
農林水産省

平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

施策名：食の安全と消費者の信頼の確保

0001 家畜伝染病予防費 3,231 2,877 1,049 
事業内容の改

善

・今後とも家畜伝染病の適切な発生予防及びまん
延防止に努め、コスト意識を持ち万全な体制で臨
むこと。

3,231 3,231 - - 執行等改善

引き続き、事業開始前に全ての都道府県に対して
ヒアリングを行い、必要な対策に限って計画がな
されているか精査するとともに、事業実績につい
ても精査することで、都道府県の事業実施内容及
び適切なコスト意識のもとで事業が実施されてる
か評価を行い、発生予防措置を中心に家畜防疫対
策を適切に実施していく。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0025 その他 ○

0002 動物用医薬品対策事業 62 61 52 
事業全体の抜

本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

108 137 29 ▲31 縮減

　本年度は、①延期になっていた国際会議が開催
される予定であること、②口蹄疫簡易診断キット
の開発については研究計画を見直したこと、さら
に③希少疾病等用の動物用医薬品の開発に着手し
たことにより、執行率の向上を図り、執行額と予
算額の乖離の改善を進めることとする。また、26
年度要求においては、事業内容を見直し、動物用
医薬品安全等対策事業費では予算削減を図ること
とした。なお、研究計画の見直しについては、本
年度には当初の政策目標である当該キットが開発
できるよう見直しを行うとともに、より早い事業
成果の実用化に向けて支出対象の選択と集中を検
討する。
　また、支出先の選定における競争性・透明性の
一層の向上のため、引き続き応募可能と考えられ
るより多くの企業・団体への積極的なPR等によっ
て事業のより一層の周知を進めるとともに、事業
内容をメニュー毎に応募できるようにすることに
よって、応募者の増加に努める。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0026 その他 ○

0003 植物防疫事業交付金 298 298 298 現状通り 293 291 ▲2 ▲2 縮減
適切な事業執行に努めるとともに、コストの削減
を図り、旅費及び消耗品費を減額した。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0027 ○

0004
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
に必要な経費

6,772 6,659 6,626 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

6,544 6,668 124 ▲29 縮減

　平成２５年度は、以前から行ってきたメールマ
ガジンを活用した調達情報の提供及び仕様書の見
直しや公告期間を十分確保する等の取組を引き続
き行うとともに、１者応札となった事業に関し
て、事後アンケートによる聞き取り調査を行うこ
とにより、１者応札の改善に取り組んでいる。ま
た、これら１者応札・応募の案件については、契
約監視委員会において審議及びフォローアップを
行っている。
　単位当たりコストについては、年度毎の申請や
指示の件数、案件毎に求められる調査項目の数や
内容、調査の結果で疑義や不適正が発覚した場合
の追加調査の有無等による所要時間の振れなどに
よりコストが前年度を上回る場合があるが、同種
の検査を極力一定期間に集約して実施する等によ
り引き続き、個別業務コストの削減に努める。

消費・安全局 一般会計

（項）独立行政法人農林水産消費安全技術セン
ター運営費
（大事項）独立行政法人農林水産消費安全技術セ
ンター運営費交付金に必要な経費
（項）独立行政法人農林水産消費安全技術セン
ター施設整備費
（大事項）独立行政法人農林水産消費安全技術セ
ンター施設整備に必要な経費

0028 ○

0005 トレーサビリティ対策事業 295 275 269 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

281 262 ▲19 ▲19 縮減

牛肉トレーサビリティ事業のと畜場における肉片
採取事業については、と畜場への入場規制、食肉
に関する専門知識等、事業の特殊性から、委託先
が極めて限定されることに鑑み、平成２５年度か
ら随意契約にしたところ。
今後とも適切な事業の執行に努め、事業が適正な
コスト意識のもとで行われるよう評価を行う。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0029 ○

0006 水産防疫対策事業 97 96 90 現状通り 82 78 ▲4 ▲4 縮減
平成２６年度予算概算要求において、旅費、消耗
品費等の削減を行った。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0030 ○

0007 海洋生物毒安全対策事業委託費 14 13 13 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0031 ○

0008 消費・安全対策交付金 2,606 3,239 2,756 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 2,096 2,131 35 ▲69 縮減

平成２４年度において執行率低下の要因となった
プラムポックスウイルスの緊急防除については、
これまでの実績を勘案して、調査旅費及び伐採対
象数等の見直しを行った。また、消費・安全対策
交付金における他の事業メニューについても、同
様の検証を行い、当該結果を踏まえた概算要求を
行っている。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0032 ○

0009 家畜衛生対策事業 2,122 2,122 2,110 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

1,807 1,990 183 ▲3 縮減

①オーエスキー病ワクチン接種については、平成
25年度からの事業延長に合わせて農家への働きか
けを強化するとともに、清浄化が一層進展してい
ることを踏まえて、平成25年度の見込み頭数の見
直しを行った。また、平成26年度予算の概算要求
については、こうした見直しを踏襲し、削減して
計上したところである。
②１者応札については、都道府県等を介して応募
可能と考えられる者への積極的なＰＲを図ること
により複数者が応募し、支出先の選定における競
争性・透明性の一層の向上が図られるよう努めた
結果、平成２５年度から複数者応札となり改善さ
れたところである。引き続き、支出先の選定にお
ける競争性・透明性の一層の向上に努めてまいり
たい。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0033 ○

執行可能額

平成２５年行政事業レビュー事業単位整理票兼点検結果の平成２６年度予算概算要求への反映状況調表

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考
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平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
執行可能額

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考

0010 食の生産資材安全確保対策事業 623 473 445 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・事業の進め方の検証を行うこと。

607 566 ▲41 ▲82 縮減

　「支出先の選定における競争性・透明性の一層
の向上」を図るため、説明会の開催や応募可能と
考えられる企業・団体への積極的なＰＲ等による
事業のより一層の周知、更なる公募期間の延長や
事業内容を踏まえた入札・公募の細分化を行い、
入札・応募者数の増加と１者応札の解消に努め
る。
　また、「事業の進め方の検証」については、予
定価格を大きく下回った落札者に対しては、事前
に実効可能性を確認しているところであるが、引
き続き、適切な確認を行う。
　更に、26年度概算要求額については、生産資材
安全確保調査・試験事業委託費は農薬関連の調
査・試験の拡充により増額する一方、生産資材安
全確保推進事業費は過去の執行状況も踏まえた調
査・試験の内容の見直しにより減額することと
し、事業全体として削減した。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0034 ○ ○

0011
有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事
業

277 277 259 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・事業の進め方の検証を行うこと。

277 277 - ▲20 縮減

【支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上】
　入札参加事業者を増加させるため、分析機関向
けの説明会を継続して実施する。
　また、初めて行う調査や過去に１者応札となっ
た調査は、引き続き公示期間を１５日以上（原則
は１０日以上）確保する。
【事業の進め方の検証】
　新規実態調査や前年度１者応札であった実態調
査については、局内に設置されている入札・契約
手続審査委員会において仕様書等の事前審査を受
けている。
　事業の受託先の選定にあたっては、実施要領に
おいて一般競争入札に参加する資格として分析の
精度管理の項目を設け、入札参加者が国際的な議
論に耐えうる分析値を出す能力を有することを確
認している。
　これらにより、契約した委託事業については、
いずれも適切に実施されている。
　また、各調査の予定価格については、過去の類
似の調査における分析単価等を参考に積算を精査
している。なお、危害要因と食品の組合せにより
分析の難易度は異なるため、分析機関側の経験の
有無によって、また、同一分析機関であっても繁
閑状況等によって、入札価格は異なる。
　以上の検証の結果、落札率が５割を下回ってい
る場合でも、事業は適切に行われていることを確
認した。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0035 ○ ○

0012 戦略的監視・診断体制整備推進事業委託費 53 51 49 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・事業の進め方の検証を行うこと。

45 62 16 ▲5 縮減

「支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上」については、平成24年度のご指摘を踏ま
え、各事業メニューの実施に要する体制・技術を
要すると考えられる事業者に対し、業界団体等を
通じて広く事業内容を説明するなど全事業が複数
応札となるよう努めているところであり、昨年1者
だったCの事業については、2者の参加があった。
本事業については、事業実施に高い専門性が必要
とされることから、応札者の集まりにくい状況で
はあるが、より周知に取り組むとともに、AとBを
組み合わせることも視野に入れて発注の方法を見
直し、全事業の複数者応札の実現を目指す。
「事業の進め方の検証」については、Bの事業の平
成24年度の事業実施において配布する試薬の種類
を見直した結果、落札率が26%となったところで
あったが、平成25年度において、予算額を見直
し、落札率が94.5％と改善している。平成26年度
概算要求に当たっても、この見直しを踏襲してい
る。
また、平成26年度概算要求においては、昨年度の
事業実績等を踏まえ必要経費の見直しを行い、
「細菌検査用菌株の収集・分析」においては、委
員旅費や収集菌株数を削減し、「牛白血病診断用
試薬の製造・配布」においては、消耗品費を削減
したところ。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0037

0013 獣医療提供体制整備推進総合対策事業費 110 106 96 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

121 133 12 ▲3 縮減

事業の一層の周知徹底を図るため、①全国家畜衛
生主任者会議等を通じて、都道府県等に対して当
該事業の活用を依頼するとともに、②すべての獣
医大学を通じて、獣医学生に対してリーフレット
を配布等する。また、新規貸与者が見込み数に達
しないと想定される場合には、年度途中で追加公
募することにより、都道府県等が当該事業を活用
できる機会を増やしていく。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0039 ○

0014 発生予察の手法検討事業委託費 65 65 64 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

56 49 ▲6 ▲6 縮減

　「支出先の選定における競争性・透明性の一層
の向上」のため、より多くの団体の応札が可能と
なるよう、平成25年度の公募において、事業メ
ニューの検討、公募期間の延長、各種会議等での
積極的なＰＲ等に努めてきたが、結果的に1者応札
となっている。今後も一層の競争性・透明性の確
保に努める。
　また、事業メニューの統合により予算を縮減。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0040 ○

0015 有機ＪＡＳ規格制度等信頼向上事業委託費 9 7 7 －
・適正な時期に達成度を計ることができる指標の
設定を行うべきであった。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0041
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平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
執行可能額

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考

0016
感染症対策等の域内協力体制確立に向けた動
物用医薬品開発・供給体制整備事業費

22 22 22 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

19 18 ▲1 ▲1 縮減

　本事業の目的を達成するためには、国内の動物
用医薬品メーカーが協力して取り組むことが望ま
しく、23年度は企業１社であったのが、24年度は
複数の企業が協議会を組織し事業を行う体制とな
り、透明性の向上にも努めた。
　引き続き応募可能と考えられる企業・団体に対
して積極的なPRを進め、事業のより一層の周知に
より、応募者の増加に努め、支出先の選定におけ
る競争性・透明性の一層の向上を図っていく。ま
た、26年度の予算要求において削減を行い、今後
とも適正なコスト意識のもとで事業執行に努め
る。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0043 ○

0017 産地表示適正化対策事業委託費 62 - - 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・繰越の防止を図ること
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと

20 19 ▲1 ▲1 縮減

平成24年度はヘリウムガスの供給不足による不測
の事態により、やむを得ず25年度全額繰越を行っ
たものであるが、委託先の選定に当たっては、繰
越の防止として分析に必要なヘリウムガスを十分
に確保できることを参加要件の１つに加えること
とした。
また、十分なヘリウムガスを確保することによ
り、計画的に事業を進め、活動の活性化に努め
る。
本事業は分析手法が確立されていない中、事業の
特殊性から委託先が限られるものであるが、信頼
できる判別結果を得るためには入札参加要件を緩
和することは困難である。このため、競争に参加
する者の準備期間を考慮し、公示日から入札日ま
での期間延長、かつ、公示日から入札説明会まで
の期間を十分確保するとともに、入札説明会にお
いて、事業内容を詳しく説明し理解を求め、競争
性・透明性の一層の向上を図る。
さらに、今後とも適正なコスト意識のもとで事業
執行に努める。

消費・安全局 一般会計
（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

新24-
0002

前年度新規

0018
放射性物質による農畜産物等影響実態調査対
策

544 544 240 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了
平成25年度から復興庁
計上

消費・安全局
東日本大震災
復興特別会計

（項）食の安全・消費者の信頼確保対策費
（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に必
要な経費

0047 ○

0000 輸出拡大プロジェクト事業（再掲）

0000 産地活性化総合対策事業（再掲）

施策名：国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化

0019 食料自給率向上消費拡大推進事業 559 559 529 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 大臣官房 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0001 　

0020 国産食料品等ポイント活動支援事業 65 65 62 －
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・効果の検証を行うべきであった。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 大臣官房 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0002 ○

0021 日本型食生活の推進 117 117 117 －
・成果目標達成のための支援方策を見直すべきで
あった。
・効果の検証を行うべきであった。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 大臣官房 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0003 　

0022 食育実践活動推進事業 85 85 85 - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 消費・安全局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に必
要な経費

0044 ○ ○

0023 学校給食用牛乳等供給推進事業交付金 864 864 864 現状通り 864 980 116 - 現状通り
本事業の目的を達成するため、引き続き、効率的
かつ適正な事業執行を図ることとする。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0104 ○

0024 甘味資源作物・国内産糖調整交付金 10,039 10,039 10,039 
事業内容の改

善

・成果目標達成のための事業内容を見直すこと。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

7,231 8,129 898 - 現状通り

　本事業は、甘味資源作物生産者の農業所得の確
保と国内産糖製造事業者の経営の安定を図るた
め、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基
づき、生産・製造コストと販売価格の差額を基準
として、さとうきび生産者及び国内産糖製造事業
者に対し交付金を交付するものである。
　23年及び24年の予算額の消化（活動実績）が低
かったのは、天候不順や病害虫の発生等により、
てん菜については22年産が、さとうきびについて
は23年産及び24年産が未曾有の不作であったこと
から、交付金支出が想定より大幅に少なかったた
めであり、当該制度の支援方策に起因するもので
はない。
　このため、本事業については、現状通りとす
る。（なお、本予算については、交付金の支払い
が枯渇し、生産者等に不利益が及ばないよう各年
のさとうきびの作柄等を見込んで要求している一
方で、所要額から前年度の見込み残額を全額減じ
た額を予算要求額とすることで、交付金残高の抑
制に努めているところ。）

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0082 ○

0025 指定生乳生産者団体補給交付金 18,172 18,172 18,172 現状通り 16,372 17,072 700 - 現状通り
本事業の目的を達成するため、引き続き、効率的
かつ適正な事業執行を図ることとする。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0079 ○

0026 野菜価格安定対策事業 7,309 9,559 9,559 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

4,120 5,198 1,078 - 執行等改善
　制度の保証を充実し、制度の活用が促進される
よう、輸入が急増している生鮮野菜について、資
金造成における生産者負担を軽減。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0087 　 ○

0027 飼料穀物備蓄対策事業 1,372 1,372 1,287 現状通り 1,615 1,615 - - 現状通り 今後とも適切な事業執行に努めて参りたい 生産局 一般会計

（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0085 　 ○
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0028 協同農業普及事業交付金 2,706 2,706 2,706 現状通り － 2,435 2,420 ▲15 - 現状通り 引き続き適正な事業執行に努めてまいりたい。 生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0094 ○

0029
牛肉等関税財源畜産業振興対策交付金
（別途計上事業分を除く）

78,274 78,274 78,274 現状通り 56,835 83,817 26,982 - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努めていく。

24年度の予算額及び執
行額は、110,099百万円
のうち別途計上事業分
を差し引いた額を記載

生産局 一般会計

（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0080

0030
独立行政法人家畜改良センターの運営に必要
な経費

7,317 7,300 7,287 現状通り 7,145 7,351 206 ▲47 縮減

一般管理費については対前年比で3％、業務経費に
ついては対前年比で1％の削減に加え、消費者物価
指数の下落分▲0.3％も考慮し削減を実施。
また、勧告の方向性を踏まえて業務を縮小したこ
とで10,142千円を削減。

生産局 一般会計

（項）独立行政法人家畜改良センター運営費
　（大事項）独立行政法人家畜改良センター運営
費交付金に必要な経費
（項）独立行政法人家畜改良センター施設整備費
　（大事項）独立行政法人家畜改良センター施設
整備費

0086 ○

0031 加工原料乳等生産者経営安定対策事業交付金 13 13 13 現状通り 12 11 ▲1 - 現状通り
本事業の目的を達成するため、引き続き、効率的
かつ適切な事業執行を図ることとする。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0082

0032
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構生物系特定産業技術研究支援センター 農
業機械化促進業務に要する経費

1,699 1,699 1,697 現状通り － 1,656 1,671 15 - 現状通り 引き続き適正な事業執行に努めてまいりたい。 生産局 一般会計

（項）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構運営費
　（大事項）独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構運営費交付金に必要な経費
（項）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構施設整備費
　（大事項）独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構施設整備に必要な経費

0095 ○

0033 独立行政法人農畜産業振興機構運営費 1,510 1,510 1,510 現状通り 1,855 1,975 121 ▲8 縮減
中期計画に基づき一般管理費を前年度比▲３％減
及び業務経費を前年度比▲１％減で要求

生産局 一般会計
（項）独立行政法人農畜産業振興機構運営費
　（大事項）独立行政法人農畜産業振興機構運営
費交付金に必要な経費

0096 ○

0034 強い農業づくり交付金 23,593 27,348 20,984 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 24,422 33,422 9,000 - 執行等改善

事業内容を充実するとともに執行率を向上させる
観点から、事業メニューの追加を行うとともに、
政策的に重要な課題に対応するための優先枠を設
定する等の事業内容の改善を行った。
引き続き適切な事業執行に努め、適切なコスト意
識のもとで行われているか評価して参りたい。

生産局 一般会計
（項）農業・食品産業強化対策費
　（大事項）農業・食品産業強化対策に必要な経
費

0078 ○ 　

0035
飼料増産総合対策事業のうち国産粗飼料増産
対策

911 911 837 現状通り 803 660 ▲143 - 現状通り 今後とも適切な事業執行に努めて参りたい。 生産局 一般会計

（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0103 ○

0036
多様な畜産・酪農推進事業のうち家畜改良対
策推進

464 464 451 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

398 480 82 - 執行等改善

25年度より、複数社応札により競争性が確保でき
るよう、公募に係る説明会の実施やこれまで実質
的に全国で事業実施できる組織のみとしてきた公
募条件を見直し、地域やブロック等での公募も可
能とするなどの見直しを行った結果、3事業のうち
2事業について複数者応札があり、競争性の確保に
ついて改善が図られた。

生産局 一般会計

（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費
（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0087 ○ 　

0037 持続的酪農経営支援事業 5,981 5,981 5,743 現状通り 6,229 6,229 - - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努めていく。 生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0089 ○

0038
多様な畜産・酪農推進事業のうち畜産経営活
性化サポート

74 74 73 －
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

56 - ▲56 - 現状通り 平成25年度限りで終了 生産局 一般会計

（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0089 終実施年度

0039 新たな生乳需給安定化手法の開発 12 12 11 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0091

0040
飼料増産総合対策事業のうちエコフィード緊
急増産対策

67 67 60 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

57 150 93 - 執行等改善

現在エコフィードに活用されずに廃棄処分されて
いる食品残さ等は、分別の手間が必要であるなど
の利用性の低いものが多いため、これらの適切な
処理によるエコフィードの生産・利用の推進を図
る事業内容に見直した。また、１者応札となった
事業メニューについては、経年の支援によって民
間での取組が構築されてきたことに伴って、補助
事業への応募者数が減少したことによるものであ
り、民間での取組が軌道に乗り始めたため、24年
度で支援を終了している。なお、25年度において1
者応札となった事業メニューはなく、今後とも支
出先の選定においては公募期間を十分に取った上
で、外部有識者を含めた事業実施主体選定委員会
において、応募内容の実現可能性等を厳格に審査
する。

生産局 一般会計

（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0092 終実施年度

0041
飼料増産総合対策事業のうち飼料用米農薬安
全確保

132 132 132 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り

各々の試験結果を総括できる事業の仕組みが望ま
しいと考えて事業を実施してきたが、化学分析を
行う事業者を軸とした事業者の選定が可能か検討
を進め、作物残留試験を含め事業全体の円滑な実
施が可能となる事業実施主体が選定されるよう対
応することとしたい。
今後、競争性・透明性をより一層向上するため、
公募に係る事業説明会を開催する等の積極的な周
知を図ることとしたい。

生産局 一般会計

（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0093 終実施年度

0042 産地活性化総合対策事業 5,288 5,445 5,445 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・成果目標の適切な検証を行うこと。

2,271 3,623 1,352 ▲46 縮減

　執行額と予算額の乖離を改善するため、執行率
の低い事業メニュー等については、予算額を減額
するとともに、いぐさ・畳表の所得安定対策につ
いて基金化することで予算の平準化を図った。ま
た、活動が活性化するよう、政策課題に対応した
新たな事業メニューを創設した。
　成果目標については、適切な評価が可能となる
よう引き続き検討して参りたい。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0091 その他 ○
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0043 果樹・茶支援対策事業のうち果樹対策 5,223 5,223 4,262 
事業内容の改

善
・成果目標達成のための事業内容を見直すこと。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

5,330 5,518 187 - 執行等改善

・26年度までに成果目標の達成は可能と見込んで
いる。
・24年度に執行額と予算額の乖離が生じた理由
は、気象要因等によりやむを得ず事業執行が適わ
なかったものであることから、今年度は産地にお
いても計画的な事業執行を行うよう指導してきて
いるところ。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0092 ○

0044
飼料増産総合対策事業のうち草地生産性向上
対策

573 573 392 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

610 815 205 - 執行等改善

支出先の選定にあたっては、競争性及び透明性が
一層の向上となるよう、説明会開催による周知の
強化、公募期間の延長及び事業の分割を実施す
る。
活動が活性化し、執行額と予算額の乖離が縮小す
るよう、地域の現状・要望を把握するための調査
を実施するとともに、事業内容及び効果の周知に
努める。

生産局 一般会計

（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費
（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0105 ○

0045 チーズ向け生乳供給安定対策事業 8,767 8,767 7,026 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・成果目標達成のための事業内容を見直すこと。

8,767 8,767 - - 現状通り

・成果目標については、食料・農業・農村基本計
画の生産数量目標と関係していることから、基本
計画の見直しに合わせて成果目標の見直しを
検討する。また、成果目標の見直しに併せて、活
動指標についても、その見直しを検討する。
・「執行額と予算額の乖離の改善」、「活動が活
性化するような支援方策の見直し」、「成果目標
達成のための事業内容の見直し」については、
平成25年度に助成金単価を15.1円/kgに引き上げた
ところであり、生乳生産が回復傾向にあること、
平成24年度に比べ円安基調で推移しており
輸入品と競争できる環境になりつつあることなど
から、チーズ向け生乳生産量の増加が見込まれる
ところ。平成26年度の助成金単価について
は、引き続き予算編成過程で検討を行っていく。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0084 その他

0046 鶏卵生産者経営安定対策事業 5,189 5,189 5,029 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

5,189 5,189 - - 現状通り

本事業における事業契約対象数量については、関
係者への事業内容の周知徹底を図ることで年々増
加傾向にあり（H23：187万トン、H24：192万ト
ン、H２５：198万トン）、引き続き本事業に係る
活動の活性化、事業契約対象数量の更なる拡大、
その拡大による執行額と予算額の乖離の一部の改
善を図る方針である。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0093 ○

0047 果樹・茶支援対策事業のうち茶対策 1,500 1,500 770 
事業内容の改

善

・民間の自助努力を促す融資等の施策に切り替え
るべき。
・茶産業全体をみた政策の位置づけを踏まえて、
改植後の持続性の検証が必要。

1,500 1,200 ▲300 ▲300 縮減

行政事業レビュー(公開プロセス)において、事業
の持続性の確保が重要、マーケットの拡大政策を
セットで行うべき等の指摘を踏まえ、放任茶園等
を活用して経営規模を拡大する場合の新植への支
援や競争力のある品種への転換のための改植を促
進するために支援を新たに措置するなど事業内容
の見直しを行った。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0098 終実施年度 ○

0048
2012年フェンロー国際園芸博覧会政府出展屋
内展示事業

169 169 169 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0103 ○ 　

0049
多様な畜産・酪農推進技術支援事業のうち家
畜個体識別システム利活用促進

61 61 54 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

102 100 ▲2 - 執行等改善

資金の流れAの事業については、「支出先の選定に
ついて競争性・透明性を一層向上すること」との
評価を踏まえ、新たに個体識別情報を活用した中
核的な生産組織の取り組みによる家畜改良及び飼
養管理の効率化・高度化を図ることを推進する事
業に抜本的に改善して26年度概算要求を行う。

生産局 一般会計

（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

新24-
0012

○

0050 乳製品国際規格策定活動支援 16 16 16 現状通り 14 20 6 - 現状通り

引き続き予算の適切な執行に努め、今後も、生産
局において外部委員を加えた事業内容等を検討す
る評価委員会を開催し、その中で事業実
施主体が行う本事業の評価を適切に行っていく。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0105 終実施年度 ○ 　

0051 燃油価格高騰緊急対策事業 42,530 42,530 42,530 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。平成25年度は基金事業と
して実施。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0075 ○

0052 大豆・麦等生産体制緊急整備事業 33,357 33,357 33,357 － - - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。　平成25年度は基金事業
として実施。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0076 ○

0053 畜産経営力向上緊急支援リース事業 25,000 25,000 25,000 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了

うち14,000百万円は牛
肉等関税財源畜産振興
対策交付金110,099百万
円の内数として計上

生産局 一般会計

（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費
（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0077 ○ 　

0054 養豚経営安定対策事業 15,689 15,689 15,689 現状通り - 1,000 1,000 - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努めていく。 生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0080

0055 飼料自給力強化支援事業 13,100 13,100 13,100 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了

うち10,480百万円は牛
肉等関税財源畜産振興
対策交付金110,099百万
円の内数として計上

生産局 一般会計

（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費
（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0081 ○

0056 産地再生関連施設緊急整備事業 9,500 4,784 1,156 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0083 ○
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0057
飼料穀物備蓄対策事業（牛肉等関税財源畜産
業振興対策交付金）

7,153 7,153 7,153 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了

全額の7,153百万円は牛
肉等関税財源畜産振興
対策交付金110,099百万
円の内数として計上

生産局 一般会計

（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0078 ○

0058 さとうきび等安定生産体制緊急確立事業 6,500 6,500 6,500 － - - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。
平成25年度は基金事業として実施。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0088 　 ○

0059 生乳需要基盤強化対策事業 1,500 1,500 1,500 － - - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。
平成25年度は基金事業として実施。

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0100 　 ○

0060 畜産特別支援資金融通事業 938 938 938 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了

うち192百万円は牛肉等
関税財源畜産振興対策
交付金110,099百万円の
内数として計上

生産局 一般会計

（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費
（項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化
対策費
　（大事項）牛肉等関税財源国産畜産物・食農連
携強化対策に必要な経費

0101 ○

0061 配合飼料価格安定対策事業 - 14,800 14,800 － - - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。　平成25年度は基金事業
として実施

生産局 一般会計
（項）国産農畜産物・食農連携強化対策費
　（大事項）国産農畜産物・食農連携強化対策に
必要な経費

0113 　 ○

0062 輸出対応型・生産出荷体施設緊急整備事業 - - - － － - - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 生産局 一般会計
（項）農業・食品産業強化対策費
　（大事項）農業・食品産業強化対策に必要な経
費

－ ○

0063 麦買入費（輸入飼料） 69,579 67,440 67,440 
事業内容の改

善
執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 98,284 121,448 23,164 ▲19 縮減

①麦の国際相場や為替相場が大きく変動する中
で、飼料麦の安定供給を確保するとともに、執行
額と予算額の乖離の改善を行うべく、概算要求積
算においては過去の実績値や変動率を踏まえたも
のとした。
②また、安全性対策等経費について輸入飼料麦の
品質管理を安全性と効率性の面からより適切に行
うことができるよう、残留農薬等検査の見直しに
よるコストの縮減を概算要求に反映した。

生産局
食料安定供給

特別会計
麦管理勘定

（項）麦買入費
　（大事項）輸入飼料買入代金

0433

0000 消費・安全対策交付金（再掲）

0000 ６次産業総合推進対策（再掲）

0000 ６次産業化推進整備事業（再掲）

0000 経営所得安定対策（再掲）

施策名：食品産業の持続的な発展

0000 ６次産業総合推進対策（再掲）

0000 ６次産業化整備支援事業（再掲）

0000 卸売市場機能強化対策事業（再掲）

0000 大豆安定供給確保支援事業（再掲）

0000 輸出拡大プロジェクト事業（再掲）

0000 食品産業環境対策支援事業（再掲）

0000 東アジア食品産業海外展開支援事業（再掲）

0000 強い農業づくり交付金（再掲）

施策名：総合的な食料安全保障の確立

0064 国際分担金 477 477 411 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・水産資源を確保するための活動について、積極
的に情報発信し、事業の重要性をアピールするこ
と。

497 589 93 ▲42 縮減

「執行額と予算額の乖離の改善」については、２
６年度概算要求においては、 近の円安傾向に伴
う為替レートの変動等により対前年度より増要求
となっているが、各国際機関における規程等に基
づき我が国に求められる 大の分担率を用いるの
ではなく、２４年度の実績を踏まえた分担率を用
いて精査し、執行額と予算額の乖離を少なくする
よう予算要求額の縮減に努めた。

大臣官房国際部 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0004 その他

0065 国際機関を通じた農林水産業協力拠出金 1,706 1,706 1,705 現状通り 1,563 1,716 153 - 現状通り
引き続き、事業進捗状況、予算の支出先や使途等
をチェックし、事業が適正なコスト意識のもとで
行われているか確認していく。

大臣官房国際部 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0005
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0066 国際農業協力等委託・補助事業 169 169 163 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

201 195 ▲6 ▲20 縮減

支出先の選定に関しては、より多くの事業者の応
募が可能となるよう、平成25年度に引き続き、公
示時期の早期化及び公示・公募期間の延長、事前
説明会の開催などの取り組みを実施し、更なる改
善を目指す。

大臣官房国際部 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0006 ○ ○

0067 世界食料需給動向等総合調査・分析関係費 62 62 56 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること
・成果目標達成のための実施方策の見直しを行う
こと

55 61 6 ▲5 縮減

・平成26年度概算要求において、所見を踏まえ、
海外の食料需給等に関する情報の把握・分析費を
4,423千円減額し、食品産業動態調査を356千円減
額した。
・本事業の請負先の選定において、今後とも、十
分な公示期間の設定、業務内容の説明に努め競争
性を確保するとともに、執行においても、進捗等
に関する請負業者との打合せを随時実施し、事業
の実施状況等を把握し、適切な執行に努めてまい
りたい。

大臣官房 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0007 ○

0068 国際食糧農業問題調査等委託費 36 36 36 現状通り 37 33 ▲4 ▲4 縮減
事業内容を精査し、見直しを行った。引き続き、
適正なコスト意識のもとで事業を執行する。

大臣官房国際部 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0008 ○

0069 不測時の食料供給能力向上対策事業 22 22 22 －
・事業実施期間を通した適切な成果目標の設定を
行うべきであった。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 大臣官房 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0009 ○

0070 緊急食糧支援事業 8,666 8,666 8,666 現状通り 8,972 8,650 ▲322 - 現状通り
レビュー点検の結果、予算への反映額はないが必
要に応じ執行上の改善の検討を行う。

生産局 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0107 ○

0071 米買入費（国内米） 46,480 46,480 18,912 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。
・成果目標達成のための事業内容を見直すこと。

63,000 63,000 - - 現状通り

・24年度予算については、買入予定数量20万トン
に対して備蓄米の買入実績は８万３千トンとなり
41％の低い執行率であった。これは、東日本大震
災の影響や23年度以降棚上備蓄に移行したことの
制度周知が十分でなかったことなどによる。
・25年度予算については、適正備蓄水準100万トン
程度を確保及び保管期間の長期化した備蓄米の年
産更新を図るため、25年産備蓄米の買入数量の当
初予定数量を25万トンに増加させるとともに、25
年度予算編成時における市場価格が前年産に比べ
高水準であったことを踏まえ、買入単価を約２万
円／トン引き上げたことから予算額が24年度に比
べて増加した。
・25年産の政府備蓄米の政府買入入札について
は、24年産の落札数量（約８万３千トン）を大き
く上回る約１８万３千トンとなった。これは、農
政局等を通じた棚上備蓄制度の周知に加え、①道
府県別優先枠の拡大②入札における 小申込数量
の引き下げ等の運用改善を行ったことの成果が一
定程度あったものと考えている。26年産以降も引
き続き制度の周知を行い必要な備蓄米の確保に努
めたい。

生産局
食料安定供給

特別会計
米管理勘定

（項）米買入費
　（大事項）米買入代金

0434 その他

0072 米管理費 31,040 31,040 22,599 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・成果目標達成のための事業内容を見直すこと

30,765 30,163 ▲602 ▲602 縮減

　「執行額と予算の乖離」については、豊凶変動
や災害等の他律的要因により、予算編成時に見込
んだ需給計画が変動した場合においても、保管、
運送等に係る必要な経費が予算額に対して不足を
来たさないようにしている。
　そうした中で、執行額と予算額の乖離の改善の
ため、26年度要求においては、過去の実績を踏ま
えながら各経費の単価を実態に即した単価に見直
すことで、乖離改善に努めている。

生産局
食料安定供給

特別会計
米管理勘定

（項）米管理費
　（大事項）米の管理に必要な経費

0435 その他

0073 麦買入費（食糧麦） 268,820 267,296 192,048 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 316,368 298,669 ▲17,699 ▲32 縮減

小麦・大麦の買入費は、麦の国際相場や為替相場
などが大きく変動する中で、その動向を的確に把
握し、不足することがないように見込んでいる
が、所見を踏まえ、
①小麦・大麦の買入費は、過去の実績値や穀物相
場の状況を踏まえたコストの縮減、
②安全性対策等経費は、残留農薬等検査について
安全性を損なわないことを条件に、検査の効率化
を図ることによるコストの縮減、
により、概算要求に反映した。

生産局
食料安定供給

特別会計
麦管理勘定

（項）麦買入費
　（大事項）食糧麦買入代金

0436 その他

0074 麦管理費 4,854 4,854 4,291 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 4,938 4,938 ▲1 ▲1 縮減

　執行率が結果として低くなっているのは、本事
業が事業実施主体の選定に当たって公募を行って
おり、事業者から提出される事業実施計画の内容
が、財政縮減の観点から効率的（安価）な保管単
価の設定となっているか等について審査（評価）
した上で事業者を採択した結果、保管料の節減を
図ることができた（平成21年度179円/ﾄﾝ→平成24
年度174円/ﾄﾝ）ことによるものであり、今後とも
引き続き、コスト意識を持って計画的かつ効率的
な予算の執行に努めていく。
　なお、麦管理費全体としては、26年度概算要求
において、流通業務取扱費について積算単価等を
見直し、執行額と予算額の乖離の改善を図ったと
ころ。

生産局
食料安定供給

特別会計
麦管理勘定

（項）麦管理費
　（大事項）食糧麦の管理に必要な経費

0437 　 ○
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0075 米買入費（輸入米） 82,777 82,747 51,512 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 93,823 97,358 3,534 ▲396 縮減

輸入米買入費は、穀物相場や為替などが大きく変
動する可能性がある中で、その動向を把握し、不
足することがないように見込んでいるが、上記所
見を踏まえ、
①SBS米の買入費は、平成24年度に安価な米穀の輸
入が増加し、調達コストが低下した実績を踏まえ
た縮減、
②安全性対策等経費は、安全性を損なわないこと
に配慮しつつ、輸出国における農薬の使用状況を
踏まえた検査項目の見直しに伴う検査コストの縮
減、
を、概算要求に反映した。

生産局
食料安定供給

特別会計
米管理勘定

（項）米買入費
　（大事項）米買入代金

0438

0076 国際協力推進調査等委託費 79 79 68 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 23 22 ▲1 - 執行等改善

・委員との連絡調整をして、適切な事業執行に今
後とも努める。

農村振興局 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0169 ○

0077 海外農業農村開発促進調査等補助金 345 345 331 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

306 323 17 - 執行等改善
・今後は、政情が比較的安定している国を中心
に、確実な事業執行に努める。

農村振興局 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）食料安全保障確立対策に必要な経費

0171 ○

0078 国際漁業協力推進事業 688 688 683 現状通り - 620 557 ▲63 - 現状通り 　引き続き適切な事業執行に努めます。 水産庁 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
（事項）国際漁業協力推進に必要な経費

新24-
0025

前年度新規 ○ ○

0000 家畜伝染病予防費（再掲）

0000 植物防疫事業交付金（再掲）

0000 水産防疫対策事業（再掲）

0000 消費・安全対策交付金（再掲）

0000 家畜衛生対策事業（再掲）

0000
家畜伝染病早期診断体制整備事業委託費（再
掲）

0000 発生予察の手法検討事業委託費（再掲）

0000 麦買入費（輸入飼料）（再掲）

0000
生産環境総合対策事業のうち農業生産環境対
策事業（再掲）

施策名：意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

0079 株式会社日本政策金融公庫出資金 - 13,400 13,400 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 生産局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

－

0080 農業共済事業事務費負担金 38,685 38,685 38,685 現状通り － 38,585 38,585 - - 現状通り
農業共済団体の運営については、引続き、組織統
合など業務運営の一層の合理化、効率化を進める
とともに、適切な事業執行に努める。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0122 その他 ○

0081 被害農家営農資金利子補給等補助金 5 5 - 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 20 18 ▲2 ▲2 縮減

過去の実績等を勘案し予算要求額の縮減を行っ
た。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0123 ○

0082 農林年金給付事業 1,312 1,312 1,312 現状通り － 1,344 4,573 3,229 - 現状通り
平成26年度から一時金払い制度の対象拡大を図る
ことで、給付件数の抑制による事務費コストの削
減を行うとともに、適切な事業執行に努める。

経営局 一般会計

（項）農業経営対策費
　（大事項）農業者年金等の実施に必要な経費
　（大事項）農林漁業団体職員共済組合の年金給
付に必要な経費

0124 ○

0083 農業近代化資金利子補給金 3 3 3 現状通り － 6 5 ▲0 - 現状通り 引き続き、予算の適切な執行に努める。 経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0126 ○

0084 特定地域経営支援対策事業 1,193 1,284 1,107 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

1,073 1,020 ▲54 ▲54 縮減

 本事業における執行率及び活動実績の低いアイヌ
農林漁業対策事業について、平成25年度からアイ
ヌ農林漁家の実態を踏まえた事業採択要件の見直
しを行い、事業内容を充実する改善を行ったとこ
ろである。
　このことにより、「執行額と予算額の乖離の改
善」、「活動が活性化するような支援方策の見直
し」を図ってきたところであるが、事業計画の精
査等により、更なる予算の効率的な執行を行うこ
ととし、平成26年度予算概算要求額を縮減したと
ころである。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0134 ○
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0085 人権問題啓発事業 24 24 22 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。

20 19 ▲1 ▲1 縮減

・執行状況を踏まえた所要額の見直しを行い、予
算概算要求額を縮減
・成果目標の達成を図るため、都道府県による重
点対象団体への指導を継続するとともに、全国団
体から取組の遅れている都道府県団体に対して人
権に係る認識誤りを防ぐ指導や優良事例の紹介等
による取組の強化を検討

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0127 ○ ○

0086 農業者年金事業 124,559 122,827 122,639 現状通り － 121,582 121,944 362 - 現状通り 引き続き、予算の適切な執行に努める。 経営局 一般会計

（項）農業経営対策費
　（大事項）農業者確保農業者年金の実施に必要
な経費
　（大事項）農業者年金等の実施に必要な経費

0128 ○

0087 独立行政法人農業者年金基金運営費 3,288 3,288 3,288 
事業内容の改

善

・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・単位当たりコストの削減に努めること。

3,320 3,293 ▲27 - 執行等改善

　業務の効率化の観点から、農業者年金記録管理
システムの導入を行う。
　加入推進活動を活発化させる観点から、新規就
農者等若い農業者に重点を置いた加入推進を行う
とともに、加入推進活動のインセンティブが働く
ように、業務委託費の配分方法について、メリハ
リを強める見直しを行う。

経営局 一般会計

（項）独立行政法人農業者年金基金運営費
　（大事項）独立行政法人農業者年金基金農業者
確保運営費交付金に必要な経費
　（大事項）独立行政法人農業者年金基金運営費
交付金に必要な経費

0129 ○

0088
株式会社日本政策金融公庫農林水産業者向け
業務

17,414 17,414 15,821 現状通り － 17,000 17,546 546 ▲259 縮減

　引き続き適切な事業執行に努める。なお、単位
当たりコストは、平成22年度から24年度にかけて
減少しているが、平成26年度概算要求において
も、業務委託費について、直近の決算結果等を踏
まえ反映することにより所要額の増加を抑制する
こととしており、引き続き適切なコスト評価に努
めてまいりたい。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0130 ○

0089 農業信用保証保険基盤安定事業交付金 307 307 307 現状通り － 281 281 - - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努める。 経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0131

0090
株式会社日本政策金融公庫危機対応円滑化業
務

122 122 110 現状通り － 118 123 5 - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努める。 経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0132 ○

0091 衛星画像を活用した損害評価方法の確立事業 27 27 27 － － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0133 ○

0092 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 8,992 8,992 8,146 現状通り － 7,275 8,148 873 - 現状通り

引き続き適切な事業執行に努める。なお、利子助
成額は実行金利の推移や借入から利子の支払が発
生するまでの期間に左右されるため、単位当たり
コストの水準の妥当性を評価することは困難。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0136 ○

0093 農業改良資金利子補給金 685 685 553 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 713 642 ▲72 - 現状通り

農業改良資金の貸付けにおいて常に発生する原資
調達と貸付金利（無利子）の差額を補給する事業
であり、調達金利が低位に推移した年度において
は執行率は低くなるものであるが、平成24年度に
は積算の工夫により乖離幅を縮減したところ。引
き続き執行額と予算額の乖離の改善に努める。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0139 ○

0094 担い手育成農地集積資金利子補給金 243 243 243 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 337 459 122 - 執行等改善

・予算要求額の算定方法を見直した。
・目標融資額の達成のため、対象農業者向けの説
明・周知を徹底する。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0140 ○

0095 女性・高齢者等活動支援事業 200 166 154 
事業全体の抜

本的改善
・女性に何を求めているかが不明確。
・受け皿組織の意識改革がなければ解決しない。

196 - ▲196 ▲196 廃止

　「女性・高齢者等活動支援事業」は、平成25年
度農林水産省行政事業レビュー公開プロセスにお
いて、「事業全体の抜本的改善」との評価結果と
なった。
　本事業における女性対策は、女性の地位向上の
ための男女共同参画の推進と女性農業経営者の経
営発展の推進という２つの事業を行っていたこと
などから、外部有識者の「女性に何を求めている
か不明確」等の指摘を踏まえ、25年度限りで廃止
とし、26年度からは、事業目的を女性農業経営者
の経営発展の推進に一本化し、実施していくこと
とする。
　具体的には、次世代リーダーとなりうる先鋭的
な女性農業経営者の育成及び農業で新たにチャレ
ンジを行う女性のビジネス発展を支援することに
より、農業・農村における女性の能力の積極的な
活用に取り組んでいくこととする。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0141 終実施年度 ○

0096 経営体育成交付金 169 293 249 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0138 ○

0097 経営体育成支援事業 9,762 8,112 7,566 
事業内容の改

善

・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。

4,663 5,030 367 - 現状通り
事業の実施に当たっては、入札等により事業費の
低減を図るとともに、年度途中に追加の要望調査
を行うなど適切な予算執行に努めている。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0142 ○

0098 農業経営改善利子補給金等交付事業 146 146 64 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 51 48 ▲3 - 現状通り

基金協会が民間金融機関に低利預託するために借
り入れた借入金について利子補給を行う事業であ
り、調達金利が低位で推移した年度においては執
行率が低くなる。
また、本事業においては融資枠と資金需要の乖離
が大きい予算があったことから、資金需要の高い
認定農業者向け融資に予算を重点化させることで
執行率の向上を図ることとしており、引き続き執
行額と予算額の乖離の改善に努める。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0145 ○
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0099 人・農地問題解決推進事業 703 927 477 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 1,109 1,188 80 - 執行等改善

市町村等によるプランの継続的な話合いと見直し
を行うための活動に対する支援を要求額を減額し
た上で継続するとともに、プランの見直し、集落
営農の法人化、新規就農者の定着のための経営・
技術指導等を効率的・効果的に進められるよう、
普及員やＪＡのＯＢ、リタイアした高齢農業者を
活用する地域連携推進員の活動に対する支援の範
囲を拡充することとしている。
今後とも、都道府県、市町村、関係団体等と連携
しながら、地域の自発的取組を喚起し、プランの
作成・見直しが的確に進むよう、適切かつ効率的
な事業執行に努める。

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

0143 ○ ○

0100 新規就農・経営継承総合支援事業 23,450 25,552 22,352 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・事業が効率的に行われるよう努めること。

23,877 27,997 4,120 ▲115 縮減

人と農地の問題の解決に向けた関連施策との連携
をさらに深めつつ、年間２万人の青年新規就農者
の確保・定着に向けて、予算の効果的な執行に努
める。
また、青年就農給付金事業については、事業効果
が 大限にあがるよう、都道府県や市町村とも連
携し、面接の実施による給付対象者の適切な選定
の徹底、就農後の定期的な巡回指導等のフォロー
アップの実施について引き続き周知に努める。
Ｄの事業については、事業の内容、予算執行の方
式（基金造成、運用）にかんがみ、実施主体の選
定のあり方について検討する。
技術習得支援事業について、概算要求額を縮減
し、高度な農業経営者教育機関への支援を重点化
する。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」27,997

経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

新24-
0013

前年度新規 ○ ○

419,441 419,441 402,371 449,590 448,716 ▲874 - 経営局 一般会計
（項）農業経営対策費
　（大事項）農業経営対策に必要な経費

○

259,773 259,773 161,070 266,416 267,651 1,235 - 経営局

食料安定供給
特別会計

農業経営安定
勘定

（項）農業経営安定事業費
　（大事項）農業経営安定事業に必要な経費

○ ○

0102 農業共済再保険事業 62,923 62,923 42,788 
事業内容の改

善
・コストの削減に努めること。 63,366 62,689 ▲677 - 執行等改善

果樹共済及び畑作物共済の共済掛金率は、農業災
害補償法に基づき３年ごとに改定することとされ
ており、農業共済団体の積立金等を考慮し、本年
２月に共済掛金率を引き下げる改定を行ったとこ
ろ。
また、農作物共済及び家畜共済の共済掛金率につ
いても、同様に昨年２月に共済掛金率を引き下げ
る改定を行ったところ。

経営局
農業共済再保
険特別会計

（項）農業再保険費及交付金
　（大事項）再保険金等の支払に必要な経費
　（大事項）農業共済組合連合会等交付金に必要
な経費
（項）家畜再保険費及交付金
　（大事項）再保険金等の支払に必要な経費
　（大事項）農業共済組合連合会等交付金に必要
な経費
　（大事項）家畜共済損害防止事業に必要な経費
（項）果樹再保険費及交付金
　（大事項）再保険金等の支払に必要な経費
　（大事項）農業共済組合連合会等交付金に必要
な経費
（項）園芸施設再保険費及交付金
　（大事項）再保険金の支払に必要な経費
　（大事項）農業共済組合連合会等交付金に必要
な経費

0439 その他 ○

0103 就農支援資金貸付金 675 675 657 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

968 553 ▲415 ▲415 段階的廃止

新規就農者の定着を促進するため、就農段階から
農業経営の改善・発展段階まで一貫した体制を創
設するとともに、貸付プロセスの見直しを行う等
により、左記所見に記載されている「活動が活性
化するような支援方策の見直し」を行うこととし
ている。
なお、就農支援資金制度は貸付主体の変更等の制
度見直しを行うこととしており、当事業は、旧制
度に基づく経過措置として必要な貸付けを行う。

経営局

食料安定供給
特別会計

農業経営基盤
強化勘定

（項）農業経営基盤強化事業費
　（大事項）就農支援資金貸付けに必要な経費

0440 ○

0000 産地活性化総合対策事業（再掲）

施策名：優良農地の確保と有効利用の促進

0104 農地調整費交付金 98 98 69 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。

93 86 ▲7 ▲7 縮減
前年度の執行率を勘案し、事業規模を見直すこと
により、執行額と予算額の乖離の改善を行った。

経営局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）農地制度実施円滑化対策等に必要な
経費

0147 その他

0105 都道府県農業会議会議員手当等負担金 492 492 492 
事業内容の改

善
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。 477 524 47 ▲5 縮減

人件費について、定員合理化を反映することによ
るコストの削減を行った。

経営局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）農地制度実施円滑化対策等に必要な
経費

0148 ○

0106 農業委員会交付金 4,744 4,744 4,741 
事業内容の改

善
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。 4,728 4,718 ▲10 ▲10 縮減

平成２２年度の行政事業レビュー公開プロセスに
おける指摘を踏まえ、農地面積や業務量等、配分
の基準となる客観的な数値の減少分を反映させ、
予算の縮減を行った。

経営局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）農地制度実施円滑化対策等に必要な
経費

0149 ○

0107 全国農業会議所事業 13 13 13 現状通り － 11 10 ▲1 - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努めることとしたい。 経営局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）農地制度実施円滑化対策等に必要な
経費

0150 ○

0101 －
経営所得安定対策の見直しについては、引き続
き、平成26年度予算編成過程において検討を進め
る。

経営所得安定対策
0135
0441

事業内容の改
善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
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0108 農地制度実施円滑化事業費補助金 2,181 2,181 1,700 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。

1,963 - ▲1,963 - 現状通り

本事業は平成25年度限りとし、農業委員会等が実
施する担い手への農地集積・集約化に向けた活動
に必要な経費は農地中間管理機構による集積・集
約化活動のうち「機構集積支援事業」で要求する
こととする。
「機構集積支援事業」においては、農地の中間的
受け皿となる公的機関（都道府県段階の中間管理
機構（仮称））の整備及びその活動と合わせて実
施することにより、執行率の向上を図る。

経営局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）農地制度実施円滑化対策等に必要な
経費

0151 ○

0109 農地売買円滑化事業 41 41 17 
事業全体の抜

本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。

33 - ▲33 - 現状通り

本事業はH25年度限りとし、H26年度要求において
は、農地の中間受け皿となる公的機関（都道府県
段階の中間管理機構（仮称））による集積・集約
化活動の事業のうち「農地中間管理機構事業」と
して事業を実施することにより、今後とも適切な
事業執行に努める。

経営局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）農地制度実施円滑化対策等に必要な
経費

0152 ○

0110
担い手への農地集積推進事業
（農地集積協力金）

6,500 6,500 1,837 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。

6,500 - ▲6,500 - 現状通り

農地の出し手に対する支援について、本事業はH25
年度限りとし、H26年度要求においては、農地の中
間受け皿となる公的機関（都道府県段階の中間管
理機構（仮称））による集積・集約化活動の事業
のうち「機構集積協力金交付事業」として事業内
容を充実して実施することにより、執行率の向上
を図る。

経営局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）農地制度実施円滑化対策等に必要な
経費

0143 前年度新規 ○

0111 国有農地等管理処分事業 6,140 6,140 2,730 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の剥離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。

8,633 8,807 174 ▲123 縮減

平成25年度においては、委託事業の仕様の簡素化
や入札参加資格要件の見直しを行い、支出先の選
定における競争性の向上を図った。また、測量を
進めて処分促進図るため、委託事業の内容を見直
した。
平成26年度概算要求においては、過去の執行実績
を踏まえて単価を見直すことで予算の縮減を行っ
た。

経営局

食料安定供給
特別会計

農業経営基盤
強化勘定

（項）農業経営基盤強化事業費
　（大事項）農地等利用調整に必要な経費

0442 ○

0112 農地保有合理化促進事業 971 971 755 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の剥離の改善に努めること。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。

1,140 - ▲1,140 - 現状通り

本事業はH25年度限りとし、H26年度要求において
は、農地の中間受け皿となる公的機関（都道府県
段階の中間管理機構（仮称））による集積・集約
化活動の事業のうち「農地売買支援事業」として
事業を実施することにより、今後とも適切な事業
執行に努める。

経営局

食料安定供給
特別会計

農業経営基盤
強化勘定

（項）農業経営基盤強化事業費
　（大事項）農地保有合理化促進に必要な経費

0443 ○

0113
農地保有合理化促進対策費交付金
（規模拡大加算交付金）

10,000 10,000 4,313 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

10,000 - ▲10,000 - 現状通り

本事業はH25年度限りとし、H26年度要求において
は、農地の中間受け皿となる公的機関（都道府県
段階の中間管理機構（仮称））による集積・集約
化活動の事業のうち「規模拡大交付金」として事
業を実施することにより、今後とも適切な事業執
行に努める。

経営局

食料安定供給
特別会計

農業経営基盤
強化勘定

（項）農業経営基盤強化事業費
　（大事項）農地保有合理化促進に必要な経費

0444

0114 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 10,075 6,622 6,254 
事業内容の改

善
・本事業の成果を総合的に測定できる成果目標の
設定を検討すること。

6,233 7,000 767 - 執行等改善
・現行の指標に加え、本交付金のより直接的な事
業成果を示す新たな指標を検討する。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」7,000

農村振興局 一般会計
（項）農山漁村活性化対策費
　（大事項）農山漁村活性化対策に必要な経費

0172 その他 ○

0115 農家負担金軽減支援対策事業 7,982 7,982 7,262 現状通り 6,254 6,254 - - 現状通り ・引き続き、適切な事業執行に努める。 農村振興局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）優良農地確保・有効利用対策に必要
な経費

0173 ○

0116 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 226 226 226 現状通り 203 420 217 - 現状通り ・引き続き、適切な事業執行に努める。
要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」420

農村振興局 一般会計
（項）優良農地確保・有効利用対策費
　（大事項）優良農地確保・有効利用対策に必要
な経費

0174 終実施年度 ○

0117 農山漁村地域整備交付金 164,559 17,992 17,237 現状通り 91,357 109,185 17,828 - 現状通り
・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」28,103

農村振興局（公
共）

一般会計
（項）農山漁村地域整備事業費
　（大事項）農山漁村地域整備事業に必要な経費

0405 ○

0118
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）

1,455 2,111 2,063 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局
東日本大震災
復興特別会計

（項）農山漁村活性化対策費
　（大事項）農山漁村活性化対策に必要な経費

0183 ○

0119 農山漁村地域の基盤整備の震災対策 227 1,648 1,629 現状通り 617 - - - 現状通り ・引き続き、一層のコスト縮減に努める。

一般会計から本特別会
計への繰入れについて
は、財務大臣が、東日
本大震災からの復興の
ための財源を捻出する
ため、既定の方針に
従って所要額を要求す
る。

農村振興局（公
共）

東日本大震災
復興特別会計

（項）農山漁村地域整備事業費
　（大事項）農山漁村地域整備事業に必要な経費

0424 ○

0000 農業体質強化基盤整備促進事業（再掲）

0000
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業（再
掲）

0000 農業競争力強化基盤整備事業（再掲）

※
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平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
執行可能額

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考

0000 農地の整備（直轄）（再掲）

0000 農業水利施設等の震災対策（再掲）

施策名：農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備

0120 農業用用排水施設の整備・保全（直轄） 63,579 51,107 43,700 
事業内容の改

善

・引き続き、コストの削減に向けて、不断の見直
しを実施すること。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

50,982 53,284 2,302 - 執行等改善
・引き続き、一層のコスト縮減に努める。
・工事発注を早期・円滑に行うよう調査・設計を
進めておく等、適切な事業執行に努める。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」7,917

農村振興局（公
共）

一般会計
（項）農業生産基盤保全管理・整備事業費
　（大事項）農業生産基盤保全管理・整備事業に
必要な経費

0407

0121 農地の整備（直轄） 2,048 814 812 現状通り 1,325 1,909 584 - 現状通り

・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。
・農業経営力強化等について、関連施策との連携
を図りつつ事業推進に努める。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」750

農村振興局（公
共）

一般会計
（項）農業生産基盤保全管理・整備事業費
　（大事項）農業生産基盤保全管理・整備事業に
必要な経費

0409 その他

0122 農業用用排水施設の維持・保全 11,200 11,541 11,387 現状通り 7,648 8,339 691 - 現状通り
・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。

農村振興局（公
共）

一般会計
（項）農業生産基盤保全管理・整備事業費
　（大事項）農業生産基盤保全管理・整備事業に
必要な経費

0408 ○

0123 農地の整備（独法） 2,181 2,525 2,525 －

・引き続き、コスト削減に向けて、不断の見直し
を実施すること。
・完了した地区について、適切に事後評価を実施
すること。

755 148 ▲607 - 現状通り 平成25年度限りで終了
農村振興局（公
共）

一般会計
（項）農業生産基盤保全管理・整備事業費
　（大事項）農業生産基盤保全管理・整備事業に
必要な経費

0410 終実施年度 ○

0124 土地改良施設利用高度化対策事業 45 45 45 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計
（項）農業生産基盤保全管理等推進費
　（大事項）農業生産基盤保全管理等推進に必要
な経費

0176 ○

0125 有明海再生関係事業 700 700 636 現状通り 700 700 - - 現状通り ・引き続き、適切な事業執行に努める。 農村振興局 一般会計
（項）農業生産基盤保全管理等推進費
　（大事項）農業生産基盤保全管理等推進に必要
な経費

0177 ○

0126 農業体質強化基盤整備促進事業 22,000 96,171 94,539 －
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計
（項）農業生産基盤保全管理等推進費
　（大事項）農業生産基盤保全管理等推進に必要
な経費

0175 ○

0127 戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 18,290 20,393 18,423 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了
農村振興局（公
共）

一般会計
（項）戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費
　（大事項）戸別所得補償実施円滑化基盤整備事
業に必要な経費

0406 ○

0128 農業競争力強化基盤整備事業 52,957 - - 現状通り 38,599 64,685 26,086 - 現状通り ・コスト縮減及び予算の適切な執行に努める。
要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」32,137

農村振興局（公
共）

一般会計
（項）農業競争力強化基盤整備事業費
　（事項）農業競争力強化基盤整備事業に必要な
経費

新25追
加-08

前年度新規 ○

0129
諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対応に
係る経費

4,762 930 792 現状通り 16,184 - - - 現状通り ・引き続き、適切な事業執行に努める。 農村振興局 一般会計
（項）農業生産基盤保全管理等推進費
　（大事項）農業生産基盤保全管理等推進に必要
な経費

新24-
0014

0130 農業水利施設等の震災対策 7,258 196,558 89,252 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了
農村振興局（公
共）

東日本大震災
復興特別会計

（項）農業生産基盤保全管理・整備事業費
　（大事項）農業生産基盤保全管理・整備事業に
必要な経費
（項）農地等保全事業費
　（大事項）農地等保全事業に必要な経費
（項）戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費
　（大事項）戸別所得補償実施円滑化基盤整備事
業に必要な経費

0423 ○

0131 農業用用排水施設の整備・保全（特会） 35,930 30,906 28,864 現状通り 17,649 14,301 ▲3,348 - 現状通り
・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。

農村振興局

食料安定供給
特別会計

国営土地改良
事業勘定

（項）土地改良事業費
　（大事項）土地改良事業費に必要な経費
（項）北海道土地改良事業費
　（大事項）土地改良事業費に必要な経費
（項）離島土地改良事業費
　（大事項）土地改良事業費に必要な経費
（項）受託工事費及換地清算金
　（大事項）受託工事等に必要な経費

0445

0132 農地・農業用施設等の復興関連事業（特会） 7,072 4,689 4,555 現状通り 4,820 2,920 ▲1,900 - 現状通り
・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。

農村振興局

食料安定供給
特別会計

国営土地改良
事業勘定

（項）土地改良事業費
　（大事項）土地改良事業に必要な経費
（項）受託工事費及換地清算金
　（大事項）受託工事等に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興土地改良事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る土地
改良事業に必要な経費
（項）東日本大震災復興土地改良事業費
　（大事項）東日本大震災復興に係る土地改良事
業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興離島土地改良事業
費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る土地
改良事業に必要な経費

0454

事項要求
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平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
執行可能額

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（再
掲）

0000 農山漁村地域整備交付金（再掲）

0000 農地の防災保全（直轄）（再掲）

0000 農地の防災保全（特会）（再掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関係事業）（再掲）

0000 農山漁村地域の基盤整備の震災対策（再掲）

施策名：持続可能な農業生産を支える取組の推進

0133
生産環境総合対策事業のうち有機農業総合支
援事業

67 67 67 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

49 58 8 - 執行等改善
平成25年度から、事業の公募において、周知を幅
広に行うとともに、１者応募となった場合は再公
募を行うこととしたところ。

生産局 一般会計
（項）環境保全型農業生産対策費
　（大事項）環境保全型農業生産対策に必要な経
費

0108 ○

0134
生産環境総合対策事業のうち農業生産地球温
暖化対策事業

362 362 354 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了。 生産局 一般会計
（項）環境保全型農業生産対策費
　（大事項）環境保全型農業生産対策に必要な経
費

0109 ○

0135
生産環境総合対策事業のうち農業生産環境対
策事業

38 38 22 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

98 48 ▲50 ▲50 縮減

・平成２６年度予算要求については、前年度当初
予算額より大幅に縮減して要求。
・関係者から意見を聴取、肥料業界団体や生産者
団体等へ事業説明を行う等して改善を図る。

生産局 一般会計
（項）環境保全型農業生産対策費
　（大事項）環境保全型農業生産対策に必要な経
費

0110 ○

0136 環境保全型農業直接支援対策 2,643 2,643 1,628 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

2,644 2,644 - - 現状通り

「支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上」について
　公募の競争性・透明性の一層の向上に努めた結
果、25年度は複数応札に改善しており、26年度に
おいても引き続き、競争性・透明性の確保に努め
る。
「執行額と予算額の乖離の改善」及び「活動が活
性化するような支援方策の見直し」について
　全国的な広がりを持った営農活動として取り組
まれるよう、新たに堆肥の施用を全国共通取組に
位置付けるとともに、地域の実情に応じた取組を
推進する観点から支援対象取組の再整理等を行う
など、25年度予算において改善を図っている。26
年度においても引き続き、必要な改善を図ってい
く。

生産局 一般会計
（項）環境保全型農業生産対策費
　（大事項）環境保全型農業生産対策に必要な経
費

0111 ○ ○

0000 強い農業づくり交付金（再掲）

0000 酪農環境負荷軽減支援事業（再掲）

0000 産地活性化総合対策事業（再掲）

施策名：農業・農村における６次産業化の推進

0137
独立行政法人種苗管理センターの運営に要す
る経費

3,298 2,943 2,943 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

2,867 2,912 45 - 執行等改善

種苗管理センターは、病害虫のまん延防止のため
の健全無病なばれいしょ及びさとうきびの原原種
（元だね）の一元供給を実施しており、その生産
数量を活動指標に設定している。
　さとうきび原原種については、度重なる台風の
襲来により被害を受け、活動実績が当初見込みを
下回ったため、台風被害防止に向けた防風林、防
風柵等の再整備を行い活動見込の達成を図る。

食料産業局 一般会計

（項）独立行政法人種苗管理センター運営費
　（大事項）独立行政法人種苗管理センター運営
費交付金に必要な経費
（項）独立行政法人種苗管理センター施設整備費
　（大事項）独立行政法人種苗管理センター施設
整備に必要な経費

0050 その他 ○

0138 食品産業環境対策支援事業 110 110 77 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・単位当たりコストの削減に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り

本事業は24年度で終了した事業であるが、所見で
受けた指摘については、本事業の後継事業（新25-
0014「食品産業環境対策推進事業」）において改
善を行うこととする。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0052 ○ ○

0139 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 1,387 1,348 1,061 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・事業ごとの明確な数値目標を設定し、成果の測
定を適切に行うこと。
・各年の活動実績が当初見込みから乖離している
場合は、活動が活性化するような支援方策の見直
しを行うこと。

361 325 ▲36 ▲36 縮減

事業毎の採択見込み課題数等の削減を行い予算に
反映した。競争性の確保については、個別に事業
説明を行うなどし、更なる周知活動を行うことと
する。当該周知活動を行うことでより多くの応募
者を募り、採択課題を増加させるなど活動の活性
化を図る。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0053 ○ ○

0140 輸出拡大プロジェクト事業 1,225 1,225 1,005 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0054 ○ ○
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0141 知的財産戦略・ブランド化総合事業 118 118 94 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0057 ○

0142 東アジア食品産業海外展開支援事業 76 76 69 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0058 ○

0143 新事業創出人材育成事業 62 62 61 現状通り 39 - ▲39 ▲39 廃止

本事業は事業の見直しにより平成25年度限りで終
了であるが、引き続き予算の適正な執行に努める
とともに、成果目標の達成を図るべく事業を推進
していく。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0059 ○

0144 東アジア植物品種保護基盤等強化事業 54 54 52 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0060 ○

0145 ６次産業総合推進対策 1,423 1,423 1,080 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

741 - ▲741 - 現状通り 平成25年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0063 終実施年度 ○ ○

0146 卸売市場機能強化対策事業 60 60 36 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・各年の活動実績が当初見込みから乖離している
場合は、活動が活性化するような支援方策を見直
すこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0065 ○

0147 大豆安定供給確保支援事業 10 10 10 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0066 ○

0148 ６次産業化推進事業 4,000 4,000 4,000 － － - - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。　平成25年度は基金事業
として実施。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

－ 　 　 ○

0149 ６次産業化整備支援事業 2,194 1,847 578 
事業全体の抜

本的改善

・資産形成を伴う投資事業に補助金支援を行うこ
とは避けること。
・ファンド制度ができた以上、補助金制度を廃止
し、ファンドによる持分出資、融資によって黒字
化が見込めるものを支援すること。
・今後は新しい一次農産物のイノベーションから
起こすような６次産業化へ政策転換すること。
・地方自治体レベルで細やかな対応を行うこと。
・審査基準を明確化・厳格化し、PDCAを確立する
こと。

702 - ▲702 ▲702 廃止

本事業は、所見を踏まえ、平成２５年度限りで廃
止する。
なお、平成２６年度予算概算要求における６次産
業化支援については、公開プロセスでも指摘され
たとおり、地方自治体レベルでの細かな対応によ
る効果的な事業とするため、県交付金事業への重
点化を行う。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0004

前年度新規 ○

0150 バイオ燃料生産拠点確立事業 2,166 670 665 現状通り 1,000 1,000 - - 現状通り
繰越額を抑えるよう、随時執行状況を確認し、適
切な執行を図る。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0005

前年度新規 ○

0151 地域バイオマス産業化推進事業 1,064 24 8 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。
・着実に目標の達成が見込まれる地域を選定する
こと。

1,280 1,152 ▲128 - 執行等改善

バイオマス産業都市の選定については、バイオマ
ス産業都市選定委員会における審査・ヒアリング
を経て、平成25年6月にバイオマス活用推進会議
（7府省の副大臣・政務官で構成）で第一次選定の
８地域を決定したところである。このため、予算
執行が若干後ろ倒しになっていたが、平成24年度
補正及び25年度当初予算ともに選定地域への割当
てを決定し（補正7地区、当初5地区）、適切かつ
速やかな執行を図っていくこととしている。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

－ 前年度新規 　 ○

0152
地域還元型再生可能エネルギーモデル早期確
立事業

1,000 1,000 1,000 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り

平成24年度に基金造成を完了し、当該予算は平成
24本年度限りで終了。基金管理団体の選定につい
ては、公平性及び透明性を確保する観点から、公
募により行い、その実施にあたり周知に努めたと
ころであるが、結果として一者応募となったとこ
ろ。
なお、事業実施主体は、固定価格買取制度の下で
の売電期間中、基金管理団体に助成金相当額を納
付することとしており、その進行管理について
は、国が基金管理団体に対して、事業実施主体か
らの定期的な報告や事業実施主体の検査等を着実
に行うよう適切な指導を行う。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

－ 　 　 ○

0153
輸出拡大及び日本食・食文化発信緊急対策事
業

716 716 716 － - - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。　平成25年度は基金事業
として実施。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

－ 　 　 ○

0154
農山漁村再生可能エネルギー導入事業
うち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル
早期確立事業

532 532 201 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・各年の活動実績が当初見込みから乖離している
場合は、活動が活性化するような支援方策を見直
すこと。

- - - - 現状通り

本事業は平成24年度で終了の事業であるが、本事
業の執行結果を踏まえ現場の課題解決をより推進
するため、平成25年度予算において、これまでの
ハード事業を参考にしつつ、農林漁業者等が主導
して行う再生可能エネルギー発電事業の構想作成
から運転開始に至るまでに必要な様々な取組等を
総合的に支援し、発電事業を適切に行える事業体
の形成を図るためのソフト支援（新25-0012）を措
置したところ。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0028

○

0155 ソフトセルロース利活用技術確立事業 412 412 400 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0007

○

0156 森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業 120 120 120 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0008

○
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0157 ミラノ国際博覧会政府出展委託事業 30 30 14 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・適切な活動指標を設定すること。

607 1,100 493 - 執行等改善

本事業については、２５年度より、日本館の建築
を魅力的なものとなるよう実施計画の策定等事業
を進めることはもとより、国内外におけるPR活動
を通じてミラノ国際博覧会における日本館の認知
度を上げる取組を行うことなどを計画していると
ころである。そのため、活動指標については、国
内外での広報イベントの実施回数と改める。ま
た、日本貿易振興機構の事業者選定を注視すると
ともに、経済産業省、日本貿易振興機構、プロ
デュースチーム等で構成するミーティング等を定
期的に実施し、適切な事業執行とコスト管理を図
る。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」1,100

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0009

前年度新規 ○

0158
耕作放棄地利用型バイオディーゼル燃料実証
事業

12 12 6 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・各年の活動実績が当初見込みから乖離している
場合は、活動が活性化するような支援方策を見直
すこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0011

○

0159 海外植物遺伝資源アクセス円滑化事業 11 11 9 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。
・民間企業の自助努力を促進すること。

13 - ▲13 ▲13 廃止

本事業は事業の見直しにより平成25年度限りで終
了であるが、引き続き予算の適正な執行に努める
とともに、成果目標の達成を図るべく事業を推進
していく。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0010

前年度新規 ○

0160 農産物等輸出回復事業 177 177 94 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・各年の活動実績が当初見込みから乖離している
場合は、活動が活性化するような支援方策を見直
すこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局
東日本大震災
復興特別会計

（項）農林水産業復興政策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

0071 ○

農林漁業成長産業化ファンド
　　　　　　　　　　　　　　（産投出資）

30,000 30,000 30,000 25,000 25,000 - - 食料産業局
財政投融資特

別会計

　　　　　　　　　　　　　　（産投貸付） 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - - 食料産業局
財政投融資特

別会計

0162 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 812 452 322 
事業全体の抜

本的改善

・調査のみ行って、その効果の判断は地域に任せ
るのが望ましい。
・調査結果の詳細を公表し、民間企業の参入を促
すに留めるべし。

1,010 1,003 ▲8 ▲303 縮減

・各都道府県が策定したマスタープランについて
公表を行う。
・効率的な小水力等発電が導入されるよう、導入
可能性の検討、調査設計の各段階で、目安となる
コスト等の条件を設定する。
・今後、施設整備に対する補助と固定価格買取制
度との調整を行う。

農村振興局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経
費

新24-
0015

前年度新規 ○

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（再
掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）（再掲）

施策名：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

0163 食と地域の交流促進対策交付金 1,364 1,334 1,194 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計
（項）都市農村交流等対策費
　（大事項）都市農村交流等対策に必要な経費

0179 ○

0164 農山漁村ふるさと応援推進事業 40 40 40 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計
（項）都市農村交流等対策費
　（大事項）都市農村交流等対策に必要な経費

新24-
0016

○

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（再
掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）（再掲）

施策名：農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

0165 鳥獣被害防止総合対策交付金 9,500 10,505 9,553 現状通り 9,500 10,000 500 - 現状通り
本事業については、今後も引き続き適切な事業執
行を図っていくこととする。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」10,000

生産局 一般会計
（項）農山漁村活性化対策費
　（大事項）農山漁村活性化対策に必要な経費

0112 ○

0166 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 12,938 12,938 12,938 － - - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。平成25年度は基金事業と
して実施。

生産局 一般会計
（項）農山漁村活性化対策費
　（大事項）農山漁村活性化対策に必要な経費

－ ○

0167 農地の防災保全（補助） 55,785 5,481 5,419 現状通り 27,060 34,275 7,215 - 現状通り
・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」8,589

農村振興局（公
共）

一般会計
（項）農地等保全事業費
　（大事項）農地等保全事業に必要な経費

0411 その他 ○

0168 海岸事業（農地） 3,866 3,156 3,082 現状通り 2,917 3,490 573 - 現状通り
・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」868

農村振興局（公
共）

一般会計
（項）海岸事業費
　（大事項）海岸事業に必要な経費

0412

事業内容の改
善

・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

執行等改善0161

株式会社農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－ＦＩ
ＶＥ）とも連携し、金融機関等サブファンドにな
り得る事業者に働きかけを強化。また、都道府
県、サブファンド等を通じてＡ－ＦＩＶＥのPRを
行うことと等により、相談対応・情報提供等を推
進。

（項）産業投資支出
　（大事項）産業投資に必要な経費

－ 前年度新規
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0169 農地の防災保全（直轄） 16,425 10,577 10,059 現状通り 9,610 11,593 1,982 - 現状通り
・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」3,984

農村振興局（公
共）

一般会計
（項）農地等保全事業費
　（大事項）農地等保全事業に必要な経費

0413

0170 中山間地域等直接支払交付金 25,917 26,515 26,481 現状通り 28,463 28,463 - - 現状通り
・過去の実施状況及び25年度の見込み等を踏ま
え、対前年度同額要求とする。

農村振興局 一般会計
（項）農村地域資源等保全推進費
　（大事項）農村地域資源等保全推進に必要な経
費

0180 ○

0171 農地・水保全管理支払交付金 24,695 24,715 24,667 現状通り 28,163 28,163 - - 現状通り ・引き続き、適切な事業執行に努める。 農村振興局 一般会計
（項）農村地域資源等保全推進費
　（大事項）農村地域資源等保全推進に必要な経
費

0181 ○

0172 特殊自然災害対策施設緊急整備事業 1,000 - - 現状通り 100 280 180 - 現状通り ・コスト縮減及び予算の適切な執行に努める。
要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推薦枠」280

農村振興局 一般会計
（項）農村地域資源等保全推進費
　（大事項）農村地域資源等保全推進に必要な経
費

新25-
0029

前年度新規 ○

0173 農地の防災保全（特会） 4,567 3,666 3,666 現状通り 2,311 4,043 1,732 - 現状通り
・引き続き、コスト縮減及び予算の適切な執行に
努める。

農村振興局

食料安定供給
特別会計

国営土地改良
事業勘定

（項）土地改良事業費
　（大事項）土地改良事業費に必要な経費

0446

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（再
掲）

0000 農山漁村地域整備交付金（再掲）

0000 食と地域の交流促進対策交付金（再掲）

0000
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業（再
掲）

0000
小水力等再生可能エネルギー導入推進事業
（再掲）

0000 農山漁村ふるさと応援推進事業（再掲）

0000 農業競争力強化基盤整備事業（再掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）（再掲）

0000 農山漁村地域の基盤整備の震災対策（再掲）

0000 農業水利施設等の震災対策（再掲）

施策名：森林の有する多面的機能の発揮

0174 地域森林計画編成事業費補助金 169 169 149 
事業内容の改

善
・単位当たりコストの削減に努めること。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

169 169 - - 執行等改善

所見の指摘を踏まえ、都道府県に対して一層の働
きかけ及び指導を行い、執行額と予算額の乖離の
改善及びより効果的な予算執行に努め、地域森林
計画の編成に必要な情報の一層の整備・活用を進
めることにより、適切な森林の整備及び保全の推
進を図ることとする。また、単位当たりコストに
ついては、当該年度に変更となる森林計画数にも
影響されるものであるが、指摘も踏まえ、引き続
き効率的な執行となるよう努めてまいりたい。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0235 その他 ○

0175 森林病害虫等被害対策 876 898 877 現状通り 876 876 - - 現状通り 引き続き、適切な事業執行に努める。 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0236 その他 ○ ○

0176 治山事業（補助） 48,643 24,425 23,912 現状通り 23,335 28,888 5,553 - 現状通り

「コストの削減」については、コスト縮減優良事
例の周知を行うとともに、事業採択に当たって対
策の工種、工法に係る比較検討を行うなど、引き
続き適切な対応に努める。また、予算の適正な執
行が図られるよう、事業の進捗管理を行い、工事
の早期発注に努める。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」9,973

林野庁（公共） 一般会計
（項）治山事業費
　（事項）治山事業に必要な経費

0415 ○
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0177 森林整備事業（補助） 47,651 25,245 24,528 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・予算の適切かつ計画的な執行に努めること
・引き続き、コストの削減に向けて、不断の見直
しを実施すること

25,079 35,887 10,808 - 執行等改善

「支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上」については、早期発注、公告期間の更なる
延長を図るとともに、アンケートの実施により仕
様書等を改善することにより、競争性・透明性の
一層の向上に努める。
「予算の適切かつ計画的な執行」については、引
き続き、四半期毎に予算の執行状況等を確認する
とともに、都道府県とも連携して予算の適切な執
行に努める。
「コストの削減」については、引き続き、標準工
程の基礎となるデータを収集・分析し、その結果
に基づき、標準工程の作成、見直しの検討等を行
う。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」19,295

林野庁（公共） 一般会計
（項）森林整備事業費
　（事項）森林整備事業に必要な経費

0414 ○

0178 保安林整備事業委託費 308 308 300 現状通り 333 333 - - 現状通り
保安林制度の適切かつ円滑な運用を図りつつ、引
き続き、適切な事業執行に努める。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0237 ○

0179 保安林及保安施設地区補償金 154 154 117 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 126 126 - - 現状通り

平成23年度執行額を踏まえ、今後の補償額請求見
込みを勘案し、既に平成25年度予算額の改善を
行っているところであり、保安林制度の適切かつ
円滑な運用を図りつつ、引き続き、適切な事業執
行に努める。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0238 ○

0180 森林整備事業（独法） 39,968 25,026 25,026 現状通り 23,952 25,754 1,802 - 現状通り

　本事業の実施により、森林の多面的機能の持続
的発揮等を確保するため、これまでのコスト削減
の取組を継続するとともに、森林整備事業全体の
動向を踏まえつつ作業工程を見直すなど、コスト
削減に向けた検討を行う。
　24年度予算の繰越については、早期完了に向
け、適切な事業執行に努めているところ。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」3,000

林野庁（公共） 一般会計
（項）森林整備事業費
　（事項）森林整備事業に必要な経費

0416

0181 保安林整備事業費等補助金 41 41 31 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 34 34 - - 現状通り

平成23年度執行額を踏まえ、今後の補償額請求見
込みを勘案し、既に平成25年度予算額の改善を
行っているところであり、保安林制度の適切かつ
円滑な運用を図りつつ、引き続き、適切な事業執
行に努める。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0239 ○

0182 森林経営計画認定事業委託費 4 4 2 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 4 4 - - 執行等改善

「執行額と予算額の乖離の改善」について
本事業の執行額については、当該年度における森
林所有者等からの森林経営計画の申請状況に左右
されるものであるが、平成23年度末1件、平成24年
度末8件、平成25年8月時点で10件と申請が増加し
ており、それに伴い本事業の執行額の増加が見込
まれることから、引き続き効率的な予算執行に努
めるとともに、森林経営計画の一層の作成促進を
図ることにより、執行額と予算額の乖離の改善を
図ってまいりたい。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0240 ○

0183 特別母樹林保存損失補償金 10 10 10 現状通り 10 10 - - 現状通り 引き続き適正な執行に努める。 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0241 ○

0184 森林整備活性化資金造成費･利子補給金 942 942 942 現状通り 645 414 ▲231 - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努める。 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0242 ○

0185 森林吸収源インベントリ情報整備事業 338 338 333 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること。

312 334 22 ▲16 縮減

仕様書の明確化や入札説明会における詳細な説明
を行い、さらに一部の事業については、現地調査
部分を地域別に分割発注を行う。また、これまで
の事業成果等を踏まえコストの縮減に努める。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0243 ○

0186 森林整備地域活動支援交付金 2,530 2,530 2,530 
事業内容の改

善

・単位当たりコストの削減に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り

平成25年度は予算措置されていないが、引き続き
基金事業として継続しており、今後とも制度の一
層の周知に努め、支援内容の一部を見直し、地域
活動実施面積を増加させることにより、単位当た
りコストの低減を図る。
なお、平成２６年度概算要求についても、既存基
金を有効に活用し予算要求をしないこととした。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0244 ○ ○

0187 幹線林道事業移行円滑化対策交付金 301 301 233 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 277 183 ▲94 ▲94 縮減

　平成26年度予算要求額の積算に当たっては、事
業量の減少等に伴って積算内容を精査し、要求額
を対前年度比66%に抑制することで、執行額と予算
額の乖離の改善に努めた。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0246 ○

0188 CDM植林総合推進対策事業 54 54 54 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0248 ○

0189
森林吸収源としての里山天然林情報緊急整備
対策

46 46 44 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0249 ○

0190 花粉症対策品種開発技術高度化推進事業 35 35 35 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0247 ○

0191 森林環境保全総合対策事業 167 167 167 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

119 127 7 ▲41 縮減

より多くの者が参入できるよう、特に継続の事業
では新たに参入することを躊躇する要因となる調
査の専門性や、技術的なデータ解析手法の引継に
関する問題の解消に向け、引き続き検討を行うこ
ととする。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0250 ○

0192 森林減少防止のための途上国取組支援事業 45 45 45 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了し、新25-0028に整理統合 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0251 ○

0193 森林･水環境保全のための実証活動支援事業 8 8 8 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了し、新25-0030に整理統合 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0252 ○
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0194 森林生態系多様性基礎調査事業 261 261 259 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

326 316 ▲11 ▲11 縮減

平成26年度より公共サービス改革基本方針（市場
化テスト）に基づき、複数年契約で事業を実施す
ることとし、競争性・透明性の一層の向上及び活
動が活性化するように努める。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0254 ○

0195 デジタル森林空間情報利用技術開発事業 227 227 227 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0256 ○

0196 REDD推進体制緊急整備事業 176 176 175 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

154 139 ▲15 ▲15 縮減

前年度に引き続き2年以上連続1者応募となってお
り、事業内容をより分かりやすく示すなどより一
層応募しやすい環境整備に取り組むことで「支出
先の選定における競争性・透明性の一層の向上」
を図って参りたい。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0255 ○

0197 分収林施業転換促進事業 134 134 108 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了し、新25-0027に整理統合 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0257 ○

0198 途上国森づくり事業 83 83 81 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了し、新25-0028に整理統合 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0258 ○

0199 森林総合利用推進事業 29 29 29 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0261 ○

0200 育林省力化技術開発促進事業 12 12 12 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

0266 ○

0201 市町村森林所有者情報整備事業 123 123 108 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

190 181 ▲10 ▲10 縮減

「執行額と予算額の乖離の改善」「活動が活性化
するような支援方策の見直し」について
所見の指摘を踏まえ、平成26年度予算においては
予算額を縮減するとともに、一層の事業の活用に
向けたこれまでの事例・成果の周知や働きかけ等
を進め、執行額と予算額の乖離の改善に努めるこ
ととする。また、本事業と地域森林計画編成事業
費補助金との連携等による効率的・効果的な予算
執行により、市町村等における森林情報等の一層
の整備・活用を通じ、適切な森林の整備及び保全
の推進を図ることとする。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

新24-
0020

前年度新規 ○

0202
日本を森林で元気にする国民運動総合対策事
業

108 108 108 － 88 - ▲88 - 現状通り
本事業は、平成25年度限りで終了し、新26-0026に
整理統合

林野庁 一般会計
（項）森林整備・保全費
　（大事項）森林整備・保全に必要な経費

新24-
0021

前年度新規 ○

0203 森林整備事業（独法・復興関連事業） 1,147 2,860 2,860 － - - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 林野庁（公共）
東日本大震災
復興特別会計

（項）森林整備事業費
　（事項）森林整備事業に必要な経費

0427

0204 治山事業（補助・復興関連事業） 623 6,289 4,743 － 144 - ▲144 - 現状通り 平成25年度限りで終了 林野庁（公共）
東日本大震災
復興特別会計

（項）治山事業費
　（事項）治山事業に必要な経費

0426 ○

0205 森林整備事業（直轄） 72,566 52,257 50,895 －
・活動が活性化するような実施方策の見直しを行
うべきであった。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了
・平成25年度より国有
林野特別会計から一般
会計(新25-0079)に移行

林野庁（公共）
国有林野事業

特別会計
（項）国有林野森林整備事業費
　（事項）国有林野森林整備事業に必要な経費

0447

0206 治山事業（直轄） 53,996 24,482 23,923 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了
・平成25年度より国有
林野特別会計から一般
会計(新25-0080)に移行

林野庁（公共）
国有林野事業

特別会計

（項）治山事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費
（項）北海道治山事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費
（項）離島治山事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費
　（大事項）奄美群島治山事業に必要な経費
（項）沖縄治山事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費

0448

0207 国有林野事業実施に必要な経費 11,933 13,031 12,041 －
・活動が活性化するような実施方策の見直しを行
うべきであった。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了

・平成25年度より国有
林野事業特別会計から
一般会計(新25-0055)に
移行

林野庁
国有林野事業

特別会計

（項）国有林野事業費
　（大事項）国有林野事業の事業実施に必要な経
費
（項）施設整備費
　（大事項）施設整備に必要な経費

0449

0208 森林整備事業（直轄・復興関係事業） 5,353 10,133 9,684 －
・活動が活性化するような実施方策の見直しを行
うべきであった。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了
・平成25年度より国有
林野特別会計から一般
会計(新25-0082)に移行

林野庁（公共）
国有林野事業

特別会計

（項）東日本大震災復旧・復興国有林野森林整備
事業費
　（大事項）東日本大震災復興に係る国有林野森
林整備事業に必要な経費

0455

0209 治山事業（直轄・復興関係事業） 3,074 9,572 9,002 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了
・平成25年度より国有
林野特別会計から一般
会計(新25-0083)に移行

林野庁（公共）
国有林野事業

特別会計

（項）東日本大震災復興治山事業費
　（大事項）東日本大震災復興に係る治山事業に
必要な経費
（項）東日本大震災復興北海道治山事業費
　（大事項）東日本大震災復興に係る治山事業に
必要な経費

0456

0000 鳥獣被害防止総合対策交付金（再掲）

0000 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金（再掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（再
掲）
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0000 農山漁村地域整備交付金（再掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）（再掲）

0000 農山漁村地域の基盤整備の震災対策（再掲）

0000
森林･林業･木材産業づくり交付金（ハ－ド、
ソフト）(再掲）

0000 林業普及指導事業交付金(再掲）

0000
特用林産物経営安定化･消費拡大総合対策事
業(再掲）

0000 森林整備加速化・林業再生事業(再掲）

0000 森林整備事業（補助）（再掲）

0000 治山事業（補助）（再掲）

0000 森林整備事業（独法）（再掲）

0000 森林整備事業（直轄）（再掲）

0000 治山事業（直轄)（再掲）

施策名：林業の持続的かつ健全な発展

0210 林業普及指導事業交付金 363 363 363 現状通り 358 358 - - 現状通り 引き続き、適切な事業執行に努める。 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

0267 ○

0211 森林整備効率化支援機械開発事業 85 85 85 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

0269 ○

0212
地域林業・木材産業機械設備リース導入支援
事業

382 382 382 －
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り

本事業は、引き続き基金事業として継続されるも
のであり、今後も適切な事業執行に努め、関係機
関を通じた本事業の普及活動に、より一層積極的
に取り組んで参りたい。

林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

0270 ○ ○

0213 先進林業機械改良･新作業ｼｽﾃﾑ開発事業 39 39 39 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

0271 ○

0214 ｢緑の雇用｣現場技能者育成対策事業 6,657 7,441 7,431 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成25年度からは、新25-0034に整理統合 予備費使用 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

0272 ○ ○

0215 日本型フォレスター活動･育成支援事業 148 148 95 －

・単位当たりコストの削減に努めること。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り
平成24年度で終了した事業であるが、所見で受け
た指摘については後継事業の新25-0035において改
善を行うこととする。

林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

0275 ○

0216
特用林産物経営安定化･消費拡大総合対策事
業

27 27 27 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

23 - ▲23 - 現状通り

平成26年度は、後継事業（特用林産物振興・新需
要創出事業）（新26-0024）において、小規模団体
でも応募し易いよう事業内容を品目別に細分化す
るなど、所見で受けた指摘について改善を行うこ
ととする。また、残りの事業実施期間において
は、適正なコスト意識のもと適切な執行管理に努
める。

林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

0276 ○

0217 先進的林業機械緊急実証・普及事業 1,100 - - － - - - - 現状通り 予算を繰越し、平成25年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

－ ○

0218 日本型フォレスタ－育成調査・研修改良事業 246 246 232 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り
平成24年度で終了した事業であるが、所見で受け
た指摘については後継事業の新25-0035において改
善を行うこととする。

林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

新24-
0022

○

0219 森林施業プランナー実践力向上対策事業 200 200 200 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

180 125 ▲55 ▲55 縮減

所見を踏まえ、、林業事業体等が主体的に行う取
組に国が支援する事業として見直し、
①　事業体が自ら実施できる事業体間の意見交換
会（ワークショップ）を廃止
②　研修の補助率について、従来の定額から１／
２に見直しすることを検討する。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」125

林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

新24-
0023

前年度新規 ○

19/38



平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
執行可能額

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考

0220 きのこ原木増産体制緊急支援事業 98 43 - － - - - - 現状通り 平成25年度限りで終了。 林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

新25-
0057

○

0221 先進林業機械開発促進事業 45 45 45 
事業内容の改

善

・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと。
・事業内容に沿った成果目標の設定。
・先進林業機械の早期普及に努めること。

45 - ▲45 ▲45 廃止

本事業は25年度で廃止する事業であるが、残りの
事業実施期間において、所見の指摘を踏まえ、成
果目標に②高性能林業機械を使用した素材生産の
割合を追加し改善を行うとともに、本事業の成果
を広くアピールすることとしている。

林野庁 一般会計
（項）林業振興対策費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

新24-
0024

前年度新規 ○

0222 森林保険事業 1,990 1,990 1,002 
事業内容の改

善
・コストの削減に努めること。 1,810 1,757 ▲52 ▲52 縮減

「事業内容の改善」について、執行額が低い原因
は保険事故が少なかった事によるものであり、保
険料収入等の減少に応じて要求額を減少した。ま
た、加入率及び契約加入面積の向上について、引
き続き、経由機関の窓口業務等を通じ、森林所有
者への働きかけを行うこととする。

林野庁
森林保険特別

会計

（項）森林保険費
　（大事項）保険金等の支払に必要な経費
（項）事務取扱費
　（大事項）保険事業運営に必要な経費

0451 ○

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（再
掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）（再掲）

0000
森林･林業･木材産業づくり交付金（ハ－ド、
ソフト）(再掲）

0000 森林整備地域活動支援交付金(再掲）

0000 森林整備加速化・林業再生事業(再掲）

施策名：林産物の供給及び利用の確保

0223 林業･木材産業改善資金造成費 20 20 20 現状通り 33 25 ▲9 - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努める。 林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

0277 ○

0224 林業信用保証事業交付金 325 325 325 現状通り 311 310 ▲1 - 現状通り 引き続き適切な事業執行に努める。 林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

0278 ○

0225
森林･林業･木材産業づくり交付金（ハード、
ソフト）

623 7,788 6,584 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り
本事業は、一部、25年度に繰り越して執行してお
り、今後とも適正なコスト意識のもと適切な執行
管理に努めて参りたい。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・林業等振興対策費
　（大事項）森林整備・林業等振興対策に必要な
経費

0245 ○

0226
木材産業体質改善対策事業
木材供給高度化設備リース促進事業

50 50 36 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

0280 ○ ○

0227
木材産業体質改善対策事業
木材産業体質強化促進事業

30 30 2 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

0279 ○ ○

0228 地域材供給倍増事業 1,018 1,018 999 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

554 - ▲554 - 現状通り 平成25年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

0281 ○

0229 地域材利用促進緊急利子助成事業 220 220 87 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 290 456 167 ▲43 縮減

執行額と予算額の乖離の改善のため裁量的経費を
削減等。

林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

0282 ○

0230 森林整備加速化・林業再生事業 89,759 89,759 89,759 － - - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。
基金事業としては平成25年度まで実施。

林野庁 一般会計
（項）森林整備・林業等振興対策費
　（大事項）森林整備・林業等振興対策に必要な
経費

－ ○ ○

0231 木材利用ポイント事業 41,000 41,000 41,000 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り
平成24年度限りで終了。
本事業の対象期間は25年度限りで終了。基金の精
算は平成26年度で終了。

林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

－ ○ ○

0232 林業経営基盤整備緊急利子助成事業 970 970 970 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り
平成24年度で終了。平成25年度は基金事業として
実施。平成26年度以降は0229に整理統合。

林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

－ ○ ○

0233 原木需給情報システム開発事業 303 - - － - - - - 現状通り 平成25年度限りで終了
H24補正予算事業であ
り、H25年度に全額繰越

林野庁 一般会計
（項）林産物供給等振興対策費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

－ ○

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（再
掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）（再掲）

0000
地域林業・木材産業機械設備リース導入支援
事業(再掲）

0000 林業普及指導事業交付金(再掲）
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0000
日本を森林で元気にする国民運動総合対策事
業(再掲）

0000 国有林野事業実施に必要な経費（再掲）

施策名：水産資源の回復

0234 船舶運航に要する経費 14,495 11,514 11,209 現状通り － 13,206 13,839 633 - 現状通り
　事業実施にあたっては引き続き適切な執行に努
めることとしたい。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0336

0235 漁場油濁被害対策費 53 53 41 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・単位当たりコストの削減に努めること。

43 38 ▲4 ▲4 縮減

　漁場油濁事故の発生は予想できるものではな
く、万が一の事故に備えて、防除・清掃事業及び
審査認定事業について一定の費用を確保している
ものであり、２４年度のように事故件数が少なく
支弁額が少ない場合は国庫に返納しており、合理
的な事業実施が図られているところである。ま
た、油濁被害防止対策事業（指導者養成・専門家
派遣）にかかるコストの削減については単価の見
直しを行い、一層のコストの削減に努めたい。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0300 ○ ○

0236 さけ・ます漁業協力事業費補助金 55 55 55 現状通り － 75 146 71 - 現状通り
　本事業については、特に問題点の指摘はなかっ
たため、引き続き適正な事業執行に努めて参る考
え。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0301 ○

0237 漁業調整委員会等交付金 191 191 191 現状通り － 189 187 ▲2 - 現状通り
　引き続き適切な事業執行に努めるとともに、適
正なコスト意識のもとで行われているか評価に努
めて参る考え。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0302 ○

0238 養殖対策 339 339 335 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

201 192 ▲9 ▲61 縮減

　「支出先の選定における競争性・透明性の一層
の向上」とのご指摘について、Ａについては、高
度に専門性を有する委託費であって、関係する者
がすべて共同研究機関として事業に参画してお
り、他に事業を実施する者がなく、一者応札とな
らざるを得ない状況にあることから、平成25年度
より、随意契約方式に移行することとした。Ｂに
ついては、入札者以外への潜在的事業実施者への
アンケート調査を実施し今後の事業展開に関する
要望等を聴取するとともに、より詳細な仕様書の
作成や、農水賞ＨＰへ過年度の成果報告書を掲載
する等事業結果の公表を引き続きおこなってまい
りたい。Ｃについては平成24年度限りで廃止し
た。Ｄは一者応札ではないが、今後とも一層の競
争性・透明性が図られるよう努めてまいりたい。
Ｅについては、事業公募においてより広く事業内
容を周知し、事業説明会を開催する等、事業のよ
り一層の競争性・透明性が図られるよう努めてま
いることとしたい。
また、ご指摘を踏まえ、予算の適正執行のため事
業の進捗状況の把握に努め、単位当たりのコスト
が妥当であるか注視し、要求額に反映した。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0304
0309

その他 ○ ○

0239 内水面漁業振興対策事業 210 210 209 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること

352 380 28 ▲11 縮減

　「支出先の選定における競争性・透明性の一層
の向上」については、Ａ、Ｃについては平成24年
度限りで廃止した。Ｂについては、高度に専門性
を有する委託費であって、関係する者がすべて共
同研究機関として事業に参画しており、他に事業
を実施する者がなく、一者応札とならざるを得な
い状況にあることから、平成25年度より、随意契
約方式に移行することとした。Ｄ、Ｆについて
は、事業公募においてより広く事業内容を周知
し、事業説明会を開催する等、事業のより一層の
競争性・透明性が図られるよう努めてまいること
としたい。
　「単位当たりのコスト削減」については、ウナ
ギについては、近年不漁が続いており、市場での
ウナギ価格が高騰しているため、放流用ウナギの
調達価格についても厳しい状況ではあるが、コス
ト増の原因である不漁への対策として平成25年度
から緊急調査等の事業を開始しており、資源管理
の取組等の推進とあわせて実施することにより、
今後もコスト削減に努めてまいりたい。
　また、カワウの行動の広域化に対応できるよう
に被害対策を広域的な連携の下で実施することに
より、被害額を減少させるための予算を新規要求
しているところ。その他の継続事業については、
見直しを行い、全体で６％減額して要求している
ところ。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0303 ○ ○

0240 捕鯨対策 1,612 1,612 1,490 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと

1,326 1,326 - - 現状通り

1者応札に対する対応として、引き続き事業者への
情報提供等としての過年度の報告書等の閲覧及び
貸与の実施、関係団体のホームページへの広告掲
載等、応募者数の増加が図られるよう対策を講じ
て参りたい。また、平成25年度事業より委託事業
については分割化にて対応しているが、今後の状
況により発注方法を見直すこととする。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0333 ○ ○
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0241 漁業資源調査に要する経費 2,514 2,514 2,403 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減努めること

2,333 2,633 300 - 執行等改善

　１者応募に向けた対応として、事業者へのアン
ケート結果を踏まえ、公募の期間延長等を講じて
きたところであるが、委託事業である調査・解析
等及び補助事業のうち海洋環境の変動による水産
資源への影響調査・資源変動メカニズム及び中・
長期的な資源動向を研究については、事業を実施
できる者は１者しかいないことから平成２５年度
の事業から相手先を特定して実施し、改善してい
る。また、漁場形成の偏りや卓越年級群の発生等
をリアルタイムに把握する取組等に対する補助事
業について、相手先を特定せず公募を実施する。
　なお、単位当たりコストについては、「我が国
周辺水域資源評価等推進事業」でコストが増加し
ているが、本事業は分母としている生物学的許容
漁獲量が資源調査結果により毎年変動するため、
事業の効率性は単に単位当たりコストの増減だけ
で判断はできないと考えている。
　今後とも適切な事業執行に努めてまいる。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0308 ○ ○

0242 有害生物漁業被害防止総合対策事業 578 578 578 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

504 504 - - 執行等改善

　１者応札応札の解消に向けては、事業者への情
報提供等として過年度の報告書の閲覧等を実施、
また、公募期間の拡大及び公示箇所の増加を行う
など、応募者数の増加が図られるように対策を講
じているところ。
　また、年度ごとの有害生物の出現状況等により
活動実績が左右されやすいという本事業の性格は
あるものの、出現時の防止等のみでなく、未然防
止の取組についても強化するなど、活動の充実を
図ってまいりたい。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0310 　 ○ ○

0243 有明海漁場環境改善技術開発事業 310 310 310 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

322 322 - - 執行等改善

『有明海漁場造成技術開発事業』（20～24年度）
においては2年以上連続で１者応札となっていたと
ころであるが、『各地域の特性に応じた有明海の
漁場環境改善実証事業』（平成25～29年度）につ
いては25年度が初年度であるため、26年度の支出
先選定にあたっては、入札者以外の潜在的事業実
施者へのアンケート調査を実施し今後の事業展開
に関する要望等を聴取するとともに、より詳細な
仕様書の作成や、農水省ＨＰへ過年度の成果報告
書を掲載する等事業結果の公表も引き続き行い、
「支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上」に努めて参りたい。また、コストについて
は、24年度も人件費等について効率化による削減
を行ったところであり、今後とも適切な事業執行
に努めて参りたい。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0311 ○

0244 赤潮・貧酸素水塊対策事業 140 281 273 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

238 214 ▲24 ▲24 縮減

　事業全体のコスト削減を図りつつ、1者応札案件
については、事業者へのアンケート調査を実施
し、その結果を踏まえ、過年度の事業報告書の閲
覧及び貸与の実施、公示期間や提案書提出期限を
より長く設定するなどの検討を行い、引き続き応
募者の増加が見込まれる対策を講じて参りたい。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0313 ○ ○

0245 合理的資源管理推進事業 173 173 173 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0312 ○

0246 地球温暖化対策推進費 63 63 63 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること

52 - ▲52 - 現状通り 　平成25年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0315 終実施年度 ○

0247 持続的漁業確保対策事業 17 17 16 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

83 76 ▲7 ▲7 縮減

　支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上に向けた取り組みとしては、事業者への情報
提供等として過年度報告書の閲覧等の実施、公示
期間の拡大、公示箇所増設の検討を行うなど、応
募者数の増加が図られるように対策を講じて参り
たい。
また、調査・分析に要する旅費や員数ついて見直
しを行い、一層のコスト削減を行って参りたい。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0316
0317

○

0248 漁場環境・生物多様性技術開発関連事業 478 478 471 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

416 385 ▲31 ▲31 縮減

　厳しい環境条件下におけるサンゴ増殖技術開発
実証及び水産生物の生活史に対応した漁場環境形
成推進事業の実施にあたっては、一般競争入札
（総合評価落札方式）の採用により、実施体制を
はじめ適正なコスト意識のもとで創意工夫を活か
した高品質・低コストでの成果達成を目指した提
案内容であるか評価するとともに、公募に当たっ
ては、一社応札を防ぎ競争性を確保するため、類
似事業者に対する入札に関するアンケート調査の
実施や計画書、提案書の作成が容易になるよう仕
様書の具体化、並びにこれまで実施した成果に関
する情報提供を行い更なる競争性の向上に努めて
参りたい。
　また、木材利用を促進する増殖技術開発事業に
ついては、高品質・低コストでの成果達成ができ
るよう、当事業の有識者委員会での意見も参考に
しつつ事業の適正な執行に努めて参りたい。
　２６年度要求においては、上記を踏まえコスト
削減を行い、要求額に反映した。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0318
0323
0322

○ ○

0249 再編整備等推進支援事業 125 125 125 － － 100 105 5 - 現状通り
　引き続き、適切な事業執行に努め、適正なコス
ト意識のもとで事業を推進して参りたい。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0355 終実施年度 ○ ○
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0250 漁場環境・生物多様性評価手法関連事業 116 116 115 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

21 19 ▲2 ▲2 縮減

　一者応札を防ぎ競争性を確保するため、類似の
事業者に入札に関するアンケート調査を実施する
とともに、より具体的な仕様書の作成に努めるべ
く、資料招請を行なうなど、競争性・透明性の一
層の向上を図ってまいりたい。また、調査に要す
る員数や分析費について見直しを行い、一層のコ
スト削減に努めたい。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0314
0320

○

0251 資源管理体制推進事業 520 520 492 現状通り － 445 422 ▲22 - 現状通り

　計画作成指導の回数を縮減するとともに、調査
整理等補助賃金等を精査・縮減し、要求額の見直
しを行った。
更に事業実施にあたっては、一事業単位当たりの
コストを適切に評価しつつ、適切な事業執行に努
めることとする。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0326 ○

0252 増殖対策 303 303 295 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

312 438 125 - 執行等改善

・「支出先の選定における競争性・透明性の一層
の向上」については、事業のより一層のPR活動や
事業の成果を公表することにより、広く研究機関
が応募しやすい環境を創設するよう努めるとも
に、事業が適正なコストで実施されるよう、応募
機関の課題提案内容の審査をより厳正に実施する
よう努めて参りたい。
・「平成24年度にさけ・ます類の漁業生産量が減
少した原因」については、太平洋側から放流され
た幼稚魚が降海後に大きく減耗していることが指
摘されていることから、その原因究明のために、
平成25年度から「太平洋サケ資源回復調査事業」
を開始したところである。
・「投資に対する成果」については、さけ・ます
資源高品質化事業の投資に対する成果について
は、まだ放流魚が回帰していないので明らかにす
るのは難しいが、本事業により適地放流手法が開
発されることにより、高品質なさけ・ます資源の
造成に寄与することとなる。
・「河川の環境対策等他事業との連携」について
は、内水面漁業振興対策事業において、内水面資
源の棲息環境を改善する手法等の技術開発を行っ
ているところ（レビューシート番号0239）。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0330
0329

その他 ○ ○

0253 国際漁業・輸入管理強化推進事業費 298 298 277 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

400 385 ▲15 - 執行等改善

　「支出先の選定のおける競争性・透明性の一層
の向上」を行うべく、関係業者に対してアンケー
トを実施し、応札の問題点を調査し、仕様書をわ
かりやすい表現にしたほか、公示期間を延ばすな
ど、適切な執行となるよう競争性・透明性の確保
に努めた。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0327 ○

0254 資源管理指針等推進事業 67 67 65 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

52 47 ▲5 - 執行等改善

　本事業は公募により補助金の交付者を選定して
おり、法人格をもたない任意団体等による応募も
可能とするなど、広く様々な団体が参入可能な条
件を整えている。しかしながら、大臣管理漁業の
資源管理指針、資源管理計画を推進するという事
業目的に取り組む民間団体等が限られていること
もあり、結果として、資金の流れCについては１つ
の公募区分に対し１者が応募、また、資金の流れ
B、D、E、Fについては、２つの公募区分に対しそ
れぞれ２者ずつが応募し、ともに採択されてい
る。
　今後は、資金の流れB～Fにかかる３つの公募区
分について、応募の単位を細分化し、事業内容の
一部を選択的に応募することを可能とし、幅広い
関係者が事業に取り組み易くなるよう柔軟に見直
す。また、公募期間の拡大、事業のPRをあわせて
実施し、応募者数の増加が図られるよう対策を講
じ、支出先の選定における競争性・透明性を一層
向上させるよう努める。
　また、本事業にかかる単位当たりコストは減少
傾向にあるが、今後も適宜、事業コストにかかる
評価を行う。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0332 　 ○

0255 海外漁場持続的操業確保連携強化事業 47 47 47 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること

47 51 4 - 現状通り

　本事業は、25年度で終了するが、事業内容の重
要性を鑑み、26年度は組替新規とし予算要求する
こととした。今後は、類似事業を実施する場合は
外部有識者の所見どおり本事業の狙いが担保され
るような事業者選定の方法について検討するとと
もに、公募を行う場合はPRを幅広く行うなど一層
の競争性・透明性に努める。また、コスト削減に
ついては、為替の影響を考慮しつつも効率化を行
い適切な事業執行に努めることとする。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0305 終実施年度 ○

0256 さけ・ます陸揚検査事業費 12 12 12 現状通り － 10 9 ▲0 - 現状通り
　本事業については、特に問題点の指摘はなかっ
たため、引き続き適正なコスト意識の下、適切な
事業の執行に努めて参る考え。

水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

0334 ○

0257 日本沿岸域藻場再生モニタリング事業 46 46 46 － － - - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了。 水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
（事項）水産資源回復対策に必要な経費

新24-
0026

○

0000
国際機関を通じた農林水産業協力拠出金（再
掲）

0000 国際分担金（再掲）

0000 強い水産業づくり交付金（再掲）
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施策名：漁業経営の安定

0258 漁業共済事業実施費等補助金 447 447 447 現状通り － 402 387 ▲15 - 現状通り 　引き続き、適切な予算執行に努める。 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0337 ○

0259 漁業経営維持安定資金 480 480 341 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

470 572 102 - 執行等改善

・執行額と予算額の乖離の改善
　下期に融資実行が集中し、利子助成金が発生し
なかったこと等が原因であるが、毎月の金利の変
動状況も考慮しつつ必要 低限の概算要求とす
る。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
　事業Ｆは、他に行える民間団体が存在しない状
況であるため25年度から特定で実施している。
・活動が活性化するような支援方策の見直し
　26年度要求においては、各事業の実状を踏ま
え、資金需要に応じた融資枠とするなどの見直し
を実施する。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0338
0353
0368
0369

○

0260 沿岸漁業改善資金造成費補助金 9 9 - 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 8 7 ▲1 ▲1 縮減

　平成24年度においては、貸付件数が334件と昨年
度並みの実績を有している。平成25年度において
は資金造成が予定されているところであり、引き
続き、沿岸漁業者に対して更なる制度の周知を行
い、資金需要の増加を図る。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0339 ○ ○

0261 水産業改良普及事業交付金 75 75 75 現状通り － 71 69 ▲1 - 現状通り
　本事業は特に問題はないものの、引き続き適切
な事業執行に努め、事業が適正なコスト意識のも
とで行われているか評価を行うこと。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0340 ○

0262 独立行政法人水産大学校に要する経費 2,197 2,197 2,152 現状通り － 1,673 1,975 302 - 現状通り
　引き続き適切な事業執行に努め、事業が適正な
コスト意識のもとで行われているか評価を行う。

水産庁 一般会計

（項）独立行政法人水産大学校運営費
（事項）独立行政法人水産大学校運営費交付
金に必要な経費

（項）独立行政法人水産大学校施設整備費
（事項）独立行政法人水産大学校施設整備に
必要な経費

0341 　

0263 漁業信用保証保険事業 1,009 1,009 653 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

753 902 150 - 執行等改善

・執行額と予算額の乖離の改善
　平成26年度概算要求にあたって、本事業の執行
見込調査を行い保証見込額を十分に精査し算定し
た結果、減額とした。
（平成24年度保証見込額525億円→平成26年度概算
要求保証見込額305億円）
・活動が活性化するような支援方策の見直し
　本事業は、代位弁済後の回収金減少分を国が支
援する事業であり、補助対象資金のうち運転資金
の事故率の引き上げ（3.7％→3.8％）を行った。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0342
新25-
0075
0367

○

0264 水産業振興型技術開発事業 30 30 29 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること

- - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0343 ○

0265 福祉対策事業 200 200 200 
事業内容の改

善
・単位当たりコストの削減に努めること。 200 200 - - 現状通り

　単位当たりコストが前年度を上回ったのは漁業
者年金の新規加入者数が前年比９割に留まったた
めであるが、新規加入者数を増やすためには幅広
い加入促進活動が必要であることから、適正なコ
スト意識のもとで事業を推進して参りたい。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0347 ○

0266
効率的・安定的沿岸漁業促進事業（漁業者の
経営改善支援）

56 39 38 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0349 ○

0267 漁業経営安定対策事業費 29 29 29 現状通り － 25 18 ▲7 - 現状通り 　引き続き、適切な予算執行に努める。 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0348 　 ○

0268 漁船安全操業対策事業 27 18 18 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0350 ○

0269 漁業構造改革総合対策事業 8,000 11,000 11,000 現状通り － - 2,000 2,000 - 現状通り

　国際競争力があり、燃油価格の高騰等厳しい環
境下でも操業できる効率的な経営への転換を図る
ため、引き続き、適正なコスト意識のもと、適切
な事業執行に努める。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0366 ○

0270 漁場機能維持管理事業 2,357 2,418 2,377 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

3,018 3,101 83 - 執行等改善

　事業実施者の選定にあたっては、農林水産省の
HP等を通じて一定期間、広く公募を行ったとこ
ろ。また、外国漁船の投棄漁具回収量について、
当初見込み993トンのところ、活動実績991トンと
なり、2トン（0.2％相当）の減少となったが、当
初見込みをほぼ達成したものと考える。
　これらを踏まえ、「支出先の選定における競争
性・透明性の一層の向上」については、公募期間
を長くすること、公募要領の事業内容について詳
細に記載することにより対応することを検討す
る。「活動が活性化するような支援方策の見直
し」については、引き続き適切な事業執行に努め
る。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0352 ○

0271 漁業経営セーフティーネット構築事業 5,782 5,782 5,782 現状通り － 3,500 8,500 5,000 - 現状通り
引き続き適切な執行に努め、適正なコスト意識の
もとで事業を実施していくこととする。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0358 ○ ○

0272 国際規制関係漁業経営安定パイロット事業 325 317 317 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0359 ○
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0273 漁協経営再建支援事業 190 190 169 

事業内容の改
善

事業全体の抜
本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

180 - ▲180 ▲180 廃止

○公開プロセスの対象となった事業は２５年度限
りで廃止。
○事業実施に当たり、経営不振を招いた漁協の経
営責任、早期の経営再建、経営改善計画の策定等
について改善を求める指摘を受けたことから、平
成26年度以降の漁協対策において、以下のとおり
内容を見直す。
・漁協の経営責任・自助努力について、役員の交
代や役員報酬の削減等を行い漁協の経営責任の明
確化を行うとともに、組合員賦課金の引き上げや
減資等を行うことで組合員の自助努力を明確化さ
せる。
・著しい経営悪化の状態に陥る前の段階で合併に
より経営改善を図ろうとする漁協についても事業
対象とし、漁協の早期の経営再建を図る。
・繰越欠損金の原因分析と現実的な経営改善計画
の策定について、「漁協系統経営・組織力基盤強
化促進事業」と連携させ、経営改善計画策定に時
間を要している漁協に対し、公認会計士等の外部
専門家を積極的に活用して、繰越欠損金の原因分
析や今後の事業改革なども含めた実効性の高い経
営改善計画の策定を支援する。
・国の助成は利子及び保証料の1/2にとどめるとと
もに、組合員や債権者たる信用漁業協同組合連合
会等にも応分の負担を求め、モラルハザードの防
止を図る。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0360 終実施年度 ○

0274 中小漁業関連資金融資円滑化事業費補助金 160 160 11 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

113 10 ▲103 ▲103 縮減

　平成26年度概算要求において、漁協経営改革支
援資金に係る事業については漁協経営改善推進事
業（新26-0029）にて要求している。よって、本事
業については、それ以外の事業について、執行額
と予算額の乖離の改善を図るため、算出に使用し
ている保証残高見込額の見直しにより減額要求を
行った。また、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上について、事業の専門性から業
務を確実に履行できるかについてのリスク判断が
なされること、管理運営事業費がコスト面から見
合わないことの理由により１社応募となったこと
から、事業先の特定についても検討する。なお、
活動が活性化するような支援方策の見直しについ
ては、平成26年度より後年度負担についてのみの
事業となることから、実施要領等に基づき適正な
事業執行を行う。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0361 ○

0275 漁協系統組織改革加速化事業 56 56 55 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること

- - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0362 ○

0276 漁業信用基金協会組織強化対策事業費 31 31 24 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0364 ○

0277 漁業収入安定対策事業費 38,647 38,647 38,647 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

24,529 28,547 4,018 - 現状通り

　本事業は、平成23年度からスタートした資源管
理・漁業経営安定対策の事業であるが、新たに養
殖業の経営安定対策として、本事業において計画
生産の仕組みに参加する業者への支援や、加入要
件の多様化を図る見直しを行い目標達成を目指す
こととする。
また、本事業のうち収入安定対策運営費について
は、引き続き、適切な予算執行に努める。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0365 ○

0278 漁船等環境保全・安全推進技術開発事業 164 164 164 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

127 29 ▲98 ▲98 縮減

・当事業のうち、漁船リニューアル促進技術開発
事業については、平成２４年度限りで終了したと
ころ。電動漁船等地球環境保全型漁船の技術開発
事業及び漁船復原性向上対策緊急事業について
は、平成２５年度限りで終了する。
・平成25年度より開始した「水産業の省エネ・省
コスト新技術実証事業」については、競争性を十
分確保できるよう、事業の周知や公募時期の配慮
等の対応を図り、より競争性が確保できるよう努
めて参りたい。
・事業の実施にあっては、外部委員により事業計
画の妥当性の検討と結果の検証を行う。また、事
業経費の内訳を確認し、事業が適正なコスト意識
のもとに行われているか評価を行うこととする。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（大事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0345 ○

0279 漁業共済再共済金支払資金借入金利子交付金 5 5 5 現状通り － 12 30 18 - 現状通り 　引き続き、適切な予算執行に努める。 水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

0370 ○

0280
新規漁業就業者総合支援事業
（平成24年度までの事業名：漁業就業者確保・育成
対策事業）

896 1,116 935 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと

832 851 19 - 現状通り

　公募については、平成24年度も結果的に１者応
札となったものの、他の民間団体等からも問い合
わせがあるなど応募が見込めたことから、一定の
競争性は確保されていたものと考えている。な
お、平成25年度以降は基金化のため、公募は実施
しないが、引き続き競争性・透明性の一層の向上
を図りたい。
また、成果目標達成のため、新規事業の導入や既
存事業の拡充を検討していく。

水産庁 一般会計
（項）漁業経営安定対策費
（事項）漁業経営安定対策に必要な経費

新24-
0027

前年度新規 ○ ○

0281 漁船損害等補償制度関係事業 21,874 21,874 10,948 
事業内容の改

善
・コストの削減に努めること。 10,334 7,368 ▲2,966 ▲961 縮減

漁船保険中央会交付金の算定に当たり、 新の統
計等から加入計画の見積りを厳密に行うことで平
成26年度要求額を減額した。

水産庁
漁船再保険及
び漁業共済保
険特別会計

（項）漁船再保険費及交付金
　（事項）再保険金等の支払に必要な経費
　（事項）漁船保険中央会交付金に必要な経費
（項）漁船特殊再保険費
　（事項）再保険金等の支払に必要な経費
（項）給与再保険費
　（事項）再保険金等の支払に必要な経費
（項）業務取扱費
　（事項）漁業協同組合事務費交付金に必要な経
費

0452 その他 ○
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0282 漁業災害補償制度関係事業 14,058 14,058 8,923 
事業内容の改

善
・コストの削減に努めること。 8,883 8,802 ▲81 ▲149 縮減

漁業共済組合連合会交付金の算定に当たり、 新
の統計等から加入計画の見積りを厳密に行うこと
で平成26年度要求額を減額した。

水産庁
漁船再保険及
び漁業共済保
険特別会計

（項）漁業共済保険費及交付金
　（事項）保険金等の支払に必要な経費
　（事項）漁業共済組合連合会交付金に必要な経
費

0453 ○

0000 強い水産業づくり交付金（再掲）

0000 再編整備等推進支援事業（再掲）

施策名：漁村の健全な発展

0283 漁港海岸事業 684 614 413 
事業全体の抜

本的改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・適切な事業執行に努めること
・引き続き、コストの削減に向けて不断の見直し
を実施すること

689 909 220 - 執行等改善

上記所見における指摘のうち、「執行額と予算額
の乖離の改善」については、事業主体の状況を的
確に把握し、適宜調整するなどにより確実に消化
できる予算措置に努める。また、「支出先の選定
における競争性・透明性の一層の向上」について
は、今後、事業者へのアンケート実施や十分な応
募検討期間の確保等により、入札者が増加するよ
うに対策を検討する。更に、「適切な事業執行」
に関しては、事業実績について適正に検査を実施
するなどの対応を講じて参りたい。なお、上記所
見の記述にある「平成24年度の執行率が44%」は
67%の誤りであったところ。「予算額・執行額」の
欄を修正している。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」289

水産庁（公共） 一般会計
（項）海岸事業費
　（大事項）海岸事業に必要な経費

0417 その他 ○

0284 水産基盤整備事業（補助） 47,916 30,200 21,049 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・適切な事業執行に努めること
・引き続き、コストの削減に向けて、不断の見直
しを実施すること

27,595 32,856 5,261 - 執行等改善

　中央防災会議等の議論を踏まえ各地で進められ
ている想定津波力や地震力の見直しを行っている
ことや24補正予算の成立時期が年度末であったこ
とが執行率低下や繰越増加の要因であることを踏
まえ、地域が求める防災対策の早期効果が発現で
きるよう、これまで以上に漁港管理者との情報交
換を密にし工程管理を徹底することで、確実な執
行に努める。
　また、既存施設を 大限有効活用できるよう、
老朽化対策の着実な実施、防災力強化に向けて機
能診断調査の有効活用等により､コスト削減に努め
る。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」7,088

水産庁（公共） 一般会計
（項）水産基盤整備費
　（大事項）水産基盤整備に必要な経費

0418 ○

0285 水産基盤整備事業（直轄） 4,419 3,140 3,087 
事業内容の改

善

・適切な事業執行に努めること。
・引き続き、コストの削減に向けて、不断の見直
しを実施すること。
・支出先選定における競争性・透明性の一層の向
上を図ること。

2,612 3,363 751 - 執行等改善

　フロンティア漁場整備事業においては、24補正
予算の成立時期が年度末であったことが繰越増加
の要因であることを踏まえ、契約手続きを早期に
進めるとともに工事の工程管理を厳格に行う等、
適切な事業執行に努める。また、設計段階からリ
サイクル材等を活用する等、経済的な構造の採用
に努める。
　水産基盤整備調査においては、前年度１者応札
となった調査の契約方法について見直しを行う。

要求額のうち「新しい
日本のための優先課題
推進枠」2,400

水産庁（公共） 一般会計
（項）水産基盤整備費
　（大事項）水産基盤整備に必要な経費

0419

0286 強い水産業づくり交付金 9,024 11,895 5,194 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

6,138 7,000 862 - 現状通り

・６次産業化を一層推進するためには、漁村共通
の課題を調査・検討し、その成果を全国に普及す
ることが重要となっている。このため、現地調査
や講習会、組織の育成等の活動が活性化するよう
引き続き効果的な事業の推進を図って参りたい。
・平成２６年度において、公募やヒアリングの時
期を見直すことにより、執行の円滑化に努め、当
初の見込みに見合った活動となるよう改善を図
る。

水産庁 一般会計
漁村振興対策費
（事項）漁村振興対策に必要な経費

0378 その他 ○

0287
国産水産物需給変動調整事業
（旧名称：国産水産物安定供給推進事業）

352 352 348 現状通り － 220 220 - - 現状通り

　引き続き漁況、海況、産地価格のすう勢などを
踏まえつつ、実施対象水産物の選定を行うととも
に、事業の実施段階において、保管料、加工賃な
どの経費がより低廉となるように努め、魚価の下
落を緩和し漁業者の手取りの確保が図られるよう
効果的・効率的な執行に努めることとし、２６年
度概算要求額は前年度予算額と同額を要求するこ
ととする。

水産庁 一般会計
（項）漁村振興対策費
（事項）水産物加工・流通等対策に必要な経
費

0371 ○ ○

0288 環境・生態系保全対策 382 382 366 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
漁村振興対策費
（事項）漁村振興対策に必要な経費

0373 　 ○

0289
水産物フードシステム品質管理体制構築推進
事業費

74 74 71 － － - - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）漁村振興対策費
（事項）水産物加工・流通等対策に必要な経
費

0375 ○

0290 離島漁業再生支援交付金 1,235 1,235 1,047 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

1,235 1,235 - - 現状通り

　「執行額と予算額の乖離の改善」については、
活動実績が当初見込みを下回ることのないよう、
事業実施要望の的確な把握を行う。「活動が活性
化するような支援方策の見直し」については、執
行状況に応じて追加要望を募る等、都道府県に対
し指導を行い適切な事業執行に努める。

水産庁 一般会計
漁村振興対策費
（事項）漁村振興対策に必要な経費

0378 ○

0291 廃船FRP漁船の魚礁等への活用実証事業 14 14 14 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

43 - ▲43 - 現状通り 　平成25年度限りの事業 水産庁 一般会計
漁村振興対策費
（事項）漁村振興対策に必要な経費

0381 終実施年度 ○

0292
ＨＡＣＣＰ対応のための水産加工・流通施設
の改修支援事業

2,500 - - － － - 2,500 2,500 - 現状通り
　予算を全額繰り越して事業を実施中。事業終了
後、施設の改修の内容、当該施設の利用状況及び
輸出の状況などの確認を行う。

水産庁 一般会計
（項）漁村振興対策費
（事項）水産物加工・流通等対策に必要な経
費

- ○
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0293
水産加工･流通施設のＨＡＣＣＰ対応支援事
業

- 100 99 － － - - - - 現状通り 　平成24年度限りで終了 水産庁 一般会計
（項）漁村振興対策費
（事項）水産加工・流通施設の高度衛生管理
対策事業に必要な経費

- ○

0294 水産物流通情報発信・分析事業 87 87 86 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

75 67 ▲7 ▲7 縮減

・支出先の選定については、上記事業の効率性に
記載のとおり、引き続き競争性・透明性について
は点検結果に記載のとおり引き続き改善を行う。
・活動実績の見込みを下回っていることは、上記
事業の有効性に記載のとおり、25年度については
上記を踏まえ、見込みを修正済み。
・「活動が活性化支援方策の見直し」について
は、本事業で実施する「水産物流通調査」は元々
統計部で実施されており、かつ全国の水産物の需
給動向を把握するための唯一の統計調査である。
当該調査で整備した水揚げ量・価格や在庫量等を
情報発信することにより、市場動向を反映した効
率的な生産を促され、消費拡大に寄与することが
期待されることから水産物の食料需給率向上施策
を迅速かつ的確に講じる基礎とする。

水産庁 一般会計
（項）漁村振興対策費
（事項）水産物加工・流通等対策に必要な経
費

新24-
0028

前年度新規 ○

0295 漁港のエコ化推進事業 48 48 48 － － 50 - ▲50 - 現状通り 　平成25年度限りで終了 水産庁 一般会計
漁村振興対策費
（事項）漁村振興対策に必要な経費

新24-
0029

前年度新規 ○

0296 水産基盤整備事業（補助・復興関連） 3,516 2,580 1,484 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・適切な事業執行に努めること。
・引き続き、コストの削減に向けて、不断の見直
しを実施すること。

1,165 - - - 執行等改善

　中央防災会議等の議論を踏まえ各地で進められ
ている想定津波力や地震力の見直しを行っている
ことや24補正予算の成立時期が年度末であったこ
とが執行率低下や繰越増加の要因であることを踏
まえ、地域が求める防災対策の早期効果が発現で
きるよう、これまで以上に漁港管理者との情報交
換を密にし工程管理を徹底することで、確実な執
行に努める。
　また、既存施設を 大限有効活用できるよう、
老朽化対策の着実な実施、防災力強化に向けて機
能診断調査の有効活用等により､コスト削減に努め
る。

一般会計から本特別会
計への繰入れについて
は、財務大臣が、東日
本大震災からの復興の
ための財源を捻出する
ため、既定の方針に
従って所要額を要求す
る。

水産庁（公共）
東日本大震災
復興特別会計

（項）水産基盤整備費
　（大事項）水産基盤整備に必要な経費

0429 ○

0000 鳥獣被害防止総合対策交付金（再掲）

0000 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金（再掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（再
掲）

0000 農山漁村地域整備交付金（再掲）

0000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）（再掲）

0000 農山漁村地域の基盤整備の震災対策（再掲）

施策名：農林水産分野の研究開発

0297 農林水産政策研究調査委託費 91 91 87 現状通り 83 75 ▲8 - 現状通り
所要額を精査し、単位当たりコストの削減を図る
とともに、事業の中間段階及び終了段階において
適切な事業評価を引き続き実施する。

大臣官房 一般会計
（項）農林水産政策研究所
　（大事項）農林水産業政策研究に必要な経費

0010 　

0298 沖縄県試験研究機関整備の助成に要する経費 43 43 40 現状通り 42 42 ▲0 - 現状通り
引き続き適切な事業執行と、経費の効率的な執行
に務める。

農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
 （大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必要
な経費

0196 その他 ○

0299
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構に要する経費

46,970 37,091 37,012 現状通り 34,380 36,451 2,071 - 現状通り
運営費交付金について、引き続き適切な事業執行
と、経費の効率的な執行に務める。

農林水産技術会
議事務局

一般会計

（項）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構運営費
（大事項）独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構運営費交付金に必要な経費

（項）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構施設整備費
（大事項）独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構施設整備に必要な経費

0197 ○

0300
独立行政法人農業生物資源研究所に要する経
費

10,391 6,725 6,716 現状通り 6,492 6,700 208 - 現状通り
運営費交付金について、引き続き適切な事業執行
と、経費の効率的な執行に務める。

農林水産技術会
議事務局

一般会計

（項）独立行政法人農業生物資源研究所運営費
（大事項）独立行政法人農業生物資源研究所運営
費交付金に必要な経費

（項）独立行政法人農業生物資源研究所施設整備
費
（大事項）独立行政法人農業生物資源研究所施設
整備に必要な経費

0198 ○

0301
独立行政法人農業環境技術研究所に要する経
費

5,450 2,839 2,839 現状通り 2,854 3,044 189 - 現状通り
運営費交付金について、引き続き適切な事業執行
と、経費の効率的な執行に務める。

農林水産技術会
議事務局

一般会計

（項）独立行政法人農業環境技術研究所運営費
（大事項）独立行政法人農業環境技術研究所運営
費交付金に必要な経費

（項）独立行政法人農業環境技術研究所施設整備
費
（大事項）独立行政法人農業環境技術研究所施設
整備に必要な経費

0200 ○

※

27/38



平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
執行可能額

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考

0302
独立行政法人国際農林水産業研究センターに
要する経費

3,409 3,409 3,409 現状通り 3,170 3,462 292 - 現状通り
運営費交付金について、引き続き適切な事業執行
と、経費の効率的な執行に務める。

農林水産技術会
議事務局

一般会計

（項）独立行政法人国際農林水産業研究センター
運営費
（大事項）独立行政法人国際農林水産業研究セン
ター運営費交付金に必要な経費

（項）独立行政法人国際農林水産業研究センター
施設整備費
（大事項）独立行政法人国際農林水産業研究セン
ター施設整備に必要な経費

0199 ○

0303
基礎的研究業務（イノベーション創出基礎的
研究推進事業）

4,406 4,406 4,406 現状通り 2,358 - ▲2,358 - 現状通り 本事業は、平成25年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

一般会計

（項）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構運営費
　（大事項）独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構運営費交付金に必要な経費

0209 ○

0303
-2

民間研究促進業務（民間実用化研究促進事
業）

300 300 86 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・事業ごとの明確な数値目標を設定し、成果の測
定を適切に行うこと。
・成果物を有効活用すること。

- - - - 現状通り

本事業は、予算事業としては、24年度で終了する
事業であるが、26年度まで基金事業として委託事
業を実施する予定であり、さらに売上納付期間が
あり、37年度末までの事業となっており、所見で
受けた指摘については、事業量に見合った管理費
となるよう一層のコスト縮減に努めることとす
る。

農林水産技術会
議事務局

財政投融資特
別会計

（項）産業投資支出
（事項）産業投資に必要な経費

- ○

0304
新たな農林水産政策を推進する実用技術開発
事業

3,820 3,820 3,798 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了。 平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
 （大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必要
な経費

0210 ○

0305 新農業展開ゲノムプロジェクト 2,416 2,416 2,416 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了。 平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0211 ○

0306
鳥インフルエンザ、BSE、口蹄疫等の効率的
なリスク低減技術の開発

556 556 556 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了。 平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0212 ○

0307
生産・流通・加工工程における体系的な危害
要因の特性解明とリスク低減技術の開発

346 346 346 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了。 平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0213 ○

0308
生物の光応答メカニズムの解明と省エネル
ギー、コスト削減技術の開発

202 202 202 － - - - - 現状通り
本事業は24年度で終了した事業であるが、本事業
の後継事業（新25－0054）において本事業の成果
を有効に活用することとしている。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0215 ○

0309 国際研究交流の推進に要する経費 67 67 67 －
・単位当たりコストの削減に努めること。
・成果目標の設定に工夫。

15 - ▲15 - 現状通り

・研究活動のグローバル化に積極的に対応し、我
が国の農林水産研究が、引き続き国際社会から期
待される主導的役割を占め、国際的に貢献してゆ
くためには、グローバルに活躍できる人材を育成
していくことが極めて重要である。本事業は平成
25年度までの予算であることから、来年度以降の
予算要求において我が国の研究力の向上に資する
ような予算の要求を検討していきたい。
・「単位当たりのコストの削減」及び「成果目標
の設定に工夫」についても、今後の予算要求の際
には本事業で培ってきた経験を生かし、反映させ
たい。

平成25年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0204 終実施年度 ○ 　

0310
気候変動に対応した循環型食料生産等の確立
のための技術開発

1,282 1,282 1,281 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

1,262 233 ▲1,029 - 執行等改善

本事業は、26年度から事業の一部を組み替えるも
のであり、所見で受けた指摘については、後継事
業（新26－0036）において改善を行うとともに、
引き続き適切な事業執行と、経費の効率的な執行
に務める。

農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0216 ○

0311 アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト 468 468 468 － - - - - 現状通り

本事業は24年度で終了した事業であるが、所見で
受けた指摘については、本事業の後継事業（新25
－0052）において、本事業の成果を有効に活用す
ることとしている。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0217 ○

0312
自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価
値化技術の開発

404 404 404 －
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと。

- - - - 現状通り

本事業は24年度で終了した事業であるが、所見で
受けた指摘については、本事業の後継事業（新25
－0052）において、本事業の成果を有効に活用す
ることとしている。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0218 ○

0313
水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活
用技術の開発

325 325 325 －
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと。

- - - - 現状通り

本事業は平成24年度で事業を組み替えたものであ
るが、所見で受けた指摘については、終了年度を
迎える前のものであることから、本事業の後継事
業「国産農産物の革新的低コスト実現プロジェク
ト」（新25-0054）において引続き目標達成にむけ
て研究を進めていく。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0219 ○

0314 レギュラトリーサイエンス新技術開発事業 241 241 236 
事業内容の改

善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

199 179 ▲20 - 執行等改善

行政事業レビュー推進チームの所見を踏まえ、公
募条件等について、学会・各種団体等を通じた情
報提供、説明会やメールマガジン等を活用した情
報提供の取組を充実するとともに、応募者が準備
期間を確保できるよう、十分な公募期間を確保す
ることにより、支出先の選定における透明性・競
争性の一層の向上を図る。

農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
 （大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必要
な経費

0220 ○

0315
農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシス
トシステムの開発

200 200 200 －
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと。

- - - - 現状通り

本事業は平成24年度で事業を組み替えたものであ
るが、所見で受けた指摘については、終了年度を
迎える前のものであることから、本事業の後継事
業「国産農産物の革新的低コスト実現プロジェク
ト」（新25-0054）において引続き目標達成にむけ
て研究を進めていく。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0221 ○
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平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
執行可能額

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考

0316 地域における産学連携支援事業 130 130 130 －
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

106 - ▲106 - 現状通り

平成25年度限りで終了。
本事業は平成26年度から、本事業の後継事業（新
26-0038）において実施する予定であるが、所見で
受けた指摘については、引き続き、適切かつ効率
的な予算の執行に努める。

平成25年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
 （大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必要
な経費

0222 ○

0317
農林水産物・食品の機能性等を解析・評価す
るための基盤技術の開発

380 380 380 － - - - - 現状通り

平成25年度限りで終了。
本事業は平成26年度から、本事業の後継事業（新
26-0038）において実施する予定であるが、所見で
受けた指摘については、引き続き、適切かつ効率
的な予算の執行に努める。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0223 ○

0318
画期的な農畜産物作出のためのゲノム情報
データベースの整備

300 300 300 － 270 - ▲270 - 現状通り

本事業は、25年度限りで終了する事業である
が、、本事業の後継事業「技術でつなぐバリュー
チェーン構築のための研究開発（新26-0034）」に
おいて引き続き研究を進めていくとともに、本事
業の成果を有効に活用することとしている。

平成25年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0224 ○

0319
海洋微生物解析による沿岸漁業被害の予測・
抑制技術の開発

113 113 113 － - - - - 現状通り
本事業は24年度で終了した事業であるが、本事業
の後継事業（新25－0055）において本事業の成果
を有効に活用することとしている。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

0225 ○

0320
農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造
のための技術開発

599 599 595 
事業全体の抜

本的改善

・他省庁との類似事業の一本化・連携を行うこ
と。
・生産者の収益性、経営力強化につながるのかと
いう視点が必要である。
・採算性の見通しが立たない場合は廃止も含めて
検討すべきである。
・研究の実用化に際して、初期投資や運営費に補
助金を入れないと採算が合わないようなものは実
施しないこと。

545 436 ▲109 ▲172 縮減

公開プロセスの指摘を踏まえ、事業内容をバイオ
マス原料の育種・栽培技術、現場実証等に係る課
題に限定し、エネルギーへの変換技術等、他省庁
と類似する研究課題については、他省庁の研究成
果を活用することとして廃止する等の改善を行
う。

平成25年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

新24-
0017

前年度新規 ○

0321
ゲノム情報を活用した家畜の革新的な育種・
繁殖・疾病予防技術の開発

380 380 380 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り
本事業は24年度で終了した事業であるが、所見で
受けた指摘については、本事業の後継事業（新25
－0051）において改善を行うこととする。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

新24-
0018

○

0322
天然資源に依存しない持続的な養殖生産技術
の開発

320 320 320 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

- - - - 現状通り
本事業は24年度で終了した事業であるが、所見で
受けた指摘については、本事業の後継事業（新25
－0055）において改善を行うこととする。

平成24年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産業研究開発費
　（大事項）農林水産分野の研究開発の推進に必
要な経費

新24-
0019

○

0323
独立行政法人森林総合研究所研究・育種勘定
に要する経費

10,220 11,147 11,147 現状通り 8,909 9,689 781 - 現状通り 引き続き、適切な事業執行に努める。 林野庁 一般会計

（項）独立行政法人森林総合研究所運営費
　（大事項）独立行政法人森林総合研究所運営費
交付金に必要な経費
（項）独立行政法人森林総合研究所施設整備費
　（大事項）独立行政法人森林総合研究所施設整
備費補助金

（項）東日本大震災復旧・復興独立行政法人森林
総合研究所施設整備費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る独立
行政法人森林総合研究所施設整備に必要な経費

0283
0298

○

0324
独立行政法人水産総合研究センターに要する
経費

16,942 18,795 17,033 現状通り － 14,626 14,766 140 - 現状通り
引き続き適切な事業執行に努め、事業が適正なコ
スト意識のもとで行われているか評価を行う。

水産庁 一般会計

（項）独立行政法人水産総合研究センター運
営費
（事項）独立行政法人水産総合研究センター
運営費交付金に必要な経費

（項）独立行政法人水産総合研究センター施
設整備費
（事項）独立行政法人水産総合研究センター
施設整備に必要な経費

0382

0325
独立行政法人水産総合研究センターに要する
経費（復興関連事業）

3,969 3,969 1,679 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

2,290 - ▲2,290 - 現状通り
今後とも適切な事業執行に努め、事業が適正なコ
スト意識のもとで行われているか評価を行う。

水産庁
東日本大震災
復興特別会計

【特別会計】
（項）独立行政法人水産総合研究センター運
営費
（事項）独立行政法人水産総合研究センター
運営費交付金に必要な経費

0403

施策名：農林水産分野の地球環境対策

0326
農林水産分野における地球環境対策推進手法
開発事業

36 36 36 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・単位当たりコストの削減に努めること

49 - ▲49 - 現状通り 平成25年度限りで終了 大臣官房 一般会計
（項）農林水産業地球環境対策費
　（大事項）農林水産分野の地球環境対策に必要
な経費

0011 ○

0327 農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 20 20 18 
事業内容の改

善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。
・成果物の十分な活用を図ること
・適切な成果目標の設定

28 61 33 - 執行等改善

競争性の確保を図るため、本事業の周知を積極的
に行うとともに、早期入札等を行うことで、複数
の企業の参加を得るよう努める。前年度まで収集
した情報や作成した遺伝資源取得計画等の成果物
を十分活用し平成28年度までに対象国との遺伝資
源の取得に関する合意が効率的・効果的に行われ
るように努める。また、本事業は、遺伝資源の取
得に係る合意を得ることを目的としており、単年
度毎に成果目標を設定することは困難であるが、
成果物のうち公開可能な情報については手引き書
に盛り込み配布する。

大臣官房 一般会計
（項）農林水産業地球環境対策費
　（大事項）農林水産分野の地球環境対策に必要
な経費

新24-
0001

前年度新規 ○

29/38



平成２５年度 平成２６年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
執行可能額

事業
番号

事　　業　　名
平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

担当部局庁
執行額 所見の概要 反映内容評価結果

基金Ｃのうち
反映額

（単位：百万円）

会計区分 項・事項
平成24年レ

ビューシー

ト番号

外部有識者チェック対象

（公開プロセス含む）

※対象となる場合、理由

を記載

行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助
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差引き
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0328
輸入栽培用種子中の未承認遺伝子組換え体検
査対策事業委託費

16 16 13 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善を図ること 14 13 ▲1 ▲1 縮減

・本事業では、組換え作物の開発状況に応じて目
標や年間計画を設定し、検査法の開発・確立を
行っているところ。
・平成24年度においては、緊急に対応が必要と
なった事業があったため、執行残額では作物を新
たに追加しての検査法の開発・確立はできなかっ
た。
・検査法の開発・確立に必要な情報や試料は、５
年間の事業実施期間内には入手可能であるが、組
換え作物の開発の進展に応じて現時点では入手で
きないものもある。
・今後は、組換え作物の開発状況に応じて、適正
な予算の要求及び事業計画どおりの執行に努める
こととする。

消費・安全局 一般会計
（項）農林水産業地球環境対策費
（大事項）農林水産分野の地球環境対策に必要な
経費

新24-
0003

前年度新規

0000
国際機関を通じた農林水産業協力拠出金（再
掲）

0000 バイオ燃料生産拠点確立事業（再掲）

0000 地域バイオマス産業化推進事業（再掲）

0000
ソフトセルロース利活用技術確立事業（再
掲）

0000
耕作放棄地利用型バイオディーゼル燃料実証
事業（再掲）

0000
森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
（再掲）

0000
緑と水の環境技術革命プロジェクト事業（再
掲）

0000
農山漁村再生可能エネルギー導入事業
うち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル
早期確立事業（再掲）

0000 食品産業環境対策支援事業（再掲）

0000
生産環境総合対策事業のうち農業生産地球温
暖化対策事業（再掲）

0000
生産環境総合対策事業のうち有機農業総合支
援事業（再掲）

0000 環境保全型農業直接支援対策（再掲）

0000
飼料増産総合対策事業のうちエコフィード緊
急増産対策事業（再掲）

0000 産地活性化総合対策事業（再掲）

0000 鳥獣被害防止総合対策交付金（再掲）

0000 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金（再掲）

0000 国際研究交流の推進に要する経費（再掲）

0000
気候変動に対応した循環型食料生産等の確立
のための技術開発（再掲）

0000
海洋微生物解析による沿岸漁業被害の予測・
抑制技術の開発（再掲）

0000
農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造
のための技術開発（再掲）

0000
農業用用排水施設の整備・保全（直轄）（再
掲）

0000 農業用用排水施設の維持・保全（再掲）

0000 農山漁村地域整備交付金（再掲）
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当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ
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調査

補助

金等

差引き
備　考

0000 農地・水保全管理支払交付金（再掲）

0000
小水力等再生可能エネルギー導入推進事業
（再掲）

0000 農山漁村地域の基盤整備の震災対策（再掲）

0000
森林･林業･木材産業づくり交付金（ハード、
ソフト）(再掲）

0000
森林吸収源インベントリ情報整備事業(再
掲）

0000 地域森林計画編成事業費補助金(再掲）

0000 保安林整備事業委託費(再掲）

0000 保安林及保安施設地区補償金(再掲）

0000 森林環境保全総合対策事業(再掲）

0000
森林吸収源としての里山天然林情報緊急整備
対策(再掲）

0000 CDM植林総合推進対策事業(再掲）

0000 保安林整備事業費等補助金(再掲）

0000
森林減少防止のための途上国取組支援事業
(再掲）

0000
森林･水環境保全のための実証活動支援事業
(再掲）

0000 森林経営計画認定事業委託費(再掲）

0000 森林生態系多様性基礎調査事業(再掲）

0000 分収林施業転換促進事業(再掲）

0000 REDD推進体制緊急整備事業(再掲）

0000
デジタル森林空間情報利用技術開発事業(再
掲）

0000 途上国森づくり事業(再掲）

0000 森林総合利用推進事業(再掲）

0000 育林省力化技術開発促進事業(再掲）

0000 森林整備効率化支援機械開発事業(再掲）

0000
地域林業・木材産業機械設備リース導入支援
事業(再掲）

0000
先進林業機械改良･新作業ｼｽﾃﾑ開発事業(再
掲）

0000
特用林産物経営安定化･消費拡大総合対策事
業(再掲）

0000
木材産業体質改善対策事業
木材産業体質強化促進事業(再掲）
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差引き
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0000
木材産業体質改善対策事業
木材供給高度化設備リース促進事業(再掲）

0000 地域材供給倍増事業(再掲）

0000 地域材利用促進緊急利子助成事業(再掲）

0000 森林病害虫等被害対策(再掲）

0000 水産業振興型技術開発事業（再掲）

0000
漁船等環境保全・安全推進技術開発事業（再
掲）

0000 地球温暖化対策推進費（再掲）

0000
漁場環境・生物多様性評価手法関連事業（再
掲）

0000 持続的漁業確保対策事業（再掲）

0000
漁場環境・生物多様性技術開発関連事業（再
掲）

0000 環境・生態系保全対策（再掲）

0000 内水面漁業振興対策費（再掲）

0000 再編整備等推進支援事業（再掲）

0000 漁業資源調査に要する経費（再掲）

0000 有害生物漁業被害防止総合対策事（再掲）

0000
日本沿岸域藻場再生モニタリング事業（再
掲）

0000 漁港のエコ化推進事業（再掲）

0000 水産基盤整備事業（補助）（再掲）

0000
水産基盤整備事業（補助・復興関連）（再
掲）

0000 国有林野事業実施に必要な経費（再掲）

施策名：政策ニーズに対応した統計の作成と利用の推進

0329 農林漁業センサス 17 17 16 現状通り 733 4,782 4,049 - 現状通り

　次回農林業センサス及び漁業センサスにおいて
は、調査項目の状況の変化に応じた見直し等によ
る審査労力の軽減、オンライン調査の導入等の検
討を行いコスト削減を目指す。

大臣官房統計部 一般会計
（項）農林水産統計調査費
　（大事項）農林水産統計調査の実施等に必要な
経費

0019 その他 ○

0330
競争導入公共サービス農林水産統計調査業務
（牛乳乳製品統計調査）

24 24 20 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・コストの削減に努めること。

28 27 ▲2 - 執行等改善

執行額と予算額との乖離があった主な要因は、廃
業や業界再編による牛乳処理場・乳製品工場の減
少等に伴う謝礼金支払額の減少であり、第３期調
査が開始となる平成25年度（第４四半期）から
は、実態に見合った調査客体数で予算要求するこ
とにより謝礼金額を削減している。
また、調査票の回収方法については郵送、ＦＡ
Ｘ、オンラインのいずれかを調査客体が選択でき
ることとしていることから、予算要求においては
過年度の各回収割合を勘案し要求額を見積もって
いるところであるが、一層のコスト削減を図るた
め、調査対象に対してオンライン調査を推進して
参りたい。

大臣官房統計部 一般会計
（項）農林水産統計調査費
　（大事項）農林水産統計調査の実施等に必要な
経費

0020 ○
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0331
競争導入公共サービス農林水産統計調査業務
（木材流通統計調査のうち木材価格統計調
査）

10 10 8 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・コストの削減に努めること。

10 9 ▲1 - 執行等改善

郵送以外の方法による回答が増加したことによる
郵送に係る費用の減少を受け、平成26年度予算要
求においては調査委託に係る費用のうち通信運搬
費について縮減を行う。

大臣官房統計部 一般会計
（項）農林水産統計調査費
　（大事項）農林水産統計調査の実施等に必要な
経費

0021 ○

0332
競争導入公共サービス農林水産統計調査業務
（生鮮食料品価格・販売動向調査）

9 9 7 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・コストの削減に努めること。

10 9 ▲1 - 執行等改善

執行額と予算額の乖離は、謝礼金（調査票が回収
できた調査対象に支払う）の支払額が予算より少
なかったことによる。謝礼金の予算額を縮減した
場合には、調査協力が得られた調査対象全てに謝
礼金を支払えなくなる可能性があるため、乖離の
改善に向け、調査対象への協力要請の一層の強
化、調査対象の希望に応じた調査方法での実施の
促進、協力が得られない調査対象の選定替えを適
切に行い、調査票回収率の向上を図って参りた
い。

大臣官房統計部 一般会計
（項）農林水産統計調査費
　（大事項）農林水産統計調査の実施等に必要な
経費

0022 ○

0333
競争導入公共サービス農林水産統計調査業務
（農業物価統計調査）

122 122 119 現状通り 122 132 9 - 現状通り

市場化テストについては、引き続き、「競争の導
入による公共サービスの改革に関する法律」に基
づき、適切に総合評価落札方式を実施し、事業を
推進して参りたい。

大臣官房統計部 一般会計
（項）農林水産統計調査費
　（大事項）農林水産統計調査の実施等に必要な
経費

0023 ○

0334
競争導入公共サービス農林水産統計調査業務
（内水面漁業生産統計調査）

69 69 63 現状通り 80 75 ▲5 - 現状通り

市場化テストについては、引き続き、「競争の導
入による公共サービスの改革に関する法律」に基
づき、適切に総合評価落札方式を実施し、事業を
推進して参りたい。

大臣官房統計部 一般会計
（項）農林水産統計調査費
　（大事項）農林水産統計調査の実施等に必要な
経費

0024 ○

いずれの施策にも関連しないもの

0335 農林水産本省施設費 368 683 647 
事業全体の抜

本的改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上を図ること。

335 319 ▲15 ▲15 縮減
平成24年度に引き続き競争参加資格要件の緩和及
び拡充を行う等、競争性・透明性のより一層の向
上に努める。

大臣官房 一般会計
（項）農林水産本省施設費
　（大事項）農林水産本省施設整備に必要な経費

0015

0336 地方農政局等施設費 156 334 292 
事業内容の改

善
・適正なコスト意識のもとで行われているか評価
を行うこと。

141 319 178 - 執行等改善

　平成２６年度予算については、耐震診断の結果
「a」と評価された庁舎のうち、人命・健康及び庁
舎の躯体に影響を及ぼすおそれが高いなど早急に
工事が必要な庁舎に限定し、実施する工事の内容
を精査し、工事ごとに改修内容や建物の図面等を
民間事業者に伝えて見積りを徴収し、当該見積り
に精査を加えた価格を所要額として概算要求を
行った。

大臣官房地方課 一般会計

（項）地方農政局施設費
　（事項）地方農政局施設整備に必要な経費
（項）北海道農政事務所
　（事項）北海道農政事務所一般行政に必要な経
費（施設費）

0016 その他

0337 農林水産顕彰等普及費補助金 35 35 35 現状通り 40 40 - - 現状通り

単位当たりコスト増減と目的の達成は必ずしも関
連するものではないが、事業を効率的に実施する
ことは重要であると考えることから、今後とも適
切な事業執行に努め、適正なコスト意識のもとで
事業が行われているか評価を行う。

大臣官房 一般会計
（項）農林水産本省共通費
　（大事項）食料・農業・農村に関する政策の調
査等に必要な経費

0012 ○

0338 食料・農業・農村基本政策企画調査費 88 88 69 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 71 71 - - 執行等改善

今年度から、年度途中の執行状況をより的確に把
握し、その状況を踏まえて、緊急的に対応する必
要がある調査事業を把握・執行することを通じ
て、「執行額と予算額の乖離の改善」を図ること
としている。

大臣官房 一般会計
（項）農林水産本省共通費
　（大事項）食料・農業・農村に関する政策の調
査等に必要な経費

0013 ○

0339 農林水産情報・施策啓発推進費 41 41 36 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 41 41 - - 執行等改善

25年度は、業務内容を見直した結果、執行予定率
（予算額に対する契約額の割合）が99％となって
おり、すでに予算額と執行予定額の乖離が解消さ
れている。26年度においても引き続き、適切な執
行に努めていく。

大臣官房 一般会計
（項）農林水産本省共通費
　（大事項）食料・農業・農村に関する政策の調
査等に必要な経費

0014 　

0340 農林水産研修所施設の解体撤去等工事 21 21 21 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 大臣官房
東日本大震災
復興特別会計

（項）農林水産本省共通費
　（大事項）農林水産研修所に必要な経費

0018

0341 農林水産本省検査指導所施設費 464 851 708 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること 462 439 ▲23 ▲23 縮減

平成２４年度における執行状況としては、予定ど
おり執行しているところであるが、執行率が低い
主な原因は、入札方法の大勢を占める一般競争に
おいて想定以上の競争原理が働いたことにより落
札価格が大幅に低かったためである。一般競争は
競争性・透明性が確保され、コスト削減を図る面
から有効であるため、平成２５年度も引き続き実
施しているが、落札価格と予定価格との差が広が
り、執行率が低くなった場合には、補正予算編成
時等に予算の減額を行うなど、執行額と予算額の
乖離の改善に努めることとしたい。 平成２６年度
概算要求に当たっては、動植物の水際検疫及び動
物用医薬品の検査等の充実・強化を目的とした緊
急的な改修を優先的に実施するなど、必要 小限
の改修等に限定し、工事件数の効率化を図り、必
要額を精査した上で、適切に要求することとして
いる。

消費・安全局 一般会計
（項）農林水産本省検査指導所施設費
（大事項）農林水産本省検査指導所施設整備に必
要な経費

0046 その他

0342 容器包装利用・製造等実態調査事業 23 23 22 
事業内容の改

善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

21 21 ▲0 - 執行等改善

事業を実施した件数が当初見込みを下回っている
のは、調査対象事業者への過度な負担とならない
よう総務省が実施する重複是正による調査対象除
外や廃業・合併等により生じているものである
が、当初見込みに近い標本数を確保するため、引
き続き、調査対象事業者の追加や回収率向上に向
けた取り組みを実施することにより、信頼性の高
い基礎データの確保及び単位当たりコストの低下
を図る。

食料産業局 一般会計
（項）農山漁村６次産業化対策費
（事項）農山漁村６次産業化対策に必要な経費

0049 その他
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0343 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 63 73 29 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 57 51 ▲6 ▲6 縮減

本事業は、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事業であ
り、発生した災害により、執行額が大幅に変動す
るものであるが、過去の実績を精査し減額要求す
る。

経営局 一般会計
（項）風水害等対策費
　（大事項）農林水産業共同利用施設災害復旧に
必要な経費

0154 その他 ○

0344 農業施設災害復旧等事業 36,936 34,150 32,072 現状通り 8,160 8,160 - - 現状通り ・引き続き、コスト縮減を徹底する。
農村振興局（公
共）

一般会計

（項）農業施設災害復旧事業費
　（大事項）農業施設災害復旧事業に必要な経費
（項）農業施設災害関連事業費
　（大事項）農業施設災害関連事業に必要な経費

0420 その他 ○

0345 受託工事等実施費 1,197 1,175 1,016 
事業内容の改

善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

3,564 2,162 ▲1,402 - 執行等改善
・各農政局からのヒアリングを通じ、共同事業者
との調整を図り、活動を活性化することにより、
改善に努めていく。

農村振興局 一般会計
（項）受託工事費及換地清算金
　（大事項）受託工事等に必要な経費

0182 ○

0346 農林水産技術会議施設整備 951 58 52 現状通り 88 106 18 - 現状通り
引き続き、適切かつ効率的な予算の執行に努め
る。

農林水産技術会
議事務局

一般会計
（項）農林水産技術会議施設費
　（大事項）農林水産技術会議施設整備に必要な
経費

0195 その他

0347 山林施設災害復旧等事業 21,730 32,465 29,850 現状通り 9,917 9,916 ▲1 - 現状通り

「コストの削減」については、従前からコスト縮
減優良事例の周知を行うとともに、対策の工種、
工法に係る比較検討などに取り組んでいるところ
であり、今後も引き続きコスト縮減の推進に努め
る。

林野庁（公共） 一般会計

（項）山林施設災害復旧事業費
　（事項）山林施設災害復旧事業に必要な経費
（項）山林施設災害関連事業費
　（事項）山林施設災害関連事業に必要な経費

0421 その他 ○

0348 森林センター施設整備事業 34 34 34 －
・成果目標達成のための支援方策を見直すこと。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計
（項）林野庁施設費
　（大事項）林野庁施設整備に必要な経費

0284

0349 林野庁情報誌「林野」に必要な経費 4 4 4 現状通り 8 8 - - 現状通り
引き続き、林野庁施策等についての周知に努め、
効率的な執行を行う

林野庁 一般会計
（項）林野庁共通費
　（大事項）林野庁一般行政に必要な経費

0285

0350
山林施設災害復旧等事業（国有林野事業特別
会計）

2,399 3,771 2,814 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り 24年度限りで終了
・平成25年度より国有
林野特別会計から一般
会計(新25-0081)に移行

林野庁（公共）
国有林野事業

特別会計
（項）国有林野災害復旧事業費
　（大事項）国有林野災害復旧に必要な経費

0450

0351 水産庁施設費 32 32 8 
事業内容の改

善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 32 39 7 - 現状通り

　執行率については、公務員宿舎の見直しを受け
て、廃止予定に含まれる宿舎に関して再度見直し
を行ったものであり、適切な執行を推進したた
め。今後とも省別宿舎については、従来より緊急
度、不具合の頻度（耐用年数）等を考慮し、か
つ、機能を維持するための必要 小限の改修等を
行っていく。

水産庁 一般会計
水産庁施設費
（事項）水産庁施設整備に必要な経費

0383

0352 水産庁情報誌「漁政の窓」に必要な経費 1 1 1 現状通り － 1 1 - - 現状通り
　引き続き、水産業各種施策に関する情報を国民
に対し提供するため、本情報誌について、充実し
た誌面作成に努めて参る考え。

水産庁 一般会計
水産庁共通費
（事項）水産庁一般行政に必要な経費

0384

0353 漁港関係等災害復旧事業 4,842 4,539 4,218 現状通り 1,111 1,111 - - 現状通り

被災した施設の速やかな復旧が図られるよう、引
き続き、事業の適切な執行に努める。
コスト縮減についても取り組んできたところだ
が、引き続き、地方公共団体へのコスト縮減事例
集の周知を行うなど、効率的な事業の実施に努め
る。

水産庁（公共） 一般会計

（項）漁港施設災害復旧事業費
　（大事項）漁港施設災害復旧事業に必要な経費
（項）漁港施設災害関連事業費
　（大事項）漁港施設災害関連事業に必要な経費

0422 その他 ○

0354
農林水産本省検査指導所に必要な経費（施設
設備費含む）（復興関連事業）

- 75 73 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 消費・安全局 一般会計

（項）農林水産本省検査指導所
　（大事項）植物防疫所に必要な経費
　（大事項）食の安全と消費者の信頼確保対策に
必要な経費
（項）農林水産本省検査指導所施設費
　（大事項）農林水産本省検査指導所施設整備に
必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興農林水産本省検査
指導所
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る植物
防疫所に必要な経費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る動物
検疫所に必要な経費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る食の
安全と消費者の信頼確保対策に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興農林水産本省検査
指導所施設費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農林
水産本省検査指導所施設整備に必要な経費

0048

0355 卸売市場施設災害復旧事業（復興関連事業） - 906 661 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 食料産業局 一般会計

（項）農業・食品産業強化対策費
　（大事項）農業・食品産業強化対策に必要な経
費（1次補正）
（項）東日本大震災復旧・復興農業・食品産業強
化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農
業・食品産業強化対策に必要な経費（3次補正）

0068

0356
食料の物流拠点機能強化等支援事業（復興関
連事業）

- 860 763 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り
本事業は25年度で終了する事業（一部の事業を事
故繰越により25年度まで継続実施）であるが、執
行額は予算額を下回らない見込みである。

食料産業局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農山漁村６次産業
化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農山
漁村６次産業化対策に必要な経費

0069
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0357
６次産業化先導モデル育成事業（復興関連事
業）

- 832 790 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 食料産業局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農山漁村６次産業
化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農山
漁村６次産業化対策に必要な経費

0070

0358
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（復興関
連事業）

- 20 - － - - - - 現状通り

平成23年度限りで終了。
なお、平成24年度に実施する予定で繰り越した施
設整備については、23年度に実施した調査設計の
結果を踏まえて施設導入の検討を行ったところ、
事業の採算性が低いと判断されたことから執行を
止めたものであり、結果的に不用を計上すること
となった。

食料産業局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農山漁村６次産業
化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農山
漁村６次産業化対策に必要な経費

0072

0359
東日本大震災農業生産対策交付金（復興関連
事業）

- 9,315 8,427 － － - - - - 現状通り － 生産局 一般会計
（項）農業・食品産業強化対策費
　（大事項）農業・食品産業強化対策に必要な経
費

0115

0360
農林水産業共同利用施設災害復旧事業（復興
関連事業）

- 2,279 1,367 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り

平成25年度限りで廃止
（なお、平成25年度内に完了できない施設につい
ては、別途東日本大震災復興特別会計において計
上。）

23年度1次補正
7,565百万円

経営局 一般会計
（項）風水害等対策費
　（大事項）農林水産業共同利用施設災害復旧に
必要な経費

0167 ○

0361
被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業（復
興関連事業）

- 1,704 824 －
・執行額と予算額の剥離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興優良農地確保・有
効利用対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興優良農地確
保・有効利用対策に必要な経費

0184

0362
農山漁村被災者受入円滑化支援事業（復興関
連事業）

- 109 109 －
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。

- - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 農村振興局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農山漁村活性化対
策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農山
漁村活性化対策に必要な経費

0186

0363
震災対策・戦略作物生産基盤整備事業（復興
関連事業）

- 2,376 2,371 －
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。

- - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農業生産基盤保全
管理等推進費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業
生産基盤保全管理等推進に必要な経費

0188

0364 農地除染対策実証事業（復興関連事業） - 1,793 1,732 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農業生産基盤保全
管理等推進費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業
生産基盤保全管理等推進に必要な経費

0189

0365 開門に関しての準備調査費（復興関連事業） - 218 2 － ・執行額と予算額の剥離の改善に努めること。 - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農業生産基盤保全
管理等推進費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業
生産基盤保全管理等推進に必要な経費

0190

0366
農山漁村再生可能エネルギー導入事業（小水
力等農村地域資源利活用緊急促進事業）（復
興関連事業）

- 90 90 － - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農山漁村６次産業
化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農山
漁村６次産業化対策に必要な経費

0191

0367
農地・水保全管理支払交付金（復興関連事
業）

- 483 472 － ・成果目標達成のための事業内容を見直すこと。 - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 農村振興局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農村地域資源等保
全推進費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農村
地域資源等保全推進に必要な経費

0193

0368
農林水産関係放射性物質対策研究拠点施設整
備事業（復興関連事業）

- - - －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 本事業は平成23年度をもって終了。 平成23年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興独立行政法人農
業・食品産業技術総合研究機構施設整備費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興独立行政法
人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備に必
要な経費

0226

0369
農業試験研究独立行政法人の施設の災害復旧
（復興関連事業）

- - - － - - - - 現状通り 本事業は平成23年度をもって終了。 平成23年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計

（項）独立行政法人農業生物資源研究所施設整備
費
　（大事項）独立行政法人農業生物資源研究所施
設整備に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興独立行政法人農業
生物資源研究所施設整備費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興独立行政法
人農業生物資源研究所施設整備に必要な経費

0228

0370
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）（復興関
連事業）

- - - － - - - - 現状通り 本事業は平成23年度をもって終了。 平成23年度終了
農林水産技術会
議事務局

一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興独立行政法人農業
環境技術研究所施設整備費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興独立行政法
人農業環境技術研究所施設整備に必要な経費

0229

0371 森林における除染等事業（復興関連事業） - 192 - － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興森林整備・保全費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る森林
整備・保全に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興林産物供給等振興
対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る林産
物供給等振興対策に必要な経費

0288

0372
木材加工流通施設等復旧対策（復興関連事
業）

- 4,688 - －
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 林野庁 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興林業振興対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る林業
振興対策に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興林産物供給等振興
対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る林産
物供給等振興対策に必要な経費

0289

0373
木質バイオマス関連施設の整備（復興関連事
業）

- 3,143 - －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 林野庁 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興林産物供給等振興
対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る林産
物供給等振興対策に必要な経費

0294

0374
さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業費
（復興関連事業）

- 274 236 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り  - 水産庁 一般会計
（項）水産資源回復対策費
　（大事項）水産資源回復対策に必要な経費

0386
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0375
被災海域における種苗放流支援事業（復興関
連事業）

- 300 2 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

- - - - 現状通り  - 水産庁 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興水産資源回復対策
費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る水産
資源回復対策に必要な経費

0388

0376
養殖施設災害復旧事業費補助金(復興関連事
業)

- 7,920 4,802 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り  - 水産庁 一般会計

（項）風水害等対策費
　（大事項）養殖施設災害復旧等に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興風水害等対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る養殖
施設災害復旧等に必要な経費

0404

0377
共同利用漁船等復旧支援対策事業（復興関連
事業）

- 30,410 22,206 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り  - 水産庁 一般会計

（項）漁業経営安定対策費
　（大事項）漁業経営安定対策に必要な経費
（項）風水害等対策費
　（大事項）養殖施設災害復旧等に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興漁業経営安定対策
費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る漁業
経営安定対策に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興風水害等対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る養殖
施設災害復旧等に必要な経費

0392

0378
漁業経営体質強化機器設備導入支援事業費
（復興関連事業）

- 1,145 1,129 － － - - - - 現状通り  - 水産庁 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興漁業経営安定対策
費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る漁業
経営安定対策に必要な経費

0397

0379
水産業共同利用施設復旧整備事業（復興関連
事業）

- 53,208 23 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り  - 水産庁 一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興水産業強化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る水産
業強化対策に必要な経費

0399

0380
水産業共同利用施設復旧支援事業（復興関連
事業）

- 27,939 17,792 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り  - 水産庁 一般会計

（項）漁村振興対策費
　（大事項）水産物加工・流通等対策に必要な経
費
（項）東日本大震災復旧・復興水産業強化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る水産
業強化対策に必要な経費

0400

0381 森林整備事業（補助・復興関連事業） - 6,522 5,059 － ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 - - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 林野庁 一般会計

（項）森林整備事業費
　（大事項）森林整備事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興森林整備事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る森林
整備事業に必要な経費

0425

0382 水産基盤整備事業（補助・復興関連事業） - 11,835 3,729 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・繰越の防止に努めること。
・コストの削減に努めること。

- - - - 現状通り

地域が求める防災対策の早期効果が発現できるよ
う、これまで以上に漁港管理者との情報交換を密
にし工程管理を徹底することで、確実な執行に努
める。
　また、可能な限り災害復旧等にかかる他事業と
の連携を図りつつ進めることで、手戻り工事の回
避、重複調査の防止などコスト縮減に努めること
とする。

水産庁（公共） 一般会計

（項）水産基盤整備費
　（大事項）水産基盤整備に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興水産基盤整備費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る水産
基盤整備に必要な経費

0430

0383 山林施設災害復旧等事業（復興関連事業） - 27,922 12,659 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・予算の適切かつ計画的な執行に努めること。
・引き続き、コストの削減に向けて、不断の見直
しを実施すること。

- - - - 現状通り 平成25年度限りで終了 林野庁 一般会計

（項）山林施設災害復旧事業費
　（大事項）山林施設災害復旧事業に必要な経費
（項）山林施設災害関連事業費
　（大事項）山林施設災害関連事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興山林施設災害復旧
事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る山林
施設災害復旧事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興山林施設災害関連
事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る山林
施設災害関連事業に必要な経費

0431

0384 漁港関係等災害復旧事業（復興関連事業） - 142,962 43,155 － - - - - 現状通り

 被災した施設の速やかな復旧が図られるよう、引
き続き、事業の適切な執行に努める。
  コストの縮減についても取り組んできたところ
だが、引き続き、地方公共団体へのコスト縮減事
例集の周知を行うなど、効率的な事業の実施に努
める。

水産庁（公共） 一般会計

（項）漁港施設災害復旧事業費
　（大事項）漁港施設災害復旧事業に必要な経費
（項）漁港施設災害関連事業費
　（大事項）漁港施設災害関連事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興漁港施設災害復旧
事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る漁港
施設災害復旧事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興漁港施設災害関連
事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る漁港
施設災害関連事業に必要な経費

0432

0000 - 
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2,188,876 2,274,607 1,970,141 1,479,732 1,603,981 140,433 ▲3,614 

17,785 17,785 8,455 20,742 9,360 ▲11,381 ▲538 

259,773 259,773 161,070 266,416 267,651 1,235 - 

160,297 160,267 93,023 187,588 190,520 2,932 ▲998 

343,253 339,590 263,778 419,591 425,055 5,465 ▲52 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

47,569 39,262 37,085 24,780 21,264 ▲3,516 - 

62,923 62,923 42,788 63,366 62,689 ▲677 - 

1,990 1,990 1,002 1,810 1,757 ▲52 ▲52 

149,321 113,246 108,358 - - - - 

- - - - - - - 

35,932 35,932 19,872 19,218 16,170 ▲3,047 ▲1,110 

40,300 40,300 30,086 35,000 35,000 - - 

18,937 216,757 104,066 4,216 - ▲2,434 - 

669,037 680,542 655,459 518,598 536,852 18,254 

114 114 52 113 113 0 

1,112 1,112 34 7,282 207 ▲7,075 

357,840 357,840 256,008 240,868 284,946 44,077 

196,387 196,387 93,428 179,246 217,342 38,096 

8,367 8,367 7,397 13,084 13,631 546 

810,268 810,268 750,788 922,602 1,070,636 148,035 

15,020 15,020 13,753 17,009 15,165 ▲1,844 

55,554 54,024 793 54,526 54,556 29 

3,377 2,396 795 2,362 2,337 ▲25 

361,782 363,557 360,894 - - - 

- - - 304,407 316,379 11,972 

714 714 - 525 524 ▲1 

2,286 2,286 2,120 - - - 

2,857,913 2,955,149 2,625,600 1,998,330 2,140,833 158,686 

17,900 17,900 8,507 20,854 9,474 ▲11,381 

260,886 260,886 161,104 273,698 267,858 ▲5,840 

518,137 518,107 349,030 428,456 475,466 47,010 

539,640 535,977 357,206 598,837 642,397 43,560 

8,367 8,367 7,397 13,084 13,631 546 

810,268 810,268 750,788 922,602 1,070,636 148,035 

62,589 54,282 50,838 41,788 36,429 ▲5,359 

118,477 116,947 43,581 117,892 117,244 ▲648 

5,367 4,386 1,797 4,172 4,095 ▲77 

511,103 476,803 469,252 - - - 

- - - 304,407 316,379 11,972 

36,646 36,646 19,872 19,743 16,694 ▲3,049 

40,300 40,300 30,086 35,000 35,000 - 

21,223 219,043 106,186 4,216 - ▲2,434 

注１．「執行可能額」とは、補正後予算額から繰越額、移流用額、予備費等を加除した計数である。

注２．「反映内容」欄の「廃止」、「段階的廃止」、「縮減」、「執行等改善」及び「現状通り」の考え方については、次のとおりである。

 　　　　「廃止」：行政事業レビューの点検の結果、事業を廃止し平成２６年度予算概算要求において予算要求していないもの。（行政事業レビュー点検以前に平成２４年度末までに廃止されたものは含まない。）

　　　　「段階的廃止」：行政事業レビューの点検の結果、明確な廃止年限を決定するとともに平成２６年度予算概算要求の金額に反映はあるものの、予算要求をしているもの。

 　　　　「縮減」：行政事業レビューの点検の結果、何らかの見直しが行われ平成２６年度予算概算要求の金額に反映を行うもの。

   　　　　「執行等改善」：行政事業レビューの点検の結果、平成２６年度予算概算要求の金額に反映は行わないものの、執行等の改善を行うもの。（概算要求時点で「改善事項を実施済み」又は「具体的な改善事項を意思決定済み」となるものに限る。「今後検討」や「～に向けて努める」などのようなものについては含まない。）　　　　　

　　　　「現状通り」：行政事業レビューの点検の結果、平成２６年度予算概算要求の金額に反映すべき点及び執行等で改善すべき点がなかったもの。（廃止、段階的廃止、縮減及び執行等改善以外のもの。）

注３．「外部有識者チェック対象」欄の「前年度新規」、「 終実施年度」、「その他」は、下記のそれぞれの基準に基づき、外部有識者の点検対象事業として選定されたものであることを示している（行政事業レビュー実施要領４（３）を参照）。

食料安定供給特別会計
農業経営安定勘定

一般会計

食料安定供給特別会計
農業経営基盤強化勘定

食料安定供給特別会計
麦管理勘定

森林保険特別会計

国有林野事業特別会計

合　　　　　計

一般会計

農業共済再保険特別会計

森林保険特別会計

食料安定供給特別会計
農業経営基盤強化勘定

食料安定供給特別会計
農業経営安定勘定

食料安定供給特別会計
米管理勘定

食料安定供給特別会計
麦管理勘定

食料安定供給特別会計
業務勘定

財政投融資特別会計

国有林野事業特別会計

国有林野事業債務管理特別会計

漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

食料安定供給特別会計
調整勘定

食料安定供給特別会計
国営土地改良事業勘定

東日本大震災復興特別会計

食料安定供給特別会計
調整勘定

食料安定供給特別会計
農業経営安定勘定

森林保険特別会計

国有林野事業特別会計

東日本大震災復興特別会計

国有林野事業債務管理特別会計

食料安定供給特別会計
農業経営基盤強化勘定

食料安定供給特別会計
米管理勘定

食料安定供給特別会計
業務勘定

食料安定供給特別会計
調整勘定

食料安定供給特別会計
麦管理勘定

食料安定供給特別会計
国営土地改良事業勘定

農業共済再保険特別会計

国有林野事業債務管理特別会計

行政事業レビュー対象外　計

一般会計

東日本大震災復興特別会計

漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

行政事業レビュー対象　計

漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

農業共済再保険特別会計

食料安定供給特別会計
業務勘定

財政投融資特別会計

食料安定供給特別会計
国営土地改良事業勘定

食料安定供給特別会計
米管理勘定
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行政事業レビュー推進チームの所見
委託

調査

補助

金等

差引き
備　考

　　　　「前年度新規」：前年度に新規に開始したもの。

　　　　「 終実施年度」：当該年度が事業の 終実施年度又は 終目標年度に当たるなど、翌年度予算の概算要求に向けて事業の継続の是非等を判断する必要があるもの。

　　　　「その他」：上記の基準には該当しないが、行政事業レビュー推進チームが選定したもの。
注４. 「補助金」「委託調査」「基金」欄の「○」は、下記のそれぞれに該当することを示している。

 「委託調査」：委託調査を実施しているもの。
 「補助金等」：「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第２条に規定する補助金等を交付しているもの（行政事業レビューシートの「実施方法」欄の記載とは必ずしも一致しない）。
 「基金」：補助金や出資金により造成された特定の基金（地方公共団体への補助金等により造成された基金を除く）を活用し、特定の事業を実施しているもの。
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