
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

0047 1,500 1,500 770 事業内容の改善及び事業全体の抜本的改善

　果樹・茶支援対策事業のうち茶対策の評価結果については、｢事業内容の改
善｣３名、｢事業全体の抜本的改善｣３名という結果となった。この公開プロセス
の結論としては、｢事業内容の改善」及び「事業全体の抜本的改善｣とする。
　その中で、主なコメントを紹介すると
「事業全体の抜本的改善」を選択した委員３名からは、
・茶生産の構造的な改革につながる政策に変えるべき。基本的には、民間の自
助努力を促す融資等の施策に切り替えるべき。
・人口減少等経営の持続困難性を踏まえ、25年度事業終了後は廃止すべき。仮
に継続するなら、マーケットの拡大施策をセットで行われなければ効果はな
い。
・事業目的が不明。国が関与する意義がないのではないか。説得的な支援意義
が見つからない限り廃止すべし。
といったコメントがあった。
　「事業内容の改善」を選択した委員３名からは、
・輸出品として重視されつつあるものであり、今後も持続的に発展させていく
ことが望ましい分野。
・マーケットへのアプローチを明確にし、これと一体で考えるべき。事業の持
続性の確保は重要であり、その際、老齢農家のやる気を削ぐことのない工夫も
必要。
・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。
といったコメントがあった。
　本とりまとめコメントに対しては、１名の委員から、「この事業を続けてい
くときには、将来的に小規模農家を大規模化、効率化して、高品質で安いもの
を作っていくという趣旨から、効率化に関する指標を1本立てていただきたい」
との追加コメントもあった。

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。

0095 200 166 154 事業全体の抜本的改善

　女性・高齢者等活動支援事業の評価結果については、｢事業内容の改善｣２
名、｢事業全体の抜本的改善｣４名という結果となった。この公開プロセスの結
論としては、｢事業全体の抜本的改善｣する。
　その中で、主なコメントを紹介すると
　全体に共通した意見として、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、研修に女性だけでなく、家族（夫）、男性
を参画させるべき、農業社会や組織全体に働きかけるべきとの意見が複数あっ
た。
「事業全体の抜本的改善」を選択した委員４名の意見としては、
・女性がいきいきと活躍することの意味が不明。
・達成率の伸びが鈍化している理由を十分に分析し、問題の本質を把握すべ
き。次の一手こそ重要。同じ内容で
の26年度以降の継続はなし。
・女性が自主的に参加できる制度改革が重要。
といったコメントがあった。
　なお、「事業内容の改善」を選択した委員が２名おられましたが、その意見
としては、
・女性の登用については法令により促進するなどの手段も考える必要。
・組織運営の相談窓口を作る等の工夫が必要。
といったコメントがあった。

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。

0149 2,194 1,847 578 事業全体の抜本的改善

　６次産業化整備支援事業の評価結果については、「事業内容の改善」が１
名、「事業全体の抜本的改善」が５名という結果となった。
　この公開プロセスの結論としては、「事業全体の抜本的改善」としたい。
　その中で、主なコメントを紹介すると、「事業全体の抜本的改善」の意見と
しては、「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べき」
「ファンド制度ができた以上、補助金制度を廃止すべき」「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れば良い」とのコメント
を複数の委員からいただいた。
　これ以外では、「類似商品がある中での販売価格の上昇を国民は望まないの
で、このままなら廃止すべき」「今後は新しい一次農産物のイノベ-ションから
起こすような６次産業化へ政策転換すべき」
「地域資源の活用という視点であれば、国の事業として行う必要性が見い出し
がたい」「仮にやるとしても地方自治体レベルで細やかな対応をした方が良
い」「審査基準を明確化・厳格化し、PDCAを確立すべき」という意見をいただ
いた。
　なお、「事業内容の改善」を選択した委員が１名からは、「地方経済の活性
化が大きな目標として存在していると思う」「審査の方法に効率性の視点がな
いのではないか」という意見があった。

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。

0162 812 452 322 事業全体の抜本的改善

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業の評価結果については、「事業内容
の改善」が１名、「事業全体の抜本的改善」が５名という結果になった。この
公開プロセスの結論としては、「事業全体の抜本的改善」としたい。
その中で主なコメントを紹介すると、「事業全体の抜本的改善」の意見として
は、「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」との意見を複数
の委員からいただいた。
その他は、「少量の発電については非効率性が高くなる傾向があり、補助によ
り投資は控えるべき、事業自体は必要だが、将来建設する際の国庫負担は不要
ではないか。」、「土地改良事業の用排水路の建設・運営費は10/10国・県負担
とすべきだが、小水力は民間に任せるべき。」、「農業用水路へ小水力設備を
設置するための調査及び実施計画策定は国しかできない事業として評価でき
る。設備導入は民間活力を使うべきで、土地改良区が自身で公的資金を導入し
たり、民間企業とジョイントで設備導入すべき。」との意見があった。
なお、「事業内容の改善」を選択した委員１名からは、「事業費を圧縮できる
のではないか、受益者負担の考えを導入すべき」との意見があった。

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。

反映内容

備　考

６次産業化整備支援事業

公開プロセス

とりまとめコメント（概要）評価結果

公開プロセス結果の平成２６年度予算概算要求への反映状況

事業
番号

平成２４年度
補正後予算額

平成２４年度

差引き

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業

執行可能額 執行額

（単位：百万円）

事　　業　　名

果樹・茶支援対策事業のうち茶対策

女性・高齢者等活動支援事業

Ｃのうち
反映額
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事　　業　　名
Ｃのうち
反映額

0219 200 200 200 事業全体の抜本的改善

　森林施業プランナー実践力向上対策事業の評価結果については、｢事業内容の
改善｣１名、｢事業全体の抜本的改善｣５名という結果となった。
　この公開プロセスの結論としては、｢事業全体の抜本的改善｣としたいと思
う。
　その中で、主なコメントを紹介すると「事業全体の抜本的改善」を選択した
委員が５名おり、
・森林事業者、森林組合が主体的に行うべき事業ではないか、というコメント
を複数の委員からいただいた。
　その中には、全国森林組合連合会が主体的に実施すべき事業を国が肩代わり
しているに過ぎないので廃止すべき、との意見が１名あった。その他、
・森林施業プランナーの役割、目標が不明確。
・森林経営はプランナーに頼るのではなく、事業主が負うべきもの。
・森林所有者のインセンティブを明確に。
・研修を行うことで、集約化のための特別なスキルを得られるとは思えない。
・プランナーの人数が増えると集約化が進んでいるのかどうかチェックすべ
し。
といったコメントがあった。
　なお、「事業内容の改善」を選択した委員が１名おり、
・森林経営計画の作成推進支援は、本来、森林組合連合会の役割であるはず。
仮に促進のために支援するとしても１０／１０補助はあり得ないのではない
か。
といったコメントがあった。

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。

0273 190 190 169 事業内容の改善及び事業全体の抜本的改善

漁協経営再建支援事業の評価結果については、｢事業内容の改善｣３名、｢事業全
体の抜本的改善｣３名という結果となった。この公開プロセスの結論としては、
｢事業内容の改善」及び「事業全体の抜本的改善｣とする。
　その中で、主なコメントを紹介すると
「事業全体の抜本的改善」を選択した委員が３名おり、
・漁協の自立のためには、経営責任、自助努力を更に求めるべき。
・漁協の機能自体は必要だが、債権者に応分の負担を求め、漁協経営陣の責任
を明確にし、別の漁協と統合するなど抜本的な対策が必要。漁協運営に対する
ガバナンスの強化が必要。
・モラルハザードを招く恐れがあり、この種の支援措置は廃止すべき。経営を
改革するようなチャレンジャーを支援する制度へ転換すべき。
といったコメントがありました。
　また、「事業内容の改善」を選択した委員が３名おり、
・繰越欠損金の原因分析なくしては経営改善できない。組合出資者の責任、未
収の人への返済請求といったモラルハザードの防止策を明確にする必要。
・経営再建は早期に行われる必要。経営改善計画の審査が適切に行われるこ
と。また、定期的チェックが必要。
・国・県の監視体制の強化を図り、今後は倒産もありきとした「厳しい」対応
が必要。情報公開、監査の運用面での改善が必要。
といったコメントがあった。

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。

0320 599 599 595 事業全体の抜本的改善

　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の評価結果に
ついては、「事業内容の改善」が１名、「事業全体の抜本的改善」が５名とい
う結果となった。この公開プロセスの結論としては、「事業全体の抜本的改
善」としする。
　その中で、主なコメントとして、「他省庁との類似事業の一本化・連携が必
要であり、総合的研究体制にすべき」との意見が多数の方からあった。
　その他の意見としては、「農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造のた
めの活動に限るべき」「目的が農山漁村の振興であることは分かるが、技術開
発の多様化によるメリットがあいまい」「生産者の収益性、経営力強化につな
がるのかという視点を農水省としては重視されたい」「エネルギー政策の中で
どういう位置付けにあるのか不明」「採算性の見通しが立たない場合は廃止す
べし」といったものがあった。
　なお、「事業内容の改善」を選択した委員１名からは、「３つに絞って技術
開発した際の目標がない。評価基準を明確にすべき」という意見もあった。
　本とりまとめコメントに対しては、委員１名から、「本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
しないようにして欲しい」との追加コメントもあった。

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。

5,695 4,954 2,788 4,313 2,764 ▲1,549 ▲1,907 

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。）

漁協経営再建支援事業

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

合　　　　　計

森林施業プランナー実践力向上対策事業
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