
根拠法令 －
関係する計画、

通知等
－

事業番号 0001

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農産物等消費拡大推進事業 担当部局庁 大臣官房 作成責任者

会計区分 一般会計 施策名 ②国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室 食料安全保障課

食料安全保障課長
水田 正和

事業の目的
被災地及び周辺地域で生産された農産物等が風評に惑わされることなく選択されるよう、政府の安全性を確保する取組を広く国民にPRすること
により、消費者の国産農林水産物等に対する信頼を確保し、消費拡大を図る。

事業概要
被災地の復興を応援する取組である「食べて応援しよう！」と併せて、消費者の国産農林水産物等に対する信頼を確保するための政府の取組を
新聞、雑誌等を通じてPRし、被災地及び周辺地域で生産された農産物等の消費の拡大を推進するとともに、このような政府の取組に賛同する企
業等のネットワークを活用し、民間事業者の被災地応援フェア等の取組の拡大を図り、官民の連携による取組を促進する。

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計
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活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （24年度）

目標値

 活動指標
（アウトプット）

※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

68 68
テレビCM視聴可能人数、
新聞・雑誌延べ購読可能人
数

万人 20,154

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

福島県をはじめとする被災地等から、国が主導して被災地産農林水産
物等の安全性を国民へ周知し、風評被害防止を図るよう要望されてお
り、日々生産される農林水産物等への信頼を回復し、流通・消費を正
常化することは、被災地等の農林漁業者の生活基盤を確保するために
不可欠なものである。

単位当たり
コスト

1.04（円／人) 算出根拠
３次補正予算(210,000千円)／テレビCM視聴可能人数、新聞・雑
誌延べ購読可能人数(20,154万人)

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

東日本大震災からの復興の基本方針における「（P.18 （３）③ⅶ）国民
全体の分かち合いにより復興を進める観点から、被災地産農林水産物
の消費拡大に取り組む。」との記載に対応するもの。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

政府の取組や安全性確保に関する情報を消費者に伝え、被災地産農
林水産物等の消費拡大、信認回復等を図るためには、新聞、雑誌等を
組み合わせた広報を行うことが効果的である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

23年度上期において、被災地と地理的、経済的に結びつきの強い首都
圏を中心に「食べて応援しよう！」に関する活動を実施しているところで
あり、その実績をもとに試算した３次補正予算の経済効果は６８億円と
見込まれる。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
国は、政府の取組や安全性確保に関する情報を発信する役割を担い、
民間は、こうした国の取組を踏まえ、被災地産農林水産物等の販売促
進を図るという役割分担となる。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

原発事故の影響が長期化する中で、被災地産農林水産物等に対する
国民の信頼回復を図ることは急務になっていることから、平成２４年１
月中旬～３月中旬に集中的に事業を執行することにより、計画的かつ
効率的な事業実施を行うものである。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

一般競争入札（総合評価方式）により事業実施者を選定するとともに、
事業実施者との調整会議を隔週で開催することにより、進捗状況を厳
正にチェックする。

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

「食べて応援しよう！」に
賛同する企業等による経
済効果（生鮮品中心）

億円



事業番号 0002

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農林水産研修所施設の解体撤去等工事 担当部局庁 大臣官房 作成責任者

農林水産研修所
総務課長
陣野原 隆

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
－

会計区分 一般会計 施策名 －

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成24年度 担当課室

事業の目的 東日本大震災の被害を受けた農林水産研修所つくば館水戸ほ場旧本館の解体撤去等により、研修運営の安全確保を図る。

事業概要

東日本大震災により被害を受けた農林水産研修所つくば館水戸ほ場の
①旧本館解体撤去等工事
②給水システム代替工事
の実施。

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 -                  -                  -                 29                 29

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。 －

棟 1

単位当たり
コスト

　　　21,021,000　（円／棟） 算出根拠
３次補正予算のうち旧本館（被害を受けた施設）解体撤去費
用：21,021千円

当該事業の成果は、被害
を受けた施設の早急な解
体撤去等による研修運営
の安全確保であり、定量
的な指標の設定は困難

－ － －
東日本大震災の被害を受け
た施設の解体撤去

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

東日本大震災からの復興の基本方針における、「復旧の第一歩として、
被災した農地のがれき除去や除塩等を行う。(P17の③の(ⅱ)」との記載
に対応するもの。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

－

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

被害を受けた施設は、規模の大きい余震があった場合には施設倒壊の
危険性があるなど早急な対応の必要が生じている。なお、給水システム
代替工事については、高置水槽方式ではなく加圧ポンプ方式に変更する
ことにより、運用経費の効率化を図ることとしている。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
国の研修施設であり、安全な研修環境の確保を図るため、国が主体と
なって早急に対応する必要がある。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
計画的かつ早急に被害を受けた施設の解体撤去等を行う国の直轄工事
である（２４年度にも被害を受けた他の施設（寄宿舎）の解体撤去工事を
実施する）。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

契約事務に１．５月、本体工事に３月の計４．５月程度で完了予定であ
り、迅速かつ適切に執行する。



－

農畜産物及び農地土壌等
中の放射性物質濃度の測
定結果を踏まえた都道府
県の的確な取組を支援す
る。本事業は災害関連事
業であることから定量的な
目標は定めていない。

－ －

算出根拠
（23年度１次補正　206,568,000円÷180日÷40検体）

363,798,000円÷（20,699件－7,200件）

福島第一原子力発電所事故
により放射性物質の降下が
見られた地域等における農畜
産物及び農地土壌等におけ
る放射性物質の濃度を測定・
把握する。

件

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

23年度活動見込成果指標 単位
（　　年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

事業番号

計

①食の安全と消費者の信頼の確保

0003

農畜産物・農地土壌等の放射性物質実態調査事業 担当部局庁 消費・安全局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
本年3月の福島第一原子力発電所事故を受け、①放射性物質が降下した地域等における農地土壌等の放射性物質による影響の実態調査、②食
品衛生法に基づく暫定規制値を超える農畜産物の流通防止のための農畜産物の放射性物質濃度の調査を実施する必要。

事業概要 都県の協力により採取した農畜産物及び農地土壌等のサンプル試料について、本省において分析機関に分析を依頼。（事務費）

                 -

１号補正の土壌等の放射性物質緊急実態調査事業については、既に民
間の分析機関と単価契約を締結して実施していることから、迅速な着手・
執行は可能。

「東日本大震災からの復興の基本方針」２９頁に「②安全対策・健康管理
対策等」で「（ⅰ）食品中の放射性物質に係る安全対策について、中長期
的な観点を踏まえ、規制値の再検討を行うとともに、各自治体が行う検
査の支援、長期的なフォローアップなどのための体制整備を行う。」及び
「（ⅳ）農畜産物の安全を確保するため、肥料・飼料等の適切な管理の徹
底、畜産農家・耕種農家に対する情報提供や技術指導などその対策に
万全を期す。」とあり､整合性は取れている。

福島県知事、宮城県知事をはじめ各県から､現在、県が実施している県
内産農林水産物の放射性物質検査に係る経費（測定機の購入、委託で
の測定経費等）について対応した分も含め、その経費のすべてを国が負
担する旨の内容の要望、意見書が提出されている。また、８月３及び４日
に衆・参両院の農林水産委員会において、①消費者の信頼回復に向け
た安全管理対策の確立のために、検査機器や検査要員の確保、検査費
用等について国による財政支援の実施、②今後生産される稲わら等の
自給粗飼料について放射性物質の検査の実施、③農地土壌の汚染拡
大を防止し、食品衛生上問題のない農産物の生産を確保するため早急
に堆肥等の放射性セシウムの基準を設定し、基準を超えるものの取扱い
について､政府全体としての方針を明確にする等の内容の「原発事故に
よる牛肉からの放射性セシウムの検出に関する決議」が行われた。

当該事業は科学的知見を蓄積し、その結果を今後の農畜産業における
的確な取組を進めていくことを目的としているものである。

１号補正の土壌等の放射性物質緊急実態調査事業では、既に民間の分
析機関と単価契約を締結していることから経費の効率性についての検証
は行われた。

都県等の協力を得て測定対象試料のサンプリングを行い、当該サンプル
試料を国において民間の分析機関に測定を依頼。

各都県が策定する検査（調査）計画に基づき実施。

農産安全管理課
農産安全管理課長

朝倉 健司

第３次補正

               364

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（20,699）
13,499

（23年度１次補正　28,690(円/件))
26,950（円／件）

・東日本大震災復興構想会議提言(H23.6.25)
・東日本大震災からの復興の基本方針（H23.7.29)
・我が国の食と農林漁業の再生のための中間提言(H23.8.2)

               207                  -                570



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

被災した植物防疫所及び動物検疫所の検査機器等を早急に復旧させることにより、円滑かつ迅速に
動植物検疫が実施できる体制を整備することに効果的である。また、動物検疫所の防疫資材の迅速
な提供や災害発生時の動物検疫に支障を来さない体制に整備を行うことにより、適切な防疫対策を
講ずることが可能となり、家畜伝染病のまん延防止を図ることに効果的である。
なお、本事業は国の行政機関の検査機器や施設整備を行うものであることから、直接実施の手法が
妥当である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

我が国未発生の病害虫が侵入・まん延した場合や輸入された動物等を起因とした家畜伝染病が発生
した場合、農作物や家畜等に甚大な被害を与えるとともに、これら病害虫や家畜伝染病のまん延防
止や防疫対策には多額の費用と時間を要することから、海空港における水際での検疫が重要であ
る。
このため、動植物検疫業務に必要な検査機器の復旧等を行うことは、結果として国の支出を抑えるこ
ととなる。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。 国の業務の復旧等に必要な事業であり、自治体、事業実施者、民間等の役割分担はない。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

植物防疫所及び動物検疫所の事業は、他のCIQ官署と検査･検疫体制について連携しており、国の
行政機関として、海空港における水際での検疫体制の整備は必須事項である。このことから、被災し
た他のCIQ官署と連携を図りつつ、全面復旧に向け計画的に事業を行う。
また、備蓄している動物検疫所の防疫資材についても、都道府県等と一体的に行う家畜防疫対策に
活用することとしている。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

被災した庁舎について、仮庁舎への移転が終了しており、補正予算成立後の迅速な着手･執行が可
能である。また、執行手続においては、入札等により民間企業と物品購入等の契約を行うものであ
り、透明性は確保されている。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

東日本大震災からの復興の基本方針
５　復興施策　（３）地域経済活動の再生　⑨交通・物流、情報通信
　（ⅰ）被災地の復興支援のため、まず、道路、港湾、臨海鉄道等の物流インフラの早期復旧を図る。
（４）大震災の教訓を踏まえた国づくり
　②再生可能エネルギーの導入促進及び省エネルギー対策等の推進
　（ⅰ）自家発電設備・高効率ガス空調設備等の導入を促進する。
  ⑤今後の災害への備え
  （ⅲ）東海・東南海・南海地震による被害像の明確化及び被害軽減のための対策を検討する。広域
応援体制や膨大な数の避難者対策、帰宅困難者対策など首都直下型地震等の対策を検証するとと
もに、庁舎等が被災した場合の公的機関の業務継続体制の強化を図る。
   本事業は、上記基本方針に基づき、東日本大震災により被災した植物防疫所及び動物検疫所の
機能を早急に復旧させ、円滑に業務を実施できる体制を整備するとともに、動物検疫所横浜本所庁
舎の耐震補強工事を実施するほか、停電発生時に、動物検疫所に備蓄している防疫資材の劣化等
が生じないようにするため、自家発電装置を整備するものである。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

飼料や畜産物等の輸入や動物の持込み等について、輸入業者等から被災地港での検査の実施可
否について問い合わせがきており、動植物検疫業務の円滑な実施に向けた体制整備が早急に必要
である。また、仙台空港における国際旅客ターミナル等の全面復旧に向けた整備が進められており、
CIQ（税関、出入国管理及び検疫）官署である植物防疫所及び動物検疫所についても早急に体制を
整備する必要がある。

箇所

（7箇所）
①5箇所

②6箇所
③1箇所

単位当たり
コスト

（23年度1次補正　16,913,000円/箇所）
① 7,036,800円/箇所
②12,527,000円/箇所
③15,878,000円/箇所

算出根拠

（23年度１次補正　検査機器等の復旧・・・33,826千円/2箇所）
①検査機器等の復旧・・・35,184千円/5箇所
 (植物防疫所 仙台空港10,052千円、宮古5,255千円、石巻5,342千円、小名浜243千円)

 (動物検疫所 仙台空港14,292千円)

②自家発電装置の整備・・・75,162千円/6箇所
 (横浜(4箇所)45,124千円、神戸15,004千円、門司15,034千円)
③耐震補強工事・・・15,878千円/1箇所
 (横浜15,878千円)

東日本大震災により多大な被害
が生じた植物防疫所及び動物検
疫所における輸出入検疫等の的
確な実施。本事業は、災害関連
事業であることから定量的な目
標は定めていない。

－ － －

①植物防疫所及び動物検疫所
の検査機器等の復旧
②自家発電装置の整備
③耐震補強工事

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

                 -                 34                  -                126                160

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的
　東日本大震災により多大な被害が生じた植物防疫所及び動物検疫所において、被災した検査機器等を緊急に復旧し、円滑に動植物検疫業務を
行う。
　また、動物検疫所に自家発電装置の設置及び耐震補強工事を行うことにより、災害時の業務継続体制の強化を図る。

事業概要

１　東日本大震災により、植物防疫所及び動物検疫所が被災し、業務に支障を生じる状況となっているため、被災した検査機器等の復旧を図る。
２　停電が発生した場合に、動物検疫所で備蓄している防疫資材（口蹄疫ワクチン等）の劣化等が生じないようにするため、自家発電装置を整備す
る。
３　動物検疫所横浜本所の庁舎は、築４４年が経過しており、関東大震災以上の地震があった場合には、建物が倒壊してしまうおそれがあることか
ら、耐震補強工事を実施する。

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

植物防疫課
植物防疫課長
福盛田 共義

根拠法令
・植物防疫法
・家畜伝染病予防法

関係する計画、
通知等

・東日本大震災復興構想会議提言(H23.6.25)
・東日本大震災からの復興の基本方針（H23.7.29)

会計区分 一般会計 施策名 ①食の安全と消費者の信頼の確保

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

事業番号 0004

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農林水産本省検査指導所に必要な経費 担当部局庁 消費・安全局 作成責任者



事業番号 0005

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 ６次産業化先導モデル育成事業 担当部局庁 食料産業局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

１　　　　　産業連携課

２及び３　　　新事業創出課

１
　産業連携課長
　新井 ゆたか
２及び３
　新事業創出課長
　遠藤 順也

会計区分 一般会計 施策名 ⑨農業・農村における６次産業化の推進

根拠法令

・地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び
地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成22年法律第
67号）
・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関
する法律（平成20年法律第38号）

関係する計
画、通知等

・農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農
林水産物の利用の促進に関する基本方針（平成23年3月14日農林水産
省告示第607号）
・農商工等連携事業の促進に関する基本方針（平成20年8月20日総務
省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示
第1号）

事業の目的
　被災地の農林漁業者等と食品産業事業者等との協力や、被災地の農林漁業への新技術導入等により６次産業化を推進し、東北地方を新たな
食料供給基地として再生を図ることを目的とする。

事業概要

１　施設整備等
　被災地・被災地以外の地域における農林漁業者、食品産業事業者等が連携して、
　①　被災地において農林漁業者等を雇用する取組
　②　被災地において６次産業化を推進する取組
を行う場合における、農林水産物生産施設、農林水産物加工施設、食品加工・販売施設等を整備。【補助率：１／２】

２　６次産業化推進計画の策定
　農林漁業者、食品産業事業者、観光業者等が連携し、被災地の農林水産物を加工することにより付加価値を高める取組やそれらの加工施設
等を訪ねる観光の促進等の取組を進める６次産業化推進計画を被災地の協議会が策定する取組を支援。【補助率：１／２】

３　被災地の農林漁業への新技術導入等の実証
　被災地の農林漁業において、新技術導入による生産方式改良等を図るための技術実証を実施。【補助率：定額】

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                -                 -                 -             1,387             1,387

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度

1（28年度）
2,3（24年
度）

１　農林漁業者等の雇用者
　　数
２　６次産業化推進計画に
　　よる経済効果
３　技術実証後の取組に
　　参加する農林漁業者

人

億円

戸

0

0

0

843

1.04

189

１　事業の箇所数

２　６次産業化推進計画を
　　策定する協議会数
　
３　技術実証の実施地区数

件

件

地区

25

3

 9

単位当たり
コスト

１　施設費1,375,000千円／843人
　　＝1,63１（千円／人）

２　計画策定費3,000千円／14,400人・年
　　＝208.3（円／人）

３　新技術導入費9,000千円/189戸
　　＝48（千円/戸）

算出根拠

１　　別紙1のとおり

２　　3協議会が策定する計画において観光プランを利用する人数
      （単位：人）
  　 40人/日・プラン×3プラン×12か月×30日×1/3＝14,400人
   注１　40人の根拠：大型バス（定員50名）の8割が埋まる人数
   注２　1/3：催行割合

３　  技術実証事業実施後の取組に参加する農林漁業者数（単位：戸）
　　　(225戸［25戸×9地区］＋153戸［17戸×9地区］)/2 ＝189戸
 　注１ 1地区あたりの参加農家数：
　　　　　251戸(例：亘理地区いちご農家数)×10％＝25戸
 　注2  1地区あたりの参加漁業者数：
　　　　　被災3件の漁業者数10,665戸／被災3県の漁港数263漁港
　　　　　×42％

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

　「復興への提言」には、農林業における３つの戦略の一つとして「６次産業化による雇用の確保と所得の向上を
図る戦略」、「先端技術の導入」、「地域観光資源の活用と新たな観光スタイルの創出」が示されている。また「東
日本大震災からの復興の基本方針」には、農業の高付加価値化戦略として「６次産業化の推進」や「自然の景
観、豊かな分野・「食」、国立公園や世界遺産などの地域の豊かな観光資源を活用した東北ならではの観光スタ
イルを構築」が示されており、これら施策の考え方と整合性がとれている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

　岩手県等の被災地から「農山漁村の６次産業化の推進に当たり、農業者の雇用の場の確保や所得の増大を図
ることができるよう、財政的支援を強化すること」や「東北地方全体の観光についての支援が必要とする東日本復
興構想会議における赤坂委員（福島県立博物館館長）の発言」等の要望がある。このように被災地で経営ができ
なくなった農林漁業者等の雇用の機会を創出するとともに、被災地の復旧に追われ経営が厳しくなった農林漁業
者等を支援する必要があることから、他の事業者による雇用の促進や連携を進めるための支援を優先的に実施
する必要がある。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

　被災地の農林漁業者等は資本力に乏しく、経営手段（土地、施設等）が傷ついていることから、独力で経営を軌
道に乗せるには限界がある。このため、本事業の実施により、他の事業者による雇用の創出や連携を促進する
支援を行うことは、早期の経営再開を図る上で効果的な手段と言える。本事業により、５年間で843人の雇用を創
出し、新技術の導入による農林漁業者の参加を見込み、その他、観光客を呼び込むことによる１年当たり１億円
の農林水産業・食品産業への経済波及させることを目標としている。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

　本事業の実施で13.8億円の施設整備支援を行うことにより、5年間で23,5951)百万円の売上げ増が見込まれる。

またその結果として、8432)人の農林漁業者等を新たに生み出すことができると見込んでいる。
1)有形固定資産回転率、稼働率をもとに増収効果を算出
2)人件費比率、従業員１人当たりの人件費をもとに算出
　観光客を呼び込む計画を支援することの費用対効果としては、国費３百万円（事業総額６百万円）の投入に対し
て、H24年度中には1.04億円の経済効果が発生すると見込んでいる。
　新技術の導入により国費9百万の投入に対して、H24年度中には189戸の農林漁業者の取組参加を見込んでい
る。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
被災地又は被災地以外の民間事業者は、被災地の農林漁業者等を受け入れ又は連携した取組を行い、国はこ
れらの事業者を募集し、審査・選定、補助金の交付等の役割を担う。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
本事業の実施は、被災地の農林漁業者等の本格的な経営再開を目的としている。この目的達成に向け、事業実
施者からは、毎年、事業評価書の提出を求め、成果目標が達成できていない場合は、改善計画を作成させるな
ど、国は計画的に実施するための指導・監督を行う。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

事業執行の透明性、適切な進行管理が行われるよう事業提案の公募を行い、その内容について有識者から構成
される選定審査会で審査を行って事業者を厳選する。



別紙１

設備投資効果試算

【前提条件】
１年間の設備投資額：2,750百万円(施設整備に係る総事業費）
設備投資稼働：1年目50％、2年目70％、3年目以降90％
当該投資による資産の減価償却費分の再投資は含めない
投資効果（有形固定資産回転率と仮定）は変化しない

【想定対象】 業種：食品製造業者
規模：資本金50百万円から100百万円未満
有形固定資産回転率：2.2回（＝売上高／有形固定資産）
（財務省「企業法人統計（平成21年度）」より算出）
食料品製造業者の人件費比率：9.4%
（出所：「中小企業実態基本調査に基づく経営・原価指標（平成21年発行）」）
同上資本規模の従業員１人当たりの人件費：2.63百万円
（財務省「企業法人統計（平成21年度）」より算出）

（百万円）
年次 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 累計

設備投資 2,750 0 0 0 0 2,750
回転率 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
稼働率 0% 50% 70% 90% 90% 90%

【増収効果】
年次 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 累計

0 3,025 4,235 5,445 5,445 5,445 23,595

人件費比率 9.4%
人件費拠出可能額 2,218
1人当たり人件費 2.63

雇用可能推定人数 843



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

　再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度の導入により、その導入促進
に向けた条件が一定程度改善される見込み。このため、本事業においては、従
来型の施設補助ではなく、被災地を対象に、①一層の条件整備を図るための導
入可能性調査　②対象を先導的な事例に絞った施設の調査設計や設備への支
援としたところであり、より少ない投資で全国への波及効果を上げることが可能。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
　再生可能エネルギー導入に係る調査設計により、農山漁村の未開発の資源
の有効活用につながるとともに、調査の実施により事業の確実性が向上し、非
効率・不要な施設整備の防止につながることとなる。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

　東北地域における再生可能エネルギー導入に係る調査設計・施設整備につい
ては、先駆的に導入することにより復興に資することに加え、再生可能エネル
ギー導入拡大に向けたモデル的取組を速やかに構築する観点から、民間団体
が施設を導入する際に国が一定の支援を実施する。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

　農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー導入に向け、調査設計を実施
し、これを踏まえた施設整備を行うこととしており、計画的に実施される事業であ
る。
　また、既存の農業用水路の活用等による事業実施を想定しており、本事業の
実施に遅延が生じるなどのケースは想定されない。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

　国による直接採択により迅速に事業の執行に着手するとともに、事業者の選
定は入札によるものとし、また、農林水産省が事業者に執行状況の報告を求
め、必要な助言・指摘をおこなう。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

　「復興への提言」において、「被災地におけるインフラの再構築にあたっては、
先端的な自立・分散型エネルギーシステムを地域特性に応じて導入していくこと
が必要である」とされている。
また、「東日本大震災からの復興の基本方針」において、大震災の教訓を踏まえ
た国づくりの一部として「地域の特性を踏まえた、太陽光発電、風力発電、地熱
発電、バイオマス発電、中小水力発電等の導入を促進する」とされている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

　東日本大震災を契機として再生可能エネルギーの導入拡大を求める機運が高
まっており、福島県や岩手県等から再生可能エネルギーの導入促進に関する要
望があげられているところ。
　また、「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理」（エネル
ギー・環境会議）においても、再生可能エネルギーの導入促進は短期的に取り
組む課題とされるなど、本事業の優先度は高い。

ｋWh
－

（114,000）

単位当たり
コスト

30,000千円（円／モデル地区） 算出根拠
再生可能エネルギー導入に係る調査設計及び施設整備
要求額30,000,000円／１地区

再生可能エネルギー（マイクロ水力）
発電事業者の総利益 千円 － 1,140

再生可能エネルギー（マイクロ水力）
発電施設の総年間発電量

※　（　）内は25年度の総年間発電
量を記載（電気事業法、河川法等の
各種行政手続及び工事期間等に時
間を要するため、25年度より本格稼
働）

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （25年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

計

                 -                  -                  -                 61                 61

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的

　東日本大震災や原子力発電施設の事故により、今後のエネルギー施策における再生可能エネルギー利活用の重要性が再認識され、「東日本大
震災からの復興の基本方針」５復興施策（４）大震災の教訓を踏まえた国づくりの一部として、地域の特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入を
促進するとされたところ。東北地方の農山漁村には、小水力・太陽光等といった電力として活用できる資源が豊富に存在しており、これらを活用した
再生可能エネルギーの導入可能性を明らかにするとともに、電力供給施設を緊急に整備し、被災地の迅速な復興に貢献するとともに、農山漁村に
おける再生可能エネルギー供給のモデル的な取組を構築し、取組の拡大を図っていく。

事業概要

（１）被災地域における再生可能エネルギー導入可能性調査
　被災地域（岩手県、宮城県、福島県（隣接県の県境付近含む。））の農林地、海域や太陽光、風、水、バイオマス等の資源の活用による再生可能エ
ネルギー導入可能性を明らかにするとともに、他地域でも活用可能な効率的な調査手法を確立
（２）再生可能エネルギー導入調査設計及び施設整備
　被災地域の農山漁村地域の自然条件等に応じたマイクロ水力発電施設の導入に係る調査設計及び施設整備を支援

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

再生可能エネルギーグループ
再生可能エネルギーグループ長

信夫 隆生

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
・エネルギー基本計画（平成22年６月18日閣議決定）
・京都議定書目標達成計画（平成17年４月28日閣議決定）

会計区分 一般会計 施策名 ⑨農業・農村における６次産業化の推進

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

事業番号 0006

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名
農山漁村再生可能エネルギー導入事業

うち再生可能エネルギー導入可能性調査等
担当部局庁 食料産業局 作成責任者



産業連携課海外展開・輸出促進室
輸出促進グループ長

小島 吉量

第３次補正

               100

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　22　）
6

16,666,667（円／都市）

－

               156                500                756

日本産食品の安全性のアピールについては、公募により実施することと
しており、透明性の確保が可能。

「復興への提言」において、
・日本産品の安全性について、海外に対する的確かつ迅速な情報発信
を、これまで以上に積極的かつきめ細やかに行うことが必要
・日本ブランドの信頼性を回復すると同時に、日本産品の市場を、アジ
アをはじめ世界に広く求めていくことが必要
等と記載されており、整合性はとれている。

諸外国における輸入規制に対処するため、日本産食品等の安全性に
ついてアピール等を行うことは、特に被災地を含め、全国の輸出事業者
等のニーズがあり、優先度が高いものと考えている。

本事業は、放射能汚染に敏感な海外の消費者に対して安全性を直接ア
ピールするものであり、輸出回復に大きな効果が期待できる。

日本産品の安全性の情報発信を行わない場合、日本産品のシェアが
他国に奪われ、さらに落ち込みが激しくなる恐れがあり、国として海外の
消費者により信頼度の高い情報発信を行うことにより、効率的に消費者
の信頼回復が可能。

総合的な信頼回復のための情報発信については、海外における信頼
度の高い国が責任をもって実施する。

情報発信は原発事故の影響により落ち込んだ輸出の回復、拡大に必
要であり、これまでの輸出促進を図るための事業と整合的である。輸出
１兆円目標を実現するために計画的に実施されるものである。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度

平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的 諸外国の消費者に対する安全性のアピール等を行うことにより、日本産農産物等の輸出の回復、拡大を図る。

事業概要
諸外国の大規模量販店等多数の購買層が訪れる場所において、日本産品の信頼回復のためのイベント等の実施を通じて日本産品の安全性を
情報発信【委託費】

                 -

事業番号

計

⑨農業・農村における６次産業化の推進

0007

農産物等輸出回復事業 担当部局庁 食料産業局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □ｊ直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他（基金）

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（29年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

億円農林水産物・食品の輸出額 ― 10,000

算出根拠 要求額（100,000,000円）÷情報発信を行う都市数

情報発信を行う都市数 都市

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

活動指標
（アウトプット）

※上段（　）書きは予算措置の
累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

項　　　目

①４
②10

①協議会の設置支援　　　3,050,000(円／回)
②物流拠点整備　　　　100,000,000(円／地区)又は
                      244,200,000(円／地区）

成果指標 単位
23年度 （　　年度）

物流拠点稼働率の向上 －

東日本大震災の被災地における食料の物流拠点の整備に対する支援を行い、東北地域全体での食料供給機能の強化を図ります。

％ 10

活動指標 単位
目標値

事業概要

①東北地域物流拠点の整備に係る協議会設置への支援
　　東北地域全体として円滑な食料供給を可能とする物流拠点を構築するため、被災地及び被災地以外の地域における関係者（地方自治体・行政(道路、港湾含む)、
　食品関連業者、物流業者等）からなる協議会設置を支援。なお、協議会設置及び開催場所は被災地（岩手県、宮城県、福島県）とする。
②物流拠点の機能強化の支援
　　加工食品卸業者等が共同・連携して、被災地（岩手県、宮城県、福島県）における物流拠点の増改築や、食品製造業者等の共同・連携による新たな物流拠点整備を
　支援。

                 -                  -

第３次補正

                     1,733                    -                  1,733

当初 第１次補正 第２次補正

・東北地方における生産拠点が国内他地域や海外にシフトし最大で約3/4に減少し、また、東
北地方からの原材料等の調達が最大で半減する可能性があるとの調査結果（民間シンクタ
ンク）もある。被災地における食料の物流拠点の整備は、このような空洞化を防止することに
つながり、費用対効果は高い。
・単なる物流拠点の増設は、新たな拠点間の横持ちコストが発生し、在庫量も通常で1.5倍程
度に膨らむ。このため、本事業では複数の事業者が共同で利用する物流拠点を整備し、稼
働率の10％以上の向上を目標としている。
・さらに、共同物流など普段から複数社をまたがった物流ネットワークを持っておくことで、災
害時の車両・ドライバーの融通が容易になり、また、平時では実施の難しい異業種混合の共
同配送やミルクランなどの共同集荷を進めていくという選択肢も考えられることから、効率性
は高い。

　①については、国の出先機関、地方自治体、民間企業等からなる協議会を設置し、国から
支援を受けた民間団体が運営する。また、②については、国から支援を受けた民間団体が
事業を実施する。
・災害にも対応した強靭な食料物流拠点の構築には、業種・業態・県域を越えた連携が不可
欠なため、個々の自治体ではなく、国が協議の場に参加する等、事業を主導することが必要
であり、役割分担は明確である。

・他に競合する事業はない。
・実施状況、使途その他必要な事項について随時報告を求め、又は実地調査を行い計画的
に実施する。

23年度活動見込

担当部局庁 食料産業局 作成責任者

担当課室

関係する計画、通
知等

□直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

－

平成23年度

一般会計 施策名

食品小売サービス課
食品小売サービス課長

池渕 雅和

事業番号

計

⑨農業・農村における６次産業化の推進

0008

・物流拠点の整備にあたっては、仕分けや流通加工のスペース、大型コンテナやウイング車
の乗り入れなど、保管機能に加え、流通機能も重視した施設へ更新する視点も取り入れ、さ
らに、高度なサプライチェーン管理が可能となるよう、情報通信基盤を整えることを想定して
おり、より高い効果を上げる手法を選択している。
・また、物流拠点は、災害時においては物資等の集散場所としても活用されるため、今後の
地域の復興上重要な役割を果たす施設であり、地域の防災機能をも含めて機能を高度化し
た物流拠点を東北地域で整備した後も全国へ波及されることが期待できる。

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法

根拠法令

事業開始・
終了(予定）年度

－

食料の物流拠点機能強化等支援事業

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的

算出根拠
①協議会の設置支援　　　 12,200,000円
②物流拠点整備　　　　1,721,000,000円

①協議会の設置支援
②東北地方における円滑な食料供給を
可能とする物流拠点の構築

①回
②拠点

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

・補正予算成立後、速やかな執行が可能となるよう、要綱・要領等の制定等に向けた準備を
開始し、透明性が確保された執行管理が行えるよう準備を行う。また、実施状況、使途その
他必要な事項について随時報告を求め、又は実地調査を行うこととし、透明性の確保を図
る。

・本事業は、東北地域全体での食料供給機能の強化を図るものであり、「基本方針」で示され
た諸原則や施策の考え方と整合する。

■復興基本方針■
５　復興施策
（３）地域経済活動の再生
　⑨交通・物流、情報通信
（ホ）物流システムのありかたについて検討
（ヘ）類似災害に備えての倉庫、トラック、外航・内航海運等の事業者など民間のノウハウや
施設の活用などソフト面を重視した災害ロジスティクスの構築
（チ）供給網（サプライチェーン）全体の可視化による高度な物流システムの構築

・農林水産物の生産・加工施設等が壊滅的な被害を受けており、被災地が復興する過程に
おいて、効率的に集荷・販売を行うための物流拠点の整備等の必要性は高い。



億円
全壊市場における市場取
引の回復

年間
約25

－

算出根拠 県からの要望額による

対象箇所 箇所

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

23年度活動見込成果指標 単位
（　　年度）

活動指標 単位
目標値

24年度

事業番号

計

③食品産業の持続的な発展

0009

卸売市場施設災害復旧事業 担当部局庁 食料産業局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第　３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的

　今般の東日本大震災により、被災地域の卸売市場においても甚大な被害を受け、国民生活に欠くことのできない生鮮食料品等の流通状況は悪化
しており、被災地域に対する生鮮食料品等の安定的な供給体制の確保が必要となっている。
　このため、卸売市場施設災害復旧事業の実施により、被災した卸売市場の災害復旧事業を強力に支援し、生鮮食料品等の安定的な供給体制の
確保を図る。

事業概要

○　事業内容
　東日本大震災により甚大な被害を受けた地方卸売市場の復旧（補助率１／２）及び機能高度化への取り組み（補助率１／３）について支援
○　補助対象施設
　卸売場、冷蔵庫施設、電気・給排水設備等の施設
○　事業実施主体
　卸売市場の開設者（地方公共団体、民間団体等）

                 -

被災した自治体等から、国による復旧事業の実施について強い要望が
寄せられており、迅速な着手・執行が見込まれる。また、査定官（農林水
産省）、立会官（財務省）による災害査定を行うため、透明性が確保され
ており、事業計画書、査定設計書等の作成により適切な進行管理が可
能となっている。

卸売市場は、生鮮食料品等の安定的な供給を担うとともに、被災地の農
林水産業の復興に必要な社会的なインフラであり、「提言」及び「基本方
針」で示された諸原則や施策の考え方と整合性がとられている。
■復興の基本方針■
　５復興施策-（３）-⑨交通・物流、情報通信

被災した自治体等から、国による復旧事業の実施について強い要望が
寄せられているところであり、被災地の具体的なニーズがある。また、卸
売市場は生鮮食料品等の流通の基幹的インフラであることから、被災地
の復興に不可欠であり、優先度は高い。

事業を予定している被災地においては、流通の基幹的インフラである卸
売市場が未だに失われた状態であり、その機能を回復することにより、
生鮮食料品等の供給体制の確保を図ることが最も効果的である。また本
事業の代替となる類似の事業はない。

事業実施に当たり、通常の書類による審査に加え、査定官（農林水産
省）、立会官（財務省）による災害査定を行うことにより、費用対効果、効
率性について十分検証するとともに、事業実施後、市場取引が回復して
いるかどうかを農林水産省において確認する。

被災した自治体等から、国による復旧事業の実施について引き続き強い
要望が寄せられている。市場開設者が行う復旧事業について、第１次補
正による復旧事業実施に際し、県の卸売市場整備計画等との整合を図
りながら、国の補助により実施していくこととされたところであり、引き続き
同様の役割分担により実施する必要がある。

全壊した卸売市場を復旧するための事業で、類似の事業はない。また該
当地域ごとの流通事情に基づき、県が作成する卸売市場整備計画との
整合を図りながら実施することとしているため、他の事業と整合的で、計
画的に実施されるものとなっている。

食品製造卸売課
食品製造卸売課長

植村 悌明

第３次補正

               300

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　  　－　　　　）
１

300,247 （千円／１箇所）

・卸売市場整備基本方針（平成22年10月策定）
・都道府県卸売市場整備計画

             1,831                  -              2,131



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

我が国の種苗業者が、種苗を輸出している相手国の中には、輸出しよう
とする種苗について放射性物質汚染の有無についての政府による証明
を求める国がある。（独）種苗管理センターは我が国の公的機関として、
既に種苗の栽培履歴（3月11日以前の生産等）等に関する証明書を発行
しており、併せて種苗や種苗の生産ほ場の放射性物質汚染の有無につ
いての測定・証明を行うことが効果的である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

輸出種苗の放射性物資汚染測定・証明に必要な器具等が整備できない
場合の経済的な損失は１９億円程度と見込まれる。
整備を行うことにより海外への種苗の輸出が円滑に行えることから費用
対効果や効率性は高い。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

（独）種苗管理センターにおいて分析機器を整備し放射性物質汚染の有
無についての測定・証明を行い、事業者（種苗業者）へは相応の検査費
用の負担を求めることとしており、役割分担は明確となっていると考えて
いる。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
（独）種苗管理センターは、既に種苗の栽培履歴等に関する証明書を発
行しており、種苗や種苗の生産ほ場の放射性物質汚染の有無について
測定・証明を併せて行うことが合理的である。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

分析機器の納品待ちが多い状況であるが、複数の業者に納品時期や金
額の確認を行い、迅速な着手・執行が可能となるよう準備し、進行管理
が適切になるようスケジュールを立てている。
また、分析機器設置の際の契約に当たっては、事前に（独）種苗管理セ
ンターに設置されている契約監視に係る第三者委員会に諮ることとして
おり、透明性が確保されていると考えている。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

種苗及びその生産ほ場の放射性物質を測定し、輸出先国に科学的な
データを提供することにより、被災地域の種苗の信頼回復を図り、被災
地域の復興に向けた取組を強力に支援することとしており、「復興への提
言」第４章（３）①に整合している。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

福島原子力発電所の事故による放射性物質流出の影響により、種苗の
取引先や輸出先国から、放射性物質汚染の有無について証明を求めら
れる動きがある中で、種苗の輸出の停滞は、単に商品としての種苗の流
通ばかりでなく、海外で増殖して逆輸入する種子の流通にも支障を来す
こととなる。このことは、種苗業者ばかりでなく、来年度以降の国内の野
菜等の栽培にも支障を生じさせる要因となることから、ニーズがあり、優
先度が高い事業である。

点 200

単位当たり
コスト

19,580円／検体 算出根拠
測定機器減価償却額（7,098,650円）÷測定点数(400点)＋ 1
点当たり消耗品費等（1,830円）

種苗の輸出額の回復 億円 19 － 放射性物質の測定点数

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

                 -                  -                  -                 40                 40

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的

　福島原子力発電所の放射性物質流出事故の影響により、種苗の輸出に停滞がみられる。このことは商品としての種苗への影響のみならず、国内
業者が海外で採種を行うための原種（もと種）の移動にも支障を来すこととなる。国内で供給される野菜の種子の８～９割は、我が国の種苗業者が
野菜の種子を輸出し、海外で増殖して逆輸入する種子であり、仮に野菜の種子の円滑な輸出が阻害されれば、今後、国内の野菜の種子の供給に
重大な障害が発生するおそれもある。
当事業により、種苗産業及び野菜等生産への放射能流出事故の影響を回避し、被災地域の農林水産業の復興を支援するため、輸出先国等が求
める種苗及びその生産ほ場の放射線量等のデータを提供し、輸出市場における信頼回復を図ることとする。

事業概要
　（独）種苗管理センターに「輸出種苗の放射性物資汚染測定・証明」に必要な器具等を整備し、種苗及びその生産ほ場の放射性物質を測定し、輸
出先国に科学的なデータを提供することにより、被災地域の種苗の信頼回復を図り、被災地域の復興に向けた取組を強力に支援する。

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

新事業創出課
新事業創出課長

遠藤 順也

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
－

会計区分 一般会計 施策名 ⑨農業・農村における６次産業化の推進

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

事業番号 0010

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

事業名 種苗の放射性物質測定体制の強化 担当部局庁 食料産業局 作成責任者



農産部穀物課
水田農業対策室

水田農業対策室長
松尾 浩則

第３次補正

             2,060

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（15,000）

（23年度1次補正　46（千円／10a））

東日本大震災復興構想会議提言、東日本大震災からの復
興の基本方針、農業・農村の復興マスタープラン

             5,221                  -              7,281

　本事業は、平成23年4月1日以降に農業者が行った、農地の復旧作業
を事業の対象としており、迅速に復旧作業に着手できることとなってい
る。また、復興組合が策定した事業計画に基づき、復旧作業の進行管理
が行われることとなっている。

・「復興への提言」において、「営農を再開するまでの間、その担い手を支
援する観点から、復旧に係る共同作業を支援する必要がある。」と記載
（26頁）。
・「東日本大震災からの復興の基本方針」において、「農業者による経営
再開に向けた復旧に係る共同作業を支援する。」と記載（17頁）。

　自民党３次提言、宮城県、岩手県の要望書において、本事業の予算確
保、継続を要望。

　農地の災害復旧に向けては、災害復旧事業での重機による瓦礫の撤
去のみでは除ききれない、小石、ガラス片などがあり、農家自身による作
業が不可欠である。本事業は、この部分を手当てすることにより、早期の
経営再開に資するもの。さらに、農地所有面積ではなく実際の労働に応
じて交付することにより、農業所得の割合が大きな担い手に手厚く支援
することで、復旧後の営農経営体の再編を見据えた実効性の高い手段
となっている。

　本事業の支援金の単価を検討する際は、水田、園芸作物、果樹それぞ
れについて、ゴミや礫の除去、農地や用水路の簡易な補修、被害農地の
土壌改良などの、営農再開に必要な標準的な作業量から算定しており、
効率性は確保されている。

　災害復旧事業という性格を踏まえ、被災状況を的確に把握し、地域の
営農実態に精通している県や市町村が事業実施主体となり、復興組合
の設立等に対して指導的な立場から関与する仕組みとしている。

本事業は、災害復旧事業では取り除けない、礫の除去等を共同で行う農
業者に対して営農再開のための支援金を交付するものであり、他事業と
重複することはない。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成25年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　東日本大震災で被害を受けた地域において、地域の取組として、経営再開に向けた復旧作業を共同で行う農業者に対して、経営再
開のための支援金を交付し、地域農業の再生と早期の経営再開を目指す。

事業概要

　東日本大震災による津波等の影響により、23年度以降の農作物の生産を断念せざるを得なくなった農地等が多く発生。これらの被
災農地で経営を再開するためには、ゴミ・礫の除去、農地・水路の補修、土づくり等を行う必要があり、これら取組みを共同で行う農業
者に対し、経営再開のための支援金として交付。具体的には、①地域で復興組合を組織し、支援金の分配方法等を定めた計画（経営
再開支援活動計画）を作成。②国から、市町村等を通じて復旧作業を行う面積に応じた支援金を復興組合に交付。③復興組合におい
て、予め定めた分配方法に従い、復旧作業の対価として農業者へ分配。

                 -

事業番号

計

⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

0011

被災農家経営再開支援事業 担当部局庁 生産局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（25年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

ha
津波等の被害により生産を
断念した農地の早期再開

2,800 15,000

算出根拠 １次補正予算額4,141百万円／当初見込面積9,000ha＝46千円／10a

復旧作業に着手する被災面積 ha

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



活動指標 単位

本事業は、飼料穀物の国際相場の高騰等による配合飼料価格の
短期的かつ急激な変動が畜産経営に及ぼす影響を緩和するもの
であるため、定量的に示される成果指標を設定することは困難。

本事業は、飼料穀物の国際相場の高騰等による配合飼料価格の短期的かつ急激な変動が畜
産経営に及ぼす影響を緩和するものであるため、定量的に示される活動指標を設定することは
困難。（活動実績としては、配合飼料価格の高騰に対応した異常補てん金の交付及び民間の通
常補てん基金の借入金に対する利子相当額の助成を実施）

本事業は、（社）配合飼料供給安定機構が、国からの補助金と民間の積
立金を一体化して計画的に異常補てん基金を積み立て、通常補てんを
行う民間３基金の補てん金の交付ルートを活用して補てん金の交付を
行っており、公平かつ効率的な仕組みとなっている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

23年度活動見込成果指標 単位
（　　年度）

担当課室 畜産部畜産振興課飼料需給対策室
飼料需給対策室長

大島 英彦

第３次補正

             9,700

-

             9,700

事業開始・
終了(予定）年度 昭和49年度～平成27年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　畜産物生産費に占める飼料費の割合が高い中で、飼料穀物のほとんどを輸入に依存しており、配合飼料価格は穀物相場等の動向により大きく変
動するため、民間の自主的な積立による通常補てんでは対処し得ない配合飼料価格の大幅な値上がりに際し、本事業により生産者に異常補てん
金を交付し、価格上昇による経営への影響を緩和する。

事業概要

　補てん財源が年度内にも不足が見込まれる中、飼料穀物の国際価格の高騰と相まって、震災により配合飼料メーカーのコスト構造が悪化すること
で、我が国の畜産業の存立基盤である配合飼料の安定供給が阻害されないよう、23年度の補てんに係る不足見込み分を全額国費により積み増
し。通常補てんでは対処し得ない配合飼料価格の大幅な値上がりに際し、生産者に対して、通常補てん金とあわせて異常補てん金を交付する。 配
合飼料価格安定制度は、配合飼料価格の短期的かつ急激な変動が畜産経営に及ぼす影響を緩和する措置として、畜種、地域、規模を問わず生産
者の間に広く普及しており、配合飼料を利用する農家のほぼ全てが加入している。【定額】

                 -                  -                  -

事業番号

計

②国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化

0012

配合飼料価格安定対策事業 担当部局庁 生産局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 -

算出根拠 －

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

本事業は、既存の異常補てん基金への積み増しであることから、事業の
迅速な着手・執行が可能。執行に当たっては、事業実施要綱、業務方法
書に基づき、異常補てんの発動の際の単価を財務省「貿易統計」の公表
値により決定する等、透明性の確保や適切な進行管理を図っている。

「東日本大震災からの復興の基本方針」において、「配合飼料の安定供
給体制を整備する」こととされているが、畜産経営のセーフティネットとし
ての本事業の補てん基盤を強化することで、本年度のような価格高騰局
面に際しても、畜産農家や飼料メーカーの経営基盤の維持が可能とな
り、配合飼料の安定供給体制が確保される。

飼料穀物の国際相場が歴史的高水準にある中で、震災による飼料工場
の被災や、飼料の他地域から被災地への運送、被災者への飼料代金の
納付猶予等で飼料コストが増大基調にあり、畜産経営の存立基盤を維
持し、国民に対する畜産物の安定供給を確保するためにも、本事業の補
てん財源の充実は急務であり、被災地をはじめ全国の畜産農家からの
切実なニーズがある。

民間の自主的な積立による通常補てんを基本としつつ、異常な価格高騰
時のみ国が支援する仕組みとなっており、官民の適切な役割分担の下、
効率的・効果的な仕組みとなっている。
配合飼料に関し、他に類似事業はない。

本事業は、民間の自主的な積立による通常補てんでは対処し得ない配
合飼料価格の大幅な値上がりに際し、生産者に異常補てん金を交付す
るものであり、官民の適切な役割分担の下に政策目的の実現を図ってい
る。

畜産物の価格下落時に補てんを行う各畜種毎の経営安定対策と資材費
の高騰に対応するための配合飼料価格安定制度を総合的に講じること
により、畜産農家の経営安定を図っている（重複支給がないよう調整が
図られている）。
ひとたび価格の高騰が起きれば、多額の補てん財源が必要となることか
ら、国と民間で計画的に基金造成を行っている。

目標値

23年度

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

－



総務課
総務課長
塩川 白良

第３次補正

             1,422

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　－　　　　）
－

－

－

             7,565                  -              9,077

　事務取扱要綱（事務次官依命通知）により、被害報告から事業完了ま
で明確にされており、これにより事業の迅速な着手、執行、進行管理が
可能となっている。また、事業の実施に当たっては地方財務局立会いの
下事業費査定を実施し、復旧費用の適正化を図っている。なお、施設倒
壊の恐れがあるなど、緊急を要する場合は査定前着工により迅速な対
応にも配慮している。

　提言Ｐ.19の「1日も早い復旧を目指す（後略）」、基本方針のP.17「農地
や農業用施設等の着実な復旧」、基本方針のP.18「被災した製材・合板
製造工場等の再生」、基本方針のP.18「冷凍冷蔵施設等共同利用施設
の整備」に対応する事業。

　共同利用施設は農林水産業の事業活動の基本となる施設であるた
め、本施設を早期に復旧することにより、多くの被災農林水産業者の経
営の再開を支援し、農林水産業の活動を正常化することが必要であるこ
とから、優先度が高い事業である。

　本事業は、激甚災害に指定されたものについて、国庫補助率をかさ上
げすることで、地方及び事業者の負担を減らし、早期の復旧を可能として
いる。（本災害も激甚指定済み（平成23年3月12日閣議決定））

「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」
に基づき実施されている事業であり、昭和31年以来、長期にわたって被
災農林水産業者の経営の再開・安定、産業活動の復旧に役立ってきた
ことが実証されている。

　事業主体による復旧計画の作成、自治体によるチェック・監督、国によ
る事業費の査定等、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定
措置に関する法律」に基づき明確にされている。

　本事業は、農漁協等が所有する共同利用施設の原形復旧に限った事
業であり、生産者組織等の所有する施設を復旧する場合や、施設拡充・
統合を行う場合には、他の事業により対応することとしている。なお、本
事業の実施にあたっては、事務取扱要綱（事務次官依命通知）により被
害報告から事業完了まで計画的に行われている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 昭和31年度～

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、暴風、洪水、高潮、地震等の自然災害により被害を受けた農林水
産業共同利用施設の復旧を行うものであり、被害を受けた農林水産業の維持を図るとともに、その経営の安定に寄与することを目的としている。

事業概要

　異常な自然災害により被災した、農林水産業共同利用施設（農林水産業用の倉庫、加工施設、共同作業場、市場施設、種苗生産施設、養殖施
設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、公害防止施設）の復旧に要する経費の一部を国が負担する。
なお、当該災害が政令で激甚災害に指定され、激甚災害法６条の措置が適用される場合は補助率の引き上げが行われる。
（補助率：一般災害2/10、激甚災害3/10～9/10）

                90

事業番号

計

－

0013

農林水産業共同利用施設災害復旧事業 担当部局庁 経営局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
　農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の
　暫定措置に関する法律第３条

23年度活動見込成果指標 単位
（　　年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

－
被災施設の早期復旧（災害関係
予算につき目標値はない） － －

算出根拠 －

当該年度に被災した施設の復旧に
必要な事業費の支出（災害関係予
算につき目標値はない）

－

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



経営政策課
農地政策課

経営政策課長　山口 英彰
農地政策課長  渡邊 毅

第３次補正

             1,078

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　-　　）
50

21,566 （千円／市町村）

復興への提言、東日本大震災からの復興の基本方針

                 -                  -              1,078

事業実施に当たっては、事業の迅速な着手・執行を図ることとしている。
また、事業の進行管理に当たっては、農政局及び県において適切な進行
管理が行われているか確認する。

　「提言P.20の集落単位での徹底した議論を行い、地域資源を活かした
農業再生の戦略を考えていく必要（後略）」、「基本方針Ｐ.17の集落を基
礎とするコミュニティでの徹底した議論と集落内の役割分担の明確化や
土地利用の再編を通じて、将来の農業の担い手を創出（後略）」に対応
する事業である。

東日本大震災により、耕作者が亡くなっていたり、離農するなど、これま
での農業生産体制や、それを支えてきたコミュニティが崩壊しており、農
地が復旧してもこれを耕作する経営体がいないと食料供給基地として再
生することは不可能。このため、被災地域における「将来の農業の担い
手の創出」等を支援する本事業の優先度は高い。

集落での徹底した話合いにより、復興後の地域農業の将来像を決定し、
今後の地域の中心となる経営体を創出して、そこへ農地を集積し、また、
経営再開を円滑に進めるための中心となる経営体の経営能力の向上等
を一体として支援することで、被災地域において当該経営体が一斉に経
営を再開することを実現する効果的な事業である。

被災地域においては、地方負担が障害となり復旧が進まないことから、
本事業においては地方負担なく補助率を定額とすることにより早期の復
興を可能としている。

「東日本大震災からの復興の基本方針」では、「復興を担う行政主体は
市町村が基本。国は基本方針を示しつつ、市町村が能力を最大限発揮
できるよう、現場の意向を踏まえ、人材、ノウハウ、財政等の面から必要
な制度設計や適切な支援を実施」とされている。本事業においても、経営
再開マスタープランの作成を市町村等の地方自治体が主体となって取り
組むこととし、これに基づく事業については、国が支援することとしてお
り、役割分担は明確である。

本事業は、市町村において今後の地域農業のあり方や地域の中心とな
る経営体を位置付けたマスタープランを作成し、それに併せて、マスター
プランの実現に必要な中心となる経営体への農地集積、経営能力の向
上といった各種施策を総合的に実施するもの。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成25年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
集落で徹底した話合いを行い、復興後の地域の中心となる経営体と農地利用、農業生産等の方向を決定し、それを実現していくため
に、被災農家経営再開支援事業で設立された復興組合等をベースとして、地域の中心となる経営体への農地集積等に必要な取組を支援
することにより、被災地域において当該経営体の経営再開と地域農業の復興を実現。

事業概要

今後の地域農業のあり方や地域の中心となる経営体を示した経営再開マスタープランを作成し、このマスタープラン実現のため、
①離農者又は農地の相続人等が、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人に対して、農地の10年以上の貸付け等についての白
紙委任をした場合に、農地集積支援金を交付（３万円／10a）
②地域の中心となる経営体の経営能力の向上等を支援
補助率：定額

                 -

事業番号

計

　⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進
　⑥優良農地の確保と有効利用の促進

0014

地域農業経営再開復興支援事業 担当部局庁 経営局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他（基金）

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（28年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

市町村
対象の全市町村において、中心
となる経営体を確保し、新たな農
業の再開を目指す

－ 50

算出根拠 1,078,300千円／50市町村＝21,566千円

中心となる経営体を創出・決定
するための経営再開マスタープ
ランの作成数

件

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



事業番号 0015

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 被災者向け農の雇用事業 担当部局庁 経営局 作成責任者

経営政策課
就農・女性課

経営政策課長　山口 英彰
就農・女性課長　榊 浩行

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
食料・農業・農村基本計画、東日本大震災からの復興の基本方針

会計区分 一般会計 施策名 ⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成25年度 担当課室

事業の目的
　東日本大震災による被災者は、仕事や住まい等を失い、不自由な避難生活を余儀なくされ、就業の場を確保することが求められている。また、被
災地の農業の復興を図り、東北を新たな食料供給基地として再生するためには、被災地の農業の将来を担う農業者を育成することが重要である。
　このため、被災農業者や就農を希望する被災者に就業の場を確保するとともに、農業技術等を習得するための研修を支援する必要がある。

事業概要

　東日本大震災による被災者等を農業法人等が新たに雇用し、農業技術や経営ノウハウ等を習得させるための実践的な研修（OJT研修）
を実施した場合、研修経費等の一部を助成する。
補助率：定額
＜支援対象＞①市町村が策定する経営再開マスタープランに位置づけられた被災農業者を、農地等が復旧するまでの間、一時的
　　　　　　　（３ヶ月以上）に雇用する農業法人等
　　　　　　②農業経験の少ない被災者を正規の従業員として雇用する農業法人等
＜助 成 額＞　上限月額97千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜対象期間＞　最長12ヶ月
＜対象経費＞　研修指導経費、外部講師謝金、外部研修受講旅費など

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 -                  -                  -                700                700

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （28年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
農業法人等による被災者雇用に対する支援要望が多数寄せられてお
り、被災地からのニーズは高い。また、被災者の方々に新たな雇用の場
を創出し、雇用復興を実現する観点から優先度が高い事業である。

人
（　　-　　）

550人

単位当たり
コスト

1,273　（千円／被災者等の雇用者） 算出根拠
予算額：700百万円

／被災者等の雇用数（見込み）550人

本事業対象者の
農業従事割合

％ 90 80 被災者等の雇用数

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

基本方針において、「仕事を通じて被災者の生活の安定を図り、被災地
の復興を支えるため、確実な雇用創出を推進する、また被災地域の本格
的な雇用復興を図るため、産業政策と一体となった雇用面での支援を実
施する」とされており、整合性が取れている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

本事業は、被災者の方々に新たな雇用の場を創出し、生活の安定を図
るとともに、実践的な研修の実施により、被災農業者の営農再開後の経
営発展や、新規就農者の就業定着が図られることから効果の高い事業
である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
被災農地の復旧見通し及び被災地の求職者動向から、事業規模を勘案
し、被災者等の農業技術の習得に必要となる経費を計上している。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

被災地の将来を担う農業者を育成するため、研修対象者は市町村が地
域農業経営再開復興支援事業により策定する今後の地域農業の中心と
なる経営体を示す経営再開マスタープランに位置付けた農業者とし、そ
の人材育成に必要な支援を国が行うこととしており、役割分担は明確で
ある。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
市町村が策定する経営再開マスタープランに位置付けられた農業者を
研修対象者としており、他の事業と整合的で、計画的に実施されるもの
である。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

予算成立後、事業の迅速な着手・執行を行うため、速やかに事業実施主
体を公募し、被災者等を雇用した農業法人等の募集を開始する。また、
事業の実施に当たっては、有識者による委員会の設置などにより、事業
執行等の適切性・透明性を確保するとともに、国としても進行管理を適切
に行う。



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

今後、農と福祉の連携という新たな取組を進める上でのモデルを構築す
るために、厚生労働省と連携を図りながら効果的に実施することとしてい
る。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

モデル事業としての規模を勘案し、仮設住宅周辺での農園活動に必要と
なる適正な経費を計上。（なお、三宅島噴火災害や新潟県中越地震の際
には、避難生活中の農園活動が雇用の創出やコミュニティの形成等に効
果をあげたところ。）

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

被災地域において、農業再生に資するものとして実施する事業であるこ
とから、事業実施主体を市町村等とし、国は被災地として環境整備が困
難な市町村等が行う取組に必要な支援（補助金）を行うこととしており、
役割分担は明確である。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
既に設置されている仮設住宅の周辺に農園を整備し、営農活動を行うこ
ととしている。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

予算決定後速やかに事業実施要綱等を施行し、事業の迅速な着手・執
行に努める。事業の進行管理が適切に行われるよう、国がチェックを行
う。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

基本方針において、地域農業の再生を図る上で、「農業生産だけでなく、
復興ツーリズムの推進や再生可能エネルギーの導入、福祉との連携と
いった様々な取組みを組み合わせ、これに高齢者や女性等も参画するこ
とにより、地域の所得と雇用を創出していく。」（17頁 5の(3)③（ⅲ）（ハ））
とされたところであり、農と福祉の連携により、農村高齢者の活動・就労
の場を確保するために必要な事業である。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

若者から高齢者まで地域の持てる力を結集し復興に取り組む必要があ
り、被災により自らの農業の継続を断念せざるを得ない高齢者の豊富な
経験や知識、技術を活かせる場をつくることが必要。一方で仮設住宅入
居者の孤立が懸念されるなど被災者に対する福祉の充実が喫緊の課題
となっている。以上から、被災地のニーズを踏まえた事業といえる。

人
（　　　　　　　　）

540

単位当たり
コスト

　　　　4,664　（千円／地区） 算出根拠
単位当たりコスト（4,664千円）＝予算額（83,952千円）
÷取組地区数（18地区）

営農活動参加者及び就労し
た農村高齢者に占める満足
した者の割合

％ 70 80 営農活動参加者数

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （24年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

                 -                  -                  -                 84                 84

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的
被災地において市町村等が農園を設置し、仮設住宅入居者等が参加して行う営農活動を実施し、これに対し近隣の高齢農業者等が技術指導を行
う取組をモデル的に実施することにより、①農村高齢者の活動・就労の場の確保、②農と福祉の連携による新しい営農・雇用形態の創出、③被災者
に対し農作業を通じた心身のケアの提供に資する。

事業概要

上記の事業目的を達成するため、
①仮設住宅入居者等が協働で行う農園活動の企画・運営、②高齢者等が農作業をしやすい軽労力化営農環境の整備、③農園活動の実践、④先
進・熟練農家等による農業技術指導等を支援
補助率：定額

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

就農・女性課女性・高齢者活動推進室
大臣官房政策課

室長　荻野 喜江
企画官　牧野 秀史

根拠法令 -
関係する計画、

通知等
食料・農業・農村基本計画、東日本大震災からの復興の基本方針

会計区分 一般会計 施策名 ⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成24年度 担当課室

事業番号 0016

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農と福祉の連携によるシニア能力活用モデル事業 担当部局庁 経営局 作成責任者



事業番号 0017

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 株式会社日本政策金融公庫補給金 担当部局庁 経営局 作成責任者

金融調整課
金融調整課長
村井 正親

根拠法令
農業改良資金融通法（昭和31年法律第102号）第9
条、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65
号）附則第8項

関係する計画、
通知等

食料・農業・農村基本計画第３－２－（３）－④
農業経営改善関係資金基本要綱
農業改良資金制度運用基本要綱

会計区分 一般会計 施策名 ⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

事業の目的
　東日本大震災に被災した農業者が行う復旧・復興のための取組を支援するため、日本公庫の農業改良資金及び担い手育成農地集積資金につい
て、無利子で貸し付けるための利子補給金を交付することにより、被災農業者が必要とする資金の融通を円滑にする。

事業概要

　被災農業者等が借り入れる日本公庫の災害復旧・復興関係資金のうち、法律上利子補給を行うこととされている農業改良資金及び担い手育成担
い手農地集積資金利子補給金（平成23年度追加融資枠30億円）について、日本公庫に対し、
①　農業改良資金利子補給金（平成23年度29,750千円、総額654，500千円）
②　担い手育成農地集積資金利子補給金（平成23年度6,000千円、総額480，000千円）
を交付する。
補助率：定額

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                36                854

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位
目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

追加融資枠(30億円)を目安と
して、被害農業者等の円滑化
を目指す。

億円 － －

               819                  -                  -

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

利子補給金(29,750千円)÷貸付件数(208件)
(208件＝2,500百万円÷1件当たり平均貸付金12百万円)

貸付件数［貸付残高件数］

貸付実績［貸付金残高］

件

億円
（①319＋②90億円）

①25＋②5億円

－

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

　資産を失った被災農業者等の復興の取組のための資金の円滑な融通
のためには、無利子、無担保・無保証人での貸付けは効果的な手法。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
　被災農業者等の借入による取組を支援するものであり、費用対効果、
効率性は高い。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
　民業補完の役割を担う日本公庫が、資産を失った被災農業者等の復
旧・復興のための取組に必要となる資金を円滑に融通するために国が
特別に支援するものであり、役割分担は明確。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

　公庫貸付資金及び民間金融機関貸付資金に係る利子助成（利子補
給）及び信用補完について、他の事業(農業経営復旧・復興対策利子助
成金等交付事業、日本公庫資金円滑化貸付事業、農業経営復旧・復興
対策特別保証事業）と併せて整合的・計画的に実施（本事業は公庫貸付
資金（農業改良資金及び担い手育成農地集積資金）についての利子補
給を実施)。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

　既存の融資制度の拡充措置であり、直ちに事業実施が可能。
　日本公庫において債権保全の状況管理をすることとなっており、適切な
進行管理が可能。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
　被災地において、多数の被災者から借入相談が相次いでおり、優先的
に実施する必要。また、無利子、無担保・無保証人での融資等を強く要
望。

単位当たり
コスト

143,028（円／件）（見込み） 算出根拠

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

　本事業は、被災農業者等が復旧・復興に向けて再スタートを切るに当
たり問題となる二重ローンへの対応、農業経営再建のための必要な資
金調達の円滑化を図るもの。「復興への提言」（５）①、「東日本大震災か
らの復興の基本方針」５（３）③農業（ⅱ）



（1,600）
400

金融調整課
金融調整課長
村井 正親

第３次補正

               444

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

単位当たり
コスト

(23年度1次補正　210,926（円／件）（見込み））
210,926（円／件）（見込み）

項　　　目

23年度

　既存の融資制度の拡充措置であり、直ちに事業実施が可能。
　事業実施主体において利子助成の状況を管理をすることとなっており、
適切な進行管理が可能。

　本事業は、被災農業者等が復旧・復興に向けて再スタートを切るに当
たり問題となる二重ローンへの対応、農業経営再建のための必要な資
金調達の円滑化を図るもの。「復興への提言」（５）①、「東日本大震災か
らの復興の基本方針」５（３）③農業（ⅱ）

　被災地において、多数の被災者から借入相談が相次いでおり、優先的
に実施する必要。また、無利子、無担保・無保証人での融資等を強く要
望。

　資産を失った被災農業者等の復旧・復興の取組のための資金の円滑
な融通のためには、利子助成による無利子（無担保・無保証人）での貸
付けは効果的な手法。

　被災農業者等の借入れによる取組を支援するものであり、費用対効
果、効率性は高い。

　被災農業者等が日本公庫及び民間金融機関から借り入れた資金につ
いて、事業実施主体が利子助成金を交付する際に必要となる財源を国
が交付するものであり、役割分担は明確。

　公庫貸付資金及び民間金融機関貸付資金に係る利子助成について、
他の事業(日本公庫資金円滑化貸付事業、株式会社日本政策金融公庫
補給金、農業経営復旧・復興対策特別保証事業）と併せて整合的・計画
的に実施（本事業は公庫貸付資金及び民間金融機関貸付資金について
の利子助成等を実施）。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

            11,145

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正
23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　東日本大震災に被災した農業者が行う復旧・復興の取組みを支援するため、借入れの際の金利負担軽減を行うことにより、被災農業者が必要と
する資金の融通を円滑にする。

事業概要
　被災農業者等が復旧・復興の取組のために借り入れた資金について、事業実施主体が利子助成を約定した農業者等に対し、利子助成金を交付
する際に必要となる財源を国が事業実施主体に交付する。
補助率：定額

            10,257                444                  -

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
－

担当課室

事業番号

計

⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

0018

農業経営復旧・復興対策利子助成金等交付事業 担当部局庁 経営局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

（農林水産省）

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

23年度活動見込成果指標 単位
（　　年度）

活動指標 単位
目標値

設定した融資枠（400億円）を目
安として、意欲ある農業者の資
金調達の円滑化を目指す。

算出根拠
初年度必要額　（444,000千円÷2,105件）
（2,105件＝融資枠40,000百万円÷１件あたりの貸付金19百万円）

利子助成融資実績 億円



事業番号 0019

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 日本公庫資金円滑化貸付事業(実質無担保・無保証人事業) 担当部局庁 経営局 作成責任者

金融調整課
金融調整課長
村井 正親

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
－

会計区分 一般会計 施策名 ⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

事業の目的
　東日本大震災に被災した農業者が行う復旧・復興のための取組を支援するため、日本公庫が災害復旧・復興関係資金を実質無担保・無保証人で
貸し付けることができるよう、出資金を交付することにより、被災農業者が必要とする資金の融通を円滑にする。

事業概要
・東日本大震災に被災した農業者が復旧・復興の取組を行うために日本公庫の災害復旧・復興関係資金を借り入れる際の債権保全に当たり、
・融資対象物件担保だけではカバーしきれない部分があっても、実質無担保・無保証人による貸し付けることができる仕組みを構築するため、
・日本公庫の財務基盤を強化するための出資金を国が日本公庫に対して交付する。

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　■その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 -              6,000                  -              5,907             11,907

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
　被災地において、多数の被災者から借入相談が相次いでおり、優先的
に実施する必要。また、無利子、無担保・無保証人での融資等を強く要
望。

億円
（460）
230

単位当たり
コスト

(23年度1次補正291,573(円／件)見込み)
287,040（円／件)(見込み）

算出根拠
出資金(5,907百万円)(貸付全期間分)÷貸付金保全件数(貸
付全期間分)(20,579件)
(20,579件＝23,000百万円÷1件当たり19百万円×平均貸付期間17年)

計画額(220億円)を目安とし
て、融資の円滑化を目指す。

億円 － －
農林水産業者向け融資実績

[貸付金残高]

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

　本事業は、被災農業者等が復旧・復興に向けて再スタートを切るに当
たり問題となる二重ローンへの対応、農業経営再建のための必要な資
金調達の円滑化を図るもの。「復興への提言」（５）①、「東日本大震災か
らの復興の基本方針」５（３）③農業（ⅱ）

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

　資産を失った被災農業者等の復旧・復興の取組のための資金の円滑
な融通のためには、無利子、無担保・無保証人での貸付けは効果的な
手法。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
　被災農業者等の借入による取組を支援するものであり、費用対効果、
効率性は高い。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
　民業補完の役割を担う日本公庫が、資産を失った被災農業者等の復
旧・復興のための取組に必要となる資金を円滑に融通するために国が
特別に支援するものであり、役割分担は明確。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

　公庫貸付資金及び民間金融機関貸付資金に係る利子助成及び信用
補完について、他の事業(農業経営復旧・復興対策利子助成金等交付事
業、株式会社日本政策金融公庫補給金、農業経営復旧・復興対策特別
保証事業）と併せて整合的・計画的に実施（本事業は公庫貸付資金につ
いての信用補完等を実施)。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

　既存の融資制度の拡充措置であり、直ちに事業実施が可能。
　日本公庫において債権保全の状況管理をすることとなっており、適切な
進行管理が可能。



－

内外の金融秩序の混乱や大規模な
災害等の危機発生時において、事業
者の経営維持に必要な資金調達を
支援するという危機対応円滑化業務
の性格上、下欄のとおり実績は大きく
変動するため、貸付実績等を積極的
なものとしての定量的な目標とするこ
とはなじまない。

－ －

算出根拠

出資金実績（731百万円）（貸付全期間分）÷損害担保件数（全期
間分）（700件）
（700件＝12,000百万円÷１件当たり120百万円×平均貸付期間７
年）

危機対応円滑化業務融資等実績 億円

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

23年度活動見込成果指標 単位
（　　年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

事業番号

計

⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

0020

株式会社日本政策金融公庫危機対応円滑化業務 担当部局庁 経営局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第　３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　■その他

根拠法令
株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57
号）第11条第2項及び第3項

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的 東日本大震災により甚大な影響を受けた事業者が経営維持に必要とする資金の融通を円滑にする。

事業概要

・　東日本大震災により経営に甚大な影響を受けた者が復旧・復興の取組を行うために必要となる資金を円滑に融通できるよう、
・　日本公庫が指定金融機関（政投銀及び商工中金）に対して、
・　リスクの一部補てん（損害担保）及び利子補給金の交付（危機対応円滑化業務）を行うために必要となる資金を、
・　国が日本公庫に交付する。

                 -

　既存の融資制度の拡充措置であり、直ちに事業実施が可能。
日本公庫において、債務保全の状況管理をすることとなっており、適切な
進行管理が可能。

　本事業は被災事業者等が復旧・復興に向けて再スタートを切るに当た
り問題となる二重ローンへの対応、事業継続のため被災事業者等に対
する資金繰りを支援するもの。「復興への提言」第２章(5)①、「東日本大
震災からの復興の基本方針」５(3)①ⅰ

　被災地において、地域経済活動を担う食品製造業等について、早期の
復旧・復興を通じ、雇用の場の提供や地産農林水産物の加工・流通等地
域振興への貢献が強く期待。

　資産を失った被災事業者等の復旧・復興の取組のために必要となる資
金を円滑に融通するためには、損害補填等は効果的な手法。

　被災事業者等の借入れによる取組を支援するものであり、費用対効
果、効率性は高い。

　民業補完の役割を担う日本公庫が、指定金融機関から円滑な資金調
達が行われるように行う信用供与等（リスクの一部補てん及び利子補
給）について、国が特別に支援するものであり、役割分担は明確。

　被災農業者等向け金融支援のための他の事業（農業経営復旧・復興
対策利子助成金等交付事業、日本公庫資金円滑化貸付事業、株式会
社日本政策金融公庫補給金、農業経営復旧・復興対策特別保証事業）
とは異なり、中堅食品製造業等向けの支援措置として整合的・計画的に
実施。

金融調整課
金融調整課長
村井 正親

第３次補正

               397

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

 

項　　　目

（　　-　　）
 120

　　1,044,285　（円/件）（見込み）

－

                 -                  -                397



単位当たり
コスト

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示され
た諸原則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が
確保され、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等
との役割分担、客観的な将来見通しなど）。

2,763（千円／件）

目標値

23年度

－

本事業の対象とした保
証引受額（170億円）を
目安として被災農業者
の資金調達の円滑化を
目指す。

－ － 保証引受額 億円

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
東日本大震災に対処するための特別の財政援助
及び助成に関する法律第112条

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

事業番号

計

⑤意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

0021

農業経営復旧・復興対策特別保証事業 担当部局庁 経営局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　東日本大震災に被災した農業者が行う復旧・復興のための取組を支援するため、（独）農林漁業信用基金（信用基金）の財務基盤を強化すること
で被災農業者の信用力を補完し、被災農業者が必要とする資金の融通を円滑にする。

事業概要

・　債務保証の事故時の農業信用基金協会（基金協会）の負担を軽減できるよう信用基金の保険割合を引き上げるための財務基盤を強化する交付
金
・　保証料負担の軽減を図るため、保証料（保険料）を引き下げるための財務基盤を強化する交付金及び補助金
・　債務保証に係る代位弁済の集中的な実行により財務基盤が急激に悪化する基金協会及び信用基金について、財務基盤の安定性を維持しつ
つ、代位弁済及び保険金支払を確実に行うための財源としての補助金及び交付金
・　被災農業者の再生計画の作成支援その他債務整理の支援を行う第三者委員会の運営経費の財源としての交付金
を信用基金に交付する。
補助率：定額

               -

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

　既存の信用補完制度に係る特別の支援であり、直ちに事業実施
が可能。
　信用基金において保険引受実績として毎月計数管理を行ってお
り、適切な進行管理が可能。

　本事業は、被災農業者等が復旧・復興に向けて再スタートを切る
に当たり問題となる二重ローンへの対応、農業経営再建のための
必要な資金調達の円滑化を図るもの。「復興への提言」（５）①、
「東日本大震災からの復興の基本方針」５（３）③農業（ⅱ）

　被災地において、既往債務に対する代位弁済財源等の補填や
新規保証引受に対する信用基金の保険割合の引き上げ等を強く
要望。

　資産を失った被災農業者等の復旧・復興の取組のための資金の
円滑な融通のためには、無担保・無保証人による基金協会の積極
的な保証引受及び保証料助成を通じた信用補完の円滑化は効果
的な手法。

　被災農業者等の借入による取組を支援するものであり、費用対
効果、効率性は高い。

　民間、自治体からの出資を中心に設立された基金協会及び信用
基金による信用補完について、被災農業者等に関し、国が特別に
支援するものであり、役割分担は明確。

　公庫貸付資金及び民間金融機関貸付資金に係る利子助成及び
信用補完について、他の事業（農業経営復旧・復興対策利子助成
金等交付事業、日本公庫資金円滑化貸付事業、株式会社日本政
策金融公庫補給金）と併せて整合的・計画的に実施（本事業は民
間金融機関貸付資金についての信用補完等を実施）。

（340）
170

－

             736                -            7,697

23年度活動見込成果指標 単位
（24年度）

活動指標 単位

金融調整課
金融調整課長
村井 正親

第３次補正

           6,961

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

【代位弁済補助等】
予算額（6,356百万円）÷事故件数見込み（約2,300件）

算出根拠（23年度１次補正　100（千円／件））
55（千円／件）

【保証料（保険料）引き下げ】
予算額（47百万円）÷保証件数見込み（850件（170億
円÷2千万円（1件当たり平均保証引受額）））

【保険割合引き上げ】
予算額（558百万円）÷保証件数見込み（850件（170億
円÷2千万円（1件当たり平均保証引受額）））

（23年度１次補正　766（千円／件））
656（千円／件）



農村政策部農村計画課
耕作放棄地活用推進室

耕作放棄地活用推進室長
山内 勝彦

第３次補正

             1,745

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　　　　　　）
839

208 （千円／10a　）

食料・農業・農村基本計画
（平成22年３月30日閣議決定）

                 -                  -              1,745

本事業の実施主体である耕作放棄地対策協議会は、21年度から実施さ
れている既存事業の実施主体として、既に約８割に近い市町村において
整備されており、既存事業の枠組みを踏襲したスキームの活用による円
滑な事業執行が可能となっている。

復興基本方針の５（３）③（ⅱ）において、「農業者による経営再開に向け
た復旧に係る共同作業を支援する」、「被災地でもう一度農業を営むこと
ができるよう経営再開まで切れ目のない支援を行う」とされていることを
踏まえ要求するもの。

東日本大震災による被害を受け、耕作放棄地の再生による代替農地確
保を希望する被災農家等が出てきており、今後、増加する可能性があ
る。被災農家等の収入確保及び営農意欲の維持、被災した産地の存続
のためには早急な支援が必要である。

被災農家等の収入確保や営農意欲維持に資する効果が見込まれると同
時に、耕作放棄地における作物生産再開による農地の確保と有効利用
の促進の効果も見込まれる、他に類似事業のない効果の高い事業であ
る。

本事業は既存事業（耕作放棄地再生利用緊急対策交付金）のスキーム
を踏襲しており、当該既存事業については、農地の確保と有効利用の促
進に資する施策として、政策評価において効率性の検証を行っている。
更に本事業においては、被災農家等の生活再建や営農意欲維持にも寄
与するという効果の発現が見込まれる。

本事業は、県・市町村、農業委員会、JA等の耕作放棄地の再生利用に
関係する地域の機関を構成員とする協議会を通じて、再生作業等を行う
農業者や農業者等の組織する団体、参入企業、NPO等を、国が支援す
る仕組みとしている。

本事業の実施に当たっては、平成23年４月に運用を開始した「農山漁村
被災者受入れ情報システム」を活用し、被災農家等が活用できる耕作放
棄地の情報を、受入れ先における住まいの情報等と合わせて提供する
ことにより、被災農家等と受入地域とのマッチングを促進することとしてい
る。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
東日本大震災の被災農地での営農再開が当面困難な場合に、被災を免れた地域や避難先において被災農家等が営農活動を希望する際、これら
の地域で耕作放棄地を再生し営農再開する一連の取組に対し助成を行うことにより、営農再開を希望する被災農家等を支援するとともに、耕作放
棄地の解消に資する。

事業概要

現在、農林水産省では、耕作放棄地を再生利用する農業者等を対象に、耕作放棄地対策協議会を窓口として、再生作業（障害物除去、深耕、整
地、土づくり等）や基盤整備（用排水施設、区画整理等）、作付・加工・販売の試行、必要な農業用機械・施設等の整備、実証ほ場の設置・運営等を
支援しているところである。第３次補正予算では、実証ほ場で被災農家等を雇用する協議会を支援するほか、直ちに代替農地での本格的な営農再
開を希望する被災農家等が行う耕作放棄地の土地条件整備（再生作業及び基盤整備）について、定額支援（雑草・雑木等の除去５万円/10a等）を
中心に営農再開までの一連の取組に対し助成する。

                 -

事業番号

計

⑥優良農地の確保と有効利用の促進

0022

被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
食料・農業・農村基本法第23条

農地法（第30条等）

23年度活動見込成果指標 単位
（　　年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

戸
耕作放棄地を活用し農業を

再開した被災農家者数
450 －

算出根拠
過年度の既存事業（耕作放棄地再生利用緊急対策交付金）

の実施地区の平均単価より算出

耕作放棄地を活用した被災農家
等の代替農地確保面積

ha

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



事業番号 0023

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農山漁村被災者受入円滑化支援事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

農村政策部中山間地域振興課
中山間地域振興課長

小林 厚司

根拠法令 食料・農業・農村基本法第35条
関係する計画、

通知等

食料・農業・農村基本計画（平成22年3月閣議決定）
東日本大震災からの復興の基本方針(平成23年7月閣議決
定)

会計区分 一般会計 施策名 ⑪農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～ 担当課室

事業の目的
　東日本大震災の被災農家等が、他の地域へ移転し、当該地域において営農活動等を行うことを希望する場合に、その円滑かつ的確な実現を図る
ために必要な、受入れ可能な農山漁村に関する諸情報の提供、受入れ可能な地域とのマッチングの促進等の支援を行うことにより、被災農家等を
支援するとともに、受入地域の農林漁業資源の活用等による地域活性化に資する。

事業概要

　現在、農林水産省では、被災地から他の地域への移転を行わざるを得ない被災農家等に対し、都道府県、農林水産業関係団体等の協力の下、
「農山漁村被災者受入れ情報システム」により、農山漁村における農地、雇用及び住まい等に関する受入情報を提供しているところであるが、被災
地から他の地域への移転を希望する被災農家等が増加する可能性があることを踏まえ、受入れ可能な農山漁村地域との適切なマッチングや、被災
農家等の意向を踏まえた円滑な移転を進めるため、マッチング推進のための事前調整・説明会の開催、被災農家等の意向確認、移転する場合の
事前現地調査等の支援を実施する。(補助率：定額）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 -                  -                  -                193                193

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （25年度）

目標値

    活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

　東日本大震災により甚大な被害を受けた地域では、当該地域から他の
地域へ移転し、当該地域で営農活動等を行うことを希望する被災農家等
が出てきており、今後増加する可能性があることから、的確な支援が必
要である。

世帯
（　　　　　　　　）

約1,200

単位当たり
コスト

160（千円／世帯） 算出根拠 193百万円/1,200世帯(移転が想定される農家数)

本事業を活用して被災地域
から移転した農家の離農率

％
全国平均
(10%)以下

全国平均
(10%）以下

被災地域から移転する農家
数

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

　復興の基本方針において「被災者の生活再建に当たり、(中略)生業や
就業の回復による生活資金の継続的確保、(中略)等各個人・世帯の生
活全般にわたる生活再建をきめ細かく支援していくための具体的な取組
方策について検討する」とされていること等を踏まえ、被災農家等が他の
地域へ移転する場合の支援を行うものである。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

　本事業は、被災農家等が他の地域への移転を希望する場合、受入れ
可能な農山漁村地域への円滑な移転を進めることにより、被災農家の生
活再建と併せて、過疎化・高齢化による担い手の減少等により集落機能
の低下等が懸念される農山漁村地域の活性化にも資するものであり、類
似事業は見あたらず、高い効果が期待できる。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

　被災農家等が地元で営農等を再開するためには、復旧等の対策に多く
の費用・期間が必要となるが、被災農家等が移転を希望すれば、本事業
により既存の農地等が活用されること等を通じ、短い期間で効率的に早
期営農再開が図られる。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
　本事業は、国が直接、事業実施主体（民間団体等）に補助を行い、事
業実施主体は被災及び受入自治体等と調整・連携して事業を実施する
こととしており、明確な役割分担の下に実施するものである。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

　本事業は、東日本大震災の被災者の就労支援、雇用創出を促進する
ため、各省庁を横断して総合的な対策を実施する「日本はひとつ仕事プ
ロジェクト」の一環として実施するものであり、被災地以外におけるマッチ
ング機能の強化を図るための施策として、他の事業と連携して実施する
ものである。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

　公募方式による事業実施主体の選定に当たっては、効率的な事業計
画を有する実施主体を重視するなど、事業の迅速な着手・執行を図る。
また、事業実施期間中は定期的に実施状況報告を求める等の適切な手
続を定め、執行の透明性、進行管理の確保が図られる仕組みとすること
としている。



億円集落型の経済活動の規模 - 20

被災農山漁村ふるさと応援対策
247百万円/40箇所（予定箇所数）

農山漁村コミュニティ活性化対策
実施地区数 地区

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

・国は公募する際、被災地の自立・支援の事例を公表するなど公募に参
加しやすい環境を整えるとともに、集落に補助金を直接交付する仕組み
であることから、事業の迅速な着手・執行が可能である。
・また、公募方式の採用により透明性の確保を図ることとしている。
・事業実施に当たっては、被災地の事情に精通した出先機関が指導を行
うこととしており適切な実施の確保を図ることとしている。

事業番号

計

⑩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
⑪農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

0024

食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
食料・農業・農村基本法第36条

東日本大震災復興基本法第２条

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
大震災を契機に重要性が再認識された『人と人との絆』を活かしつつ、被災した農山漁村地域の早期復興を実現するため、集落ぐるみの多様な取
組をきめ細かく支援することにより、農山漁村コミュニティの維持・再生、所得の向上及び雇用の創出を図るとともに、都市住民、企業、ＮＰＯなど国
民各層による、被災農山漁村におけるボランティア活動への参加を促進する。

事業概要

１．農山漁村コミュニティ活性化対策
東日本の早期復興に向け、農山漁村コミュニティの維持・再生、所得の向上及び雇用の創出を図るため、食をはじめとする豊かな地域資源や『人と
人との絆』を活かした集落ぐるみの多様な取組に対する支援を行う。
２．被災農山漁村ふるさと応援対策
被災農山漁村のうち、復旧の進捗が早い地域や相対的に被害が小さかった地域において、営農再開やそれに関連する集落共同活動等に係る都市
住民、企業、ＮＰＯなど国民各層によるボランティア活動を推進するため、被災農山漁村におけるニーズとボランティア希望者とのマッチングに対す
る支援、ポータルサイトの構築及び普及・啓発を行う。

                 -

農村政策部都市農村交流課

ＮＰＯ、社会福祉協議会など既存組織や関係省庁の既存事業と連携しつ
つ、また、交流施設の整備などハード事業とも連携して効果的に実施す
ることとしている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

事業所管部局による点検

項　　　目

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」において、
復興ツーリズムなど様々な取組により地域の所得と雇用を創出を図るこ
と、また、ＮＰＯ、ボランティア、地域コミュニティの活動の促進を図ること
とされている。

被災した農山漁村集落の復興に当たっては、農業収入のみならず農外
収入を確保するための支援が必要である。また、このような支援は、生
産・生活基盤の復旧事業と併行して実施し、復興意欲の維持増進、復興
の加速化を図る必要がある。

多様な主体の参加による地域の自主的取組を、中間団体を経由せず直
接支援する仕組みであることから、効果が直接的で、かつ、早期発現が
見込まれる。また、『人と人との絆』を活かした提案型の協働事業として、
「新しい公共」の考え方にも即した支援手法である。

・「農山漁村コミュニティ活性化対策」については、事業を実施する80地
区において1地区当たり約2,500万円の経済活動の創出を見込んでおり、
平成25年度の自立的取組時には約20億円の経済効果が見込まれる。ま
た、「被災農山漁村ふるさと応援対策」については、被災地においてボラ
ンティア参加者4万人、1人当たり13,500円（宿泊代は除く）の消費を見込
んでおり、5.4億円の経済効果が見込まれる。
これにより両対策に要する5.5億円に対して約25.4億円の効果が見込ま
れる。

・地域の自主性や役割に応じて民間団体など多様な主体が参画できる
柔軟性の高い仕組みとしている。
・企業や消費者団体はボランティアへの参加とその条件整備を、農業団
体はボランティア受入体制の整備を、事業実施者はこれらのマッチング
を、国は国民各層が参加しやすい仕組みづくりなどを、それぞれの役割
に応じて分担して実施することとしている。

(      )
80

6,180（千円／箇所）
（但し事業費には普及啓発費を含む）

単位
目標値

23年度
23年度活動見込成果指標

都市農村交流課長
田中 秀明

第３次補正

               547

食料・農業・農村基本計画（平成22年３月閣議決定）
東日本大震災からの復興の基本方針
（平成23年7月東日本大震災復興対策本部決定）

                 -                  -                547

単位当たり
コスト

3,750（千円／地区）　
農山漁村コミュニティ活性化対策：
300百万円/80地区（予定地区数）

算出根拠

成果目標
（アウトカム）

被災農山漁村ふるさと応援対策
ボランティアコーディネーター
配置拠点数

箇所
(      )

40
ボランティア参加者数 万人 4 -

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

単位
（25年度）

活動指標



農村政策部農村環境課
農村環境課長
近藤 秀樹

第３次補正

             2,200

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　　）
３

7,333（千円／10a）

東日本大震災からの復興の基本方針
（平成23年７月29日東日本大震災復興対策本部決定）

                 -                  -              2,200

　現在既に地元自治体と調整の上で農地除染技術の開発が実施されて
おり、引き続いて行われる本事業も、予算成立後迅速な着手・執行が可
能である。
　また、本事業は、国自らが実施するため、本省及び東北農政局が連携
し、適切な事業管理を行うもの。また、被災現地で実施される事業であ
り、住民等の関心も高いことから、地元自治体と調整しつつ、執行の透明
性を確保していく。

　復興構想会議の提言には、原子力災害からの復興に向けて土壌汚染
等への対応が必要であることが位置づけられている。また、東日本大震
災からの復興の基本方針では、放射性物質の除去等に関して、現場レ
ベルでの実証や汚染土壌等の除染に必要な措置を講ずるとしている。
　さらに、原子力災害対策本部によって策定された「原子力被災者への
対応に関する当面の取組のロードマップ」には、本年１０月から来年１月
頃までのステップ２から、土壌における除染・改良を段階的に実施し、被
災者のふるさとへの帰還を目指すこととされており、本事業は、諸原則や
施策の考え方と整合している。

　飯舘村からは、「土壌改良等について、スピードと大胆さをもった対応
により、一日でも早い帰村を実現するとのメッセージを住民に発するため
にも、土壌改良等の除染対策や農林業再生に向けた対応を国の責任で
行うこと」との要望がある。
　また、福島県からも「国の責任における原子力災害に伴う農地や農産
物の放射性物質の除去・低減対策の充実・強化すること」との要望があ
るなど、本事業実施に対する被災地のニーズは高く、優先度が高い。

　本事業は、開発された農地除染技術を現地で適用可能な対策工法とし
て確立するものであり、技術開発の成果を活用しつつ着実に除染対策を
実施するために必要な効果的な事業である。

　本事業は、開発された農地除染技術を現地適用で可能な対策工法とし
て確立するものであり、一定の範囲で本事業を実施することで、大規模
に実施される農地除染対策が、手戻りが生じずに確実に実施できるよう
になることから、効率性の高い事業である。

　復興基本方針において、国の責任において、地方公共団体の協力を得
つつ、現場レベルでの実証や汚染土壌等の除染に必要な措置を講ずる
とされており、役割分担は明確である。
　なお、本事業の実施に際しては、施工技術を有する民間事業者のノウ
ハウを活かしながら効果的に進めていくこととしている。

　本事業は、９月に公表された農地除染技術の開発成果に基づき、施工
レベルでの実証を行い、現地で適用可能な対策工法を確立するものであ
り、計画的な除染の実施に資するものである。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　復興構想会議の提言や東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、本事業によって、開発された農地除染技術を様々な現地条件において施
工レベルで実証し、適用可能な対策工法として確立することにより、着実に除染対策を推進し、被災者のふるさとへの帰還、営農再開の早期実現に
資する。

事業概要

　対策工法の本格実証として、開発された各対策技術ごとに現地条件が異なる複数のほ場で、施工レベルの対策工法の実証を行うとともに、対策
実施を念頭に置いた作業手順、施工方法、土壌の飛散防止対策、オペレータの安全対策、安全な作業工程等に関する検討を行い、作業マニュアル
を策定する。
　また、対策工法の効果を検証するため、対策実施前後における農地の放射性物質含有量の確認、作付けされた農作物の放射性物質含有量の確
認、空中線量・地下水等の環境モニタリング調査を行う。

                 -

事業番号

計

⑦農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備

0025

農地除染対策実証事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（   年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

式
農地除染に関する作業

マニュアルの策定
1 －

算出根拠 2,200百万円／30ha（除染対策実証予定面積）

除染対策実証工種 工種

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



整備部農地資源課
農地・水保全管理室

農地資源課長
瀧戸 淑章

第３次補正

               617

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　27　　）
3

2,060　（円／10a）

食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）
土地改良長期計画（平成20年12月26日閣議決定）

                 -                  -             21,776

農地・水保全管理支払交付金の実施体制を活用して事業を実施すること
から、迅速な着手が可能。また、国、地域の推進体制（地方公共団体、
関係団体等）が集落の取り組みを適切に指導・助言することとしているた
め、進行管理は適切に行われる。

　本対策は、集落コミュニティを基礎とした活動組織が取り組む施設の補
修等を支援するものであり、「復興への提言」のⅡ-第4章-(4) ②復興と
「新しい公共」等において記載されている内容と合致。
　また、「復興への基本方針」5(4)③(ⅱ)に、「農業を営むために欠かせな
い農地や水利施設等の保全管理に対する支援を充実することにより、速
やかな農業生産基盤の復旧を図り、農業振興に向けた基礎づくりを行
う。」と明記されていることに合致。

特定被災地方公共団体において水路の補修等が必要な施設の要望量
に基づき予算額を計上するとともに、地域が主体となって、機動的かつき
め細やかな施設の補修等に取り組む活動を支援することとしていること
から、地域のニーズに基づき地域が主体的に取り組む優先度の高い事
業である。

本対策は、地域の実情を最も良く知る集落が主体となって機動的かつき
め細やかに施設の補修等に取り組む活動への支援であり、速やかな農
業生産基盤の復旧、農業振興に向けた基礎づくりの観点から、極めて効
果的。

本対策は、農地周りの水路を長寿命化して、更新費が減じられる効果を
基に、国、地方、集落の役割分担を１：１：１として国の支援単価を設定。
地方や集落の役割を明確化することにより、効率性を確保。

現行の農地・水保全管理支払交付金と同様、地域の農家、非農家からな
る事業主体としての集落（活動組織）、国、地域の推進体制（地方公共団
体、関係団体等）がそれぞれの役割分担の下に対策を推進・実施。

本対策は、災害復旧事業の対象とはならない小規模な施設の破損等の
補修等に取り組む集落への支援であり、実施要件や対象箇所について
他の事業との整合を図っている。また、実施にあたっては活動計画を策
定し、それに沿って実施することになっており、計画的に実施される。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　東日本大震災により、農地・農業用施設においても広範囲にわたって甚大な被害が発生。これらの復旧については、多くは災害復旧事業等で対応
している一方、農地周りの施設について、小規模な損壊や、応急手当により通水したが十分な機能回復なされていない水路なども多数存在。こうし
た地域において、地域が主体となって、機動的かつきめ細やかに施設の補修等に取り組む活動を支援し、もって農地・農業用施設等の機能を保全。

事業概要
　震災の影響により破損や機能低下を生じた農地周りの水路の補修等に取り組む集落（活動組織）を支援。助成水準は、取組面積に応じて、水田
4,400円/10a、畑2,000円/10a、草地400円/10a（国：1/2、県、市町村：各1/4）等を活動組織に交付。

            21,159

事業番号

計

⑪農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

0026

農地・水保全管理支払交付金 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（25年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

％
被災地域において水路等を管理する
集落のうち、施設の補修等に取り組
む集落の割合

8 8

算出根拠
単位当たりコストは、地目別の支援単価(円/10a)【田：2,200円、畑：1,000円、草地
200円 等】と、特定被災地方公共団体における地目別面積シェアを基に算定

水路の補修等施設の長寿命
化対策の取組面積

万ha

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



ｍ
軽度被災の農業水利施設等の

補強等を緊急的に実施
（水路延長で算定）

82,000 － 

算出根拠

軽度被災の農業水利施設や老朽施
設の更新、補強等を緊急的に実施

する地区
地区

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

（　　　　　　　）
95

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

成果指標 単位
（　　年度）

活動指標 単位
目標値

23年度 活動指標
  （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

事業番号

計

⑦農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全・管理

0027

震災対策・戦略作物生産基盤整備事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

内　　　容

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）
土地改良長期計画（平成20年12月26日閣議決定）

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　軽度被災の農地・農業水利施設や老朽施設の更新、補強等を緊急的に実施し、併せて戦略作物等の生産性向上を図り、生産基盤
の耐震性の強化と農業生産性の向上に資する。

　本事業は、実施地区を国が直接採択するものであり、迅速な着手・執
行が可能。
　また、入札・契約等は一般の公共事業と同様の透明性をもって進行を
管理。

　本事業は、「復興への提言」のP19～20 Ⅱ-第2章-(5)-②「農地や水利
施設の１日も早い復旧を目指す」と整合。
　また、「基本方針」のP17（3）③（ⅱ）「農業を営むために欠かせない農
地や水利施設等の保全管理に対する支援を充実」等に合致する施策。

　本事業は、軽度被災施設や老朽施設の補修を、きめ細かく、かつ機動
的に実施することが可能な事業であり、このような、災害復旧事業の要
件を満たさない施設の補修に対する支援ニーズに対応するもの。

　本事業により、災害復旧事業の対象とならない軽度被災の農地・農業
水利施設の復旧・復興が進むため、生産基盤の耐震性の強化と農業生
産性の向上が図られ、効果的な事業である。

　本事業は、軽度被災施設や老朽施設の補修を、きめ細かく、かつ機動
的に実施することが可能であり、必要最小限の範囲の整備を効率的に
実施。

　本事業は、地方公共団体、土地改良区、農業協同組合など、地域の実
状に応じて最適な団体が事業主体となることが可能。

　本事業で実施する農地・農業水利施設の整備は、災害復旧の対象と
はならない軽度被災の施設を対象とするなど、実施要件や対象箇所に
ついて他の事業と整合を図っている。

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

　2,489百万円／95地区（実施見込地区数）

整備部農地資源課
経営体育成基盤整備推進室

農地資源課長
瀧戸 淑章

第３次補正

             2,489

26（百万円／地区）

事業概要
１．震災による用排水機能の障害がある軽度被災の農地・農業水利施設の補修
２．震災による用排水機能の障害はないが、傾き、継ぎ目ズレ等の損傷があり、余震等によって損傷が進行することが懸念されている
老朽施設の補修

                 -                  -                  -              2,489

23年度活動見込



内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

本交付金は、市町村等が策定する活性化計画に基づき実施する被災防
止等対策事業を支援するものであり、基本方針等で示された「市町村が
基本となる復興」、「地域経済活動の再生」等に合致する。

農村整備官
大田 武志

第３次補正

             1,100

定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性
化に関する基本的な方針

23年度

本事業の実施により、定住・交流人口の維持、集落コ
ミュニティの維持など一定の効果が期待されるもの
の、定量的な成果目標の設定は困難。

                 -                  -             19,457

定住・交流促進に係る施設の整備、補強及び機能強化等を図ることによ
り、被災した農山漁村地域における定住・交流人口の維持、雇用の再創
出及び集落コミュニティの回復などの効果が期待される。

農山漁村地域は被災により疲弊しており、自主財源による復興が困難な
状況である。本交付金における国の役割は、市町村等が実施する復興
事業に対し、特に財政面に関して十分な支援を行うものである。

本交付金は他事業で対象にならない施設を主な支援対象としており、他
事業との整合性はとれている。また、市町村が作成する活性化計画に基
づき計画的・効果的に実施されるものである。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　-　　　）
52

21.2（百万円／計画）

23年度活動見込成果指標 単位
（28年度）

活動指標 単位
目標値

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　 東日本大震災では、日頃から地域の集会施設として広く活用されているコミュニティ施設や日常多くの人々が働く農産物の集出荷・加工・販売施
設などにも被害が及んでおり、災害時に人命に多大な影響を及ぼす恐れのある施設の整備、補強及び機能強化等が強く求められている。よって、
安心・安全な農山漁村への定住及び交流等の促進を図るため、農山漁村活性化施設の整備、補強及び機能強化等を推進することとする。

事業概要
○活性化施設等に係る被災防止等対策事業
　　東日本大震災を教訓として、人命に多大な影響を及ぼす恐れのある施設について、施設の整備、補強及び機能強化等の実施を支援。

            18,357

整備部農村整備官

事業番号

計

⑥優良農地の確保と有効利用の促進、⑦農業生産力強化に向け
た農業生産基盤の保全管理・整備、⑨農業・農村における６次産
業化の推進、⑩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、⑪農村の集落機能の維持と地域資源・環境
の保全、⑫森林の有する多面的機能の発揮、⑬林業の持続的か
つ健全な発展、⑭林産物の供給及び利用の確保、⑰漁村の健全
な発展

0028

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第三次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流
の促進に関する法律」第６条第２項

算出根拠 1,100百万円／52計画（活動見込数）

安心・安全な農山漁村地域づ
くりに係る取組み件数

計画

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

被災市町村は早期の支援を望んでおり、執行については既存の農山漁
村活性化プロジェクト支援交付金の制度・手続を踏まえて、迅速な着手・
執行が可能である。

本交付金の対象施設は、農林漁業者の生業や生活に直結する生産施
設や集落コミュニティ維持のための定住・交流等共同利用施設であり、
災害時の人的・経済的被害の軽減を図るために実施するものであり、今
後の災害への備えとして、早期支援へのニーズが高く、優先度も高い。

被災した市町村の財政は脆弱であり、国が積極的かつ集中（短期）的に
関与・補助することで、より一層の復興促進が期待される。また、他事業
では対象外の施設を支援対象とするなど、類似事業等との役割分担は
適切である。



件

％

ha

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

【湛水排除事業】
農地の湛水を早期に排除することで農作物の生産の支障となることを防止するものであり、効果的な事業であ
る。
【農業農村整備等情報化推進事業】
バックアップシステムによって、大規模災害時におけるシステムの堅ろう化、データの完全な消失防止等が図
られることから、国営事業の業務等の継続性が確保される。
【諫早湾についての追加調査等】
地域の防災・減災のための機能強化に必要な調査及び実施設計等を行うことから、客観的な将来見通しを踏
まえた効果的な事業である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

【湛水排除事業】
被害が発生した場合のみに実施される事業であり、また、実際に湛水排除を実施した場合に災害査定を行う
ため、事業実施の適正性は確保されている。
【農業農村整備等情報化推進事業】
災害時の入札契約事務継続を図るため、電子入札システム及び契約事務システムを対象に、必要最小限の
システムを効率的に構築する。
【諫早湾についての追加調査等】
地域の防災・減災のための追加調査の実施により、防災・減災効果の適正な発現が見込まれる。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

【湛水排除事業】
事業主体は土地改良区等に限定されており、事業の支弁対象も限定されており、役割分担等は明確である。
【農業農村整備等情報化推進事業】
国が管理するシステムを国自らが実施するものであり、役割が明確である。
【諫早湾についての追加調査等】
地方自治体と調整を図りつつ国が自ら実施すべき調査である。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

【湛水排除事業】
災害復旧事業等の他の事業と整合をとりつつ、被災農地を農地として復旧するために実施。
【農業農村整備等情報化推進事業】
バックアップシステムによって、大規模災害時におけるシステムの堅ろう化、データの完全な消失防止等が図
られることから、国営事業の業務等の継続性が確保されるものとなっている。
【諫早湾についての追加調査等】
地域の防災・減災のための機能強化に必要な調査及び実施設計等を行うことから、関係機関と協議・調整し
他の事業との整合性を図りつつ実施。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

【湛水排除事業】
現地において災害査定を行い事業費を決定することで透明性を確保。
【農業農村整備等情報化推進事業】
適切な進行管理を行うため、システムの構成やシステム機器調達スケジュールを事前に作成。
【諫早湾についての追加調査等】
実施・管理体制を確立して進行管理を適切に行った上で、入札・契約等は一般の事業と同様の透明性をもっ
て執行。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

【湛水排除事業】
被災地域を優良かつ大規模な食料供給基地として再生するためには、「農地や水利施設の１日も早い復旧を
目指す」ことが優先的課題。
【農業農村整備等情報化推進事業】
電子入札システム及び契約事務システムは、緊急応急工事等の発注に最低限必要となることから、早急に強
靱な情報システムの構築が求められる。
【諫早湾についての追加調査等】
地域の防災・減災のための機能強化に必要な調査及び実施設計等を行うことから、優先度が高い事業であ
る。

単位当たり
コスト

湛水排除　1,286（円/10a）
農業農村整備等情報化推進事業　25,000(円/件)

開門に関しての準備　960(百万円/地区)
算出根拠

湛水排除：45百万円/湛水面積（3,500ha）
バックアップ機器導入費：544百万円/電子入札件数（22,000件/5年間）

開門に関しての準備：960百万円/1件

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

【湛水排除事業】
P17 ５（３）③(ii)速やかな農業生産基盤の復旧を図り、農業復興に向けた基礎づくりを行う
【農業農村整備等情報化推進事業】
P25 ５（４）⑤(iii)庁舎等が被災した場合の公的機関の業務継続体制の強化
P27 ５（４）⑤(xvi)災害時に強靱な情報システムの構築等、大規模災害時における安全性・信頼性の向上
【諫早湾についての追加調査等】
P3 ３(ハ)緊急に実施する必要性が高く、速効性のある防災、減災等
P25 ５(4)⑤(iv)災害への対応力を高めた国土基盤の整備

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位

開門に関しての準備

農業農村整備事業等に係る
契約のうち電子入札執行率
（随意契約を除く）

農地の湛水を排除した面積

開門に関しての準備

バックアップシステムの構築

農地の湛水を排除した面積

1

100

3,5003,500

100

23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置の
累積に係る見込み

(         )
1

(         )
1

(         )
3,500

件

式

ha

1

計

                 -                  -                    -                   1,549                   1,549

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的
激甚災害の指定区域内の農地の湛水排除、復旧・復興事業をはじめとした農林水産省発注公共事業の入札契約事務のバックアップ体制の整備、諫
早湾についての追加調査等の防災保全対策を推進することにより、地域の安全度の向上に資する。

事業概要

地域のニーズに対応した農地等の防災保全対策を適切に実施するため、以下の対策を行う。
①土地改良区等が激甚災害の指定を受けた区域内の農地で発生した湛水を排除するために行った機械排水等の経費を補助。
②東日本大震災からの復旧・復興事業を円滑に実施するため、農林水産省発注の公共事業に係る電子入札及び契約事務のバックアップシステムを
中国四国農政局に構築し、緊急時における入札契約事務の継続を確保。
③諫早地域の防災・減災のための機能強化に必要な調査等を実施。

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

整備部設計課施工企画調整室、農地資源
課、防災課

施工企画調整室長　鈴木 孝文
農地資源課長　瀧戸 淑章
防災課長　小林 浩史

根拠法令
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関
する法律第10条、高度情報通信ネットワーク社会形
成基本法

関係する計画、通
知等

e-Japan重点計画、農林水産大臣談話(平成20年７月10日）

会計区分 一般会計 施策名 ⑦農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

事業番号 0029

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農地等の防災保全対策 担当部局庁 農村振興局 作成責任者



％

本事業により土地改良区の
業務運営体制が回復し、土
地改良施設の管理が震災前
の水準に達する割合

－ 100%

算出根拠
○利子助成額／50地区＝３百万円
○業務書類・機器等の復旧費用／40地区＝９百万円

事業実施地区数 地区

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

事業番号

計

⑦農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備

0030

被災土地改良区復興支援事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　営農に不可欠な土地改良施設を管理し、地区内の農業用水の配水調整を行っている被災土地改良区の機能回復を図り、復旧・復興に応じた
業務運営体制の再構築や農家の意欲を絶やすことなく迅速かつ安心できる営農再開の実現を図る。

事業概要
　被災地の農家の営農再開に向けて、震災により事務所機能が損傷を受けたほか農地等の被災により経常賦課金の徴収が困難となっている被
災土地改良区に対し、業務運営の維持に必要な資金借入に対する利子助成（無利子化）及び業務書類・機器等の復旧に対する支援を実施す
る。

                 -                  -

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

　事業の迅速な着手・執行が可能となり、また、事業の執行の透明性が
確保されるよう、事業の申請手続の簡素化及び審査基準の明確化を図
ることとし、被災土地改良区から事業の実施状況の定期的な報告を求
めることとする。

　「復興への提言」では、上記の他、農地や水利施設の１日も早い復旧
や担い手を支援する観点から、復旧に係る共同作業の支援について明
記されているほか、「基本方針」では、農業を営むために欠かせない農
地や水利施設等の保全管理に対する支援について明記されており、諸
原則や施策の考え方との整合が図られている。

　被災地の土地改良区はもとより、関係県及び市町村等からも数次に
わたる要請を受けており、早急な土地改良区の体制が復旧されない
と、農地や土地改良施設の復旧・復興に支障が生じるばかりでなく、国
等が造成した土地改良施設の管理にも支障を及ぼすこととなるため、
優先度が高い事業である。

　被災土地改良区の業務運営や機能回復に必要な措置を、被災地の
復旧・復興に応じた適宜・適確な支援を切れ目なく実施することにより、
早急な土地改良区の機能回復を図ることが可能となる。

　被災土地改良区の業務再開のための初期的費用や、農家の営農再
開までの業務運営の維持のための資金借入に対する利子助成を行う
ことにより、土地改良区の機能回復後は、自立的な業務運営を確保で
きる。

　被災土地改良区への事業資金の交付等の事務は、民間団体（公募）
を活用することとし、被災土地改良区の業務運営や機能回復に関し必
要となる助言については、国が、土地改良区に対する指導監督を行う
県と連携を図りつつ行うこととする。

　復旧・復興後の土地改良施設の管理を担うこととなる被災土地改良
区の業務運営や機能回復に対して必要な支援を計画的に実施するこ
とで、国等が行う農地や土地改良施設の復旧・復興事業を補完するも
のである。

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　　　　　　）
50地区

12百万円／地区

単位
目標値

23年度
23年度活動見込成果指標 単位

（25年度）
活動指標

整備部土地改良企画課
土地改良企画課長

上大田 光成

第３次補正

               150

○「東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する
法律」の審議における衆・参両院の農林水産委員会における附
帯決議
○東日本大震災からの復興の基本方針（平成23年７月29日東日
本大震災復興対策本部決定）

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

                 -                150

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～

一般会計 施策名



整備部農村整備官
農村整備官
大田 武志

第３次補正

               270

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

5
1

導入準備地区：  34（百万円/地区）
施設整備地区： 100（百万円/地区）

・エネルギー基本計画（平成22年６月18日閣議決定）
・京都議定書目標達成計画（平成17年４月28日閣議決定）

                 -                  -
  　　　 　 　270
　 　　 ※（1,260）

国による公募・直接採択により迅速に事業を執行するとともに、透明性の確保を
図ることとする。

「復興への提言」において、「被災地におけるインフラの再構築にあたっては、先
端的な自立・分散型エネルギーシステムを地域特性に応じて導入していくことが
必要である」とされている。
また、「東日本大震災からの復興の基本方針」において、大震災の教訓を踏まえ
た国づくりの一部として「地域の特性を踏まえた、太陽光発電、風力発電、地熱
発電、バイオマス発電、中小水力発電等の導入を促進する」とされている。

東日本大震災を契機として再生可能エネルギーの導入拡大を求める機運が高
まっており、福島県や岩手県等から再生可能エネルギーの導入促進に関する要
望があげられているところ。
また、「「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理」（エネル
ギー・環境会議）においても、再生可能エネルギーの導入促進は短期的に取り
組む課題とされるなど、本事業の優先度は高い。

東北地域の農山漁村に豊富に存在する資源を活用し、先駆的に導入することに
より復興に資することに加え、可能性のある他の地区での導入拡大につなげる
ものであり、本事業は効果的である。

再生可能エネルギー導入に係る調査設計により、農山漁村の未開発の資源の
有効活用につながるとともに、調査の実施により事業の確実性を向上し、非効
率・不要な施設整備の防止につながることとなる。

東北地域における再生可能エネルギー導入に係る調査設計・施設整備につい
ては、先駆的に導入することにより復興に資することに加え、再生可能エネル
ギー導入拡大に向けた取組を速やか実施する観点から、民間等が施設を導入
する際に国が一定の支援を実施する。

農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー導入に向け、調査設計を実施
し、これを踏まえた施設整備を行うこととしており、計画的に実施される事業であ
る。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的

　東日本大震災や原子力発電施設の事故により、今後のエネルギー施策における再生可能エネルギー利活用の重要性が再認識され、「東日本大
震災からの復興の基本方針」５復興施策（４）大震災の教訓を踏まえた国づくりの一部として、地域の特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入を
促進するとされたところ。東北地方の農山漁村には、小水力・太陽光等といった電力として活用できる資源が豊富に存在しており、その自然条件等
に応じて、非常時における代替電力としても使用可能な再生可能エネルギーの生産施設を他地域に先駆けて機動的かつ緊急に整備し、大震災の
教訓を生かした国づくりに向けたモデルを示すことで、被災からの復興等が更に加速される。

事業概要

（１）小水力発電導入調査設計
　　被災地域において、小水力発電導入に向けた案件形成調査及び導入に係る調査設計への支援を実施
（２）再生可能エネルギー導入調査設計及び施設整備
　　被災地域の農山漁村地域の自然条件等に応じた小水力・太陽光発電設備等再生可能エネルギーの導入に係る調査設計、再生可能エネルギー
供給施設整備及びこれと併せ行う需要施設整備等を支援

 　　　　（990）
※関連事業：小水力等農業水
利施設利活用促進事業

事業番号

計

⑨農業・農村における６次産業化の推進

0031

農山漁村再生可能エネルギー導入事業
うち小水力発電導入調査設計等

担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（24年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

％
小水力等再生可能エネルギー施設
における電力需要量に対する再生可
能エネルギー電力発電量の割合

－ 40

算出根拠 小水力発電導入調査設計：170百万円/５地区
再生可能エネルギー導入に係る概略設計及び施設整備：１００百万円/１地区

小水力発電導入準備完了地区数
小水力発電整備地区数

地区

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



会計区分 一般会計 施策名 －

事業番号 0032

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農業施設災害復旧等事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 昭和24年度～ 担当課室 整備部防災課

防災課長
小林 浩史

根拠法令

土地改良法　第2条、第126条
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
第3条
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法　第3条
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第6条
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に
係る工事の国等による代行に関する法律第7条　等

関係する計画、
通知等

－

事業の目的 迅速に災害復旧等を行うことにより、農業の維持、農業経営安定及び国土の保全を図る。

事業概要

○被災した施設等の災害復旧及び復旧と併せた整備等に対し補助事業を実施。
○被災した国営造成施設の災害復旧等の直轄事業を実施。

国費率（基本）：65/100、50/100等

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

             8,163             57,825                  - 206,140 272,128

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

被災地域は、今回の震災まで優良かつ大規模な食料供給基地であっ
た。新たな食料供給基地として再生する上でも、「農地や水利施設の１
日も早い復旧を目指す」ことが必要である。これらの復旧には、当該事
業が必要不可欠である。

－ －

単位当たり
コスト

－ 算出根拠 －

災害復旧事業等のため成果
指標を定めていない

－ － －
災害復旧事業等のため活動指
標を定めていない

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

本施策は、「東日本大震災からの復興の基本方針」の基本的な考え方
として示された「被災地域の復旧」のため、被災した農地・農業用施設
等の原形復旧等を行うものであることから、整合がとられている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

本施策は、被災した施設の原形復旧を原則とするが、これが著しく困難
又は不適当な場合にはこれに代わるべき必要な施設とする、また、災
害復旧と併せて再度災害防止のための整備を行うなど効果的な事業
実施を図るものである。
本施策は、農地・農業用施設等を対象施設としており、他の災害復旧
事業等との役割分担が明確である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本施策は、災害査定を踏まえ、事業採択の可否や事業規模等を決定
するものであり、事業の効率性は工事ごとに確認されている。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
本施策は、法令等により事業の採択要件及び事業主体が定められて
おり、役割分担は明確である。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
本施策は、早期復旧を目的とし、事業主体が関係機関等と調整の上、
策定する事業計画概要書等に基づき、計画的に実施されるものであ
る。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

本施策は、緊急性に応じて補助金の交付決定等を待たず応急工事に
着手できるなど事業の迅速な着手・執行が可能である。
また、法令等に基づき、国庫補助事業については遂行状況報告が義務
づけられるなど、適切な進行管理が確保されている。



ha
津波により被害を受けた

農地の経営再開面積
7,600 15,000

算出根拠 1,901百万円／3,480ha(実施予定面積）

除塩の実施面積 ha

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

23年度活動見込成果指標 単位
（25年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

事業番号

計

－

0033

除塩事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に
関する法律　第6条

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的 東日本大震災に伴う津波により、海水が農用地に浸入し塩害が生じている場合に、塩害を取り除くために実施する。

事業概要 東日本大震災に伴う津波により、海水が農用地に浸入し塩害が生じている場合に、補助事業及び直轄事業で実施する。

                 -

当該事業は、災害査定を待たずに復旧工事に着手できる「査定前着工」
の制度を活用し、早期復旧が可能である。また、当該事業の実施に当
たっては、事業計画概要書の提出及び変更要件に合致する場合は、変
更協議が必要となっており、一定の進行管理が行われている。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」において、
復興に向け、農地・農業用施設等の速やかかつ着実な復旧を図ることが
示されている。特に、除塩については復旧の第一歩として位置づけられ
ており、施策の考え方と整合がとられている。

被災地域は、今回の震災まで優良かつ大規模な食料供給基地であっ
た。被災地域を新たな食料供給基地として再生する上でも、「農地や水
利施設の１日も早い復旧を目指す」ことが必要であり、当該事業が必要
不可欠である。

除塩マニュアルや実証実験の結果等も踏まえつつ、除塩事業を実施す
ることにより、より高い効果・効率的な事業実施を図る。

除塩事業は塩分濃度に基づく採択要件等があり、事業実施により塩分
濃度が一定値以下になるよう進められている。今後も事業実施により効
率性の検証等を進めていく。

事業主体毎に、事業の採択要件が定められており、役割分担は明確で
ある。

被災農地は、農地として復旧することを基本としており、除塩事業は農地
の復旧に必要不可欠なものである。実施に当たっては、他の事業と整合
をとりつつ実施されるものである。

整備部防災課
防災課長
小林 浩史

第３次補正

             1,901

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（7,600）
3,480

5,460　（千円／10a）

－

             2,450                  -              4,351



km
水路の耐震性の強化

（主な水路を対象に算定）
48

算出根拠 16,436百万円／192箇所（事業実施地区数）

事業実施地区数 箇所

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

23年度活動見込成果指標 単位
（　　年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

事業番号

計

⑦農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備
⑪農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

0034

農業水利施設等の震災対策
（農業農村整備事業）

担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
土地改良法第85条、87条の２、土地改良法施行令第
49、50条、地すべり等防止法第７条　他

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 昭和24年～

一般会計
食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定

施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　東日本大震災の被災地において、安定的な営農を行うための生産基盤を整備するとともに、農業振興に向けた基礎づくりを行う。ま
た、防災・減災の観点から全国的なインフラ整備の見直しを行い、震災に強い農業インフラを構築することで、安定的な食料供給を確
保するとともに、農業水利施設等の損壊による周辺の施設や人家等への二次被害を防止する。

事業概要
　東日本大震災により被災した農業用施設等の整備、震災により地すべりの兆候が明らかとなった地すべり区域における対策工事及
び余震により損壊するおそれがあるなど必要な耐震性を有していない施設の整備を実施する。また、これらに加えて、高い耐震性が求
められる施設等において耐震性の強化を図る。

           182,271

　直轄事業の入札形式については、原則、すべての工事で一般競争入
札を適用するなど契約に関する透明性や競争性を確保しているととも
に、適宜工事の進捗を管理するなど事業管理を徹底している。

　基本方針において本施策の必要性等について明記。
【例】　５復興施策　（３）地域経済活動の再生　③農業
（ⅱ）農業を営むために欠かせない農地や水利施設等の保全管理に対
する支援を充実することにより、速やかな農業生産基盤の復旧を図り、
農業復興に向けた基礎づくりを行う。

　被災地等からは、農業水利施設の耐震性の強化などの防災対策の事
業実施や予算確保について要望が出されている。

　農業水利施設の整備等については、必要に応じて事業計画の見直しを
行うなど地域のニーズに応じた効果的な事業となっている。

　事業費10億円以上の直轄事業地区及び補助事業地区については、原
則、事業の着手に当たって、費用対効果分析に加え、事業の必要性、効
率性の観点から総合的な評価を実施している。

　農業水利施設の整備等は、土地改良法等により事業の規模や内容等
に応じて事業実施主体を区分するなど国と地方で役割を適切に分担して
いる。

　農業水利施設の整備等の実施に当たっては、土地改良事業計画等を
作成し、この中で関連事業との整合性をとっている。

整備部水資源課、農地資源課、防
災課、農村整備官

水資源課長　坂井 康宏
農地資源課長　瀧戸 淑章
防災課長　小林 浩史
農村整備官　大田 武志

第３次補正

            16,436

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　192　　　）

　　86（百万円／地区数）

東日本大震災からの復興の基本方針
我が国の食と農林漁業の再生のための中間提言
食料・農業・農村基本計画

                 -                  -            198,707



整備部農地資源課、防災課
農地資源課長　瀧戸 淑章
防災課長　小林 浩史

第３次補正

             2,000

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　　　　　）
５

400（百万円／地区）

・東日本大震災からの復興の基本方針
・津波被災地における民間復興活動の円滑な誘導・促進のための
土地利用調整のガイドライン

                 -                  -              2,000

市町村復興計画や地域の住民と調整を図りながら、復旧・復興のために
必要な計画を策定するものであり、事業執行の透明性が確保されたもの
である。

「東日本大震災からの復興の基本方針」において、被災地域における復
旧・復興計画の策定を支援する必要性が示されており、施策の考え方と
整合が取られている。

　被災自治体は、既に復旧・復興対策に多大な人的・財政負担を強いら
れていることや、現に被災地等から具体の地域復興計画の策定支援の
要請があることから、被災地のニーズ、優先度ともに高い事業と言える。

事業計画を策定した上で事業を実施することで、秩序ある復旧・復興が
可能となるため、効果的かつ必要不可欠な事業である。

本事業により、津波被災地の復旧・復興を行うための具体的な計画を作
成することで、効率的な整備が可能となることから、速やかな復旧・復興
のために不可欠。

被災市町村は、市町村毎に復興計画を策定し、国は、県及び市町村と連
携して、復興計画を具体化するために本事業で必要な個々の事業計画
の策定等について支援する。

市町村復興計画の策定作業と密接に連携しながら農業基盤の整備計画
を策定することとしており、整合的かつ計画的に実施されるものである。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

地域農業の再興に向けた農地・農業用施設の整備を円滑に進めるため、津波被災農地の復旧・復興に係る農業基盤復旧復興整備計画や個別地
区の土地改良事業計画を策定するとともに、農地集積のための農業者団体等の活動を支援し、津波被災地の速やかな復旧・復興に資する。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

東日本大震災により被害を受けた地域において、地域農業の再興に向けた農地・農業用施設の整備を円滑に進めるためには、市町村復興計画の
策定作業と密接に連携しながら農業基盤の整備計画を策定し、また、農地の大区画化や換地等による農地集積を促進する必要があり、津波被災
農地の復旧・復興に係る農業基盤復旧復興整備計画や個別地区の土地改良事業計画を策定するとともに、農地集積のための農業者団体等の活
動を支援し、津波被災地域の速やかな復旧・復興に資するものである。

                 -

事業番号

計

⑦農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備

0035

農業基盤復旧復興整備計画策定事業 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

23年度活動見込成果指標 単位
（25年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

ha
津波により被害を受けた農地の営農
再開可能面積 7,600 15,000

算出根拠 2,000百万円/５（計画策定地区）

津波による農地・農業用施設の復旧・復
興を行うために農業基盤の復興計画を策
定する地区

地区

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



事業番号 0036

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農山漁村地域整備交付金 担当部局庁 農村振興局 作成責任者

整備部農村整備官
農村整備官
大田 武志

根拠法令
土地改良法第２条、森林法第41条、第193条
海岸法第27条

関係する計画、
通知等

東日本大震災からの復興の基本方針
我が国の食と農林漁業の再生のための中間提言
食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）
土地改良長期計画（平成20年12月26日閣議決定）
森林整備保全事業計画（平成21年４月24日閣議決定）
漁港漁場整備長期計画（平成19年６月８日閣議決定）
社会資本整備重点計画（平成21年３月31日閣議決定）

会計区分 一般会計 施策名

⑥優良農地の確保と有効利用の促進
⑦農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備、
⑪農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全、
⑫森林の有する多面的機能の発揮、
⑰漁村の健全な発展

事業開始・
終了(予定）年度

平成22年度～ 担当課室

事業の目的
　震災の教訓を踏まえ、今後発生しうる大規模地震により損壊のおそれのある農業水利施設の耐震性の強化、土砂崩壊防止等の森
林の公益的機能の発揮による災害に強い森林づくり、震災被災地のほか東海・東南海・南海地震に伴う津波が想定される地域に重点
化し早急な海岸保全施設の整備等を通じて、災害に強い国づくりを進め、早期に地域の安全・安心の確保を図る。

事業概要

　東日本大震災からの復興の基本方針を推進するため、以下の事業を実施。
①震災の教訓を踏まえ、今後発生しうる大規模地震により損壊のおそれのある農業水利施設の耐震性の強化に資する改修・整備を
実施。
②山地災害を防止するため、山腹斜面や渓流を安定させる施設の整備を実施。
③震災被災地のほか、東海・東南海・南海地震に伴う津波が想定される地域に重点化し早急な海岸保全施設の整備等を実施。

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

54,280

津波・高潮による災害から一定の水
準の安全性が確保されない面積[参
照：社会資本整備重点計画]

千ｈa 4.2

計

            31,761                  -                  -              1,968             33,729

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　年度）

目標値

単位当たり
コスト

　22（百万円／箇所） 算出根拠

成果目標
（アウトカム）

1,968百万円/91箇所（事業実施想定箇所数）

防災上、特に緊急性、必要性の高い
集落において周辺の森林の山地災
害防止機能等の確保（直轄事業を
含む）が図られた集落数

集落数

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

　復興基本方針における、３(イ）、３（ハ）、５(1)②(ⅱ)、５(4)⑤(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)
に記載されている諸原則や施策の考え方と整合が図られている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

　対象事業は整備計画に基づき計画的に実施しており、また、地方公共
団体の裁量により、事業間の予算融通が可能であることから、効果的・
効率的な実施が可能。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
　事業の着手に当たっては、費用対効果分析に加え、事業の必要性、効
率性の観点から総合的な評価を実施しており、地方公共団体において自
主的・主体的に検証し、その結果を公表している。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
　地方公共団体が作成した整備計画において事業実施主体を区分し、こ
れに基づき事業を実施。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
　事業の実施に当たっては、整備計画を作成し、この中で関連事業と計
画的でかつ整合がとれた整備を連携して実施しており、関連計画との整
合性及び計画的な事業実施が確保されている。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

　地方の主体的な判断により、予算の配分や地区間の融通が可能であ
り、適切な執行管理が行われている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

　被災地等からは、農業水利施設の耐震性の強化など防災対策の充実
も含め、これら事業実施や予算確保について要望されているところ。
大震災の教訓を踏まえ、災害に強い国づくりを進めるため、ハードとソフ
トを組み合わせ、防災・減災対策の推進を図るためには、農林漁業等の
復興に向けた基盤の整備が必要不可欠である。

成果指標 単位

農業水利施設等の耐震性の強化 施設 4

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

事業実施想定箇所数 箇所
（　　  　　）

91



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

１．科学技術戦略推進費等による実験室、現地圃場等における実証研究により得られた知見や、森林内における放
射性物質の賦存状況調査等を踏まえ、費用対効果や効率性が高いと思われる手法での放射性物質の除去・低減
技術について実証試験を行うものである。
２．現場のニーズに基づいた研究を実施するため、得られた研究成果は速やかに農林水産業の現場において活用
されることから効果的な事業である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
１．同上
２．研究課題の採択にあたっては、外部専門家等により、費用対効果や効率性の観点からの審査を実施している。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

１．放射性物質の除去・低減のための技術開発は国の責務で行い、得られる成果を関係自治体等に広く適用してい
く必要があることから、国の委託研究として実施するものである。
２．産学官の研究グループによる応募を要件とするとともに、研究課題の採択にあたっては、外部専門家等により、
参画機関の能力に応じた役割分担が適切かどうかを審査している。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
１．本事業による技術開発は、行政部局と連携して進めるとともに、研究の成果は可及的速やかに次の事業や現場
での活用につなげることとしている。
２．研究課題の採択にあたっては、省内の行政部局等により、各種施策等との整合性を審査している。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

１．事業の迅速な着手・執行が可能となるよう予算が成立し次第、直ちに契約の締結ができるよう事前作業を進める
ことを予定している。
　また、透明性を確保し、適切な進行管理を行うため、委託契約は研究コンソーシアムとの委託契約を行い、外部有
識者を含む運営委員会による進行管理・評価を実施する。
２．研究課題の採択後は、速やかに委託契約を結ぶこととしている。また、進行管理については、当局だけでなく、外
部の専門家をプログラムオフィサーとして活用することで透明性を確保しつつ適切に行っている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

１．福島県飯舘村から「村の４分の３は山林であり、土壌や農業用水、木材への影響等を把握するためにも、早急に
山林の除染技術を確立し具体的な対応を進めなければと考えるが、いかがか」、「ハウス、ため池及び畦畔等に生
えている雑草の除染について検討して欲しい」旨の提案・要望がある他、放射性物質の除去・低減技術の確立につ
いて、各方面から多数の要望等があり、優先度が高い。
２．岩手県東日本大震災津波復興計画　復興基本計画においては、「地域の防災対策や地域づくり、水産業再生の
方向性を踏まえた漁港・漁場・漁村生活環境基盤や海岸保全施設の普及・整備を推進」とされ、現に、現地からも緊
急対応研究の要望を受けており、被災地からのニーズは高い。
　また、被災地の農林水産業における課題の解決を早急に図る必要性が高い研究を募集することから、優先度は高
い。

単位当たり
コスト

１．契約当たり（89百万円／1件　）

算出根拠

266百万円/3件＝89百万円

２．「（23年度当初平均19（百万円/課題））」
40（百万円／課題）

「（平成23年度当初研究課題執行額5,017百万円÷平成23年度実施研究課題数
（259課題）＝19百万円）」
160（百万円）÷実施研究課題数（4課題）＝40百万円

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

１．本事業は、「復興への提言」のP２９（５）「土壌汚染等への対応　放射性物質で汚染された廃棄物や土地の早期
処理や、浄化に向けて取り組むべきである。その際、汚染状況などの専門的・継続的な把握だけでなく、一元的な情
報の集約と提供を図る必要がある。放射性物質の除去については、知見が十分に得られていない状況にあるため、
関係研究機関の叡智を結集させて、現場レベルでの実証を行いつつ、除染に関する手法を早期に確立し、これを着
実に実施すべきである。」を、また、「復興の基本方針」のP３０（１）④（ⅱ）放射性物質による大気・水・土壌・森林等
の汚染を除去する必要があることから、環境修復技術の早期確立等を目指す。国の責任において、除染に関する考
え方や手法を早期に確立するとともに、地方公共団体の協力を得つつ、現場レベルでの実証や汚染土壌等の除染
に必要な措置を講じる。」の内容を具体化したものである。
２．「東日本大震災からの復興の基本方針」のＰ１５（３）①（ⅳ）「産学官連携の下、中長期的・継続的・弾力的な支援
スキームによって、復興を支える技術革新を促進」、Ｐ１６（３）③（i）「日本全国のモデルとなるよう取組みを進め、東
北を新たな食料供給基地として再生」、Ｐ１８（３）⑤（ⅱ）（ⅲ）「漁業環境の把握、適切な資源管理等により漁場・資
源の回復を図る」「生産者と連携した新たな商品開発を行うといった６次産業化の取組みも視野に、漁業生産と一体
的な復興を推進」、Ｐ３０（１）④（ⅱ）「放射性物質による大気・水・土壌・森林等の汚染を除去する必要があることか
ら、環境修復技術の早期確立等を目指す」に合致する。
　農林水産業は、東北地方の基幹産業であり、地域の雇用や暮らしなどの面で大きな役割を果たしている。本事業
は、農林水産業における課題の解決を図るものであることから、被災者の暮らし等の再生に資する。

研究委
託の契
約件数

3

２．研究課題毎の事後評価に
おいて、「概ね目標を達成し
た」と評価される課題の割合
が８０％以上

％
（課題）

80 個々の研究課題に係る成果数 成果数
（68）

４

１．原発事故収束後の農業
者のふるさとへの帰還及び
営農再開のため、農地・集落
に隣接する森林や農地周辺
施設等の放射性物質を除
去・低減するための技術を開
発。

開発
する
技術
の数

1 5

森林内の放射性物質に由来す
る影響を低減させる技術、農業
用施設、畦畔、農道等の除染技
術、放射性物質を含む作物等の
安全な減容・安定化技術の開発
を実施。

計

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位
目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

             5,151                  -                  -                426              5,577

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （26年度）

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的

　福島第１原発事故収束後に農業者がふるさとへ帰還し、営農を再開できるよう、科学技術戦略推進費等を活用し、放射性物質について農地等の
除染技術の開発等に取り組んだところであるが、農地・集落に隣接する森林からの放射性物質の拡散防止や、用排水路等の農業用施設、畦畔、農
道等の除染を行わなければ被災地での営農再開はできず、また、汚染された作物や雑草等については、安全に保管するための減容・安定化が求
められており、これらに必要な技術開発を行う。
　さらに、産学官の研究能力を集結し、幅広い分野のシーズを活用しつつ、機動的な対応が可能である競争的資金制度の特徴を生かして、農林水
産・食品産業における生産及びこれに関連する流通、加工等の現場の技術的課題の解決や地域の活性化を図るための実用技術の早急な開発を
推進する。

事業概要

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、次の技術を開発。
１．森林・農地周辺施設等の放射性物質の除去・低減技術の開発
　①森林内の放射性物質に由来する影響を低減させる技術の開発。
　②農業用施設、畦畔、農道等の除染技術の開発。
　③放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化技術の開発。
２．新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
　農林水産・食品産業の現場の多様なニーズに対応した実用技術の開発を推進するために、現場の課題解決を早急に図る必要性が高い研究課題
を募集する。なお、本補正においては、東日本大震災等により発生し、緊急に対応を要する研究課題を対象とする。

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

　　　研究推進課
　　　研究開発官（食料戦略）
　　　研究開発官（環境）

研究推進課長　迫田 潔
研究開発官　中谷 誠
研究開発官　齋藤 伸郎

根拠法令 －
関係する計画、

通知等

原子力被災者への対応に関する当面の取組方針（平成２３年５月１７日原子力災害
対策本部決定）、復興への提言（平成２３年６月２５日復興構想会議決定）、東日本
大震災からの復興の基本方針（平成２３年７月２９日東日本大震災復興対策本部決
定）

会計区分 一般会計 施策名 ⑱農林水産分野の研究開発

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成26年度 担当課室

事業番号 0037

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 森林・農地等の放射性物質の除去・低減技術等の開発 担当部局庁 農林水産技術会議事務局 作成責任者



開発
する
技術
の数

営農再開及び持続的な営農
のために必要な、放射性物
質の移行動態研究や除去・
移行低減技術等の開発

- 4

算出根拠
「（23年度当初予算1,157（百万円）/改修件数（4件）」

792（百万円）/施設等の整備(1件）

施設等の整備 件

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

23年度活動見込成果指標 単位
（26年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

事業番号

計

⑱農林水産分野の研究開発

0038

農林水産関係放射性物質対策研究拠点施設整備事業 担当部局庁 農林水産技術会議事務局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
一日も早い被災地での営農再開に向けて、国内外の関係機関とも連携しつつ、より原発事故現場に近いところで研究に取り組むことにより、研究開
発の成果を早急に生み出し、被災地での営農再開を進めるとともに、持続的な営農のために必要な研究開発等を継続的に行う。また、世界に類例
がない今回の災害で得られた知見を世界共有の財産とし、知見の集積を行う。

事業概要

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター　福島研究拠点を、農林水産関係の放射性物質対策の研究拠点として整備し、国内
外の関係機関とも連携しつつ、研究開発の推進を図る。
（補助率：定額、国10/10）
【整備内容】
①放射性物質測定・研究のための研究棟の整備
②研究に必要な機器の整備（ゲルマニウム半導体検出器）

             1,157

補正予算が成立次第、直ちに交付金決定の手続を行い、交付先である
独立行政法人に指示・指導を行うことにより、事業の迅速な着手・執行が
可能である。また、事業の進行管理等は独立行政法人の内部規定に
従った競争入札による執行等、透明性が確保された適切な執行が可能
である。

本事業は、「東日本大震災からの復興の基本方針」P30(1)④(ⅱ）の「放
射性物質による大気・水・土壌・森林等の汚染を除去する必要があること
から、環境修復技術の早期確立等を目指す。このため、大学、研究機
関、民間企業等の協力の下、福島県に国内外の叡智を結集する開かれ
た研究拠点を形成する」に対応するものであり、整合性がとられている。
（「復興への提言」P30にも同様の記述）

福島県および福島県飯舘村・川俣町等から、福島県内において農地等
土壌の除染やモニタリングにかかる研究施設の設置の要望があり、早急
な対応が必要である。また、将来にわたり継続的に研究を実施するため
にも福島県内の拠点整備が必要である。

被災地での営農再開等に向けた調査研究を進めるに当たっては、調査
研究の対象（農地等）がすぐ近くに存在する福島県内で、調査研究を継
続的に行える体制を整備することが効果的である。また、他省庁等の取
組と連携し、我が国全体の取組として、効果が最大となるよう実施する。

本施設整備は、既に独立行政法人が所有する土地、施設、設備を活用
するものであり、かつ、原発事故現場に近い場所に位置していることか
ら、整備後は効率的に研究を進めることが可能である。なお、経費積算
に当たっては複数の業者から見積りを徴収するなどしてコスト低減を図っ
ている。

本施設整備は、被災地での営農再開等に向けて、国（独立行政法人）、
大学、民間等の叡智を結集して取り組む必要のある、リスクを有する調
査研究のために行うものである。他方、自治体や民間においては、これ
らの調査研究の成果の普及が主な役割になると考えられ、国（独立行政
法人）等との役割分担は明確である。

・独立行政法人の施設整備は中期計画等に基づき計画的に実施してい
るところであるが、今回の整備は、現在、福島研究拠点が取り組む環境
保全型農業の研究に支障が生じないよう実施するものである。
・施設の整備後は、「復興の基本方針」に掲げる研究拠点の形成の考え
方に則し、共同研究用の設備等を活用して、国内外の大学、研究機関等
と連携・協力して調査研究を実施する。

技術政策課
総務課調整室

 技術政策課長　小平 均
 調整室長　瀧澤 永佳

第３次補正

               792

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（5）
1

「（23年度当初予算289（百万円）/件）」
792（百万円）/件

原子力被災者への対応に関する当面の取組方針（平成２３年５月１７日原子力災害
対策本部決定）、復興への提言（平成２３年６月２５日復興構想会議決定）、東日本
大震災からの復興の基本方針（平成２３年７月２９日東日本大震災復興対策本部決
定）

                 -                  -              1,949



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役割
分担、客観的な将来見通しなど）。

原発事故以降の継続的な調査・分析により、実験施設全体の汚染が進
み、精度の高い測定が困難になりつつあることから、迅速かつ正確に
データを測定・提供し続けるためには、施設全体を除染して清浄な状態に
保つことが有効な手法である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

現在、実験施設全体の汚染のため、測定の度に測定機器の除染やデー
タの補正に追われているところ。施設全体の除染、クリーンブース等の設
置、研究推進上必要な最小限の機能を維持する改修等を実施すること
で、作業効率の改善を図ることができる。また、経費積算に当たっては複
数の業者から見積りを聴取するなどしてコスト低減を図っている。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

農環研では、国の指導の下で、我が国の農業環境における放射性物質
のモニタリング、動態解明等を実施している。また、自治体、民間等は、農
環研の調査結果等を参考に、それぞれ対象を定めて農産物等のモニタリ
ングを実施することになると考えられ、役割分担は明確である。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

独立行政法人の施設整備は中期計画等に基づき計画的に実施している
ところであるが、今回の改修は、農環研が本年度に行うモニタリング等に
支障がないように実施するものである。また、施設整備後、他機関と協
力・分担して農業環境中の放射性物質のモニタリング、動態解明等を計
画的に実施する。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保され、
進行管理が適切に行われるようになっているか。

補正予算が成立次第、直ちに交付金決定の手続を行い、交付先である独
立行政法人に指示・指導を行うことにより、事業の迅速な着手・執行が可
能である。また、事業の進行管理等は独立行政法人の内部規定に従った
競争入札による執行等、透明性が確保された適切な執行が可能である。
なお、整備の実施においては、研究への影響が出ないよう、実施時期及
び作業区域をずらす等、適切な進行管理を図る。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原則や
施策の考え方との整合性がとられているか。

本事業は、「東日本大震災からの復興の基本方針」P29(1)①（ⅲ）(「放射
線量等きめ細かで抜け落ちのないモニタリングと迅速でわかりやすい情
報提供、科学技術により検証された情報提供」等及び「復興への提言」
P29(4)「科学的根拠をもった一次データの公開など、正確な情報発信や継
続的な情報開示」等に対応するものであり、整合性がとられている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

国民大運動実行委員会、農民運動全国連合女性部等から、国の責任に
おけるきめ細やかな農地土壌等のモニタリング等が求められているところ
であり、農地土壌等の放射性物質の調査・分析に係る施設整備について
早急な対応が必要である。

件
（2）
1

単位当たり
コスト

「（23年度当初予算132（百万円）/件）」
296（百万円）/件

算出根拠
「（平成23年度当初予算額132（百万円）/改修等件数(1件）」
296（百万円）/改修等件数（1件）

放射性物質の動態解明
等研究の円滑な推進（目
標値は成果実績査読論
文数で参考）

報 162 810 施設等の改修等

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 27年度まで累計

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

               132                  -                      -                296                429

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的

　（独）農業環境技術研究所（農環研）では、原発事故後、農地土壌等の放射性物質の調査・分析を実施している。しかし、大量のサンプルを調査・分析し
た結果、実験施設全体の汚染が進み、精度の高い測定が困難になりつつあることから、今後の研究を進める上で、分析精度の確保対策が喫緊の課題と
なっている。また、今後継続して調査・分析を進めるにあたっては、作業者の放射線障害を防止し、安全性を確保することも重要である。　このため、調
査・分析の精度及び作業者の安全性の確保等に必要な施設等の整備を緊急的に実施する。

事業概要

農環研において、農畜産物、土壌中の放射性物質の調査・分析の精度及び作業者の安全性確保等のため、ＲＩ施設（研究用放射性物質取扱施設）改修
や、高度な機器で行われる放射能分析・研究の継続的な実施を支える受変電設備更新等を行う。
(補助率：定額、国10/10）
【整備内容】
①空調付きクリーンブースの整備等（分析精度の確保）
②放射線監視装置の設置、アイソトープ実験棟関係設備等の整備・更新、受変電設備等の整備・更新（作業者や公共の安全性の確保）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

技術政策課
総務課調整室

 技術政策課長　小平 均
 調整室長　瀧澤 永佳

根拠法令 －
関係する計画、

通知等

原子力被災者への対応に関する当面の取組方針（平成２３年５月１７日原子力災害
対策本部決定）、復興への提言（平成２３年６月２５日復興構想会議決定）、東日本
大震災からの復興の基本方針（平成２３年７月２９日東日本大震災復興対策本部決
定）

会計区分 一般会計 施策名 ⑱農林水産分野の研究開発

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

事業番号 0039

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名
農業試験研究独立行政法人の施設整備

（農業環境技術研究所のＲＩ施設改修等）
担当部局庁 農林水産技術会議事務局 作成責任者



研究推進課
研究推進課長

迫田 潔

第３次補正

430

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

活動指標
（アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

既に生産再開の動きがある
3分野について先行的に研
究に着手

・研究・実証地区整備：33（百万円／地区）
・実証研究：122（百万円／分野）

復興への提言（平成23年６月25日復興構想会議決定）、東日本大震災からの
復興の基本方針（平成23年７月29日東日本大震災復興対策本部決定）

             -                   - 430

事業の実施にあたっては、被災県の公設試験場と密に連携し、迅速な事業着手・
執行を行う予定。また、個々の研究課題においては、研究代表者による進捗管理
に加え、外部専門家よりなる運営委員会において事業内容の確認や進捗管理を適
切に行う予定。

・本事業は、「復興への提言」で示された農林業の３つの戦略（p.20）や水産業の重
要性（p.21）を踏まえ、p.19記載の「震災により激変した海洋生態系を解明し漁場を
復興させるほか関連産業の創出にも役立たせる」「先端的な農業技術を駆使した
大規模な実証研究を行い成長産業としての新たな農業を日本全国に提案する」の
内容を具体化したもの。
・また本事業は、「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された、（p.15(3)①
(ⅳ)）「知と技術革新（イノベーション）の拠点機能を形成することにより、産業集積、
新産業の創出及び雇用創出等の取組みを促進」するため、(p.17(3)③(ⅲ))「高付加
価値化戦略、低コスト化戦略、農業経営の多角化戦略を組み合わせることで、地
域の特性に応じた将来像を描き、力強い農業構造の実現を支援」する(p.17(3)③
(ⅳ))「先端的な農業技術を駆使した大規模農業の実証研究」や、(p.18(3)⑤(ⅱ))
「科学的知見も活かした漁場環境の把握、適切な資源管理等により漁場・資源の
回復を図る」とともに(p.19(3)⑤(ⅲ))「水産加工・流通業は（中略）漁業生産と一体的
な復興を促進」「造船業など関連産業の復興を支援」に対応する水産分野の実証
研究を行うもの。

・宮城県の震災復興計画では、「新たな時代の農業・農村モデルの構築」「競争力
と魅力ある水産業の形成」の記載があり、農業及び水産業とも競争力のある新しい
産業として地域の復興を牽引することとしており、本事業はこのニーズを技術面か
ら支える事業である。
・岩手県東日本大震災津波復興計画では、「なりわい」の再生として水産業を中心
とした復興計画を掲げるとともに、「科学技術分野」「産業振興分野」を含む「三陸
創造プロジェクト」の推進を取り上げており（第５章）、本事業はこのニーズを技術面
から支える事業である。

本事業は、これまで全国で行われてきた研究開発事業の成果を、被災地の復興に
役立たせるため、被災地に設ける研究・実証地区を中心に実証研究を展開するも
のであり、早急に多数の農林水産分野の技術を効率的に被災地に還元する方法
が選択されている。

生産コスト半減、収益率２倍の農林水産関連技術体系を構築するため、先端技術
を組み合わせて体系化する研究を推進する実証研究である。本事業においては、
事前に費用対効果や効率性の検証を行った上で研究に着手する予定である。

本事業では、国が最新の研究成果を踏まえ実証すべき技術的課題を提示し、被災
県の公設試験場等が技術の実証研究を実施する。
24年度以降は、民間企業を含む研究機関がコンソーシアムとして実証研究に加わ
るとともに、民間、被災県の普及組織など、技術を活用した事業や生産者に対する
技術移転を行う機関などの普及支援組織もコンソーシアムの一員として事業に加
わる事を計画しており、役割分担の在り方は明確である。

　地域ごとの細やかな技術開発については、提案公募型の競争的資金制度を活
用し、本事業の直接の対象にならない地域課題の解決を進める。双方の事業内容
の連携は、農林水産技術会議事務局の下で整合性を確保し、計画的に研究を実
施する。
　また、被災地に設ける研究・実証地区には、本事業の内外で活動する研究者等
が一堂に会せる拠点である「オープン・ラボ」を設置し、各種の研究成果の情報共
有を進める計画である。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等
との役割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成29年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
農林水産業は、東北地方の基幹産業であり、地域の雇用や暮らしなどの面で大きな役割を果たしている。このため、被災地において、先端技術を駆使
した農林水産・食品産業分野における大規模実証研究を行い、被災地を新たな食料供給基地として再生するとともに、被災地から新たな成長産業とし
ての農林水産業を全国に提案していくことを目的に本事業を実施する。

事業概要

　我が国がこれまで蓄積してきた最先端の技術シーズを被災地の復旧・復興に有効に活用するため、平成23年度から、被災地における復旧の動きに対
応し、先端技術の導入を促すための実証・最適化研究を開始する。
　このため、平成23年度中に実証研究を行う「研究・実証地区」の環境整備を行い、既に生産再開の動きがある、園芸（施設園芸・果樹）、野菜、養殖分
野において、既に他地域で確立している技術の導入効果の把握・技術の最適化を推進し、被災地における農林水産業の復旧を技術面から加速する（な
お、研究・実証地区においては、平成24年度以降も実証研究を継続する予定）。

              -

事業番号

計

⑱農林水産分野の研究開発

0040

被災地の復興のための先端技術展開事業 担当部局庁 農林水産技術会議事務局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（29年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

%
最適化・体系化された技術
の被災地での導入割合

一部技
術の研
究に着
手

津波で被災した
農地の10%

津波被害を受け
た漁協の20％

算出根拠
・研究･実証地区整備：65（百万円）÷地区数（2地区）

・実証研究：365（百万円）÷分野数（3分野）

農業及び水産業にかかる８分野の研究
課題について実証研究を実施

研究分野

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示され
た諸原則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が
確保され、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

東日本大震災により被災した独立行政法人の既存施設の復旧であり、
今後も引き続き着実に研究を推進する必要があることから、既存施設の
改修を行うものである。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

研究施設の被害状況に応じ、現状復旧ではなく、研究推進上必要な最
小限の機能を維持する改修を行うこととしている。
また、経費積算に当たっては、複数の業者から見積もりを徴取するなどし
てコスト低減を図っている。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

国が示した目標により、独立行政法人が作成し、国が承認した中期計画
に基づく業務の実施に必要な独立行政法人の施設整備については、国
から独立行政法人に補助金を交付し、行うこととなっている。研究実施に
当たっては他独法、大学、民間等とそれぞれの研究資源を持ち寄り共同
研究を行うなど、役割分担がなされている。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
独立行政法人の施設整備は中期計画に基づき計画的に実施していると
ころであるが、今回の改修は東日本大震災による施設被害について早
急に復旧を図るものである。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

補正予算が成立次第直ちに交付決定の手続きを行い、交付先である独
立行政法人に指示・指導を行うことにより、事業の迅速な着手・執行が可
能である。
また、事業の進行管理等は独立行政法人の内部規定に従った競争入札
による執行等、透明性が確保された適切な執行が可能である。

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

本事業は、「東日本大震災からの復興の基本方針」P15の5(3)①（iv）「被
災地域の大学…公的研究機関、産業の知見や強みを最大限活用し、知
と技術革新（イノベーション）の拠点機能を形成することにより、新産業の
創出等の取組みを促進する。」「このため、研究基盤の早期回復・相互補
完機能を含めた強化や共同研究開発の推進等を図る。」に対応するもの
である。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

当該施設は茨城県常陸大宮市、つくば市にあり、東日本大震災及びそ
の後の余震により研究施設が被害を受けたものである。このため、作物
の品種改良およびその効率的誘発のための基礎研究等の実施に支障
を来しており、研究施設を早急に復旧する必要がある。

件
（　　6　　）

3

単位当たり
コスト

「(23年度当初226（百万円／件））」
「（23年度１次補正87（百万円／件））」

61（百万円／件）
算出根拠

単位当たりコスト（１件当たり改修経費）
「（23年度当初（226百万円）／改修件数（1件））」

「（23年度１次補正（173百万円）／改修件数（2件））」
182百万円／改修件数（3件）

作物の品種改良等研究の円滑
な推進（目標値の数値は成果実
績査読論文数を記載）

報 (292)
被害を受けた研究施設の改
修

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

               226                173                  -                182                581

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的
　東日本大震災及びその後の余震（４月11日）により、独立行政法人の施設等が被災し、被害拡大したことを受け、試験研究等の業務に支障が出て
いることから、必要な施設・設備の改修を行う。

事業概要
　震災により破損等した研究施設の改修を行い、農林水産分野の研究を推進する。
　（補助率：定額、国１０／１０）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

総務課調整室
調整室長
瀧澤 永佳

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
復興への提言（平成23年６月25日復興構想会議決定）、東日本大震災からの復興
の基本方針（平成23年７月29日東日本大震災復興対策本部決定）

会計区分 一般会計 施策名 ⑱農林水産分野の研究開発

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室

事業番号 0041

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 農業試験研究独立行政法人の施設の災害復旧 担当部局庁 農林水産技術会議事務局 作成責任者



拠点
の数

放射性物質対策のための研
究拠点等の整備

- 1

算出根拠 100（百万円）/調査事業の実施(1件）

放射性物質対策のための研
究拠点構想等の策定

件

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

23年度活動見込成果指標 単位
（32年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

事業番号

計

⑱農林水産分野の研究開発

0042

農地土壌等の浄化の研究拠点施設整備調査事業 担当部局庁 農林水産技術会議事務局 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成32年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
福島県が主体となって行う、農林水産関係の放射性物質対策の研究拠点整備に向けた構想及び計画の策定について、国として支援することによ
り､福島県下の営農再開や持続的な営農に向けた取組を促進する。

事業概要

農林水産関係の放射性物質対策の研究拠点整備に向けた構想及び計画の策定のために必要な調査事業に要する経費に充てる補助金を福島県
に交付し、基金を造成する。
（補助率：定額、国10/10）
【調査事業のイメージ】
研究拠点構想検討会議（仮称）の開催、事例調査等の実施、立地調査の実施、県民と一体となった検討の推進　等

 -

事業の実施にあたっては、福島県と密に連携し、迅速な事業着手・執行
を行う予定。

本事業は、「東日本大震災からの復興の基本方針」P4(1)②(ⅱ）の「地域
において、基金設置等により、制度の隙間を埋めて必要な事業の柔軟な
実施が可能となる資金を確保できるよう、必要な支援を実施する。｣及び
同基本指針P30(1)④(ⅱ）の「放射性物質による大気・水・土壌・森林等の
汚染を除去する必要があることから、環境修復技術の早期確立等を目
指す。このため、大学、研究機関、民間企業等の協力の下、福島県に国
内外の叡智を結集する開かれた研究拠点を形成する」に対応するもので
あり、整合性がとられている。（「復興への提言」P30にも同様の記述）

福島県から、県内における農地土壌等の大規模除染実証試験等を行う
研究拠点設置の要望があり、早急な対応が必要である。また、地域の実
状を踏まえた上で、将来にわたり継続的に研究を実施するためには、適
切な調査を行い、研究拠点設置等に向けた構想等を策定する必要があ
る。

放射性物質による農地土壌等の広範囲な汚染が判明しており、福島県
内において、地域の実状に応じて、継続的に研究を進める体制を整備す
ることが、営農再開や持続的な営農に向けて効果的である。また、農林
水産省所管の独立行政法人や他省庁等の取組と連携し、我が国全体の
取組として効果が最大となるよう実施するために、必要な構想策定等を
支援するものである。

原子力被災者の｢ふるさとへの帰還｣が達成されていない現状において、
研究拠点の整備に向けて必要な議論・検討を行う期間等が具体的に見
通せない中、福島県による複数年の基金事業とすることで、地域の実状
を踏まえた柔軟な実施が可能となる。

国で定める｢ふるさとへの帰還｣等に向けて、福島県が実施する大規模除
染実証試験や持続的な地域農業等に必要な研究拠点の整備に係る調
査事業について、国が支援するものである。

放射性物質対策の調査研究において、基本的な技術開発は国（独立行
政法人）が実施し、得られた成果については福島県が現場レベルでの普
及や大規模除染実証試験、技術の改良等を実施するものとするが、双
方で密に連携を取りつつ、効果的かつ着実な除染対策等に資するよう、
本事業を実施する。

技術政策課
技術政策課長

小平 均

第３次補正

               100

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

1

100（百万円）/件

原子力被災者への対応に関する当面の取組方針（平成23年５月17日原子力災害
対策本部決定）、復興への提言（平成23年６月25日復興構想会議決定）、東日本大
震災からの復興の基本方針（平成23年７月29日東日本大震災復興対策本部決定）

 -  -                100



40

就業相談会
人新規就業者数 40 －

算出根拠
就業相談会：10,693千円÷6回＝1,782千円
トライアル雇用：27,792千円÷40人＝695千円

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

現場で迅速に適用が可能な既存事業の研修体系を活用することとして
おり、これまでに事業実績を積み重ねていることから、速やかに事業に
着手することができる。

事業番号

計

⑬林業の持続的かつ健全な発展

0043

震災復興林業人材育成対策事業 担当部局庁 林野庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
東日本大震災復興基本法

第２条第５項

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成26年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　東日本大震災に伴い多数生じている離職者等に対し、林業分野での安定した就業先を確保するため、岩手、宮城、福島の３県において林業事業
体が行う段階的かつ体系的な人材育成を継続して支援するもの。

事業概要

　岩手、宮城、福島の３県の林業事業体が行う段階的かつ体系的な人材育成を継続して支援するため、以下の事業を実施
　ア　雇用主と就業希望者双方の不安を解消するための就業相談会及びトライアル雇用による就業者の確保事業
  イ　新規就業者に対する安全かつ効率的な作業を行うための３年間の基本的な研修等の実施による新規就業者育成事業

　　　平成23年度第３次補正予算では、年度内の執行分として上記アに該当する事業を実施。

                 -                  -

新規就業者一般を対象として行う「緑の雇用」現場技能者育成対策事業
とは異なり、被災者のみを対象として行う事業であり、整合性がある。ま
た、３年間にわたる研修を段階的かつ体系的に実施するものであり、計
画性もある。

林政部経営課林業労働対策室
林業労働対策室長

井出 光俊

第３次補正

                38

東日本大震災からの復興の基本方針（平成23年7月29
日東日本大震災復興対策本部決定）

                 -                 38

「東日本大震災からの復興の基本方針」において、「被災地域の本格的
な雇用復興を図るため、産業政策と一体となった雇用面での支援を実施
する。」とされており、整合性がある。

　被災地では、震災以降１５万人もの離職者が生じており、こうした方々
の就業先の確保は喫緊の課題であり、被災地の復興に向けて優先度の
高い事業である。

復興対策として実施する上では、迅速に事業を実施すると同時に現場で
の混乱を生じないよう配慮する必要がある。このため、事業実績を積み
重ねており、現場で迅速に適用が可能な既存事業の研修体系を活用す
ることとしており、効果的な手法を選択している。

復興対策として実施する上では、迅速に事業を実施すると同時に現場で
の混乱を生じないよう配慮する必要があり、事業実績を積み重ね、現場
で迅速に適用が可能な既存事業の研修体系を活用することとしており、
効率的な事業である。

国は財政的な支援を中心に行い、事業の実施は公募により選定する民
間団体が中心となり行う事業であり、役割分担は明確である。

23年度活動見込
(　年度）

活動指標

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

就業相談会：1,782（千円/回）
トライアル雇用：695（千円／研修生数）

成果指標 単位 単位
目標値

23年度

トライアル雇用者数

回

人

6



事業番号 0044

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

事業名 森林・林業・木材産業に関する放射性物質緊急調査事業 担当部局庁 林野庁 作成責任者

林政部経営課、木材産業課
森林整備部研究・保全課、治山課

研究・保全課長
出江 俊夫

根拠法令 東日本大震災復興基本法　第3条
関係する計画、

通知等
東日本大震災からの復興の基本方針

会計区分 一般会計 施策名
　⑫森林の有する多面的機能の発揮
　⑬林業の持続的かつ健全な発展
　⑭林産物の供給及び利用の確保

事業開始・
終了(予定）年度

平成23年度～平成24年度 担当課室

事業の目的
　福島第一原子力発電所周辺地域は、林業・木材産業が基幹産業であるが、既に警戒区域等の指定による事業活動の制限、生産物の出荷制限
や風評被害等深刻な影響がみられている。放射性物質による影響は、長期間にわたることから、今後の森林・林業施策や森林・林業の特性を踏
まえた原子力損害への対応に必要な知見を緊急的に収集・分析し、復興に向けた的確な対策を講じていく必要がある。

事業概要

①森林内における放射性物質の実態把握調査（独立行政法人森林総合研究所運営費交付金）
②特用樹等へ与える放射性物質の影響調査
③木材産業に係る放射性物質の調査・解析
④森林内における放射性物質測定設備の整備（独立行政法人森林総合研究所施設整備費補助金）
⑤森林域における放射性物質の流出防止等対策調査

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　■その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 -                  -                  -                591                591

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
福島県や福島県内市町村、林業・木材関係団体といった多方面から早急
な実施を求める要望が出されている。

件
件
件

箇所
件

（　　　　　　　　）
１
１
１
１
１

単位当たり
コスト

83,000千円/１調査当たり
（施設整備等除く）

算出根拠
要求額のうち調査事業分÷調査件数＝単位当たりコスト

　　　　　　332,000千円÷　4件　　＝　83,000千円

放射性物質で汚染された
森林や木材、木炭などの
林産物の今後の取扱いに
係る検討等に活用。
（※調査事業であるため、
定量的な成果目標の設定
は困難）

― ― ―

・森林調査
・特用樹等調査
・木材製品調査
・測定・分析等施設
・崩壊流出危険箇所調査

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

基本方針の「６　原子力災害からの復興」における、「放射線量等きめ細
かで抜け落ちのないモニタリングと迅速でわかりやすい情報提供、科学
技術により検証された情報提供等を引き続き着実に実施する。また、これ
らの取組みにより、風評被害にも対応する。」及び「放射性物質による大
気・水・土壌・森林等の汚染を除去する必要があることから、環境修復技
術の早期確立等を目指す。」について、森林・林業・木材産業分野として
講ずべき施策である。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

森林・林業・木材産業は相互に密接な関連を有するものであるが、放射
性物質による影響については、個々にその調査・分析を行う必要がある
ため、それぞれの分野ごとに調査を実施し、分析等については（独）森林
総合研究所を中心として進めることで、事業全体として効果的に実施する
体制となっている。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

我が国の森林・林業・木材産業に関する幅広い知見や調査・分析能力を
有する（独）森林総合研究所が事業実施主体の中核として位置付けられ
ており、我が国が初めて直面する大きな課題の解決・対処の事業として、
費用対効果や効率性の観点からも効果的なものとなっている。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
復興に不可欠な放射性物質による影響の調査・分析等は、国自らが行う
べきものであり、国が主体的に担うものとして位置付けている。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
関係府省の役割分担により、きめ細かなモニタリングを行うための総合モ
ニタリング計画（平成23年８月２日モニタリング調整会議決定）に基づき実
施する事業である。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

我が国の森林・林業・木材産業に関する幅広い知見や調査・分析能力を
有する（独）森林総合研究所を中心として事業が迅速に実施され、相互の
事業が効率的に執行されるように計画されている。



国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

　被災した事業体における復旧事業の要望等は既に聴取済みであり、迅
速な着手・執行が可能である。また、都道府県は、国に対して事業の実
施状況を報告することとなっており、進行管理が適切に行われるように
なっている。

　復興基本方針の「林業・木材産業の復興に当たっては、自立した地域
の基幹産業として再生する。森林施業の集約化や路網整備を進め持続
可能な森林経営の確立を図るとともに、被災した製材・合板製造工場等
の再生をはじめ、効率的な木材の加工流通体制の構築を進め、住宅や
公共建築物への地域材利用を積極的に推進する。」に該当する施策で
ある。

　地域住民の雇用を確保するとともに、住宅等の建築に必要な木材を安
定的に供給することは被災地域における喫緊の課題であり、東北地方の
主要産業である林業・木材産業を復旧することは被災地のニーズも高
く、優先度は極めて高い。

　被災工場等に予算を交付することから、当該復旧事業は地域材の利用
につながるため、効果は高い。

　被災地域の木材産業等を復旧させることは、地域材を利用した復旧の
実現を促し、川上から川下まで広く影響が及ぶことから、費用対効果の
高い施策である。

　国は財政的な措置及び予算の配分先を選定し、都道府県は事業者へ
の予算の交付等を実施することとしており、役割分担は明確となってい
る。

　都道府県は、事業実施前に期間中の事業計画を作成することとなって
おり、計画的に事業を実施することとなっている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

事業番号

計

　⑫森林の有する多面的機能の発揮
　⑬林業の持続的かつ健全な発展
　⑭林産物の供給及び利用の確保

0045

木材加工流通施設等復旧対策 担当部局庁 林野庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 森林・林業基本法第19条、24条、25条

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　被災した木材加工流通施設や特用林産施設、高性能林業機械の復旧・整備等を支援し、木材等の安定的な生産、供給体制を再建する。
　また、被災地域の主要産業である林業・木材産業の活動再開を支援することにより、地域住民の雇用・生活の場の確保を図る。

事業概要

　(１)木材加工流通施設の復旧等
　　　被災した製材、合板、チップ工場等の施設整備（点検修理・復旧等）を支援する。
　(２)特用林産施設等の復旧・再建対策
　　　被災した特用林産物の生産施設等の復旧・整備、放射性物質の防除対策、種苗生産施設の復旧・整備を支援する。
　(３)林業機械の復旧
　　　被災した高性能林業機械等の復旧・整備を支援する。

                 -

林政部木材産業課

                 -                  -             11,240

23年度活動見込成果指標 単位
（23年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

木材の加工・供給能力の
復旧

きのこ生産施設等の復旧 箇所 9

単位当たり
コスト ○きのこ生産施設等の復旧・整備
①岩手・宮城・福島       ：20,000（千円/件）
②上記以外の都道府県 ：32,000(千円/件)

箇所 50

木材産業課長
渕上 和之

第３次補正

            11,240

森林・林業基本計画

○被災工場の復旧・整備
①岩手・宮城・福島       ：216,200（千円/件）

算出根拠

木材加工流通施設の復旧
m3
(素材

ベース)
－ 790千

全国におけるきのこ類の
生産能力の確保

トン － 457千

○被災工場の復旧・整備
①岩手・宮城・福島　：10,810,000（千円）÷50（件）＝ 216,200(千円/件）

○きのこ生産施設等の復旧・整備
①岩手・宮城・福島       ：160,000(千円)÷8(件)＝20,000(千円/件)
②上記以外の都道府県 ：32,000(千円)÷1(件)＝32,000(千円/件)



林政部木材利用課
木材利用課長

阿部 勲

第３次補正

             9,473

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　　－　　　　）
16

592（百万円／件）

森林・林業基本計画

                 -                  -              9,473

第２次補正予算において実施している調査を活用することから、迅速な
着手・執行が可能である。また、自治体が事業計画を作成することによ
り、適切な進行管理が行われるようになっている。

復興基本方針における「木質系震災廃棄物を活用した先導的なモデルと
して、復興住宅や公共建築物、漁協等の共同利用施設、園芸施設等へ
の熱電供給を推進するとともに、将来的には、未利用間伐材等の木質資
源によるエネルギー供給に移行することで、環境負荷の少ない木質バイ
オマスを中心とした持続可能な林業経営・エネルギー供給体制を構築す
る。」に該当する施策である。

　被災地における木質系震災廃棄物の有効活用は喫緊の課題であるこ
とから、本事業は木質系震災廃棄物の有効活用を図るとともに、木質バ
イオマスを中心とした持続可能なエネルギー供給体制を構築するもので
ある。また、本事業は地域の活性化に資するものであり、被災地のニー
ズ及び優先度は高い。

被災地からの直接の要望に基づく事業であり、効果的な事業である。

第２次補正予算において実施している調査により、費用対効果や効率性
の検証が行われることとなっている。また被災地域の資源を活用した持
続可能なエネルギー供給体制の構築は、地域の活性化に広く資するも
のである。

事業実施主体は民間事業者であり、地域関係者との合意形成を図りつ
つ、復興の計画や地域事情に即した方針に基づいて調整を行った上で
事業計画を作成することから、役割分担は明確となっている。

都道府県は、事業実施前に期間中の事業計画を作成し、計画的に事業
を実施することとなっている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
  東日本大震災からの復興に向けて、新しいまちづくりを推進するにあたり、膨大な木質系震災廃棄物をエネルギー利用するとともに、
その処理終了後は、未利用間伐材等を活用してエネルギーを持続的かつ安定的に供給する仕組みを構築することにより、林業の活
性化や雇用の確保等を図る。

事業概要
被災地域におけるバイオマス発電施設や熱供給施設、木質燃料製造施設、公共施設の熱利用施設等を整備することにより、木質バ
イオマスのエネルギー利用を促進する。

                 -

事業番号

計

⑭林産物の供給及び利用の確保

0046

木質バイオマス関連施設の整備 担当部局庁 林野庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 森林・林業基本法第25条

23年度活動見込成果指標 単位
（25年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

㌧
木質系震災廃棄物や未利用
間伐材等の木質バイオマス
利用量

- 10万

算出根拠 事業費（9,473百万円）／整備件数16件

木質バイオマス関連施設の
整備件数

件

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



研究・保全課、木材産業課
治山課、業務課

研究・保全課長
出江 俊夫

第３次補正

               316

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

8

1
15

13,186千円/1箇所・件数当たり

東日本大震災からの復興の基本方針

                   -                  -                316

本事業において設置する検討委員会及び事業実施主体への報告の義
務付けによって進行管理を適切に行う。

基本方針の第６－（１）－④－（ⅱ）「放射性物質による大気・水・土壌・森
林等の汚染を除去する必要があることから、環境修復技術の早期確立
等を目指す。このため、大学、研究機関、民間企業等の協力の下、福島
県に国内外の叡智を結集する開かれた研究拠点を形成する。また、国
の責任において、除染に関する考え方や手法を早期に確立するととも
に、地方公共団体の協力を得つつ、現場レベルでの実証や汚染土壌等
の除染、下水汚泥等の適切な処理及び災害廃棄物の最終処分に必要
な措置を講じる。」に該当する。

福島県や福島県内市町村、林業・木材関係団体といった多方面から早
急な実施を求める要望が出されている。

事業実施にあたっては、既存の知見に加え、森林施業、森林土木、放射
線に関する学識経験者等を構成員とする検討委員会を設置し、意見を
聞きながら技術の検証・開発を行う。さらに実証事業を並行して実施する
ことにより、技術の早期確立・改善に必要なデータの蓄積を図り、地域の
取組を実質的に推進することとしており、事業全体として効果的に実施す
ることが可能である。

本事業において設置する検討委員会で、効果的な技術の検証・開発を
行う。また実証事業を並行して行うことで、事業全体の効率性の向上を
図っている。

「除染に関する緊急実施基本方針」においては、除染・測定機器の効率
的な整備・運用及びモデル事業を通じて、技術情報を提供することとされ
ている。

省内他局及び他省庁事業と重複するものではなく、他の事業との整合を
図っている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役割
分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成24年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　東日本大震災に伴い発生した原子力発電所事故により、放射性物質に汚染された地域の約７割を占める森林の除染については、全
体を除染することがきわめて困難であることから、災害等による放射性物質の拡散を防止しつつ、徐々に低減させていくことが重要であ
り、そのための技術の検証・開発を行うとともに、被災自治体や国有林において当該技術の実証を行う必要がある。

事業概要

（１）森林における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業
　 集落周辺等の森林において、森林施業等による放射性物質の拡散防止・低減等技術の検証・開発を行う。
（２）森林における除染等実証事業
　 上記（１）の事業における技術の早期確立・改善に必要なデータの蓄積を図るとともに、地域の除染等に向けた取組を実質的に推進す
る。

                 -

事業番号

計

　⑫森林の有する多面的機能の発揮
　⑬林業の持続的かつ健全な発展
　⑭林産物の供給及び利用の確保

0047

森林における除染等事業 担当部局庁 林野庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 東日本大震災復興基本法　第３条

23年度活動見込成果指標 単位
（　年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

―

平成23年度末に作成予定
の「森林の除染に関する
技術指針（暫定版）」への
反映。

1 ―

算出根拠
316,460千円 ÷ 24箇所

技術検証開発・木材関係対策・技術実証 ÷ 実施箇所・件数

・森林における放射性物質の
拡散防止等に係る技術検証・
開発
・木材の安全確保対策等
・森林における除染等技術実
証

箇所

件
箇所

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原則
や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



事業番号 0048

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 災害復興林業信用保証事業 担当部局庁 林野庁 作成責任者

林政部企画課
企画課長
安東 隆

根拠法令 独立行政法人通則法第46条
関係する計画、

通知等
森林・林業基本計画

会計区分 一般会計 施策名 ⑭林産物の供給及び利用の確保

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～ 担当課室

事業の目的
　東日本大震災により、東北地方をはじめ北海道から関東地方の広範囲において林業者や木材産業者が被害を受けており、被災した
林業者・木材産業者が自らの事業を復興していくために、施設の再建や新たな事業用の資材の調達などに必要な資金の円滑化を図
ることが必要である。

事業概要
　被災した林業者・木材産業者が、復興に向けた事業に必要な資金を円滑に融通できるよう、被災林業者等の災害復旧・復興関係資
金の調達に係る保証について、利用者の負担軽減を図るための保証料助成を行う。

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 -              9,370                  -                130              9,500

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
　被災地から金融に係る負担軽減措置が要望されており、さらに被災林
業者等から保証申込相談があることから、優先的に実施する必要があ
る。

億円
（182）
153

単位当たり
コスト

（23年度1次補正　234（千円／件））
212（千円／件）

算出根拠
予算額（130百万円）÷保証件数見込み（612件（153億円÷25百万円（1件当たり平
均保証引受額）））

本事業の対象とした保証引受見込額
（153億円）を目安として林業者等の
資金調達の円滑化を目指す。

億円 － － 保証引受金額

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

　本事業は、被災林業者等が復旧・復興に向けた事業実施のために必
要な資金調達の円滑化を図るものであり、「復興への提言」（５）①、「東
日本大震災からの復興の基本方針」５（３）④林業（ⅰ）との整合性がとら
れている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

　本事業は、林野庁が実施する補助事業を補完するものであり、比較的
少ない予算額で補助事業の円滑な実施が図られるなど相乗効果が期待
される事業である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
　本事業は、被災林業者等の資金借入の円滑化を図るものであり、金融
による支援は事業費と比較して少ない予算額で事業を実施することが可
能であることから、十分に費用対効果は高い。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

　事業実施者である独立行政法人農林漁業信用基金は、国、民間、自
治体からの出資により設立された林業信用保証を行う全国唯一の公的
保証機関であり、本事業は信用保証事業について国が支援するもので
あり、役割分担は明確。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
　本事業は、林野庁が実施する補助事業と連動して実施される仕組みと
なっており、他事業との整合性、計画性に問題はない。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

　既存の信用保証制度の拡充措置であり、直ちに事業実施が可能であ
る。信用基金において保証引受実績として毎月計数管理を行い、定期的
に実績報告を行うなど事業執行の透明性の確保及び適切な進行管理が
可能。



森林整備部研究・保全課
研究・保全課長

出江 俊夫

第３次補正

             1,943

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　　　　　）
8

243（百万円／件）

森林・林業基本計画、
独立行政法人森林総合研究所中期目標、中期計画

                 -                  -              1,943

森林・林業関係試験研究機関としての機能の根幹に関わる施設の復旧
等を行う事業であるため、事業の迅速な着手・執行が可能である。

「復興への提言（P.１９）」の「被災した大学・大学病院、研究機関等の施
設・設備をはじめ、教育研究基盤の早期回復を図り、より一層の強化を
する必要がある。」及び「東日本大震災からの復興の基本方針（P.１５）」
の「研究基盤の早期回復・相互補完機能を含めた強化や共同研究開発
の推進等を図るとともに、産学官連携の下、中長期的・継続的・弾力的な
支援スキームによって、復興を支える技術革新を促進する。」に該当す
る。

（独）森林総合研究所は、海岸防災林の復旧、森林・林業分野の原子力
災害対応等震災復興に必要な研究を実施しており、これらの研究開発を
進める上で、研究機関としての機能の根幹に関わる施設の復旧等を行う
ことは必要不可欠である。

海岸防災林の復旧、森林・林業分野の原子力災害対応等震災復興に必
要な研究を実施する（独）森林総合研究所の機能の根幹に関わる施設
の復旧等を行うものである。

研究機関としての機能の根幹に関わる施設の復旧等を行う事業である
ため、今後の森林・林業に関する震災復興に対応した研究開発を進める
上で不可欠なものである。

独立行政法人森林総合研究所の森林・林業関係試験研究機関としての
機能の根幹に関わる施設の復旧等を行う事業であり、役割分担は明確
である。

省内他局及び他省庁事業と重複するものではなく、他の事業との整合を
図っている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
  （独）森林総合研究所における、東日本大震災により被災した施設等について、速やかな復旧・整備等を図る必要がある。
　当研究所本所の特別高圧受変電設備は、建屋に多数の亀裂が生じ、設備そのものの老朽化も著しいことから、早急に施設の更新を
行う必要がある。また、今後の電力需給の逼迫による停電にも対応できるよう非常用発電設備の整備拡充を緊急に行う必要がある。

事業概要

（独）森林総合研究所の被災施設の復旧及び停電に対応するエネルギー供給施設の整備を行う。
　（本　　所）　特別高圧受変電設備の建屋修復・設備更新、構内温水配管の修復
  （林木育種センター）　熱帯温室の修復、非常用発電設備の整備
  （東北支所）　研究本館暖房設備（ボイラー）・各室配備のラジュエーター・配管類並びに浄化槽の改修、非常用発電装置の整備
  （東北育種場）　構内引込み及び各施設配電用電力線の修復、非常用発電装置の整備

                 -

事業番号

計

⑱農林水産分野の研究開発

0049

森林・林業関係研究機関緊急復旧事業
(独立行政法人森林総合研究所施設整備費補助金)

担当部局庁 林野庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法

根拠法令 独立行政法人通則法第46条

23年度活動見込成果指標 単位
（  年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

拠点

施設の機能復旧・強化を図り、
海岸防災林の復旧、森林・林業
分野の原子力災害対応などの
震災復興を支える技術開発を実
施する拠点数

4 -

算出根拠  単位当たりコスト ＝ 1,943百万円／8件

施設の機能復旧・強化の実施数 件数

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



森林整備部計画課
計画課長
本郷 浩二

第３次補正

           139,946

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　　　　　　）
－
－
４７

搬出間伐の助成額（平均見込額）
180(千円/ha)

林内路網整備の助成額(定額)
25(千円/ｍ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

森林・林業基本計画

                 -                  -            139,946

既存の森林整備加速化・林業再生基金のフレームを活用するため、迅
速な着手・執行が可能。また、都道府県は、年度ごとに事業の実施状況
を報告することとなっており、進行管理が適切に行われるようになってい
る。

復興基本方針の「林業・木材産業の復興に当たっては、自立した地域の
基幹産業として再生する。森林施業の集約化や路網整備を進め持続可
能な森林経営の確立を図るとともに、被災した製材・合板製造工場等の
再生をはじめ、効率的な木材の加工流通体制の構築を進め、住宅や公
共建築物への地域材利用を積極的に推進する。」に該当する施策であ
る。

多くの都道府県から森林整備加速化・林業再生事業の拡充、継続等の
要望があり、特に、７月に行われた全国知事会では、東北６県からの緊
急アピールとして、住宅等の復旧に必要な木材の供給など今後の本格
的な復興に向けて全国規模での支援を進める必要があり、このために当
該事業の延長・拡充が必要と提言され、全国知事会としても支援していく
旨が表明されたところ。

基金事業を実施する市町村や川上から川下に至る幅広い関係者を構成
員とする協議会を設置し、合意形成を図りつつ、事業を計画することによ
り、効果的に事業を実施することが可能。

基金を管理する都道府県において、幅広い関係者による協議会を設置
し、事業の目標やそれぞれの役割分担を確認し、合意形成を図りつつ、
川上から川下までが連携した効率的な事業執行を図る仕組みとなってい
る。

事業実施主体になる市町村や森林組合系統組織、民間事業者等を構成
員とする地域協議会が、関係者の合意形成を図りつつ事業計画の素案
を作成し、都道府県が地域協議会の意見を聴きながら、調整を図り、事
業計画を作成。この事業計画に基づき、事業実施主体を支援しており、
役割分担は明確となっている。

都道府県は、事業実施前に他の事業との整合を図り、事業計画を作成
することとなっており、計画的に事業を実施することとなっている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成26年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
今後、東日本大震災により被災した住宅の建設等の本格的な復興を進めるためには、大量の復興木材が必要になるが、被災地やそ
の周辺だけで賄える量ではないことから、全国規模で木材を増産して安定供給するための体制を構築する。また、円高による我が国
林業・木材産業の影響を緩和し、被災地を含めた地域の雇用の確保や経済の活性化を図る。

事業概要
　平成21年度第１次補正予算で各都道府県に設置した森林整備加速化・林業再生基金を平成26年度まで延長し、搬出間伐、路網や
高性能林業機械の整備、木材加工流通施設やバイオマス関連施設の整備等川上から川下に至る取組を総合的に支援する。

                 -

事業番号

計

　⑫森林の有する多面的機能の発揮
　⑬林業の持続的かつ健全な発展
　⑭林産物の供給及び利用の確保

0050

森林整備加速化・林業再生事業
（復興木材安定供給等対策）

担当部局庁 林野庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 森林・林業基本法第12条、19条、24条、25条

23年度活動見込成果指標 単位
（26年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

ｍ3復興木材の生産能力の向上 ２２２万

算出根拠
360千円/ha（標準的な事業費）×１／２
50千円/ｍ（標準的な事業費）×１／２

搬出間伐面積
林内路網の整備量
地域協議会の運営・調査等

ha
m

都道府県

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



集落数

防災上、特に緊急性、必要性の高い
集落において周辺の森林の山地災
害防止機能等の確保（直轄事業を含
む）　が図られた集落数

54,280 56,000

事業実施主体である都道府県等と連絡を密にし、事業の迅速な着手・執
行に努めている。事業の執行に当たっては、競争性のある入札を基本に
実施しており、透明性が確保されている。また、事業が適切に行われるよ
うに四半期ごとに事業実施主体に報告を求め、進行管理を行っている。

「復興への提言」（P8（図表６））及び「東日本大震災からの復興の基本方
針」（8P(ⅴ)および24P⑤(ⅲ)）に記載されている施策の考え方と整合がと
られている。

治山対策の実施箇所数 箇所

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

            60,845

成果目標
（アウトカム）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

根拠法令
・森林法第41条、第46条、森林法施行令第6条、
・地すべり等防止法第７条、第10条、28条、第29条
・特別会計に関する法律162条、164条

治山事業 担当部局庁 林野庁 作成責任者

関係する計画、
通知等

会計区分

・森林・林業基本計画（平成23年7月26日閣議決定）
・全国森林計画（平成23年7月26日閣議決定）
・森林整備保全事業計画（平成21年4月24日閣議決定）

第３次補正

事業名

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　 地震や津波等により発生した山腹の崩壊地、荒廃した渓流等において、森林や渓流を安定させ、国土の保全、水源のかん養等の森
林の公益的機能を高めることにより早期に地域の安全・安心の確保、環境の保全を図る。

事業概要

一般会計（国有林野事業特別会計） 施策名

　 地震や津波等により発生した山地災害の復旧や再度災害を防止するため、山腹斜面や渓流を安定させる施設の整備や海岸防災
林等の森林を造成するための植栽等を実施する。
国費率　１／２、１／３、１０／１０等

単位
（25年度）

活動指標

             2,727  -             82,014            18,442

事業番号

計

⑫森林の有する多面的機能の発揮

0051

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

森林整備部治山課
国有林野部業務課

 治山課長　黒川 正美
 業務課長　川端 省三

(農林水産省)

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成27年度

事業の効果については、事前、期中、完了後の評価を実施し、必要性、
効率性、有効性の観点からチェックの上、その妥当性を確認している。

事業開始前に全ての箇所において、費用対効果について評価して採択
するとともに事業実施に当たっても現地発生資材の活用等によりコスト
縮減に努め、事業の効率化を図っている。

単位当たり
コスト

治山事業は、森林法、地すべり等防止法により事業実施主体が国又は
都道府県と規定されており、役割分担は明確である。

治山事業の目的は保安林の指定目的達成のための森林の維持造成と
なっており、他事業と重複はない。また、事業期間が複数年に亘るものは
全体計画を作成し、実施している。

内　　　容

52　（百万円／箇所） 算出根拠 事業費24,754（百万円）／479箇所＝52（百万円/箇所）

事業所管部局による点検

項　　　目

東日本大震災では、海岸部の保安林に甚大な被害が発生するとともに、
山間地でも山腹崩壊等が多数発生した。また、東海、東南海地震等が高
い確率で発生するとの想定もされる中、地震等に起因する山地災害に対
する住民の不安が高まっており、崩壊地の復旧対策等について、緊急的
に対応する必要があることから、優先度が高い事業である。

（　3,143　）
479

単位 23年度活動見込成果指標
23年度



被災地等から、「木材自給率50％の目標を達成するため、間伐や再造
林、路網整備等の森林整備を着実に推進するとともに、林野公共事業の
必要な予算を確保すること（岩手県町村会）」等が要望されており、被災
地のニーズがあり、優先度が高い事業である。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

国は、都道府県等に対し、早期に交付決定を行う等迅速な着手・執行に
努めている。進行管理についても、実施状況の聞き取りを行う等事業執
行の状況把握に努めている。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
適切な間伐を実施した森林は、崩壊防止力の大きい、「災害に強い森
林」となる。森林施業計画等により集約化された間伐等を実施することに
より費用対効果や効率性を向上できる。

項　　　目 内　　　容

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

国は、自ら所有する国有林の整備を行いつつ、都道府県や森林所有者
等の取り組みを支援。都道府県や市町村は自らが所有する公有林の整
備を行う一方、森林組合や林業事業体と連携し、森林所有者に対して間
伐の実施等を働きかける等、役割分担は明確となっている。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

集約化できた森林から順に、「森林環境保全直接支援事業」等により計
画的に間伐を実施する。
また、国有林については、国有林野施業実施計画等に基づき計画的に
実施することとしており、水源林造成事業地においてもその団地性を活
かして計画的に森林整備を実施する。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原則
や施策の考え方との整合性がとられているか。

「東日本大震災からの復興の基本方針」（Ｐ18（３）④（ⅰ））に「森林施業
の集約化や路網整備を進め持続可能な森林経営の確立を図る（以下省
略）。」、（Ｐ25（４）⑤（ⅳ））に「災害への対応力を高めた国土基盤の整備
を行うなど災害に強い国土構造への再構築を図る（以下省略）。」と記載
されており、本事業の内容との整合がとられている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

災害に強い森林づくりの推進（育成途
中にある水土保全林（土壌の保持や保
水機能を重視する森林）のうち、機能
が良好に保たれている森林の割合）

％ 75.48 78.68

森林所有者等が策定する森林施業計画、国有林野施業実施計画等に
基づき路網整備と一体的な森林整備を実施することとしており、効果的
な事業実施が可能。
また、国有林野や奥地水源地域に所在する水源林造成事業地において
も、その団地性を活かした森林整備の実施により公益的機能の高度発
揮が可能。

単位当たり
コスト

312（千円／ha） 算出根拠
（国費）/（森林施業実施面積）

15,575,000（千円）/50,000（ha）＝312（千円/ha）

事業所管部局による点検

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位

ha

林業を自立した地域の基幹産業として
再生（育成林において安定的かつ効率
的な木材供給が可能となる資源量）

百万ｍ3 1,146 1,211

第２次補正 第３次補正

23年度活動見込
23年度 （25年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

森林施業実施面積 50,000

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

           118,197                 218                  -             15,575            133,990

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正

施策名 ⑫森林の有する多面的機能の発揮

事業の目的
適切な森林整備により、森林の公益的機能がより高い「災害に強い森林づくり」を推進するとともに、間伐材の利用による事業体の育成
や被災地における雇用の確保に資する。

事業概要
間伐等やこれと一体となった森林作業道の開設等及び路網（林業専用道）の開設・既設路網の機能強化等の基盤づくりを実施。

　補助率 ： ３／１０ 、４５／１００、１０／１０ 等

森林整備事業 担当部局庁

森林整備部整備課
国有林野部業務課

整備課長　肥後 賢輔
業務課長　川端 省三

根拠法令

・森林法第193条、森林法施行令第12条等
・森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第５条
・独立行政法人森林総合研究所法（附則第6条・附則第8条・附則第9条）

・独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律
・分収林特別措置法
・特別会計に関する法律

関係する計画、
通知等

・森林・林業基本計画（平成23年7月26日閣議決定）
・森林整備保全事業計画（平成20年10月21日閣議決定）
・全国森林計画（平成23年７月26日閣議決定）　等

会計区分 一般会計（国有林野事業特別会計）

林野庁 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成24年度 担当課室

事業番号 0052

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

本施策は、被災した施設の原形復旧を原則とするが、これが著しく困難
又は不適当な場合にはこれに代わるべき必要な施設とする。また、災害
復旧と併せて再度災害防止のための整備を行うなど効果的な事業実施
を図るものである。
本施策は治山、林道施設等を対象としており、他の災害復旧事業等との
役割分担が明確である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本施策は、災害査定を踏まえ、事業採択の可否や事業規模等を決定す
るものであり、事業の効率性は工事ごとに確認されている。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
本施策は、法令等により事業の採択要件及び事業主体が定められてお
り、役割分担は明確である。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
本施策は、早期復旧を目的とし、事業主体が関係機関等と調整の上、策
定する復旧事業計画等に基づき、計画的に実施されるものである。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

本施策は、緊急性に応じて補助金の交付決定等を待たず応急工事に着
手できるなど事業の迅速な着手・執行が可能である。
また、法令等に基づき、国庫補助事業については遂行状況報告が義務
づけられるなど、適切な進行管理が確保されている。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

本施策は、「東日本大震災からの復興の基本方針」の基本的な考え方と
して示された「被災地域の復旧」のため、被災した治山・林道施設等の原
形復旧等を行うものであることから、整合がとられている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
地震、津波により被災した治山・林道施設やその周辺の荒廃山地に対し
て、被災箇所の拡大や再度災害を防止するため緊急に復旧・整備を行う
ものであり、被災地のニーズがあり、優先度が極めて高い。

－ －

単位当たり
コスト

－ 算出根拠 －

災害復旧事業等のため成果
指標を定めていない

－ － －
災害復旧事業等のため活動指
標を定めていない

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

             9,974             15,670                  -             39,230             64,874

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的
　地震、津波により被災した海岸防災林、治山・林道施設やその周辺の荒廃山地に対して、被災箇所の拡大や再度災害を防止するため緊急に復
旧・整備を行い、海岸地域、山村地域の安全・安心の確保を図る。

事業概要

国による直轄事業、都道府県・市町村等による国庫補助事業（補助率10/10,2/3,1/2,6.5/10）
①山林施設災害復旧事業
　災害により被災した海岸防災林、治山・林道施設の復旧を行う事業
②山林施設災害関連事業
　災害により新たに発生又は拡大した荒廃山地の復旧整備を図る事業

実施方法 ■直接実施　　　　　　　☐業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　☐貸付　　　　　　　☐その他

　　　 　森林整備部治山課
　　　 　　　　　　　 　整備課
　　　 　国有林野部業務課

治山課長　黒川 正美
整備課長　肥後 賢輔
業務課長　川端 省三

根拠法令

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条
・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3
条
・特別会計に関する法律第164条

関係する計画、
通知等

－

会計区分 一般会計（国有林野事業特別会計） 施策名 －

事業番号 0053

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 山林施設災害復旧等事業 担当部局庁 林野庁 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 昭和25年度～ 担当課室



増殖推進部漁場資源課
漁場資源課長
内海 和彦

第３次補正

            16,772

・水産復興マスタープラン（平成23年6月）
・東日本大震災からの復興基本方針（平成23年7月29日東
日本大震災復興対策本部）

              12,286                  -             29,058

事業番号

計

⑮水産資源の回復

0054

漁場復旧対策支援事業 担当部局庁 水産庁

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

①37海域
(①37海域)
②73地区

(②73地区)

①約80,072(千円／海域)(①約80,072(千円／海域))
②約122,848(千円／地区)(②約122,848(千円／地区))

本事業では、漁業者が早期の漁業活動の再開を必要としていることか
ら、事業実施に当たっては被災地との連携をとり効率的に進行管理を行
うようになっている。

「東日本大震災からの復興の基本方針（Ｐ１８）」においては「被災漁業者
等によるがれきの撤去の取組みに対する支援」、また、「復興への提言
（Ｐ２２）」においては「科学的知見も活用しながら漁場や資源の回復を図
る」との記載がある。
本事業では、漁業者等によるがれき撤去の取組の支援及び漁場や資源
の回復に資する調査等を実施することとしており、整合性がとられてい
る。

漁業関係者からは、操業の再開に資するよう漁場がれきの早期撤去等
を求められている。本事業では、漁業者等によるがれき撤去の取組の支
援及び漁場や資源の回復に資する調査等を実施するものであり、被災
地のニーズがあり、優先度が高い事業内容となっている。

本事業では、事業実施主体である都道府県が被災地の漁業関係者の要
望等を受け、がれきの撤去が急がれる漁場について、作業を優先的する
など、より効果的な事業遂行が可能となっている。

都道府県が漁業関係者からの要望を受け、作業の優先順位を考慮する
ことにより効率的な事業遂行が可能となっている。

本事業では、民間の漁業者から要望を受けた都道府県が事業主体とし
て各要望の優先順位を考慮し国へ計画を申請し補助を受け各事業を実
施する。

他事業と作業地区等を分担し計画的に実施している。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役割
分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成25年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
漁業者及び専門業者が行う漁場のがれき（東日本大震災により発生した漂流・漂着・堆積物等）の回収処理等の取組の支援、漁場の回復状況及び環
境等を調査することにより、漁業再開に資することを目的とする。

事業概要

東日本大震災による漁場へのがれきの流入により、漁場の機能や生産力が著しく低下している。このため、
①漁業者が行う漁場のがれきの回収などの取組の支援
②漁業者による回収が困難な大型がれきの専門業者による回収の支援
③操業中に回収したがれきの処理等への支援
④漁場の回復状況及び環境等の調査
を行う。
(補助率：定額、８／１０、２／３)

                 -

作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（２８年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

震災前
（平成２
２年度）
に対す
る比率

がれき撤去後に再開され
た漁業活動による漁獲量

もしくは漁獲金額
－ 100%

算出根拠

①単位当たりコスト＝2,962,665千円（執行額）÷37（海域数）
(①単位当たりコスト＝2,962,665千円（執行額）÷37（海域数）)
②単位当たりのコスト＝8,967,880千円（執行額）÷73（地区数）
(②単位当たりのコスト＝8,967,880千円（執行額）÷73（地区数）)

①専門業者によるがれき撤
去を実施した海域数
②漁業者によるがれき撤去を
実施した地区数

①海域
②地区

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原則
や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保され、
進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



            27,379                  -             38,679

資源管理部漁業調整課
漁業調整課長
長谷 成人

第３次補正

            11,300

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

目標値

23年度

単位当たり
コスト

（9,273）
3,753

（第１次補正　12,751,087（円／隻））
4,210,232（円／隻）

23年度活動見込成果指標 単位
（25年度）

活動指標 単位

　本事業は４月１日以降着手・着工したものを補助対象としており、迅速
な執行が可能となっている。また、補助事業者による進行管理、完工検
査を適切に行うこととしている。

　「復興への提言」第２章（5）③水産業（沿岸漁業・地域）で示された漁
船・漁具などの生産基盤の共同化及び「復興基本方針」５（３）⑤水産業
で示された漁船・漁具の復旧に対する支援との整合性がとられている。

　漁業生産の根幹である漁船の復旧は優先度が高く、被災地からのニー
ズも高くなっており、１次補正予算の不足が見込まれるため、追加要求を
するもの。

　漁業の再開には漁船が必要だが、被災した漁船を自力で復旧すること
が困難な漁業者のために支援するものであり、効果的な事業である。類
似の事業はない。

　漁協等が認める被災漁業者に対し、被災前と同等の漁船を建造・導入
する事業であり、当該漁船を利用して被災した漁業者の漁業が再開可能
となることから十分な費用対効果が期待できる。

　激甚災害制度の共同利用小型漁船建造費補助の負担割合を適用して
おり、役割分担は明確となっている。

 漁港施設や養殖施設、共同利用施設の復旧と平行して、各漁協の計画
により漁船建造・取得が実施される。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～24年度

一般会計 施策名

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
 　東日本大震災により東北地方及び関東地方太平洋側を中心に水産関係に壊滅的な被害が生じ、特に、漁業生産の根幹である漁船や地域の基
幹産業である定置網が多数甚大な被害を受けたため、漁業者が収入を得るために必要不可欠な漁船や定置網を早急に復旧させ、漁業の早期再開
を図る。

事業概要

①共同利用小型漁船建造事業
　激甚災害法の規定に基づき、漁業協同組合が被災した漁業者の共同利用に供するために建造する小型漁船建造費に対して補助する。（指定地
域：青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県　平成23年６月27日農林水産省告示）　補助率：１／３
②共同利用漁船等復旧支援対策事業
　①の事業でカバーされない地域や漁船・定置網等について、漁業協同組合等が被災した漁業者の共同利用に供するために建造・導入する漁船、
漁労設備及び定置網の建造費・導入費に対して補助する。　補助率：１／３

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

                 -

水産基本計画（平成19年3月20日閣議決定）
水産復興マスタープラン（平成23年6月）
復興への提言（平成23年6月25日東日本大震災復興構想会議）
「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月29日　東日本大震
災復興対策本部）

事業番号

計

⑯漁業経営の安定

0055

共同利用漁船等復旧支援対策事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す
る法律第11条

%
沿岸漁業の漁船隻数につい
て、３年以内に震災前の半数
程度の水準までの回復

50 100

算出根拠
（第１次補正　漁船復旧に係る事業（70,386,000千円）÷隻数（5,520隻）)

漁船復旧に係る事業（15,801,000千円）÷隻数（3,753隻）

平成23年度末までの漁船導入
契約隻数

隻

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。



漁政部企画課水産業体質強化推進室
企画課長
橋本 次郎

第3次補正

               831

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

534

（１台あたりの機器導入単価）
1,537,921 （円／台）

水産基本計画（平成19年3月20日閣議決定）
水産復興マスタープラン（平成23年6月）
復興への提言（平成23年6月25日東日本大震災復興構想会議）
「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月29日　東日本大震
災復興対策本部）

                 -                  -                831

　本事業は、機器設備導入を希望する漁業者を公募するにあたり、速や
かに被災地を中心に現地説明会を開催し、かつ可能な限り、申請書類の
簡素化に努めるとともに、事業実施主体ＨＰにおいても常に必要な情報
の公開に努めることで、透明性を確保しつつ迅速な事業着手・執行を行
うことが可能。

　復興の基本方針の５（３）⑤（ⅱ）で「漁船・船団の近代化・合理化を進
め、漁業の体質強化を図る」、（４）②（ⅱ）で「ＬＥＤ等の省エネ設備の導
入促進を行う」と示されている。本事業は被災者が迅速かつ効率的に漁
業を再開するにあたり、燃油価格の高騰による影響を受けないよう、根
本的に燃油消費量そのものを削減させる取組の推進を展開するもので
あり、考え方は一致している。

　被災地では、漁業用機器設備流失等の被害を受けた漁業者は少なく
なく、これら漁業者に対し、単なる復旧にとどまらない迅速かつ効率的な
復興を図り、我が国漁業を省エネ型漁業への転換を促す観点から優先
度が高い。

　燃油使用量削減に確実な効果を有する最新省エネ機器設備の導入支
援を行うことにより、燃油価格の高騰の影響を受けない強い体質の経営
体育成が図られる、効果的かつ効率的な事業である。

　本事業により、導入支援を行う省エネ機器設備は燃油使用量削減に確
実な効果を有していることから、我が国漁業の燃油消費量削減及び環境
負荷軽減を着実かつ効率的に推進できる。また、被災地の多くは基幹産
業が水産業であり、迅速な操業再開を後押しすることは、地域全体の復
興に資する。

本事業は、国が事業実施者に定額で資金を拠出することにより、同者が
1/2を助成し、漁業者グループは1/2を負担する仕組みとなっている。

被災した漁業者の復旧スケジュールや機器整備メーカーの製造供給能
力等を考慮の上、計画的に実施するものである。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成24年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
被災地の漁業を単なる現状復旧にとどまらない「省エネに優れた高収益・環境対応型漁業」に転換させるとともに迅速かつ効率的な漁
業の再建を実現するよう、「現状で最高水準の省エネ性能を有する機器設備」の導入に着目した支援を行う。

事業概要
我が国漁業を省エネに優れた高収益環境対応型漁業に転換するため、漁船水没や漁業用機器設備流失の被害を受けた漁業者のグ
ループ等による、ＬＥＤ集魚灯・省エネ型エンジン等の最新の省エネ機器設備の導入費用を支援し、省エネ化の推進を図る。 （補助率：
定額、１／２以内）

                 -

事業番号

計

⑯漁業経営の安定

0056

漁業経営体質強化機器設備導入支援事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
24年度

活動指標 単位
目標値

23年度

％
燃油使用量を削減
（省エネ機器設備の導入漁業者全体
で燃油使用量を削減）

10 10

算出根拠
（事業費÷導入機器総数）

821,250千円÷534台

省エネ化及び迅速かつ効率的な漁業の
再建のために導入する省エネ機器設備
数

台

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

被災県の種苗生産施設が整うまでの間（水産業共同利用施設復旧整備
事業のうち・種苗生産施設関係）、他海域の種苗生産施設等からの種苗
の導入により、放流尾数を確保するための支援を行っているところ。種苗
生産体制が整い次第種苗の放流尾数を見直すこととしている。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

公募や総合評価等の所定の方式により、透明性を確保した事業執行を
行う予定である。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

将来の漁獲が大きく落ち込むことが懸念されるので、被災県の種苗生産
体制が整うまでの間、他海域の種苗生産施設等からの種苗の導入等に
より資源の維持を図る。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

被災県の被害状況及び栽培漁業関係者の意向を把握した上で、被災県
の種苗生産体制が整うまでの間、被災県における将来の漁獲を確保す
るために必要な最低限の経費を計上したものであり、費用対効果等の検
証は行っている。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
国は被災地の漁業を復興させるため本事業の適切な執行のための指
導・監督を行う。県は県内の栽培漁業関係者のニーズを踏まえて県内の
栽培漁業の復興に責任を持って対応する。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」に掲げら
れている「地域水産業の復旧のための支援」や「漁場・資源の回復」に資
するものである。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
早期に漁業を再生し、漁業者が収入を得るためには、種苗放流による資
源造成に資する取組は必要不可欠のものであり、将来の漁獲を確保す
ることからも優先度が高い。

箇所

万尾

（　　　　26　　　　）

222
700
184

22,200

単位当たり
コスト

157,140　（円／水揚金額100万円） 算出根拠
第３次補正予算要求額2,161,143千円/被災前の水揚げ金額
（サケ、アワビ、ウニ、ヒラメ）13,753百万円（平成２１年度）

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （28年度）

震災前の水揚げ金額
13,753百万円（サケ、アワ
ビ、ウニ、ヒラメで算出）に
戻す

百万円 13,753

①棲息環境整備箇所数

②種苗放流尾数
ヒラメ
アワビ
ウニ
サケ

                 -                  -                  -              2,161              2,161

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位
目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措置
の累積に係る見込み

事業概要

種苗生産施設を復旧・復興し、種苗放流を行う体制が整うまでの間、他海域の種苗生産施設等からの種苗の導入により放流尾数を確保するととも
に放流種苗が速やかに放流海域に適応させるため放流種苗が棲息するための環境を整える取り組みや被災漁港における新たな増殖場開発に対
し支援する。
（補助率：定額、1/2、2/3）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

根拠法令 －
関係する計画、

通知等

復興基本方針
水産復興マスタープラン（平成23年6月）
水産基本計画（平成19年3月20日閣議決定）

事業の目的
東日本大震災により被災県の主力漁獲物である、アワビ、ウニ、ヒラメ等の放流用種苗を生産している各県の種苗生産施設が壊滅的被害を受けて
おり、将来の漁獲が大きく落ち込むことが懸念されている。このため国が被災県の種苗生産体制が整うまでの間、他海域の種苗生産施設等からの
種苗の導入により、放流尾数を確保するために必要な経費を支援する必要がある。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成27年度 担当課室

増殖推進部栽培養殖課
漁港漁場整備部計画課

栽培養殖課長　前 章裕
計画課長　宇賀神 義宣

会計区分 一般会計 施策名 ⑮水産資源の回復

事業番号 0057

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

事業名 被災海域における種苗放流支援事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者



単位当たり
コスト

激甚災害法第7条において、都道府県が10分の９を下らない率による補
助を行う場合、国が補助することとしており、明確化されている。

本事業は激甚災害法に基づく個々の業者が所有する養殖施設を原形復
旧するものであり、他事業との重複はない。
また、事業の実施に当たっては都道府県が被害調査を行った結果をもと
に復旧計画を策定し、その後、国の調査（査定）により国庫補助金を決定
しており、計画的な実施を行っている。

4,888,000（円／経営体）

23年度予算額
（単位：百万円）

23年度

項　　　目

単位
（24年度）

活動指標

関係する計画、
通知等

担当課室 増殖推進部栽培養殖課 栽培養殖課長　前 章裕

第３次補正

            10,743                 -

復興基本方針
水産復興マスタープラン（平成23年6月）

            34,708

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本事業は被災した養殖施設の原形復旧を目的とするものであり、査定を
行った上で復旧に要する必要最小限の経費を対象に補助することとして
いる。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成24年度

一般会計 施策名

当初

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

（　7,100　）

23年度活動見込成果指標

本事業では施越工事を補助対象としており、迅速な着手を可能としてい
る。
また、対象となる地域及び施設種類に関しては、事前に告示しており、透
明性を確保している。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」に掲げら
れている「地域水産業復旧のための支援」や「漁場・資源の回復」に資す
るものである。

養殖業者が養殖業を早期に再生し収入を得るため、養殖施設の復旧が
強く望まれている。

本事業は激甚災害法に基づき個々の業者が所有する養殖施設を原形
復旧するものであり、災害復旧事業の性格上、他の手法の選択の余地
や事業の代替え性はない。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

(農林水産省)

事業の目的 東日本大震災により滅失、全壊、一部破損した養殖施設を復旧し、養殖生産の再生を図る。

事業概要

激甚災害法に基づき都道府県が実施する災害復旧事業について、復旧事業に要する経費の補助を行う。
（養殖施設被害の追加報告に対応した国庫補助金額の増額）

補助率：9/10

            23,965

第１次補正 第２次補正

根拠法令
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す
る法律（昭和37年法律第150号）第7条

事業番号

計

－

0058

養殖施設災害復旧事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

養殖業再開希望者のうち、23年度中
に養殖施設の整備に着手する経営
体数。

会計区分

事業名

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

内　　　容

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

                 -

成果目標
（アウトカム）

経営体

単位

経営体
24年度末までに養殖業再開希望
者の全員が養殖施設の整備に
目途をつける。

－ 7,300

算出根拠
{23年度第1次補正(23,965千円）＋第3次補正（10,743千円）}
÷7,100経営体



            73,108

□直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

被災状況を把握している道県を補助対象とすることで、迅速な着手・執
行が可能。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」において、
漁業生産と一体的な流通加工業の効率化・高度化を図ることや、冷凍冷
蔵施設等共同利用施設の整備を支援することとされており、整合性がと
られている。

被災地の水産業の再生を図るためには共同利用施設の整備が不可欠
であり、被災県からの要望があることから、優先度は高い事業である。

被災地の水産業の再生を図るため、被災した共同利用施設の機能強化
等を検討して実施することから効果的な事業である。

事業計画の策定にあたり、整備する施設について、効率性を検討して実
施。

被災地の復興を早急かつ確実に実施するためには被災状況に応じて適
切に事業を実施する必要があり、道県への補助金としている。

道県からの申請に基づいて行うものであり、事前に他の事業との整合性
は図られる。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

①岩手・宮城・福島：100,153（千円／件）
②上記以外の道県：　28,539（千円／件）　等

漁港漁場整備部防災漁村課ほか

一般会計 施策名

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
本年３月の東日本大震災により、太平洋沿岸域の水産業は壊滅的な被害を受けた。主要な被災地である北海道から千葉県においては、水産業が
主要産業として地域経済の核となってきたと同時に、我が国国民への水産物の安定供給にとって重要な役割を果たしてきた。国民全体への水産物
の安定供給を早期に実現するためには、漁業者等の共同利用施設や放流用種苗生産施設の再建が必須であり、そのために必要な支援を図る。

事業概要

①被災した漁業者等の共同利用施設（荷さばき施設等）のうち、規模の適正化や衛生機能の高度化等を図るような施設等を整備する場合に、整備
費の一部を助成。
②被害を受けた漁港が必要最低限の機能回復を図るための施設（係船環、車止め等）及び漁港環境の復旧・防災対策に必要な施設を整備する場
合、整備費の一部を助成。
（補助率　岩手県・宮城県・福島県：２／３、左記以外の道県：１／２）

                 -

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

            73,108                 -                  -

平成23年度～平成27年度

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。
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（　　　    　　　）

23年度活動見込成果指標 単位
（28年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

根拠法令 －

担当課室

関係する計画、
通知等

事業番号

計

⑰漁村の健全な発展

0059

水産業共同利用施設復旧整備事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法

防災漁村課長
本田 直久

水産基本計画（平成19年3月20日閣議決定）
水産復興マスタープラン（平成23年6月水産庁）
東日本大震災からの復興の基本方針（平成23年7月29日東日本
大震災復興対策本部）

事業開始・
終了(予定）年度

億円
生産額の回復（21年2,319億
円、青森～千葉）

- 2,319

算出根拠
①岩手・宮城・福島における被災金額(漁協等の共同利用施設)÷岩手・宮城・福島
における被災施設数(漁協等の共同利用施設)②上記以外の道県における被災金額
(〃)÷上記以外の道県における被災施設数(〃)　　等

漁協等の被災した共同利用
施設の整備

件数

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



漁政部加工流通課
加工流通課長

山口 琢磨

第３次補正

            25,879

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　1,322　　　）
701

①岩手・宮城・福島：45,081（千円／件）
②上記以外の道県：12,000(千円／件)

水産復興マスタープラン
東日本大震災からの復興へ向けた基本方針

             1,815             19,316             47,010

被災状況を把握している道県を補助対象とすることで、迅速な着手・執
行が可能。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」において、
漁業生産と一体的な流通加工業の効率化・高度化を図ることや、冷凍冷
蔵施設等共同利用施設の整備等により、地域水産業の復旧のための支
援を実施することとされており、整合性がとられている。

被災地の水産業の再生を図るためには共同利用施設の復旧・整備が不
可欠であり、被災県からの要望があることから、優先度は高い事業であ
る。

被災地の水産業の再生を図るため、被災した共同利用施設の機能復旧
を早急に実施することから効果的な事業である。

事業計画の策定にあたり、復旧する施設について、効率性を検討して実
施。

被災地の復旧を早急かつ確実に実施するためには被災状況に応じて適
切に事業を実施する必要があり、道県への補助金としている。

道県からの申請に基づいて行うものであり、事前に他の事業との整合性
は図られる。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成24年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的

主要な被災地である北海道から千葉県においては、水産業・水産加工業が主要産業として地域経済の核となってきたと同時に、我が国国民への水
産物の安定供給にとって重要な役割を果たしてきた。被災地住民のみならず、国民全体への水産物の安定供給を早期に実現するためには、水産
業・水産加工業の再生が不可欠であり、その鍵を握る施設である市場、冷凍・冷蔵庫、加工場などの共同利用施設等の復旧・再建が必須であり、必
要な支援を図る。

事業概要

１．被災した漁協・水産加工協等が水産業共同利用施設（製氷・貯氷施設、市場、荷さばき施設、加工施設、冷凍冷蔵施設等）の早期復旧に必要不
可欠な機器等を整備する場合、整備費の一部を支援。
２．被災した漁業協同組合、水産加工業協同組合等が、
     ①　被災した施設の機能を回復し、共同利用施設として使用するため、
     ②　被災した施設の機能を代替する共同利用施設の整備をするため
  に必要不可欠な共同利用施設の機器等を整備する場合、整備費の一部を支援。
（補助率　２／３、１／２）

                 -

事業番号

計

⑰漁村の健全な発展

0060

水産業共同利用施設復旧支援事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（28年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

億円
生産額の回復（21年2,319億
円、青森～千葉）

- 2,319

算出根拠
単価については、１次・２次補正の実績等により算出
①岩手・宮城・福島：23,802,716千円/528件
②上記以外の道県：2,075,946千円/173件

漁協等の被災した共同利用
施設の復旧

件数

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



事業番号 0061

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

事業名 水産関係資金無利子化事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

漁政部水産経営課
水産経営課長

大角 亨

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
東日本大震災からの復興基本方針

会計区分 一般会計 施策名 ⑯漁業経営の安定

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～ 担当課室

事業の目的
東日本大震災により、漁船等の漁業生産の基盤や、漁業者の活動支援の中核的な役割を担う漁協に壊滅的な被害が生じている。こ
のため、被災漁業者や漁協等を対象とした災害復旧・復興に必要な資金の円滑な融通を図る。

事業概要
被災漁業者等を対象として、漁業近代化資金、日本政策金融公庫資金及び漁業経営維持安定資金の貸付金利を実質無利子化す
る。 （補助率：定額）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 -                385                  -                140                525

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （27年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

被災県からも要望があり、ニーズ・優先度が高い
・　農林漁業者向け制度融資への財政的支援の充実及び二重ローン対
策、無利子・無担保の融資制度の創設（宮城県）
・　既借入金の負担軽減のための「借換資金制度（長期償還、無利子）」
を創設すること（福島県）
・　日本政策金融公庫の災害復旧関連資金の貸し付け条件の緩和（福
島県町村会）

件
（4,676 ）

1,602

単位当たり
コスト

　327,715　（円／件） 算出根拠 執行額（23年度）÷（融資残高件数）

漁業者等の復旧・復興に必
要な融資資金1,422億円の融
通の円滑化

億円 601 1422 融資件数

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

整合性がとれている関連箇所
・「復興への提言」18頁①中小企業２パラ目、21頁③沿岸漁業・地域１パ
ラ目
・「東日本大震災からの復興の基本方針」18頁⑤水産業（ⅰ）、（ⅲ）20頁
⑧二重債務問題（ⅰ）

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

公庫資金及び漁業近代化資金等の実質無利子化による償還負担を軽
減することは、融資手法を活用して、漁業者等の経営再建への取組を進
めるものであり、経営を安定させていくために効果的な手法である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本事業を行うことにより、１億円あたり１１３．４億円の被災漁業者等の公
庫資金及び漁業近代化資金等の実質無利子化を実現。
（601億円／5.3億円）

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
利子助成を行う各制度資金の公庫、県、漁協系統の役割分担は明確と
なっており、関係機関の連携の下、本事業は実施される。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
補助事業の補助残及び「漁業者等緊急保証対策事業」の保証枠と整合
が図られており、漁船・漁具等の生産基盤や漁港・漁場の復旧復興に併
せて、計画的に実施される。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

第１次補正において措置された事業の拡充であり、事業の迅速な着手が
可能である。また、毎月の承認実績について報告を求めることとしてお
り、執行の透明性、進行管理を適切に行うことができる。



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

主要な事業用資産に損害を受けた漁業者等は、融資対象物件以外の担
保の確保が困難な状況にあり、資金の円滑な融通が行われ難い状況に
ある。公庫資金の無担保・無保証人化による融資の円滑化を図ること
は、漁業者等が経営再開することを促進する効果的な手法である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本事業を行うことにより、出資金１億円あたり３．０億円の水産関係資金
無利子化事業の公庫資金の無担保・無保証人融資が可能となることを
実現（114億円／37.8億円）。出資金は事業終了後に返還。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通する公庫資金に
対する事業であり、民間資金との役割分担のあり方は明確となってい
る。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

民間資金は「漁業者等緊急保証対策事業」により、公庫資金は当事業に
より無担保・無保証人を図ることとしており、他事業と整合性が図られて
いる。また、補助事業の補助残の融資枠と整合が図れており、漁船・漁
具等の生産基盤や漁港・漁場の復旧復興に併せて、計画的に実施され
る。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

第１次補正において措置された事業の拡充であり、事業の迅速な着手が
可能である。また、事業実施主体である日本政策金融公庫は、水産金融
に対する知見を豊富に有していることから、執行の透明性、進行管理を
適切に行うことができる。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

整合性がとれている関連箇所
・「復興への提言」18頁①中小企業２パラ目、21頁③沿岸漁業・地域１パ
ラ目
・「東日本大震災からの復興の基本方針」18頁⑤水産業（ⅰ）、（ⅲ）20頁
⑧二重債務問題（ⅰ）

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

被災県からも要望があり、ニーズ・優先度が高い
・　農林漁業者向け制度融資への財政的支援の充実及び二重ローン対
策、無利子・無担保の融資制度の創設（宮城県）
・　日本政策金融公庫の災害復旧関連資金の貸し付け条件の緩和（福
島県町村会）

件
（　1,602　）

57

単位当たり
コスト

2,361,423　（円／件） 算出根拠 執行額（23年度）÷（融資残高件数）

漁業者等の復旧・復興に必
要な融資資金367億円の融
通の円滑化

億円 114 367 融資件数

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （27年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

                 -              2,200                  -              1,583              3,783

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的
東日本大震災により、漁船等の漁業生産の基盤や、漁業者の活動支援の中核的な役割を担う漁協に壊滅的な被害が生じている。このため、被災
漁業者や漁協等を対象とした災害復旧・復興に必要な資金の円滑な融通を図る。

事業概要
水産関係資金無利子化事業で無利子化する公庫資金の無担保・無保証人融資が可能となる融資制度の構築に必要な額を日本政策金融公庫に対
し出資する。（補助率：定額）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　■その他

漁政部水産経営課
水産経営課長

大角 亨

根拠法令 -
関係する計画、

通知等
東日本大震災からの復興基本方針

会計区分 一般会計 施策名 ⑯漁業経営の安定

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～ 担当課室

事業番号 0062

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

事業名 水産関係公庫資金無担保・無保証人事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者



効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

無担保・無保証人化、保証料助成による保証支援の充実は被災漁業者
の融資支援をより一層円滑化するものであり、効果的な手法である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本事業を行うことにより、１億円あたり、１１．７億円の被災漁業者等の無
担保・無保証人化を実現。
（905億円／77.5億円）

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

本事業は、中小漁業融資保証法により中小漁業者等の資金融通の円滑
化を図ることを目的として設立された漁業信用基金協会及び農林漁業信
用基金に対して、漁業者等が金融機関から借り入れた資金が返済困難
となった場合に漁業者等に代わり弁済した債務について、求償権償却に
必要な費用を助成するものであり役割分担は明確となっている。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

設備資金等の無利子化事業の融資枠とも連動しているほか、漁船建造
補助事業の補助対象分については保証枠から除いており整合性を図っ
ている。また、漁船・漁具等の生産基盤や漁港・漁場の復旧復興に併せ
て、計画的に実施される。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

第１次補正において措置された事業の拡充であり、補正予算成立後直ち
に着手が可能である。また、保証引受実績について報告を求めているこ
とから執行の透明性、進行管理を適切に行うことができる。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

整合性がとれている関連箇所
・「復興への提言」18頁①中小企業２パラ目、21頁③沿岸漁業・地域１パ
ラ目
・「東日本大震災からの復興の基本方針」18頁⑤水産業（ⅰ）、（ⅲ）20頁
⑧二重債務問題（ⅰ）

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

被災県からも要望があり、ニーズ・優先度が高い。

農林漁業者向け制度融資への財政的支援の充実及び二重ローン対策。
無利子・無担保の融資制度の創設（宮城県）

件
（ 4,000 ）

1,200

単位当たり
コスト

　　1,936,635　（　円／件　） 算出根拠 執行額（23年度）÷（保証引受件数）

漁業者・漁協等の復旧・復興
に必要な融資資金2,358億円
の融通の円滑化

億円 905 2,358 保証件数

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位 活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （27年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

計

                 -              4,785                  -              2,961              7,746

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的
東日本大震災により、漁船等の漁業生産の基盤や、漁業者の活動支援の中核的な役割を担う漁協に壊滅的な被害が生じている。このため、被災
漁業者や漁協等を対象とした災害復旧・復興に必要な資金の円滑な融通を図る。

事業概要
漁船建造資金や漁協の復興資金等に対して、無担保・無保証人保証を行うため保証・保険機関に対して代位弁済後の求償権償却経費等を助成す
るとともに、被災漁業者等の費用負担を軽減するための保証料助成を行う。（補助率：定額）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

漁政部水産経営課
水産経営課長

大角 亨

根拠法令 -
関係する計画、

通知等
東日本大震災からの復興基本方針

会計区分 一般会計 施策名 ⑯漁業経営の安定

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～ 担当課室

事業番号 0063

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

事業名 漁業者等緊急保証対策事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者



増殖推進部研究指導課
研究指導課長

武井 篤

第３次補正

             3,979

単位
（28年度）

復興基本方針
水産復興マスタープラン（平成23年6月）

                 -                  -              3,979

（　　　　　　　　）
3

750（千円／トン）

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

23年度活動見込成果指標

予算成立後は、直ちに事業実施主体の水研センターで着手が可能.。
また、事業遂行状況報告を提出させることとしており、執行、進行管理を
確保。

復興への提言及び東日本大震災からの復興の基本方針では、「教育研
究基盤の早期回復を図り、より一層の強化」、「種苗生産体制の再構築
や藻場・干潟等の整備、科学的知見も活かした漁場環境の把握、適切な
資源管理等により漁場・資源の回復を図る」とあり、当事業はこれらの諸
原則や考え方と整合性が取られている。

被災県等から水研センターに対し、「栽培技術開発及び指導の再会」、
「サケの回帰率向上に向けた取り組み」、「種苗の大量生産技術など種
苗放流事業に向けた取り組み」、「中核的な種苗生産機関としての役割」
など、強い要望があり優先度の高い事業である。

東北海区の水産業復興のためには、種苗生産の技術開発、詳細な漁場
環境の把握や効率的な資源状況の把握、疾病防除対策技術の確立は
必要不可欠であり、当該技術の開発等は、基礎から応用、実証までの一
貫した水産分野の試験研究を行う我が国唯一の水産に関する総合的な
試験研究機関である水産総合研究センターでの実施が最も効果的。

種苗生産の技術開発、詳細な漁場環境の把握や効率的な資源状況の
把握、疾病防除対策技術の確立のために必要最低限の施設に絞り、要
求額を算定している。

種苗生産の技術開発、詳細な漁場環境の把握や効率的な資源状況の
把握、疾病防除対策技術の確立技術開発など、東北海区の水産業復興
のための基盤となる技術開発は国の責務として行う必要がある。

漁港施設等の基盤整備や漁船等の生産能力の復旧とともに、資源管理
と種苗放流による資源の回復を、車の両輪として推進していく必要があ
り、水産の復興策を推進するためには、基盤となる技術開発が必要。

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
東日本大震災により甚大な被害を受けた海域では、産卵場等漁場の荒廃や幼稚仔魚の生育場が損壊し、天然産卵による資源回復は極めて困難
な状況。被災地の水産業復興には、種苗の放流、漁場環境の整備等により、早急に資源の回復を図る必要があり、この基盤となる人工種苗の生
産・放流、漁場環境や資源状況の迅速な把握、人工種苗の疾病防除対策等に関する調査研究、技術開発を緊急に進めていく必要。

事業概要
被災地の水産業復興に必要な独立行政法人水産総合研究センターの施設について、宮古栽培漁業施設、水産工学研究所の音響技術開発を行う
実験施設、増養殖研究所上浦庁舎の魚病進入を防止するための研究棟の復旧・整備を行う。
（補助率：定額）

                 -

施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 独立行政法人通則法第46条

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計

52,740
（20年度漁

獲量）

事業番号

計

⑱農林水産分野の研究開発

0064

独立行政法人水産総合研究センター施設の復旧 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第　３次補正予算）

算出根拠
第３次補正予算要求額3,979百万円／被災県の平成20年度

主要増殖対象魚種の漁獲量52,740トン

活動指標 単位
目標値

23年度

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

東北海区の水産業復興に必要
な水産総合研究センターの施設
整備

事業所

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

トン
被災県の主要増殖対象魚種
の漁獲量

－



漁業調整課
漁業調整課長
長谷 成人

第３次補正

            81,763

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

(がんばる漁業)

12件
(がんばる養殖)

24件
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ数240件)

がんばる漁業復興支援事業 837,241千円／件
がんばる養殖復興支援事業 898,172千円／件

水産基本計画（平成19年３月20日閣議決定）
水産復興マスタープラン（平成23年6月28日）

                 -                    -             81,763

既に被災地からも要望が上がっており、既存のスキームを活用した事
業実施となることから事業を迅速に着手することが可能。また、計画の
認定においては第３者(専門家等)による審査を行い、また、事業年度毎
に事業実施計画や実績を申請・報告する仕組みとすることにより、事業
の透明性や適切な進行管理を行う。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」の中で、
漁船、漁具、養殖施設の復旧や漁船・船団の近代化・合理化、漁業の
体質強化について示されており、整合性はとられている。
(「復興への提言」(p.21 第2章(5)③)、「東日本大震災からの復興の基本
方針」(p.18 5(3)⑤))

多くの被災地自治体や関連団体等から本事業に対する要望があり、優
先度も高い事業である。
※要望元：青森県、宮城県、気仙沼市、北海道・東北六県議会議長会、
JFグループ大日本水産会等

本事業は既存事業を活用して実施するものであり、生産コストの減少、
高付加価値化による魚価向上等に取り組む計画を策定し、第３者（専
門家等）の認定を受けて実施するものであり、収益性の向上を目指した
効果的な事業である。

1次産業である漁業は地域産業の根幹をなすものであり、本事業の実
施により、事業実施者のみならず、造船及び関連機器産業、加工業、
冷凍冷蔵業、流通業、小売業等の関連産業においても生産・取扱額の
増加等の効果が見込まれ、事業実施地域における効率的な復興に繋
がるものと考える。

事業主体(民間団体)が資金を管理し、事業実施者(水産業協同組合等)
等が地元自治体や関係者と連携して計画を作成し事業を実施、国は事
業主体及び事業実施者からの申請・報告等をもって、事業が適切に運
用され着実な効果を生んでいるかを検証する、というように要綱・要領
によって明確な役割分担を持って事業を実施するもの。

本事業は、生産から流通に至るまでの具体的な計画を作成し、また事
業年度毎の事業計画も作成して実施するものであり、事業を計画的に
実施できる仕組みとなっており、他に類似事業はなく、他事業との整合
性も取れている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成28年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
震災で悪影響を受けた漁業者において、生産活動の再開に向けて、安定的な水産物生産体制の構築に資する計画を策定し、復興に向けて大きく
前進するとともに、収益性の高い操業・生産体制への転換を図る。

事業概要

・がんばる漁業復興支援事業
　地域で策定した復興計画に基づき、省エネ高性能漁船の導入等により、震災前以上の収益性の確保を目指し、安定的な水産物生産体制の構築
に資する事業を行う漁協等に対し、必要な経費（用船料、燃油代、氷代等）を助成。
・がんばる養殖復興支援事業
　養殖業の復興を推進するため、５年以内の自立を目標とした安定的な水産物生産体制を構築するための必要経費（施設等借上費、養殖作業費、
資材費等）を支援。

                 -

事業番号

計

⑯漁業経営の安定

0065

漁業・養殖業復興支援事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（27年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

件

(がんばる漁業)
収益性の高い操業体制が構築
された地域件数
(がんばる養殖)
養殖業の共同化により経営の
再建が図られた地域件数

0

(がんばる漁業)

24件
(がんばる養殖)

32件
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ数320

件)

算出根拠

がんばる漁業復興支援事業24,280,000千円／29件程度≒
837,241千円／件
がんばる養殖復興支援事業57,483,000千円／64件(640ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ)程度≒898,172千円／件

認定件数 件

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原則
や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

これまで種苗発生状況等を調査していた県や地元漁協が被災し、養殖
業に不可欠な種苗確保に必要な調査の実施が困難になったことから、
これを国の責任において委託事業により緊急的に実施するものであり、
役割分担は適切である。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

被災地養殖業の復興対策を総合的に進める上で、天然種苗発生状況
等の緊急調査の実施と漁業者等への情報提供によって、養殖業に不可
欠な種苗確保を図ることは極めて重要であり、養殖業の早期再開のた
めにも不可欠である。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

速やかに契約を実施することで迅速な着手・執行を確保する。第三者に
より構成する検討委員会を設置し、執行の透明性及び適切な進行管理
を行うこととしている。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
被災地の基幹養殖業であるホタテ、カキ等の養殖業の早期再開のため
には、養殖用の種苗の確保が不可欠かつ急務であり、被災地ニーズ及
び優先度は高い。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との
役割分担、客観的な将来見通しなど）。

被災地における養殖業の早期再開に資する効果的な成果を挙げるた
めに、養殖業に不可欠な種苗確保のために必要となる情報を集中的に
調査・提供することとしている。なお、類似事業はない。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
被災地の状況を把握した上で、養殖業に不可欠な種苗確保のために最
も効率的な手法を検討するとともに、費用対効果を高めるべく、必要か
つ最低限の調査内容に絞って必要経費を算定している。

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」において
示された「科学的知見を活用した漁場や資源の回復」、「個々の漁業の
特性にきめ細かく対応」等の考え方を踏まえて実施する事業であるた
め、整合性は図られている。

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

震災前の平成22年の生産
量（北海道から宮城のカ
キ,ホタテ,ホヤで算出）に
戻す（H22速報値）

t

単位当たり
コスト

　　　　　①　20,000,000　（円／海域）
　　　　　②　16,666,667　（円／種類）

②各地域の種苗特性調査 種類
（　　　　　　　　）

3

算出根拠
①事業費（100,000千円）／天然種苗発生状況調査海域数（5）
②事業費（50,000千円）／種苗特性調査対象種類数（3）

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （28年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

－ 284,100 ①天然種苗発生状況調査 海域
（　　　　　　　　）

5

計

                 -                  -                  -                150                150

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正

事業の目的

今般の大規模な津波被害による漁場環境の変化に伴い、被災地の養殖業においては、好適採苗場所が変化するなどにより、従来
までの経験に基づいた採苗時期・場所では十分な種苗を確保できない状況にあるため、国が緊急的に種苗発生状況・種苗の特性
等の調査を実施することにより、津波後の新たな海域環境下における養殖業の早期再開に不可欠な天然種苗の確保及び地域に適
した種苗の導入を図る。

事業概要

津波後の新たな海域環境下における養殖業再開に不可欠な種苗の確保及び地域に適した種苗の導入を図るため、①新たな海域
環境下における天然種苗発生状況・母貝の生息状況等の調査を実施し、採苗作業に必要となる天然種苗発生量・発生場所等の情
報を漁業者等へ提供するとともに、②種苗導入元の変化に対応するため、各地域の種苗の成長性等の特性について調査を実施し、
被災地に適した種苗情報について漁業者等へ提供する。

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

会計区分 一般会計 施策名 　⑮水産資源の回復

根拠法令 －
関係する計画、

通知等
復興基本方針

水産復興マスタープラン（平成23年6月）

事業開始・
終了(予定）年度

平成23年度 担当課室 増殖推進部研究指導課
研究指導課長

武井 篤

事業番号 0066

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 種苗発生状況等調査事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者



百トン
食用水産加工品の生産量の
回復（H20年129百トン主要被
災県（岩手・宮城・福島））

－ 129

算出根拠 予算額（235,536千円）/助成件数（42件）

被災地の漁協・水産加工協等が
加工・流通業の早期復興を目指
す取組に対する支援の実施数

件

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

23年度活動見込成果指標 単位
（25年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

事業番号

計

⑰漁村の健全な発展

0067

加工原料等の安定確保取組支援 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成24年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
本年３月の東日本大震災に伴い、太平洋沿岸域の水産業は壊滅的な被害を受け、水産業の基盤となる漁村にも甚大な被害が生じている。地域の
復興を進めていくためには、基盤産業として地域の経済・雇用を支えてきた漁業とその関連産業である流通・加工分野を展開する漁協、水産加工協
等の早期復興が必要不可欠である。

事業概要
地域の漁港が甚大な被害を受けた中、流通・加工を行う漁協、水産加工協等の早期復興を促進するため、漁業・水揚げがが本格的に再開される当
面の間、緊急的に漁協、水産加工協等が、被災地以外の遠隔地から原料を確保する際等に生ずる掛かり増し経費の一部を支援。
（補助率：１／２）

                 -

加工経費、原料買い入れに係る輸送経費等に要する実経費に対する支
援であり、迅速な着手・執行が可能。

・復興への提言
P22「関連産業との結び付きが強いことから、加工流通業などの関連産
業が歩調を合わせて復興することが必要である。」等

水産加工業者も漁業者と等しく甚大な被害を受けており、地域水産業の
復興のためには、漁業と水産加工・流通業の一体的な再生が重要であ
るため、このニーズ及び優先度は高い。

漁協、水産加工協等が主体となり、第１次、２次補正において機器等整
備の支援を実施しているところであり、これと併せて被災に伴う掛かり増
し経費の支援を実施することが効果的である。

事業計画の策定にあたり、支援する取組について、継続性・効率性を検
討して実施。

国：被災地における加工・流通分野を展開する漁協等への復興支援。
事業主体：被災地で水揚げされる水産物の受入体制の復興へ向けた取
り組みを実施。

被災地における基盤産業の復興のため、一定の支援を実施することによ
る業種の底上げを図るものであり、効率的・効果的に実施する。

漁政部加工流通課
加工流通課長

山口 琢磨

第３次補正

               236

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

42

5,608（千円／助成件数）

水産復興マスタープラン
東日本大震災からの復興へ向けた基本方針

                 -                  -                236



事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト

算出根拠
 要求額　 　　対象者数
1,136百万円÷1,143人

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

994千円（1,136百万円／1,143人）

単位
目標値

27年度

人
被災地の45才未満の若青
年漁業者数(20年度4,090
人）の維持

4,090

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

人

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 ―

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成27年度

活動指標

一般会計 施策名

事業番号

計

⑯漁業経営の安定

0068

漁業復興担い手確保支援対策 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的

　壊滅的な被害を受けた沿岸部の被災地では、漁業者の約3割が「廃業予定」とのアンケート結果があり、漁業就業者が大幅に減少する可能性が示
唆されている。また、特に、漁業の再開に影響が出ている若青年漁業者(45才未満）は約3千人程度と推計され、漁船や漁労施設等の復旧に長期間
を要する状況においては、他産業への人材の流出や廃業希望者の更なる増加が懸念されている。こうした状況を踏まえ、漁家子弟の就業支援や雇
用機会を通じた若年漁業者等の技術習得等を支援する。

事業概要
　漁労技術の円滑な継承や次世代の担い手の定着・確保を推進する観点から、より確実に定着が見込まれる漁家子弟の就業支援や若手漁業者が
被災を免れた又は新たに導入された漁船や施設等を有する他の経営体における技術習得支援を行うことにより、漁業再開までの間漁業に携わって
いく雇用機会の確保を推進し、５年・１０年先の将来を見据えた中核的な漁業の担い手の確保・育成を行う。［補助率：定額］

                 -

当初 第１次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

本事業の研修生を受け入れる側の漁業者は、被災を免れたあるいは新
たに導入された漁船や施設を有する者であり、迅速な着手・執行が可能
である。また、事業執行を行う者は、公募により、実施の方法や事業実施
主体の適格性など一定の基準を満たす者が担うこととしており、透明性
が確保されている。

　「基本方針」5(2)②雇用対策については、全員参加型、世代継承型の
雇用復興を通じた所得機会の確保等の支援、雇用機会の被災地域での
確保等が示されており、本事業は若者の漁業現場での実地による研修
を通じた技術習得支援を展開するとともに、高齢のベテラン漁師を指導
者として想定しているところ。

　漁業の再開に影響が出ている若青年漁業者(45才未満）は約3千人程
度と推計されている。漁船や漁労施設等の復旧に長期間を要する状況
の中、他産業への人材の流出や廃業希望者の更なる増加が懸念されて
おり、本事業の優先度は高い。また、全日本海員組合より、漁船の被災
に伴う離職または待機を余儀なくされている漁船員の救済策を講じるこ
ととの要望もあり、ニーズは高い。

本事業では、被災地における漁業関係の雇用機会を確保し、その中で
新たな漁法や漁労技術・販売ノウハウ等の技術習得を行うこととしてお
り、雇用の確保と漁業者のスキルの汎用化、高度化が同時に図られる点
で効率的である。

被災地の多くは水産業が基幹産業であり、漁業の担い手を確保すること
は、加工・流通も含めた水産関連復興事業だけでなく、地域全体の復興
対策の費用対効果にも影響する。

水産基本法において、「国は新たに漁業に就業する者に対する漁業の技
術及び経営方法の習得の促進その必要な施策を講ずる」とされており、
新規就業者の確保・育成を地方自治体や漁業団体とも連携して国として
取り組む必要がある。また、事業の実施は公募により、実施の方法や事
業実施主体の適格性など一定の基準を満たす民間団体が担うこととして
いる。

現在、被災地で漁業の再開が困難な漁業者は「漁場復旧対策支援事
業」によるガレキの回収処理等の取組により、収入を確保しているとこ
ろ。ガレキ処理が進んでいく一方で、漁業の再開までは長期間を要する
ことから、漁業技術の維持・向上を行う場を確保する等により地域経済に
必要な漁業の担い手を育成確保することが重要であり、本事業で対応す
ることが必要。

新規就業者数（うち漁家子弟）
若年漁業者等の技術習得支援数
若年漁業者等の資格習得支援数

　90
　773
　280

東日本大震災からの復興の基本方針（東日本大震災
復興対策本部）
水産振興マスタープラン(水産庁)

                 -                  -              1,136

23年度活動見込成果指標 単位

第２次補正

漁政部企画課
企画課長
橋本 次郎

第３次補正

             1,136

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目



事業番号 0069

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

事業名
漁業復興担い手確保支援対策

のうち被災漁業者経営再建支援事業
担当部局庁 水産庁 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度 担当課室 漁政部水産経営課

水産経営課長
大角 亨

会計区分 一般会計 施策名 ⑯漁業経営の安定

根拠法令 －
関係する計画、

通知等

東日本大震災からの復興の基本方針（東日本大震災
復興対策本部）
水産振興マスタープラン(水産庁)

事業の目的
　東日本大震災により漁船等の生産基盤を失ったことに伴い、今後、漁業者の廃業や離職が進むことが懸念される。そのような事態を避けるため、
漁業復興の担い手である被災漁業者が漁業を継続できるよう、漁業者の活動支援の中核的役割を果たしている漁協を通じ、経営再建を促進する必
要がある。

事業概要
　被災漁業者の経営再建に係る支援・指導に取り組む被災漁協に対し、当該支援・指導活動に要する経費のうち被災による追加的経費の１／２を
助成する。
【補助率：定額】

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 -                  -                  -                288                288

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位
目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （27年度）

岩手県、宮城県及び福島
県の漁協販売事業取扱高
の回復
（岩手県、宮城県及び福島
県の漁協の販売事業取扱
高の平成17年から平成21
年の過去5年のうち最高値
と最低値を除く3カ年の平
均値を目標とする。）

円 － ８７０億円 経営再建指導を行った漁協数 組合
（27組合）

単位当たり
コスト

　　1,000万（円／組合） 算出根拠 （執行額）÷（経営再建指導を行った漁協数）

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

整合性がとれている関連箇所
・「復興への提言」：Ｐ２１，③水産業　沿岸漁業・地域（１パラ）
・「東日本大震災からの復興の基本方針」：Ｐ１８，⑤水産業（ⅰ）（ⅱ）
（ⅲ）

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

被災県からも要望があり、ニーズ・優先度が高い

・農林水産業団体の運営資金に対する国庫支出金交付制度の創設（宮
城県）
・漁協を核とした漁業、養殖業の円滑な再開を推進するための、漁協・関
係団体の運営経費への支援（岩手県）

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

漁協が主体となり、漁船・漁具などの生産基盤の共同化や集約化を図っ
ており、それと同時に経営再建指導等を行うことが効果的である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本事業を行うことにより、極めて減少している販売事業において、１組合
（コスト1,000万円）当たり３２億円の取扱高の回復を期待。
（870億円／２７組合）

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
県の水産業普及指導員は、漁業者への国・県の施策や技術・知識の指
導を行っており、一方で漁協は、平素から個々の漁業経営指導を行って
いるところである。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
漁船・漁具等の生産基盤や漁港・漁場の復旧・復興に併せて、計画的に
実施される。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

事業実施主体を漁協系統の全国組織である全国漁業協同組合連合会
に特定しており、当該連合会は平素から漁協の指導を実施していること
から、その機能を利用することで、事業の迅速な着手・執行及び進行管
理が適切に行われる。



資源管理部漁業調整課
漁業調整課長
長谷 成人

第３次補正

                49

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　　　　　）
367

7.2　（円／ｋｇ）

「東日本大震災からの復興の基本方針」
（平成23年7月29日 東日本大震災復興対策本部）

                 -                  -                 49

日ロ地先交渉時に日本側の機材費支払団体は公募で選定することとし、
事業の執行などの透明性を確保しつつ適切に実施することとなってい
る。

本事業は、来年度以降もロシア水域という重要な漁場を確保する上で必
要な事業であり、「基本方針」５（３）⑤（ⅱ）において、漁場・資源の回復を
図るとされていることと整合性が取れている。

被災地の多くの漁船がロシア水域を漁場としていることから、ロシア水域
の確保を目的とする本事業に対する被災地のニーズは高く、優先度の高
い事業である。

本事業は、被災漁業者の機材費負担額の半分に限って補助することに
より、ロシア側に対する機材費の全額の支払いを確保しようとするもので
あり、効率的な事業である。

日本漁船のロシア水域における漁業生産額は約20億円。一方、本事業
は決定済みの機材費のうちロシア水域で操業できなくなった被災漁業者
の負担分（約97百万円）の半分に限定して助成を行うことにより、ロシア
水域を確保しようとするものであり、費用対効果は高い。

本事業は、ロシア水域で操業できなくなった被災漁業者の機材費負担額
の半分について国が補助を行い、残りの半分については、漁業者サイド
が負担することとしており、負担関係は適切である。

ロシア側への機材供与は、日ロ両国の関係団体間で合意したスケジュー
ルに沿って計画的に実施されることとなっている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
　今年、ロシア水域での操業を予定していた多くの漁業者が大震災により被災し、ロシア水域での操業ができなくなったため、ロシア側への機材費の
負担が困難となっている中で、国が機材費の一部を負担することを通じて、ロシア側への機材費全額の支払いを円滑化し、来年度以降のロシア水
域における我が国漁船の操業機会の確保を図るとともに、ロシア水域で多くの漁船が操業する被災地漁業の復興を図る。

事業概要
　平成22年12月の日ロ地先交渉の結果、日本側がロシア側に対して支払うことを約束している機材費のうち、今回の震災によりロシア水域での操業
ができなくなった被災漁業者が支払う予定であった金額の一部について助成を行う。
（補助率：１／２）

                 -

事業番号

計

⑮水産資源の回復

0070

漁場確保のための操業経費補助事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

( 農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（24年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

トン割当量の確保 51,355 51,355

算出根拠 機材費の総額／割当量

367 百万円

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



漁政部企画課水産業体質強化推進室
企画課長
橋本 次郎

第３次補正

          4,000

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（7,500件）
7,500件

（23年度当初 15,920（円／件））
2,601（円／件）

水産基本計画（平成19年3月20日閣議決定）
水産復興マスタープラン（平成23年6月）
「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月
29日　東日本大震災復興対策本部）

                 -                  -             4,817

　本事業は平成22年度より開始されており、基金造成済であること
などから、迅速な着手・執行が可能である。また、加入や補塡の状
況を公表するなどにより、透明性の確保に努めている。

本事業は被災者の漁業経営の再開、地域水産業の復旧の重大な
阻害要因である燃油・配合飼料コストの増大を防ぐ事業であり、
「東日本大震災からの復興の基本方針」に定める、漁業経営の再
開、地域水産業の復旧を支援する事業として重要である。

大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、気仙沼市、気仙沼漁業
協同組合等から東日本大震災の復旧対策として燃油高騰対策の拡
充要望が提出されている。

　漁業・養殖業にとって燃油・配合飼料は不可欠の資材であり、か
つ、漁業のコストに占める燃油費の割合が3割、養殖業のコストに占
める配合飼料費の割合が6割といずれも高いことから、燃油・配合
飼料の価格高騰の影響を緩和することにより、復興に向けて効果的
に漁業・養殖業経営等の安定を図ることができる。

　漁業・養殖業にとって燃油・配合飼料は不可欠の資材であり、か
つ、漁業のコストに占める燃油費の割合が3割、養殖業のコストに占
める配合飼料費の割合が6割といずれも高いことから、燃油・配合
飼料の価格高騰の影響を緩和することにより、復興に向けて効果的
に漁業・養殖業経営等の安定を図ることができる。

本事業は、予想困難な燃油・配合飼料価格の変動に応じて機動的
に補塡金の交付ができるよう、国と漁業者・養殖業者が毎年の積立
により基金を造成する方式を取っている。このため、事業実施者が
基金を造成し、補塡金を交付する役割を担っており、国、事業実施
者、漁業者・養殖業者の役割分担は明確である。

　本事業は国と漁業者・養殖業者の拠出により基金を造成し、将来
の燃油・配合飼料価格の高騰に備える事業である。燃油は今年に
入り価格高騰に伴う補塡金の支払いが続き、配合飼料も輸入原料
価格の高値が続いていることから、基金払底の恐れが高まってお
り、本事業の安定的な実施のために財源の拡充を行う。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的

燃油については、今年に入り価格高騰に伴う補てん金の支払いが続き、配合飼料についても輸入原料価格の高値が続いてい
る。
被災地の漁業・養殖業の再開、経営安定等の震災復興にあたり、こうしたコストの増大が最大の阻害要因であることから、これら
の影響を緩和するために、本事業の財源を拡充し、安定的な事業の実施を図る。

事業概要

本事業は漁業者と国又は養殖業者と国の拠出により基金を造成し、燃油又は配合飼料の価格がそれぞれ一定基準以上に上昇
した場合に補塡金を交付するものである。
本補正予算では、国と漁業者が積み立てている基金が十分な金額に達する前に燃油・配合飼料価格の高騰が始まり、基金が払
底するおそれが高まっているため、基金の臨時積み増しを行う。（補助率：定額）

               817

事業番号

計

⑯漁業経営の安定

0071

漁業経営セーフティーネット構築事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（28年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

－

本事業は、原油、魚粉・魚油の国際
相場の高騰等による燃油・配合飼料
価格の急上昇が、漁業・養殖業経営
に及ぼす影響を緩和するためのもの
であるため、定量的に示される成果
目標を設定することは困難。

－ －

算出根拠 事業運営費（20百万円）÷加入件数（7,500件）

追加積立件数 件数

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



資源管理部国際課
国際課長
漆原 勝彦

第３次補正

             2,284

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

（　  130　　）
130

　　18（百万円／日）

水産基本計画
（平成19年3月20日　閣議決定）

                 -                  -              3,628

事業実施者は、(財)日本鯨類研究所と特定されており、予算が成立次
第、事業を直ちに執行することが可能。

「東日本大震災からの復興の基本方針」５復興施策（３）地域経済活動の
再生⑤水産業（ⅰ）の「地域水産業の復旧のための支援」に該当するも
のである。

被災した石巻周辺地域は、鯨関連産業が地域の主要産業となっており、
当該地域の復興を図る上で、調査捕鯨の安定的な実施が不可欠であ
り、本事業は被災地のニーズや優先度が高い事業内容である。

本事業の事業内容である調査費用についての支援や反捕鯨団体の妨
害活動に対する安全対策の強化は、鯨類捕獲調査の安定的な実施に必
要不可欠な措置であり、本事業の実施により、調査の安定的な実施が可
能となる。

本事業の事業内容である調査費用についての支援や反捕鯨団体の妨
害活動に対する安全対策の強化は、鯨類捕獲調査の安定的な実施に必
要不可欠な措置であり、本事業の実施により、調査の安定的な実施が可
能となる。

昭和63年3月18日の閣議了解において、(財)日本鯨類研究所が実施す
る調査捕鯨については、円滑に遂行しうるよう措置することとされてい
る。

本事業は、日本政府として既にIWCに提出している調査計画に従って実
施される鯨類捕獲調査を計画的に実施するためものである。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的
調査捕鯨に対する反捕鯨団体の妨害活動が年々過激化し、昨年度の調査を切り上げざるを得なくなった中で、調査捕鯨を安定的に
実施するための措置を講じ、これを通じ鯨関連産業が地域の主要産業となっている今回の大震災の被災地の復興を図る。

事業概要
今年度の南極海鯨類捕獲調査の調査費用について支援するとともに、反捕鯨団体の妨害活動に対する安全対策を強化する。
（補助率：定額）

             1,344

事業番号

計

⑮水産資源の回復

0072

鯨類捕獲調査安定化推進対策 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 －

23年度活動見込成果指標 単位
（24年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

頭
調査捕鯨の安定的な実施による
石巻周辺地域の復興への貢献
（標本採集数）

900 900

算出根拠
・補正予算額　2,284百万円／活動日数　130日
　2,284百万円÷130日=18百万円

活動日数
【内訳】南極海調査監視　  :130日 日

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



漁港漁場整備部計画課
計画課長

宇賀神 義宣

第３次補正

            20,232

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

内　　　容

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

成果目標
（アウトカム）

事業所管部局による点検

項　　　目

50程度

400百万円／地区

漁港漁場整備長期計画（H.19.6.8閣議決定）

             5,408                  -             98,007

3次補正予算の成立後、自治体からの交付申請に基づき、事業の迅速な
着手・執行が可能である。また、事業実施主体が自治体であるため、事
業の執行などの透明性の確保と進行管理が適切に行われるようになっ
ている。

東日本大震災からの復興の基本方針のＰ７（１）②（ⅰ,ⅱ）、Ｐ１８（３）⑤
（ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ,ⅴ）、Ｐ２４（４）⑤（ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ）に該当する施策の考え方と
なっている。

水産業の早期再開のため、漁港、漁場、漁業集落の復興は喫緊の課題
となっており、優先度が高い事業である。

漁港の整備については、災害復旧と連携して行う事業であり、単独で実
施する場合より効果的である。
また、漁業集落の整備については、関係省庁の関連事業との連携を図り
つつ実施する。

本事業は、災害復旧に相当する事業であり、従来の機能に復旧・復興す
ることが基本であり、効率的な工法等を検討した上で実施。

広域的、全国的な調査は国が先導的に実施。復旧・復興事業は、自治
体、漁協等が適宜役割分担して実施。

「東日本大震災からの復興の基本方針」、「水産復興マスタープラン」に
基づき、全国的な生産・流通の拠点となる漁港等において、漁港の復旧・
復興整備（公共）と流通・加工、増養殖施設等の整備（非公共）を一体的
かつ集中的に実施する予定である。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

事業開始・
終了(予定）年度 平成23年度～平成27年度

一般会計 施策名

当初 第１次補正 第２次補正

担当課室

関係する計画、
通知等

23年度予算額
（単位：百万円）

事業の目的

　東北地方太平洋沖地震の被災地域において、「災害に強く生産性の高い新たな水産業・漁村づくり」を目指し、水産物の安定供給と地域水産業の
早期復興を図るため、生産・流通の拠点となる漁港を中心に加工・流通も含めた漁港機能の早期回復を図り、被災地域の漁場の生産力が著しく低
下している漁場生産力の回復・強化を図る必要がある。さらに、漁業集落についても、災害に強い安全な集落の復興を図る必要がある。
　また、東海・東南海・南海地震等を想定した地震防災強化地域等において、地震・津波等の災害に対する漁港等の防災対策を緊急に実施する。

事業概要

Ⅰ 拠点漁港の復興特別対策【被災地対策】：拠点漁港における流通機能等の強化、水産加工業の早期復興に向けた水産加工団地等の用地・道路
等の嵩上げ、排水対策等を実施
Ⅱ 水域環境の修復特別対策【被災地対策】：藻場・干潟の整備、底質改善等の広域的な水域環境修復事業等を実施
Ⅲ 漁業集落の防災機能強化対策【被災地対策】：津波危険地域における漁村防災対策の緊急点検等を実施
Ⅳ 漁港施設機能強化事業【全国防災】：避難路の整備、浸水等被害防止のための防波堤等の機能強化等を実施。

            72,367

事業番号

計

⑰漁村の健全な発展

0073

水産基盤整備事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

会計区分

事業名

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令 漁港漁場整備法（第20条ほか）

23年度活動見込成果指標 単位
（25年度）

活動指標 単位
目標値

23年度

漁港
拠点漁港における漁業活動の本
格的再開（被災前の水揚げの
50％程度まで回復等）

0 50程度

算出根拠
23年度補正で実施予定の拠点漁港の整備地区数をもとに１
地区あたりの平均予算額より算出

災害復旧と連携を図り拠点漁港
の復興対策を実施

漁港

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

単位当たり
コスト



注３．「内容」欄には、すべての点検項目毎に点検の結果及び方法、これらの客観的な根拠について具体的に記入すること。

会計区分 一般会計 施策名 －

事業番号 0074

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 漁港関係等災害復旧事業 担当部局庁 水産庁 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 昭和27年度～ 担当課室 漁港漁場整備部防災漁村課

防災漁村課長
本田 直久

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第３条
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第３条
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る
工事の国等による代行に関する法律第３条、第7条　等

関係する計画、
通知等

－

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

　災害により被災した漁港や海岸等の速やかな災害復旧の実施及び災害復旧と併せた再度災害の防止により、水産業の維持・発展とその経営の
安定に寄与するとともに、国民への水産物の安定供給と漁港背後住民の生命・財産の防護を図る。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　国による直轄事業、都道府県・市町村等による国庫補助事業により以下の事業を実施。
①漁港施設等災害復旧事業
　災害により被災した漁港・海岸等の災害復旧を行う事業（補助率：2/3、6.5/10等）
②漁港施設等災害関連事業
　災害復旧事業として採択した箇所又はこれを含めた一連の施設について、構造物の強化等により、再度災害の防止を図る事業（補助率：5/10等）

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

             1,113             24,982                  -            234,630            260,725

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （　　年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
地震、津波により、沿岸部の水産業、漁村が甚大な被害を受けており、
水産業の基盤である漁港施設等の復旧を行う本施策は、被災地のニー
ズ、優先度が極めて高い。

－ －

単位当たり
コスト

－ 算出根拠 －

災害復旧事業等のため成果
指標を定めていない

－ － －
災害復旧事業等のため活動指
標を定めていない

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

本施策は、「東日本大震災からの復興の基本方針」の基本的な考え方と
して示された「被災地域の復旧」のため、被災した漁港施設等の原形復
旧等を行うものであることから、整合がとられている。

注２．「単位当たりコスト」欄については、23年度第  次補正予算に係る分について記載すること。なお、既に成立している23年度予算若しくは23年度
　　　予備費で措置している事業の追加措置の場合については、上段カッコ付で「（23年度1次補正　××（円／　））」などと記入すること。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

本施策は、被災した施設の原形復旧を原則とするが、これが著しく困難
又は不適当な場合にはこれに代わるべき必要な施設とする、また、災害
復旧と併せて再度災害防止のための整備を行うなど効果的な事業実施
を図るものである。
本施策は漁港施設等を対象としており、他の災害復旧事業等との役割
分担が明確である。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本施策は、災害査定を踏まえ、事業採択の可否や事業規模等を決定す
るものであり、事業の効率性は工事ごとに確認されている。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
本施策は、法令等により事業の採択要件及び事業主体が定められてお
り、役割分担は明確である。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
本施策は、早期復旧を目的とし、事業主体が関係機関等と調整の上、策
定する実施計画等に基づき、計画的に実施されるものである。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

本施策は、緊急性に応じて補助金の交付決定等を待たず応急工事に着
手できるなど事業の迅速な着手・執行が可能である。
また、法令等に基づき、国庫補助事業については遂行状況報告が義務
づけられるなど、適切な進行管理が確保されている。

注１．「活動指標（アウトプット）」欄の 「活動見込」については、23年度第  次補正予算に係る分について記載すること。なお、既に成立している23年度
　　　予算（第2次補正予算を含む。以下同じ）若しくは23年度予備費で措置している事業の追加措置の場合については、上段カッコ付で累積の見込み
　　　を記入すること。



会計区分 一般会計 施策名 －

事業番号 0075

　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(農林水産省)

事業名 災害査定旅費 担当部局庁 水産庁 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 － 担当課室 漁港漁場整備部整備課

整備課長
高吉 晋吾

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第７条
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関
する法律施行令第３条

関係する計画、
通知等

－

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

東日本大震災により大きな被害を受けた漁港施設等の復旧を早急に行うため、被害状況の実施調査を行う。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

災害復旧事業の事業採択の可否や適正な事業規模の決定に必要な災害査定の実施等。

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正 第２次補正 第３次補正 計

                 8                  -                  -                 14                 22

活動指標 単位 23年度活動見込
23年度 （25年度）

目標値

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

地震、津波により、沿岸部の水産業、漁村が甚大な被害を受けたことか
ら、水産業の基盤である漁港施設等の災害復旧は喫緊の課題となって
いるところであり、災害復旧の実施に直接必要な本経費についても優先
度が非常に高い。

－ －

単位当たり
コスト

－ 算出根拠 －

災害復旧事業に係る事務費
のため成果指標を定めてい
ない

－ － －
災害復旧事業に係る事務費のた
め成果指標を定めていない

成果目標
（アウトカム）

成果指標 単位

事業所管部局による点検

項　　　目 内　　　容

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

本経費は、「東日本大震災からの復興の基本方針」の基本的な考え方と
して示された「被災地域の復旧」のため実施する漁港関係等災害復旧事
業の実施に必要な旅費であることから、整合がとられている。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

災害査定により、事業採択の可否や適正な事業規模が決定され、災害
復旧事業の効果的な実施が担保される。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。
本経費は、災害復旧の適正な実施を図る災害査定の実地調査に必要な
旅費であり、災害復旧の効率的な実施に不可欠である。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。
本経費は、災害復旧事業費を主務大臣が決定するため、国が行う実施
調査に必要な旅費である。

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。
本施策は、早期復旧を目的とし、事業主体が関係機関等と調整の上、策
定する実施計画等に基づき、計画的に実施されるものである。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

本経費の執行については、災害復旧事業の実施にあわせ、適切な進行
管理が行われる。



会計区分 施策名 ⑫森林の有する多面的機能の発揮

0076

林野庁 作成責任者

(農林水産省)
　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート

　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

事業開始・
終了(予定）年度

国有林野部経営企画課
　　　　　　　　業務課
　　　　　　　　職員・厚生課福利厚生室

平成23年度

経営企画課長　鈴木 信哉
業務課長　川端 省三
職員・厚生課福利厚生室長
新島 俊哉

事業番号

担当課室

事業名 国有林野事業実施に必要な経費 担当部局庁

23年度予算額
（単位：百万円）

　東日本大震災により、森林管理署をはじめとする庁舎等の施設、車両が全壊、破損する等、甚大な被害を受けたため、早急に復旧し、地域におけ
る国有林野事業の管理経営の機能を回復させることにより、被害を受けた地域の復旧・復興に資する拠点としての役割を果たすとともに、今後の災
害時に備え、地方公共団体等を支援する防災機能の強化を図る。

実施方法 ■直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令

事業の目的

関係する計画、
通知等

国有林野事業特別会計

                 -

第１次補正当初

被災した森林管理署庁舎等の施設を早急に復旧する。

            14,085            13,476                  -

全国森林計画、国有林野の管理経営に関する基本計画
森林法第7、25条、国有財産法第9条の5、特別会計に
関する法律第158条、国有林野の管理経営に関する
法律第3、4、6条

第２次補正

23年度活動見込

計

               609

単位 活動指標
23年度

目標値

第３次補正

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

「東日本大震災からの復興の基本方針」の ５ 復興施策 （４）大震災の教
訓を踏まえた国づくり ⑤今後の災害への備え （ⅹi）･･･に、「災害時に地
方公共団体等を支援する観点から、国の庁舎等について、耐震化をはじ
めとする防災機能の強化を図る。」と記載されており、本事業の内容は整
合している。

被災した庁舎等施設は現状では使用できないため、被災地域における
行政サービスの低下等国有林野事業の実施に支障を来していることか
ら、早急に復旧することが必要であり、優先度が高い事業である。

被災した庁舎等施設は、将来に亘って被災地域における国有林野事業
を実施するために必要不可欠であり、これらを早急に復旧することが行
政機関としての機能を回復することの足がかりとなり、効果的な事業であ
る。

事業概要

単位
（－年度）

成果目標
（アウトカム）

箇所

箇所

台

成果指標

単位当たり
コスト

内　　　容

①被災庁舎等施設修繕 （復旧経費 167,196千円／64箇所）
②被災庁舎等施設新築 （復旧経費 428,686千円／22箇所）
③被災車両更新 （復旧経費 13,300千円／7台）

被災地域における国有林
野の施業実施計画
 ・更新、保育予定量
 ・伐採予定量

①被災庁舎等施設修繕 （2,612千円／箇所）
②被災庁舎等施設新築 （19,486千円／箇所）
③被災車両更新 （1,900千円／台）

算出根拠

項　　　目

事業所管部局による点検

他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

　64

　22

　 7

国が所有する被災庁舎等について国が復旧を行うものであり、役割分担
は明確である。

被災した庁舎等施設の復旧は、行政機関としての機能を回復するため
に行う事業であり、今後、被災地域における復旧・復興に資する拠点とし
ての役割が期待されており、行政機関としての機能を発揮することがで
きない現状を踏まえれば、その費用対効果は大である。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

事業の迅速な着手・執行が可能となるよう事前準備を進めるとともに、事
業の執行に当たっては、競争性のある入札を基本に実施する予定であり
透明性が確保されている。

被災した庁舎等施設の復旧は、行政機関としての機能を回復するため
に行う施設整備であることから、地域の復興計画等と整合を図りつつ早
期復旧に向け事業計画に基づき効率的に実施する予定である。

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

①被災庁舎等施設修繕数

②被災庁舎等施設新築数

③被災車両更新数

     活動指標
   （アウトプット）
※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み－

－
14

2,663
千ha
千m3
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