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
政策評価体系

（単位：千円）

勘定・組織

項

事項

1 食料の安定供給の確保

28年度予算額

29年度予算額

比較増△減額

208,145

161,274

△ 46,871

〈4,916,125〉 の内数
（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

208,145
〈0〉 の内数
復興庁

農林水産業復興政策費

＜
（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

復興庁

＜
＜
＜
＜

農林水産業復興政策費

農林水産業復興事業費

食品の安全と消費者の信頼確
保対策に必要な経費
農林水産業再生支援対策に
必要な経費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費
農林水産業再生支援対策に
必要な経費
農山漁村６次産業化対策に必
要な経費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費

208,145

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）担い手への農地集積・集約化と
農地の確保

農林水産業復興政策費

＜

東日本大震災復興事業費

優良農地確保・有効利用対策
に必要な経費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

（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
東日本大震災復興事業費

＜

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
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

△ 46,871

〈4,916,125〉 の内数

〈7,296,238〉 の内数

〈2,380,113〉 の内数

〈2,313,464〉 の内数

〈1,008,163〉 の内数

〈△1,305,301〉 の内数

〈0〉 の内数

〈4,710,453〉 の内数

〈1,604,252〉 の内数

〈0〉 の内数

〈998,409〉 の内数

〈1,577,622〉 の内数

16,023,786
〈16,264,238〉 の内数

△ 128,840
〈3,739,365〉 の内数

2,676,062

△ 278,406

2,954,468

2,676,062

△ 278,406

38,888

0

△ 38,888

38,888

〈8,968,000〉 の内数
0

〈9,213,000〉 の内数

〈8,968,000〉 の内数

11,582,000

11,655,000

11,582,000
〈9,213,000〉 の内数

〈8,968,000〉 の内数
11,655,000
〈8,968,000〉 の内数

＞

＞
〈4,710,453〉 の内数 ＞
〈△1,604,252〉 の内数 ＞
〈579,213〉 の内数 ＞

2,954,468

〈9,213,000〉 の内数
復興庁

161,274

〈4,710,453〉 の内数

〈4,710,453〉 の内数

〈9,213,000〉 の内数
復興庁

〈4,710,453〉 の内数

△ 46,871

〈4,710,453〉 の内数

〈12,524,873〉 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

161,274

〈2,380,113〉 の内数

〈0〉 の内数

16,152,626

2 農業の持続的な発展

〈7,296,238〉 の内数

〈△245,000〉 の内数
△ 38,888
〈△245,000〉 の内数

＞

73,000
〈△245,000〉 の内数
73,000
〈△245,000〉 の内数

＞

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
政策評価体系

（単位：千円）

勘定・組織

項

事項

（４）需要構造等の変化に対応した
生産・供給体制の改革
復興庁

＜
＜
＜

農林水産業復興政策費
農林水産業復興政策費
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
農林水産業再生支援対策に
必要な経費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費

（５）戦略的な研究開発と技術移転
の加速化
農林水産分野の研究開発・技
術移転の推進に必要な経費
農林水産分野の研究開発・技
農林水産業復興事業費
術移転の推進に必要な経費
東日本大震災復興に係る国立
東日本大震災復興国立研究
研究開発法人水産研究・教育
開発法人水産研究・教育機構
機構運営費交付金に必要な
運営費
経費

復興庁

農林水産業復興政策費

（６）先端技術の活用等による生産・
流通システムの革新等
復興庁

（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

復興庁

＜
＜
＜

農林水産業復興政策費
農林水産業復興事業費

東日本大震災復興事業費

農業・食品産業強化対策に必
要な経費
農業・食品産業強化対策に必
要な経費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

（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
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

28年度予算額

〈7,296,238〉 の内数

〈3,984,365〉 の内数

〈2,313,464〉 の内数

〈1,008,163〉 の内数

〈△1,305,301〉 の内数

〈0〉 の内数

〈4,710,453〉 の内数

〈998,409〉 の内数

〈1,577,622〉 の内数

1,692,724

115,454

1,355,177

1,219,376

△ 135,801

40,000

293,075

253,075

182,093

180,273

△ 1,820

〈3,311,873〉 の内数

〈2,585,785〉 の内数

〈△726,088〉 の内数

〈2,313,464〉 の内数

〈1,008,163〉 の内数

〈△1,305,301〉 の内数

〈998,409〉 の内数

〈1,577,622〉 の内数

〈9,213,000〉 の内数

〈8,968,000〉 の内数

〈△245,000〉 の内数

〈9,213,000〉 の内数

〈8,968,000〉 の内数

〈△245,000〉 の内数

〈0〉 の内数

〈4,710,453〉 の内数

〈4,710,453〉 の内数

〈0〉 の内数

〈4,710,453〉 の内数

〈4,710,453〉 の内数

7,035
〈9,213,000〉 の内数
復興庁

農林水産業復興政策費

＜

東日本大震災復興事業費

農村地域資源維持・継承等対
策に必要な経費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

（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
復興庁

＜

農林水産業復興政策費

農山漁村６次産業化対策に必
要な経費

＞
〈4,710,453〉 の内数 ＞
〈579,213〉 の内数 ＞

1,577,270

〈10,817,252〉 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

比較増△減額

〈3,311,873〉 の内数

7,035

3 農村の振興

29年度予算額

7,035

0
〈8,968,000〉 の内数
0
〈8,968,000〉 の内数
0

＞
〈579,213〉 の内数 ＞
＞
＞

△ 7,035
〈△1,849,252〉 の内数
△ 7,035
〈△245,000〉 の内数
△ 7,035

〈9,213,000〉 の内数

〈8,968,000〉 の内数

〈△245,000〉 の内数

〈1,604,252〉 の内数

〈0〉 の内数

〈△1,604,252〉 の内数

〈1,604,252〉 の内数

〈0〉 の内数

〈△1,604,252〉 の内数

＞
＞

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
政策評価体系

4

（単位：千円）

勘定・組織

項

事項

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

28年度予算額

29年度予算額

比較増△減額

25,242,528

23,461,940

△ 1,780,588

〈9,213,000〉 の内数
（１）森林の有する多面的機能の発
揮

22,920,929
〈9,213,000〉 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

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

東日本大震災復興事業費

治山事業に必要な経費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費

＜

森林整備事業に必要な経費
（２）林業の持続的かつ健全な発展
復興庁

3,720,943

3,282,574

△ 438,369

135,986

118,519

△ 17,467

13,805,000

12,149,000

△ 1,656,000

〈9,213,000〉 の内数

〈△245,000〉 の内数

5,259,000

5,857,000

598,000

1,634,196

1,491,526

△ 142,670
△ 13,581

農林水産業復興事業費

林業振興対策に必要な経費

1,033,547

904,458

△ 129,089

687,403

563,321

△ 124,082

544,003

487,103

△ 56,900

143,400

76,218

△ 67,182

24,449,303

13,847,563

△ 10,601,740

林産物供給等振興対策に必
要な経費
林産物供給等振興対策に必
要な経費

〈12,797,782〉 の内数
（１）水産資源の回復

2,712,277
〈3,584,782〉 の内数
農林水産業復興政策費
農林水産業復興政策費
農林水産業復興事業費

水産資源回復対策に必要な
経費
農林水産業再生支援対策に
必要な経費
水産業強化対策に必要な経
費

（２）漁業経営の安定

2,712,277

漁業経営安定対策に必要な
経費

1,834,184
〈5,914,185〉 の内数
1,834,184
〈4,710,453〉 の内数

〈3,584,782〉 の内数

〈1,203,732〉 の内数

〈3,584,782〉 の内数
農林水産業復興政策費

〈14,882,185〉 の内数

〈0〉 の内数

5,813,282

復興庁

〈8,968,000〉 の内数

587,068

水産物の安定供給と水産業の健全な発
展

＜
＜

〈△245,000〉 の内数

600,649

農林水産業復興政策費

復興庁

〈8,968,000〉 の内数

△ 1,513,836

林業振興対策に必要な経費

農林水産業復興事業費
5

21,407,093

〈△245,000〉 の内数

農林水産業復興政策費

（３）林産物の供給及び利用の確保
復興庁

〈8,968,000〉 の内数

5,813,282

5,000,067
〈1,203,732〉 の内数
5,000,067

＞

〈2,084,403〉 の内数
△ 878,093
〈2,329,403〉 の内数
△ 878,093

＞
〈△2,381,050〉 の内数 ＞
〈4,710,453〉 の内数

△ 813,215
〈△2,381,050〉 の内数
△ 813,215

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
政策評価体系

（単位：千円）

勘定・組織

項

＜

農林水産業復興事業費

事項
水産業強化対策に必要な経
費

（３）漁村の健全な発展

28年度予算額

29年度予算額

〈3,584,782〉 の内数

〈1,203,732〉 の内数

15,923,744
〈12,797,782〉 の内数
復興庁

農林水産業復興政策費

＜
＜
＜

農林水産業復興事業費
東日本大震災復興事業費

水産物加工・流通等対策に必
要な経費
農林水産業再生支援対策に
必要な経費
水産業強化対策に必要な経
費
農山漁村地域整備事業に必
要な経費
水産基盤整備に必要な経費

計

1,801,744

7,013,312
〈14,882,185〉 の内数
1,477,312

〈0〉 の内数

〈4,710,453〉 の内数

〈3,584,782〉 の内数

〈1,203,732〉 の内数

〈9,213,000〉 の内数

〈8,968,000〉 の内数

比較増△減額
〈△2,381,050〉 の内数

＞

△ 8,910,432
〈2,084,403〉 の内数
△ 324,432

＞
〈△2,381,050〉 の内数 ＞
〈△245,000〉 の内数 ＞
〈4,710,453〉 の内数

14,122,000

5,536,000

△ 8,586,000

83,773,544

70,962,533

△ 12,811,011

（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．復興庁所管分のうち農林水産省関係のみ掲記している。
４．28年度予算額は、29年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
５．28年度予算額は、当初予算額である。

