

６．横断的に関係する政策

（１）農林水産分野の研究開発



政策ごとの予算との対応について（総括表）
（未定稿）

（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
26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額 26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額

111,123 91,505 △ 19,618
〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

8,894,905 4,224,428 △ 4,670,477
〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

1,874,947,384 1,854,507,390 △ 20,439,994 1,653,716,630 1,602,344,080 △ 51,372,550

（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．東日本大震災復興特別会計については、農林水産省所管分のみ掲記している。
　　　４．26年度予算額は、27年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
　　　５．26年度予算額は、当初予算額である。

（２）農林水産分野の地球環境
対策

（３）政策ニーズに対応した統
計の作成と利用の推進

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 （単位：千円）

267,430,872 269,947,535 2,516,663

〈23,384,773〉 の内数 〈23,084,773〉 の内数 〈△300,000〉 の内数

（１）食の安全と消費者の
信頼の確保 19,064,550 18,984,243 △ 80,307

農林水産本省
食の安全・消費者の信頼確
保対策費

食の安全と消費者の信頼確保
対策に必要な経費

10,066,654 9,777,901 △ 288,753

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

6,616,169 6,750,890 134,721

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

74,885 58,118 △ 16,767

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

2,306,842 2,397,334 90,492

139,460,573 141,755,514 2,294,941

〈23,384,773〉 の内数 〈23,084,773〉 の内数 〈△300,000〉 の内数

農林水産本省
国産農畜産物・食農連携強
化対策費

国産農畜産物・食農連携強化
対策に必要な経費

68,394,451 71,073,214 2,678,763

牛肉等関税財源国産畜産
物・食農連携強化対策費

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

60,034,748 59,789,702 △ 245,046

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

1,965,430 1,759,777 △ 205,653

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

1,577,240 1,580,658 3,418

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

103,101 92,791 △ 10,310

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

7,237,135 7,310,904 73,769

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

148,468 148,468 0

　　　　　　＜ 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

〈23,384,773〉 の内数 〈23,084,773〉 の内数 〈△300,000〉 の内数 ＞
（３）食品産業の持続的な
発展 〈23,384,773〉 の内数 〈23,084,773〉 の内数 〈△300,000〉 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

〈23,384,773〉 の内数 〈23,084,773〉 の内数 〈△300,000〉 の内数 ＞

27年度予算額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 26年度予算額 比較増△減額

１．食料の安定供給の確保

（２）国産農畜産物を軸と
した食と農の結び付きの強
化



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）

27年度予算額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 26年度予算額 比較増△減額

（４）総合的な食料安全保
障の確立 108,905,749 109,207,778 302,029

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

12,037,856 12,296,674 258,818

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

96,300,000 96,400,000 100,000

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

567,893 511,104 △ 56,789

869,307,382 852,961,782 △ 16,345,600

〈140,081,666〉 の内数 〈138,490,875〉 の内数 〈△1,590,791〉 の内数

（１）意欲ある多様な農業
者による農業経営の推進 736,353,744 731,307,929 △ 5,045,815

農林水産本省 農業経営対策費 農業経営対策に必要な経費 498,523,303 489,459,986 △ 9,063,317

農業者確保農業者年金の実施
に必要な経費

1,233,018 1,187,368 △ 45,650

農業者年金等の実施に必要な
経費

119,606,170 119,796,700 190,530

農林漁業団体職員共済組合の
年金給付に必要な経費

4,067,098 763,578 △ 3,303,520

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

1,859,620 1,847,016 △ 12,604

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

1,607,720 1,594,243 △ 13,477

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

57,869,403 65,005,689 7,136,286

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
共済再保険勘定へ繰入れに必
要な経費

51,587,412 51,653,349 65,937

（２）優良農地の確保と有
効利用の促進 50,509,333 44,631,017 △ 5,878,316

〈140,081,666〉 の内数 〈138,490,875〉 の内数 〈△1,590,791〉 の内数

農林水産本省
優良農地確保・有効利用対
策費

農地集積推進対策に必要な経
費

43,986,056 38,051,378 △ 5,934,678

優良農地確保・有効利用対策
に必要な経費

6,523,277 6,579,639 56,362

　　　　　　＜ 農業競争力強化基盤整備事
業費

農業競争力強化基盤整備事業
に必要な経費

〈41,835,583〉 の内数 〈45,032,875〉 の内数 〈3,197,292〉 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

〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数 ＞

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）　【一般会計】

（所管）農林水産省 （単位：千円）

27年度予算額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 26年度予算額 比較増△減額

　　　　　　＜ 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

〈91,706,000〉 の内数 〈87,308,000〉 の内数 〈△4,398,000〉 の内数 ＞
79,434,852 74,001,891 △ 5,432,961

〈140,081,666〉 の内数 〈138,490,875〉 の内数 〈△1,590,791〉 の内数

農林水産本省
農業生産基盤保全管理等推
進費

農業生産基盤保全管理等推進
に必要な経費

9,142,170 7,970,563 △ 1,171,607

農業生産基盤保全管理・整
備事業費

農業生産基盤保全管理･整備事
業に必要な経費

61,220,682 56,443,328 △ 4,777,354

農業生産基盤保全管理・整
備事業費食料安定供給特別
会計へ繰入

農業生産基盤保全管理･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

9,072,000 9,588,000 516,000

　　　　　　＜ 農業競争力強化基盤整備事
業費

農業競争力強化基盤整備事業
に必要な経費

〈41,835,583〉 の内数 〈45,032,875〉 の内数 〈3,197,292〉 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

〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 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

〈91,706,000〉 の内数 〈87,308,000〉 の内数 〈△4,398,000〉 の内数 ＞
（４）持続可能な農業生産
を支える取組の推進 3,009,453 3,020,945 11,492

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

3,009,453 3,020,945 11,492

138,415,150 144,171,217 5,756,067

〈107,746,083〉 の内数 〈102,958,000〉 の内数 〈△4,788,083〉 の内数

（１）農業・農村における
６次産業化の推進 14,801,947 13,298,914 △ 1,503,033

〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数

農林水産本省 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

11,883,312 10,290,159 △ 1,593,153

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

2,719,969 2,811,128 91,159

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

198,666 197,627 △ 1,039

　　　　　　＜ 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

〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数 ＞
2,725,484 2,985,518 260,034

〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数

農林水産本省 都市農村交流等対策費
都市農村交流等対策に必要な
経費

2,725,484 2,985,518 260,034

３．農村の振興

（２）都市と農村の交流等
及び都市とその周辺の地域
における農業の振興

（３）農業生産力強化に向
けた農業生産基盤の保全管
理・整備



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）

27年度予算額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 26年度予算額 比較増△減額

　　　　　　＜ 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

〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数 ＞
（３）農村の集落機能の維
持と地域資源・環境の保全 120,887,719 127,886,785 6,999,066

〈107,746,083〉 の内数 〈102,958,000〉 の内数 〈△4,788,083〉 の内数

農林水産本省 農村地域資源等保全推進費
農村地域資源等保全推進に必
要な経費

77,954,616 78,374,096 419,480

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 2,964,630 2,962,799 △ 1,831

農地等保全事業費 農地等保全事業に必要な経費 37,468,473 42,300,890 4,832,417

農地等保全事業費食料安定
供給特別会計へ繰入

農地等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

2,500,000 4,249,000 1,749,000

　　　　　　＜ 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

〈16,040,083〉 の内数 〈15,650,000〉 の内数 〈△390,083〉 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

〈91,706,000〉 の内数 〈87,308,000〉 の内数 〈△4,398,000〉 の内数 ＞
207,980,566 205,288,915 △ 2,691,651

〈109,946,083〉 の内数 〈105,658,000〉 の内数 〈△4,288,083〉 の内数

（１）森林の有する多面的
機能の発揮 198,607,744 196,264,233 △ 2,343,511

〈109,946,083〉 の内数 〈105,658,000〉 の内数 〈△4,288,083〉 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 8,118,049 7,452,644 △ 665,405

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

20,074,676 19,671,621 △ 403,055

治山事業費 治山事業に必要な経費 48,524,509 48,595,812 71,303

森林整備事業費 森林整備事業に必要な経費 104,045,821 104,337,534 291,713

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

9,882,501 6,986,556 △ 2,895,945

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

7,642,188 9,220,066 1,577,878

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

320,000 0 △ 320,000

　　　　　　＜ 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

〈2,200,000〉 の内数 〈2,700,000〉 の内数 〈500,000〉 の内数 ＞

４．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



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）

27年度予算額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 26年度予算額 比較増△減額

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

〈16,040,083〉 の内数 〈15,650,000〉 の内数 〈△390,083〉 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

〈91,706,000〉 の内数 〈87,308,000〉 の内数 〈△4,398,000〉 の内数 ＞
（２）林業の持続的かつ健
全な発展 7,153,806 6,680,309 △ 473,497

〈8,740,083〉 の内数 〈8,850,000〉 の内数 〈109,917〉 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 7,153,806 6,680,309 △ 473,497

　　　　　　＜ 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

〈2,200,000〉 の内数 〈2,700,000〉 の内数 〈500,000〉 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

〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数 ＞
（３）林産物の供給及び利
用の確保 2,219,016 2,344,373 125,357

〈8,740,083〉 の内数 〈8,850,000〉 の内数 〈109,917〉 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

2,219,016 2,344,373 125,357

　　　　　　＜ 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

〈2,200,000〉 の内数 〈2,700,000〉 の内数 〈500,000〉 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

〈6,540,083〉 の内数 〈6,150,000〉 の内数 〈△390,083〉 の内数 ＞
113,748,711 111,766,356 △ 1,982,355

〈112,246,083〉 の内数 〈106,458,000〉 の内数 〈△5,788,083〉 の内数

（１）水産資源の回復
23,685,277 22,427,279 △ 1,257,998

〈4,500,000〉 の内数 〈3,500,000〉 の内数 〈△1,000,000〉 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

22,107,578 22,090,497 △ 17,081

船舶建造費 船舶改装に必要な経費 306,754 336,782 30,028

船舶建造に必要な経費 1,270,945 0 △ 1,270,945

　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈4,500,000〉 の内数 〈3,500,000〉 の内数 〈△1,000,000〉 の内数 ＞
（２）漁業経営の安定

52,265,071 52,831,870 566,799

〈4,500,000〉 の内数 〈3,500,000〉 の内数 〈△1,000,000〉 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

33,228,403 32,051,892 △ 1,176,511

５．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）　【一般会計】

（所管）農林水産省 （単位：千円）

27年度予算額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 26年度予算額 比較増△減額

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

17,056,554 16,861,018 △ 195,536

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

1,760,114 1,821,912 61,798

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

220,000 160,000 △ 60,000

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

0 1,937,048 1,937,048

　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈4,500,000〉 の内数 〈3,500,000〉 の内数 〈△1,000,000〉 の内数 ＞
（３）漁村の健全な発展

37,798,363 36,507,207 △ 1,291,156

〈112,246,083〉 の内数 〈106,458,000〉 の内数 〈△5,788,083〉 の内数

水産庁 漁村振興対策費
水産物加工・流通等対策に必
要な経費

1,046,332 1,530,621 484,289

漁村振興対策に必要な経費 4,785,000 4,065,995 △ 719,005

海岸事業費 海岸事業に必要な経費 698,800 698,829 29

水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費 31,268,231 30,211,762 △ 1,056,469

　　　　　　＜ 水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費 〈4,500,000〉 の内数 〈3,500,000〉 の内数 〈△1,000,000〉 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

〈16,040,083〉 の内数 〈15,650,000〉 の内数 〈△390,083〉 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

〈91,706,000〉 の内数 〈87,308,000〉 の内数 〈△4,398,000〉 の内数 ＞
98,398,264 93,095,937 △ 5,302,327

（１）農林水産分野の研究
開発 89,392,236 88,780,004 △ 612,232

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

158,647 150,253 △ 8,394

農林水産技術会議 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

13,726,565 12,614,526 △ 1,112,039

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

37,486,024 37,712,898 226,874

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

国立研究開発農業・食品産業
技術総合研究機構施設整備に
必要な経費

298,121 328,117 29,996

６．横断的に関係する政策



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）

27年度予算額政策評価体系 組　　織 項 事　　項 26年度予算額 比較増△減額

国立研究開発法人農業生物
資源研究所運営費

国立研究開発法人農業生物資
源研究所運営費交付金に必要
な経費

6,616,665 6,664,898 48,233

国立研究開発法人農業環境
技術研究所運営費

国立研究開発法人農業環境技
術研究所運営費交付金に必要
な経費

2,930,476 2,947,729 17,253

国立研究開発法人農業環境
技術研究所施設整備費

国立研究開発法人農業環境技
術研究所施設整備に必要な経
費

124,200 248,553 124,353

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

3,433,061 3,354,956 △ 78,105

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

112,717 0 △ 112,717

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

41,632 0 △ 41,632

林野庁
国立研究開発法人森林総合
研究所運営費

国立研究開発法人森林総合研
究所運営費交付金に必要な経
費

9,535,454 9,350,881 △ 184,573

国立研究開発法人森林総合
研究所施設整備費

国立研究開発法人森林総合研
究所施設整備に必要な経費

80,748 197,340 116,592

水産庁
国立研究開発法人水産総合
研究センター運営費

国立研究開発法人水産総合研
究センター運営費交付金に必
要な経費

14,676,665 14,937,407 260,742

国立研究開発法人水産総合
研究センター施設整備費

国立研究開発法人水産総合研
究センター施設整備に必要な
経費

171,261 272,446 101,185

（２）農林水産分野の地球
環境対策 111,123 91,505 △ 19,618

農林水産本省 農林水産業地球環境対策費
農林水産分野の地球環境対策
に必要な経費

111,123 91,505 △ 19,618

（３）政策ニーズに対応し
た統計の作成と利用の推進 8,894,905 4,224,428 △ 4,670,477

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

8,894,905 4,224,428 △ 4,670,477

1,874,947,384 1,854,507,390 △ 20,439,994

（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。
　　　３．26年度予算額は、27年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
　　　４．26年度予算額は、当初予算額である。

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）食料安定供給特別会計 （単位：千円）

648,406,922 584,702,781 △ 63,704,141

１．食料の安定供給の確保 〈236,183,109〉 の内数 〈223,962,740〉 の内数 〈△12,220,369〉 の内数

110,322,690 73,527,139 △ 36,795,551

〈236,183,109〉 の内数 〈223,962,740〉 の内数 〈△12,220,369〉 の内数

食糧管理勘定 食糧買入費 輸入飼料買入代金 110,322,690  73,527,139  △ 36,795,551

< 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

〈10,286,902〉 の内数 〈11,667,674〉 の内数 〈1,380,772〉 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

〈2〉 の内数 〈1〉 の内数 〈△1〉 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

〈225,601,191〉 の内数 〈212,008,442〉 の内数 〈△13,592,749〉 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

〈295,014〉 の内数 〈286,623〉 の内数 〈△8,391〉 の内数 >

(４)総合的な食料安全保障の確立 538,084,232 511,175,642 △ 26,908,590

〈236,183,109〉 の内数 〈223,962,740〉 の内数 〈△12,220,369〉 の内数

食糧管理勘定 食糧買入費 主要食糧買入代金 499,829,932 470,669,109 △29,160,823

食糧管理費 主要食糧の管理に必要な経費 38,254,300 40,506,533 2,252,233

< 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

〈10,286,902〉 の内数 〈11,667,674〉 の内数 〈1,380,772〉 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

〈2〉 の内数 〈1〉 の内数 〈△1〉 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

〈225,601,191〉 の内数 〈212,008,442〉 の内数 〈△13,592,749〉 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

〈295,014〉 の内数 〈286,623〉 の内数 〈△8,391〉 の内数 >

419,004,759 433,586,815 14,582,056

２．農業の持続的な発展 〈15,029,349〉 の内数 〈18,286,227〉 の内数 〈3,256,878〉 の内数

410,300,764 424,001,701 13,700,937

〈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

268,736,011  287,335,403  18,599,392  

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

108,238  68,153  △ 40,085  

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

77,529,667 77,529,667 0

農業共済再保険勘定 農業共済再保険費及交付金
再保険金等の支払に必要な経
費

45,797,675 41,872,579 △ 3,925,096

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額

(２)国産農畜産物を軸とした食と農
の結び付きの強化

（１）意欲ある多様な農業者による農
業経営の推進



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）食料安定供給特別会計 （単位：千円）

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額

農業共済組合連合会等交付
金に必要な経費

16,558,667 15,599,359 △959,308

家畜共済損害防止事業に必
要な経費

501,000 488,475 △12,525

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

976,767 1,055,229 78,462

業務勘定 事務取扱費
農業経営安定事業に必要な経
費

92,739 52,836 △39,903

8,703,995 9,585,114 881,119

〈15,029,349〉 の内数 〈18,286,227〉 の内数 〈3,256,878〉 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 〈10,249,816〉 の内数 〈12,924,059〉 の内数 〈2,674,243〉 の内数 >

東日本大震災復興土地改良
事業費

東日本大震災復興に係る土地
改良事業に必要な経費

2,639,800  3,997,000  1,357,200  

北海道土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 4,710,342  5,210,307  499,965  

離島土地改良事業費 土地改良事業に必要な経費 20,000 20,000 0

奄美群島土地改良事業に必
要な経費

1,333,853  357,807  △ 976,046  

<
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

〈4,779,533〉 の内数 〈5,362,168〉 の内数 〈582,635〉 の内数 >

0 0 0

３．農村の振興 〈15,029,349〉 の内数 〈18,286,227〉 の内数 〈3,256,878〉 の内数
（３）農村の集落機能の維持と地域
資源・環境の保全

〈15,029,349〉 の内数 〈18,286,227〉 の内数 〈3,256,878〉 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 〈10,249,816〉 の内数 〈12,924,059〉 の内数 〈2,674,243〉 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

〈4,779,533〉 の内数 〈5,362,168〉 の内数 〈582,635〉 の内数 >

17,732,802 18,372,895 640,093

〈0〉 の内数 〈0〉 の内数 〈0〉 の内数

（２）漁業経営の安定 17,732,802 18,372,895 640,093

〈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

3,192,925 4,013,249 〈820,324〉

漁船保険中央会交付金に必
要な経費

4,516,980 4,473,246 〈△43,734〉

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

623,665 625,904 〈2,239〉

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 3,521,583 3,514,225 〈△7,358〉

漁業共済組合連合会交付金
に必要な経費

5,280,731 5,152,105 〈△128,626〉

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

133,758 129,408 〈△4,350〉

５．水産物の安定供給と水産業の健全
な発展

（３）農業生産力強化に向けた農業
生産基盤の保全管理・整備



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・組織 項 事項 26年度予算額 27年度予算額 比較増△減額

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

463,160 464,758 〈1,598〉

1,336,356,941 1,278,911,458 △ 57,445,483

（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 （例：交付金等他勘定へ繰入）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。
３．26年度予算額は、当初予算額である。

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）

315,424,689 322,606,622 7,181,933

（１）森林の有する多面的機能の発
揮

315,424,689 322,606,622 7,181,933

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

315,424,689  322,606,622  7,181,933

315,424,689 322,606,622 7,181,933

（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。
２．26年度予算額は、当初予算額である。

比較増△減額

４．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

政策評価体系 勘定・組織 項 事項 26年度予算額 27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）　【特別会計】

（会計）東日本大震災復興特別会計 （単位：千円）

〈495,000〉 の内数 〈475,000〉 の内数 〈△20,000〉 の内数

（３）農村の集落機能の維
持と地域資源・環境の保全 〈495,000〉 の内数 〈475,000〉 の内数 〈△20,000〉 の内数

農林水産本省 ＜ 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

〈495,000〉 の内数 〈475,000〉 の内数 〈△20,000〉 の内数 ＞
1,440,000 351,000 △ 1,089,000

〈495,000〉 の内数 〈475,000〉 の内数 〈△20,000〉 の内数

（３）漁村の健全な発展
1,440,000 351,000 △ 1,089,000

〈495,000〉 の内数 〈475,000〉 の内数 〈△20,000〉 の内数

水産庁 海岸事業費 海岸事業に必要な経費 145,000 20,000 △ 125,000

水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費 1,295,000 331,000 △ 964,000

農林水産本省 ＜ 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

〈495,000〉 の内数 〈475,000〉 の内数 〈△20,000〉 の内数 ＞

1,935,000 826,000 △ 1,109,000

（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．東日本大震災復興特別会計については、農林水産省所管分のみ掲記している。
　　　４．26年度予算額は、当初予算額である。

27年度予算額 比較増△減額

３．農村の振興

５．水産物の安定供給と水産業の
健全な発展

計

（所管）国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務
省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省

政策評価体系 勘定・組織 項 事　　項 26年度予算額
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