
様式１

農林水産省

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

0001 食料自給率向上国民運動拡大推進事業 950 950 898 一部改善
・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。
・効果の検証

559 644 85 ▲92 縮減
・平成25年度においては、「日本型食生活の推進」を本事業に一体化して実
施することで効率化を図る。
・併せて、広告媒体の見直しによるコスト削減を行う。

大臣官房 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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 国産食料品等ポイント活動モデル実証事業 72 72 69 一部改善
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。
・効果の検証

65 60 ▲5 ▲5 縮減
・事業内容の見直しを通じた旅費・人件費の削減等により、コスト削減を実
施

大臣官房 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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 日本型食生活の推進 314 314 267 －

・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。
・活動実績の見直し
・効果の検証

159 - ▲159 - 現状通り
平成24年度限りで終了
（平成25年度より食料自給率向上活動支援事業へ一体化）

大臣官房 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0004 国際分担金 596 596 446 一部改善
・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。

557 483 ▲75 ▲79 縮減
規程等に基づき我が国に求められる 大の分担率ではなく、平成23年度の実
績を踏まえた分担率を用いた要求額にするなどの精査を行い削減。

大臣官房 4 総合的な食料安全保障の確立 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 国際機関を通じた農林水産業協力拠出金 1,951 1,951 1,951 抜本的改善 ・戦略的に実施すべき、重点化すべき 1,706 1,548 ▲158 ▲158 縮減
重点課題や重点地域に予算を重点化し、それ以外の事業については事業数や
予算額を大幅に削減。

大臣官房 4 総合的な食料安全保障の確立 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 国際農業協力等委託・補助事業 152 152 144 抜本的改善
・戦略的に実施すべき、重点化すべき
・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。

175 201 26 ▲24 縮減

・重点課題や重点地域に予算を重点化し、それ以外の事業については事業数
や予算額を大幅に削減。
・支出先の選定について、公示・公募時期の早期化、公示・公募期間の延
長、事前説明会の開催を徹底し、更なる改善を目指す。

大臣官房 4 総合的な食料安全保障の確立 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 世界食料需給動向等総合調査・分析関係費 153 153 137 抜本的改善
・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。
・単位当たりコストの削減

62 55 ▲7 ▲7 縮減 ・事業内容の見直しを通じた人件費の削減等により、コスト削減を実施 大臣官房 4 総合的な食料安全保障の確立 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 国際食糧農業問題調査等委託費 37 37 37 抜本的改善

・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。
・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。

41 37 ▲4 ▲4 縮減

・競争性・透明性の一層の向上を図るため、参加し易い仕様にするための資
料招請及び早期の契約締結による事業実施期間の確保
・数値目標については、成果の活用度合いを設定しており、今後とも目標達
成のための関係部署との連携強化

大臣官房 4 総合的な食料安全保障の確立 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
新型感染症発生時等の食料供給能力向上対策
事業

27 27 27 －
・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。
・成果目標達成のための事業内容の見直し。

22 - ▲22 - 現状通り 平成24年度限りで終了 大臣官房 4 総合的な食料安全保障の確立 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

0010 農林水産政策研究調査委託費 105 105 105 一部改善 ・単位当たりコストの削減 91 83 ▲8 ▲8 縮減 一研究課題当たりの事業費を見直し、削減を実施 大臣官房 18 農林水産分野の研究開発 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

0011
農林水産分野における地球環境対策推進手法
開発事業

35 35 35 一部改善 ・早期に実用化に移すための取組が必要 41 54 13 ▲3 執行等改善

平成25年度において本格的試行段階に活用する支援の仕組みを提示するガイ
ドラインを作成し、以降、ガイドラインを活用した取組事例を創出するた
め、農林漁業者と企業等のマッチングの支援やビジネスプラン作成の支援を
行い、取組事例を全国発信することで早期の実用化を目指す。

大臣官房 19 農林水産分野の地球環境対策 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

0012 農林水産顕彰等普及費補助金 36 36 36 現状通り － 35 40 5 - 現状通り － 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 食料・農業・農村基本政策企画調査費 92 92 76 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 88 79 ▲9 ▲9 縮減 人件費・旅費・謝金の精査により、執行額と予算額の乖離を改善 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 農林水産情報・施策啓発推進費 64 64 60 現状通り － 41 41 - - 現状通り － 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

0015 農林水産本省施設費 728 588 453 一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

368 335 ▲34 ▲34 縮減

・平成24年度以降の予算執行については、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。
・平成23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

0016 地方農政局等施設費 334 271 223 一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

156 141 ▲15 ▲15 縮減

平成２５年度予算については、地方農政局等の庁舎のうち、耐震診断「a」
（地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。）と評
価を受けたもの、人命・健康及び躯体に直ちに影響を及ぼすものの中から、
真に必要な工事に限定した上で、工事内容を精査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
　（大事項）地方農政局施設整備に必要な経費
（項）北海道農政事務所
　（大事項）北海道農政事務所一般行政に必要な経費
（施設費）

210 210 210 - - - - 大臣官房 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興国産農畜産物・食農連
携強化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る国産農畜
産物・食農連携強化対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  126 )(  126 )(  - )(  - )(  復興庁 -
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）国産農畜産物・食農連携強化対策に必要
な経費

平成２３年度

抜本的改善 ・成果目標達成のための事業内容の見直し

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

行政事業レビュー点検結果の平成２５年度予算概算要求への反映状況調

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0017 農産物等消費拡大推進事業 執行等改善
・テレビCMの削減等、広報媒体を見直すとともに、官民連携拡大費による被
災地で生産された農産物等の消費拡大の取組みを推進するよう見直し。

1/37



様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

29 29 24 - - - - 大臣官房 一般会計
（項）農林水産本省共通費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農林水産
研修所に必要な経費

- - - 30 - ▲30 - 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

0019 農林漁業センサス 14 14 14 一部改善
・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。

18 734 716 - 執行等改善
成果目標を「食料・農業・農村基本計画や水産基本計画に基づく、政策の適
切な企画立案や推進のために不可欠なデータである農業経営体数、漁業経営
体数等を的確に提供すること。」に改善。

大臣官房統計部 20
政策ニーズに対応した統計の作成と利
用の推進

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
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 21 一部改善

・コストの削減
・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。

24 28 5 ▲1 縮減
・実態に見合った調査客体数で要求することにより削減。
・新たな成果目標の設定を検討。

大臣官房統計部 20
政策ニーズに対応した統計の作成と利
用の推進

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
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 一部改善

・コストの削減
・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。

10 10 - - 執行等改善

・調査票の回収方法はあくまで調査客体に委ねられているため、予算積算に
ファックス回収分を反映することは難しいが、郵送については、実際にか
かった経費だけを精算し国が実費負担することとしており、過剰な経費の支
出とならないような契約を結んでいる。
・新たな成果目標の設定を検討。

大臣官房統計部 20
政策ニーズに対応した統計の作成と利
用の推進

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
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 一部改善

・コストの削減
・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。

9 10 2 ▲2 縮減
・調査票の配付方法を一部変更することにより削減。
・新たな成果目標の設定を検討。

大臣官房統計部 20
政策ニーズに対応した統計の作成と利
用の推進

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
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）

125 125 124 一部改善
・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

122 122 - - 現状通り 新たな成果目標の設定を検討。 大臣官房統計部 20
政策ニーズに対応した統計の作成と利
用の推進

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
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）

71 71 67 一部改善
・交付ルートの効率化
・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

69 80 11 - 執行等改善

・第２期契約（平成23年11月～平成26年８月）において、再々請負を行わな
い旨を実施要項に盛り込んだ上で契約を行っており、交付ルートの効率化を
図った。
・新たな成果目標の設定を検討。

大臣官房統計部 20
政策ニーズに対応した統計の作成と利
用の推進

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

0025 家畜伝染病予防費 3,590 3,590 2,622 一部改善 ・コストの削減 3,231 3,231 - - 執行等改善
事業開始前の都道府県からの事業量調査ヒアリングにおける精査や23年度の
決算結果等の状況を踏まえ、適切に予算へ反映。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 動物用医薬品・飼料対策事業 50 50 40 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

67 115 48 ▲3 縮減

・執行額と予算額の乖離の改善については、動物用医薬品安全等対策事業の
事業内容を精査の上、情報収集、国際会議開催に係る翻訳費等の見直しを行
い予算に反映。
・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 植物防疫事業交付金 308 308 308 一部改善 ・活動実績の見直し 298 293 ▲5 ▲5 縮減
発生予察情報作成に係る調査方法の効率化に努めるとともに消耗品費の購入
及び旅費のコストの削減を行うことにより縮減。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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

0028
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

6,936 6,936 6,932 抜本的改善

・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。
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。

7,125 6,611 ▲514 ▲84 縮減

・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。
・単位当たりコストの削減については、毎年度の効率化係数による削減に加
え、検査を集約実施することにより分析機器の負担軽減を図り、適時適切な
保守点検を行うことにより耐用年数の経過した分析機器の更新時期の延長を
行う等コストの削減を行うことにより縮減。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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

0029 トレーサビリティ対策事業 402 402 328 一部改善

・事業の特殊性につき、発注方法について検討す
ること。
・単位当たりコストの削減
・活動実績の見直し

295 303 8 ▲43 縮減

・と畜場での肉片のサンプル採取については、事業の特殊性につき、委託先
の選定に当たって随意契約とすることとした。
・執行額と予算額の乖離の改善を図るため、近年の予算執行実績に基づき積
算単価や員数の見直しを行うことにより予算を縮減

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 水産防疫対策事業 115 115 106 抜本的改善

・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。
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。

97 86 ▲11 ▲11 縮減

・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。
・研修の実施にあたっては、参加者数の増加を図るため、内容の見直し、研
修日程の調整により効率化を進め、コストの削減を図り予算へ反映。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 海洋生物毒安全対策事業委託費 16 16 16 －
・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。
・活動実績の見直し

14 - ▲14 - 現状通り 平成24年度限りで終了。 消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 消費・安全対策交付金 3,023 2,977 2,730 一部改善
・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。

2,606 1,854 ▲752 ▲811 縮減

・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。
・農作物の病害虫の発生予防及びまん延防止等の事業量の規模見直しによる
縮減。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 家畜衛生対策事業 2,129 2,286 2,260 抜本的改善

・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。
・コストの削減
・活動が活性化するような支援方策の見直するこ
と。

2,122 1,861 ▲261 ▲261 縮減

・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。
・オーエスキー病対策について、事業内容の見直しにより、予算を組み替
え、事業を活性化。
・農場飼養衛生管理の事業等について執行状況等を勘案しコストの削減を実
施。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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

－ ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。 -0018 農林水産研修所施設の解体撤去等工事 現状通り 平成24年度限りで終了
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0034 食の生産資材安全確保対策事業 651 654 561 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

618 623 5 ▲35 縮減

・近年の予算執行実績を踏まえ、分析に係る人件費、印刷費等についてコス
トの削減を図り予算へ反映。
・執行額と予算額の乖離の改善については、24年度事業において、既に複数
者の応札や過去の類似事業を踏まえた予定価格の設定を行っている。
・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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
有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事
業

286 296 219 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

277 284 7 ▲32 縮減

・予備・緊急調査費の分析点数等を見直して、コストの削減を行うことによ
る減額。
・執行額と予算額の乖離については、計画的執行を図ることにより24年度に
おいて改善済み。
・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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

0036 食品表示適正化対策事業委託費 76 76 68 － ・コストの削減 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 家畜伝染病早期診断体制整備事業委託費 73 73 56 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

53 48 ▲5 ▲5 縮減

・23年度の予算執行実績を踏まえ、事業規模の見直しによりコストの削減を
図り予算へ反映。
・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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

0038 口蹄疫総合対策事業費 149 149 50 －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 獣医療提供体制整備推進総合対策事業費 96 96 86 一部改善
・獣医の目標設定と絶対数をどのように確保して
いくか検討すること。

110 121 11 ▲7 縮減

・基本方針、都道府県計画(産業動物獣医師の確保に関する具体的な数値目標
等を策定)の実現に向けて、国、都道府県が連携し、社会的ニーズに応え得る
産業動物獣医師の確保や獣医療提供体制の整備を引き続き実施。
・近年の予算執行実績を踏まえ、人件費等のコストの削減を図り予算へ反
映。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 発生予察の手法検討事業委託費 75 75 71 抜本的改善

・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。
・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。

65 58 ▲8 ▲8 縮減
・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。
・消耗品費等のコストの削減を行うことにより縮減。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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 有機ＪＡＳ規格制度等信頼向上事業委託費 22 22 22 －
・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。

9 - ▲9 - 現状通り 平成24年度限りで終了。 消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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

0042 食の情報提供活動促進事業委託費 17 17 13 － ・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23年度限りで終了。 消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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
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

30 30 26 一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・成果物を有効活用すること

22 20 ▲2 ▲2 縮減

・執行額と予算額の乖離の改善を図るため、平成24年度の予算執行において
事業の進捗を随時確認するとともに、規制制度検討会の開催費の削減や病原
体の解析試験数の見直しなどのコストの削減を図り予算に反映。
・平成23年度の成果物は、今後ホームページに掲載することを通して国内に
提供することとしており、成果物の有効活用がなされる見込み。

消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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

0044 食育実践活動推進事業 195 195 183 廃止
・国として一本化した食育の取組に集約すべきと
いった意見を踏まえること。

112 - ▲112 ▲112 廃止 平成24年度限りで廃止。 消費・安全局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0045
遺伝子組換え農作物リスク管理強化事業委託
費

18 18 13 － ・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23年度限りで終了。 消費・安全局 19 農林水産分野の地球環境対策 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

0046 農林水産本省検査指導所施設費 563 318 262 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

464 462 ▲2 ▲2 縮減

・執行額と予算額の乖離の改善を図るため、平成24年度の予算執行において
事業規模に応じた予算の計画的な執行に努めるともに、H25予算概算要求に当
たっては近年の予算執行実績を踏まえ、事業規模等の見直しによるコストの
削減を図り予算へ反映。
・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。

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

570 570 311 - - - - 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
（項）東日本大震災復旧・復興食の安全・消費者の信
頼確保対策費
　（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

- - - 544 414 ▲130 ▲110 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

- )(  - )(  - )(  140 )(  374 )(  234 )(  - )(  復興庁
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）食の安全と消費者の信頼確保対策に必要
な経費

一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

0047
放射性物質による農畜産物等影響実態調査対
策（復興関連事業）

1 食の安全と消費者の信頼の確保

縮減

・執行額と予算額の乖離の改善を図るため、近年の予算執行実績を踏まえた
サンプル試料分析費の単価の見直し等によるコストの削減を予算へ反映。
・平成24年度以降の予算執行については、支出先の選定における競争性・透
明性の一層の向上に引き続き努める。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0048
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） 160 85 75 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 消費・安全局 1 食の安全と消費者の信頼の確保 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

0049 容器包装利用・製造等実態調査事業 24 24 21 一部改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。
・単位当たりコストの削減に努めること。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、成果目標達成
のための事業内容を見直すこと。
・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。

23 21 ▲1 ▲1 縮減 執行額と予算額の乖離の改善 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

0050
独立行政法人種苗管理センターの運営に必要
な経費

2,765 2,765 2,765 一部改善
・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。

3,270 2,931 ▲339 ▲12 縮減

・活動指標の当初見込みを達成できるよう、その原因を分析し、必要な施設
の整備等を実施
・より効率的・効果的に事業を実施すべく業務経費については対前年度比
１％、一般管理費については対前年度比３％を削減

食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

0051 バイオマス地域利活用総合対策 5,699 7,595 7,366 －

・事業の効果の検証を行うこと。
・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。
・単位当たりコストの削減に努めること。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、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23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 食品産業環境対策支援事業 218 221 102 －

・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。
・活動が活性化するような支援方策を見直すこ
と。

111 - ▲111 - 現状通り 平成24年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 1,786 1,653 521 抜本的改善

・国民のニーズや優先度が低い場合は、事業内容
の再点検を行うこと。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・環境省との連携を図ること。

1,387 610 ▲777 ▲777 縮減

・これまで重点課題と位置付けていた６分野を廃止し、市場ニーズを踏まえ
た新たな戦略を策定。
・従来行っていた技術の試行・試作及び実証への支援については、平成24年
度限りで廃止し、本事業による支援を事業化可能性調査のみに限定。
・事業化可能性調査について、従来行っていた６分野に係る技術等の調査へ
の支援は廃止し、新商品やサービスを創出するための取組であって異業種等
（医療、ＩＴ等）と連携したものに係る調査に限定して支援を実施。

食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 輸出倍増プロジェクト事業 1,229 1,242 883 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。
・単位当たりコストの削減に努めること。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、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を見直すこ
と。

1,230 2,018 787 ▲643 執行等改善

本年7月末に閣議決定された「日本再生戦略」に則り、現行予算を組み替え、
一部の事業については平成24年度限りで廃止するとともに、農林漁業者等に
対してジェトロとの連携強化を通じた総合的なビジネスサポート体制を構築
するための事業を新たに追加して概算要求することなどにより、2020年まで
に成果目標を達成するよう戦略的に輸出拡大に取り組むこととした。

日本再生戦略に関する「特
別重点要求」（農林漁業分
野）「1,430百万円」

食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

0055
６次産業化推進整備事業（農商工等連携タイ
プ及び地産地消タイプ）

982 937 722 －

・国民のニーズや優先度が低い場合は、事業内容
の再点検を行うこと。
・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を見直すこ
と。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

0056 食品産業品質管理・信頼性向上支援事業 277 277 267 －

・単位当たりコストの削減に努めること。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、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を見直すこ
と。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 知的財産戦略・ブランド化総合事業 196 206 190 抜本的改善

・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。
・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を見直すこ
と。

118 - ▲118 ▲118 廃止 平成24年度限りで廃止。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 東アジア食品産業海外展開支援事業 155 155 143 －

・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。
・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を見直すこ
と。

76 - ▲76 - 現状通り 平成24年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 新事業創出人材育成事業 83 83 83 抜本的改善

・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。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、成果目標達成
のための事業内容を見直すこと。

63 55 ▲8 ▲8 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りより、効率的・
効果的に事業を実施すべくコスト削減を実施
・成果目標に対する達成度の向上に注意を払いつつ、人材育成を実施

食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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
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0060 東アジア植物品種保護基盤等強化事業 75 81 72 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。
・単位当たりコストの削減に努めること。

57 - ▲57 - 現状通り 平成24年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

0061 農山漁村６次産業化緊急対策推進事業 8,294 8,294 8,294 － － - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

0062
農山漁村再生可能エネルギー導入等緊急対策
事業うちバイオ燃料生産拠点確立事業

2,450 - - －
・他に類似・関連事業がある場合は、整理すべき
であった。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 ６次産業総合推進対策 1,537 1,544 1,106 一部改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・適切な事業計画の設定を図ること。
・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。
・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。
・農家・事業者への直接的な支援に重点化を行う
こと。

1,445 2,417 972 ▲145 執行等改善

継続事業については、平成25年度から予算額を1割減で要求しているところで
あるが、本年７月に閣議決定された日本再生戦略に「6次産業化する農林漁業
や中小企業が支える地域活力倍増プロジェクト」（Ⅳ-１-(1)-③）が位置づ
けられていることを受け、支援方策を見直し、農林漁業と商業、工業、観光
業を組み合わせた６次産業を生み出すことで、農林漁業者の所得を増大さ
せ、地域の活力の向上を図るため、６次産業化ネットワークの構築を支援す
る事業を追加して概算要求しているところである。

日本再生戦略に関する「特
別重点要求」（農林漁業分
野）「2,417百万円」

食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

0064
農山漁村再生可能エネルギー導入等緊急対策
事業うち農山漁村再生可能エネルギー導入可
能性調査支援事業

350 350 350 － － - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 卸売市場機能強化対策事業 86 86 62 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、成果目標達成
のための事業内容を見直すこと。
・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。

60 - ▲60 ▲7 廃止 平成24年度限りで廃止。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 大豆安定供給確保支援事業 25 25 25 －

・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。
・単位当たりコストの削減に努めること。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、成果目標達成
のための事業内容を見直すこと。

10 - ▲10 - 現状通り 平成24年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

0067 高齢化社会に対応した豊かな食生活創造事業 14 14 14 －
・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
すべきだった。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで廃止。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

2,131 758 55 - - - - 現状通り
平成23年度限りで終了。
なお、被害が甚大な市場については、繰越により事業が継続されており、実
際の活動実績は見込みどおりである。

食料産業局 3 食品産業の持続的な発展 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）

- )(  - )(  - )(  197 )(  - )(  ▲197 )(  - )(  現状通り

平成24年度限りで終了。
ただし、原子力災害特別措置法に基づく警戒区域内に位置する卸売市場につ
いて、自治体から復旧の要望があった場合には、改めて予算要求を行う可能
性がある。

復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

（項）農林水産業復興事業費
　（大事項）農業・食品産業強化対策に必要な経費

1,733 12 9 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

- )(  - )(  - )(  25 )(  - )(  ▲25 )(  - )(  現状通り 平成24年度限りで終了。 復興庁 -
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

0070
６次産業化先導モデル育成事業（復興関連事
業）

1,387 555 11 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めるべきだっ
た。
・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
すべきだった。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

－

・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。

－

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること。
・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。

0068 卸売市場施設災害復旧事業（復興関連事業）

0069
食料の物流拠点機能強化等支援事業（復興関
連事業）
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

756 756 661 - - - - 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
（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

- - - 238 319 81 - 執行等改善 食料産業局
東日本大震災復
興特別会計

（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

0072
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）

61 41 20 －

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、成果目標達成
のための事業内容を見直すこと。
・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23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

0073
種苗の放射性物質測定体制の強化（復興関連
事業）

40 40 40 －

・事業ごとの明確な数値目標を設定し、成果の測
定を適切に行うべきだった。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、成果目標達成
のための事業内容を見直すべきだった。
・成果指標に見合った活動指標を設定すべきだっ
た。
・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
すべきだった。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了。 食料産業局 9 農業・農村における６次産業化の推進 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興独立行政法人種苗管理
センター運営費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る独立行政
法人種苗管理センター運営費交付金に必要な経費

0074 学校給食用牛乳等供給推進事業交付金 960 960 960 現状通り 864 864 - - 現状通り
平成23年度については、成果実績が前年度を上回り目標を達成しているとこ
ろであるが、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 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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 甘味資源作物・国内産糖調整交付金 9,169 9,169 9,169 抜本的改善
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策の見直し

10,039 7,231 ▲2,808 - 現状通り

　22年及び23年の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、所要額から前年度の見込み残額を全額減じた予算要求額とすることで、
当該交付金への積増しの抑制に努めているところ。）

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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 指定生乳生産者団体補給交付金 14,119 14,119 14,119 抜本的改善
・畜産の所得補償制度の導入に向けた畜産・酪農
経営安定対策と併せ検討
・単位当たりコストの削減

18,172 16,372 ▲1,800 - 現状通り
畜産・酪農経営安定対策と併せ検討する。なお、「単位あたりコストの削
減」については、生乳生産量の回復に伴う補給金交付対象数量の増加を通じ
て改善。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0077 野菜価格安定対策事業 - - - 一部改善
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・コストの縮減

7,309 6,369 ▲940 - 執行等改善

　執行に当たっては、事業の周知を積極的に行いつつ、的確かつ円滑に実施
するとともに、効率的な業務費の執行に努め、コストの縮減を図る。
 なお、23年度に交付を見込んだものの実際の交付額が少なかったことから未
活用分が発生したため、内部資金を充当し、25年度においては要求額を圧縮
したところ。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0078 飼料穀物備蓄対策事業 1,372 1,372 1,296 抜本的改善
・提言型政策仕分け
・国の負担割合はできるだけ減らし、民間事業者
の経営努力を促すべき

1,372 - ▲1,372 ▲1,372 廃止
法人が保有する備蓄穀物を、配合飼料メーカーに保管委託する現行の事業方
式を廃止。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0079 協同農業普及事業交付金 3,234 3,234 3,234 抜本的改善
・提言型政策仕分け
・実情に即した事業・制度に見直しを行うこと
・成果目標達成のための事業内容の見直し

2,706 2,435 ▲271 ▲271 縮減
より一層の効率的な業務執行を行うこと及び普及職員数の減少を踏まえ予算
額を縮減

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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 牛肉等関税財源畜産業振興対策交付金 61,562 61,562 61,562 抜本的改善
・畜産の所得補償制度の導入に向けた畜産・酪農
経営安定対策と併せ検討

61,068 71,335 10,267 - 現状通り
畜産の所得補償制度の導入に向けた畜産・酪農経営安定対策と併せ検討す
る。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0081
独立行政法人家畜改良センターの運営に必要
な経費

7,696 7,731 7,697 一部改善
・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。
・適切な活動指標の設定

7,723 7,242 ▲481 ▲42 縮減

・一般競争入札における資格要件を、業務の円滑な実施の確保を図りつつ必
要 小限とするとともに、ＨＰの調達情報をわかりやすい内容とし、応札し
やすい環境整備を図る。
・より適切な活動指標の設定とする。
・一般管理費等については各種支出項目の精査を行った上で、経費の徹底し
た節約効率化に取り組んでいる。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0082 加工原料乳等生産者経営安定対策事業交付金 17 17 17 抜本的改善
・畜産の所得補償制度の導入に向けた畜産・酪農
経営安定対策と併せ検討

13 12 ▲1 - 現状通り 畜産・酪農経営安定対策と併せ検討する。 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

レビューシート上、25年度
で予算額が増額している理
由は、「日本再生戦略」に
おいて、原発事故の影響等
で落ち込んだ農林水産物・
食品の輸出額を2020年まで
に１兆円水準とするため、
諸外国への輸入規制緩和の
働きかけ等の取組強化を図
ることとされていることか
ら、輸出相手国に対して、
科学的根拠に基づき、規制
措置の見直し要求ができる
よう、食品の安全性の実証
に必要な科学的データ等を
整備するための事業を新た
に要求したことによる。

9 農業・農村における６次産業化の推進

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・事業実施期間を通じた成果目標に対する達成度
が必ずしも向上していない場合は、成果目標達成
のための事業内容を見直すこと。
・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。

抜本的改善0071 農産物等輸出回復事業（復興関連事業）

23年度事業については、計画どおり23年度限りで終了したところ。

なお、24年度から復興特会において措置した事業については、福島県等被災
地の意見等を踏まえ、効果的な執行を行うこととしている。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分
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平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0083 農業機械化促進対策 1,961 1,961 1,845 一部改善
・応募の工夫を図ること
・農作業事故死亡者数の目標の達成を図ること
・適切な活動指標の設定

1,760 1,695 ▲65 ▲12 縮減

農作業安全事業は産地活性化総合対策事業に統合。農作業事故死亡者数の目
標達成を図るため、２５年度からは、農作業事故の詳細結果を活用した、農
業者が直接、農作業安全の取組を行う体制整備を支援できるよう、予算を組
み替えて要求。
一般管理費等については各種支出項目の精査を行った上で、経費の徹底した
節約効率化に取り組んでいる。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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）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

0084 独立行政法人農畜産業振興機構運営費 1,887 1,887 1,887 一部改善 ・コストの削減 1,631 1,909 278 ▲115 縮減
一般管理費等については各種支出項目の精査を行った上で、経費の徹底した
節約効率化に取り組んでいる。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0085 強い農業づくり交付金 30,133 6,648 6,030 抜本的改善
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・適切な活動指標の設定

2,093 2,093 - - 現状通り

　「指定野菜の加工・業務向け出荷数量」については、記録的な猛暑等の異
常気象による不作により減少したものである。このため、本目標達成のため
の産地の施設整備を進めるとともに、野菜価格安定対策事業において加工・
業務用野菜の増産に向けた運用改善を図るなど、他事業とも連携することに
より目標達成に向けて取り組む。
　また、活動指標については、産地が抱える課題に対し、課題解決に向けた
方向性と成果目標を事業実施主体自らが設定し、事業に取り組むため、本事
業で産地に対する補助を実施した件数が成果目標に繋がることになることか
ら活動実績については実施件数としている。

生産局

2

3
5

国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化
食品産業の持続的な発展
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0086
飼料増産総合対策事業のうち国産粗飼料増産
対策

1,214 1,214 1,161 一部改善 ・コストの削減 911 819 ▲91 ▲91 縮減
事業の確認・検査等について、実施状況を踏まえ、助成対象箇所数、単価を
見直し、平成23年度比で約１／２に縮減。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0087
多様な畜産・酪農推進事業のうち家畜改良対
策推進

514 514 478 抜本的改善

・支出先の選定の見直しが必要。
・予算削減を図るため、仕組みを変えること。
・国と独立行政法人との重複の排除、役割分担の
徹底を図るべき。

490 404 ▲86 ▲26 縮減

・口蹄疫被害地域等への優良家畜導入を廃止。
・(独)家畜改良センターの役割の一層の明確化を図り、畜種ごとに実施して
いる調整連絡会議をセンター自ら同センター運営費交付金の中で実施。
・公募要件を見直し、地域の団体も公募対象とし１者応札の改善を図る。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0088 酪農環境負荷軽減支援事業 6,347 6,347 5,722 抜本的改善
・提言型政策仕分け
・目的に沿った簡素な制度にすること
・単位当たりコストの削減

6,229 6,229 - - 執行等改善 ・経営安定対策として、その目的に沿った仕組みへ見直し。 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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
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

113 113 113 抜本的改善

・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。
・適切な活動指標の設定
・事業の検証を行うべき

74 63 ▲11 ▲11 縮減
24年度事業の公募において、複数の者からの応募があったところ。
24年度事業からは適切な活動指標の設定を行うこととする。また、受講者へ
のアンケートを実施しており、これを基に事業の検証を実施する。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0090
多様な畜産・酪農推進事業のうち和牛精液等
流通管理体制構築推進

49 49 45 －
・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。
・活動が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0091 新たな生乳需給安定化手法の開発 15 15 14 －
・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。
・単位当たりコストの削減

12 - ▲12 - 現状通り 平成24年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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
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

100 104 85 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・支出先の選定について競争性・透明性を一層向
上すること
・活動が活性化するような支援方策の見直し

67 61 ▲7 ▲7 縮減

・執行状況を踏まえ予算規模を見直し。
・支出先の選定に当たって、公募期間の更なる延長を検討するとともに今後
とも事業選定委員会で事業内容の実現可能性等を厳格に審査する。
・１者応札となった取組及び活動実績が当初目標を下回った取組については
23年度限りで、民間での取組が軌道に乗り始めた取組については24年度限り
で終了。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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
飼料増産総合対策事業のうち飼料用米農薬安
全確保

261 702 673 抜本的改善

・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
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・コストの削減

132 - ▲132 - 執行等改善

・支出先の選定について、公募期間の更なる延長や公募単位の細分化を検
討。
・活動実績の当初見込みは予算要求時の検討数であり、採択された試験計画
数では、活動実績はこの目標値を上回っている。
・対象の農薬成分をしぼって、かつ試験設計に考慮し、効率的な試験を行う
とともに、引き続き事務用品費等についてコストの削減を図り、草地生産性
向上対策に組み替えて実施。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0094 産地活性化総合対策事業 12,185 12,278 4,064 一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・わかりやすい事業内容の検討を行うこと

5,288 4,386 ▲902 ▲902 縮減

　本事業については、23年度予算の執行率が低調だったことから、24年度予
算において大幅な縮減を行ったところであるが、25年度予算についても事業
内容等の見直しを行い、予算要求を行っているところ。
　予算額と執行額の乖離について改善されるよう取り組む。
　本事業については、これまでの行政事業レビューにおいて「類似事業との
整理統合」との指摘を踏まえ、国の直接採択により産地の取組を支援する事
業を大括り化し、効率的な運用を可能とする一体的な事業としたことから、
取組の内容も多岐にわたっており、全体の構成がわかりにくいものとなって
いるため、今後、できるだけわかりやすく生産現場へ説明していく。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0095 果樹・茶支援対策事業のうち果樹対策 6,028 7,253 6,337 一部改善 ・支援対策事業の制度の充実を図ること 5,223 5,330 108 ▲20 縮減
　パインアップル新需要開発推進事業について、２５年度から直接採択事業
に移行することにより、補助金執行事務の改善を図る。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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
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0096
飼料増産総合対策事業のうち草地生産性向上
対策

630 630 531 一部改善
・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
・適切な成果指標の設定

600 658 58 ▲93 縮減

・引き続き普及を図るとともに、平成24年度に草地改良の助成対象面積を見
直すことにより、予算を削減。
・成果指標について、より具体的な成果指標にすることも含め再検討。
・25年度より本事業に組み替えて実施される飼料用米農薬安全確保につい
て、対象の農薬成分をしぼって、かつ試験設計に考慮し、効率的な試験を行
うとともに、引き続き事務用品費等についてコストの削減を図る。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0097 糖価調整緊急対策交付金 32,950 32,950 32,950 － ・成果目標達成のための事業内容の見直し - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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 チーズ向け生乳供給安定対策事業 8,768 8,768 6,818 抜本的改善

・畜産の所得補償制度の導入に向けた畜産・酪農
経営安定対策と併せ検討
・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の見直し

8,767 8,767 - - 現状通り

畜産・酪農経営安定対策と併せ検討する。
なお、「執行額と予算額の乖離の改善」については、平成24年度より新たな
メニュー（生産者需給調整機能強化対策）を追加したところであり、新メ
ニューの周知を含め改善を図っていく。また、「成果目標達成のための事業
内容の見直し」については、生乳生産量は、回復傾向にあり、チーズ向け生
乳供給数量も増加していることから、引き続きチーズ向け生乳を対象に助成
金を交付することにより改善を図る。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0099 戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 8,220 4,560 518 －
・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
・事業の事後的検証を行うこと

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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 鶏卵生産者経営安定対策事業 5,189 5,189 3,219 一部改善
・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

5,189 5,189 - - 現状通り

  本事業は、鶏卵価格が補塡基準価格や安定基準価格を下回った度合いに応
じて補助金が交付される事業であるため、鶏卵価格が安定して推移する年度
の執行率は低くなり、逆に鶏卵価格が大きく低下する年度の執行率は高くな
る。現に、23年度は、東日本大震災発生後鶏卵価格が上昇し、その後夏まで
に低下したものの比較的安定的に推移したことから執行率が低くなった一方
で、24年度は、年度当初から鶏卵価格が大きく低迷していることから、執行
率は極めて高くなる見通しである。
　このような事業の性格や仕組を踏まえ、鶏卵価格が大きく低下する年度に
おいても対応できるように所要額を計上しているため、鶏卵価格が安定して
推移した年度には執行額と予算額が乖離し、執行率が低くなることは当然で
あり、問題視すべきものではない。
　他方、事業契約対象数量については、23年度に事業を拡充するとともに、
事業実施体制の集約化を進める中で、目標の200万トンに向けて拡大に努めて
いる途上であり、24年度においても、事業実施体制の更なる整備に向けて生
産者積立金を管理する団体の統合を支援しているところである。引き続きこ
のような体制整備を通じ、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 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0101 果樹・茶支援対策事業のうち茶対策 1,500 275 216 抜本的改善

・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の見直し
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・適切な成果指標の設定

1,500 1,500 - - 執行等改善

本事業において、福島第一原発事故の影響により２３年５月に暫定規制値を
超える茶葉が発生するなど、販売環境も悪化したため、産地やお茶農家は、
改植等の必要性を認識しているものの、改植そのものに要する経費が大きな
負担となることから、改植への投資意欲が低下していたこともあり、２３年
度は低い執行率にとどまった。このことを踏まえ、２４年度において、改植
を進める上でネックとなっている改植経費についても支援が行えるよう事業
メニューの追加を行っており、事業内容及び支援方策の見直しは実施済みで
ある。予算額については、原発事故の影響も収束しつつあり、本事業への
ニーズは高いことから現状通りとした。
　また、成果指標については、上記点検結果にも記載しているとおり、２４
年度から改植に要する経費への支援を事業メニューに追加したことを踏まえ
た見直しを行っており、成果目標の達成に向け、２４年度以降の各年度毎に
目標値を設定する。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0102 畜産防疫体制強化リース事業 429 429 92 －
・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

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0103
国際園芸博覧会フロリアード２０１２(仮称)
出展参加事業

134 134 134 －
・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
・事業の成果を中長期的に検証すること

169 - ▲169 - 現状通り 平成24年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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
多様な畜産・酪農推進事業のうち家畜個体識
別システム利活用促進

87 87 87 一部改善
・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
・適切な成果指標の設定

61 144 83 ▲17 縮減

・支出先の選定にあたって応募単位を更に細分化することを検討。
・シミュレーションによる目標値を設定しているが、導入による飼養管理等
の効率化などの効果を定量的に把握し、事業実績に基づき定量的な指標の設
定を検討。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0105 乳製品国際規格策定活動支援 23 23 19 一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・適切な成果指標の設定

16 14 ▲2 ▲2 縮減

25年度概算要求においては、24年度予算同様、更に精緻な予算積算を行うと
ともに、引き続き適切な予算執行に取り組むこととしているところ。また、
成果指標の設定については、当該事業の目標が、国際規格の策定にあたって
我が国の意見を反映させることであるため、「意見の反映率」に変更する。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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
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平成２４年度 平成２５年度
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予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0106 葉たばこ作付転換緊急対策事業 5,092 5,092 - －
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること
・適切な補助金執行に加え必要な指導を行うこと

- - - - 現状通り

平成23年度限りで終了
本事業は、葉たばこ廃作農地が引き続き農業利用されるよう、葉たばこから
他作物への円滑な転換を推進するため、平成23年度第４次補正予算（平成24
年２月８日成立）において措置されたものであるが、事業実施主体におい
て、農業用機械や共同利用施設の機種選定・設計及び各種事務手続（各事業
における見積書の徴取・建築に関する行政手続等）が確定できなかったこと
から、年度内の執行に至らなかったもの。なお、繰り越した予算額の適切な
執行に努めるとともに、事業実施主体に対しては、地方農政局等から適切な
事業実施に向けた指導監督を行う。

生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0107 緊急食糧支援事業 3,533 3,533 3,533 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること 9,689 8,972 ▲717 ▲639 縮減
予算額と執行額の乖離の改善を行うため、国際相場の変動要因に係る積算方
法の見直しを行った。

生産局 4 総合的な食料安全保障の確立 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

0108
生産環境総合対策事業のうち有機農業総合支
援事業

104 104 104 抜本的改善

・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
・単位当たりコストの削減
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・適切な成果指標の設定

67 52 ▲16 ▲16 縮減

・事業の執行において、支出先の選定における競争性・透明性の一層の向上
に取り組むとともに、単位当たりコストを削減するため、調査における回収
率向上等による収集データ数の増加を図る。また、成果目標である有機JAS認
定農産物の生産量の拡大に向けて、平成２４年度から事業内容を見直し、活
動指標については、事業の内容に基づき、改めて設定することとしている。

生産局 8
持続可能な農業生産を支える取組の推
進

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
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

603 603 546 －

・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
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策の見直し

392 - ▲392 - 現状通り 平成24年度限りで終了 生産局 8
持続可能な農業生産を支える取組の推
進

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
生産環境総合対策事業のうち農業生産環境対
策事業

232 232 218 抜本的改善
・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
・活動が活性化するような支援方策の見直し

168 98 ▲70 ▲70 縮減

１者応募となった各事業については、平成23年度を事業終期として、廃止。
平成25年度は平成23年度と同様の事業は存在せず、農業現場での減肥基準や
施肥低減技術の導入及びそれらの着実な普及等のための予算事業を要求する
ところ、より多くの農業者に活用していただくよう、事業の詳細な情報や要
件をより明示するなど事業への応募環境の改善に取り組むとともに、農業者
による導入普及活動が活性化するよう、事業成果の周知・普及の促進に取り
組む。

生産局 8
持続可能な農業生産を支える取組の推
進

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 環境保全型農業直接支援対策 2,909 2,909 1,204 抜本的改善
・提言型政策仕分け
・目的に沿った簡素な制度にすること
・活動が活性化するような支援方策の見直し

2,644 2,644 - - 執行等改善
・本対策の目的である環境保全に効果の高い営農活動の導入に取り組む農業
者の増加に資するよう、支援水準の見直し、支援対象取組の再整理を行うな
ど制度の見直しを実施。

生産局 8
持続可能な農業生産を支える取組の推
進

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

0112 鳥獣被害防止総合対策交付金 11,283 10,986 10,751 一部改善 ・単位当たりコストの削減 9,500 10,500 1,000 - 執行等改善

コスト低減のため、上限単価について、２４年度から既に捕獲用の檻・わ
な、捕獲した鳥獣の処理加工施設、侵入防止柵の種類ごとについても設定し
ているところ。また、執行面においても、過去の実勢価格に照らした適切な
単価設定の徹底を都道府県を通じて指導する等、コスト低減に向けた取組
を、２４年度に引き続き実施する予定。

生産局

11

12
17

農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全
森林の有する多面的機能の発揮
漁村の健全な発展

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

0113 配合飼料価格安定対策事業（復興関連事業） 9,700 9,700 9,700 － ・単位当たりコストの削減 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興国産農畜産物・食農連
携強化対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る国産農畜
産物・食農連携強化対策に必要な経費

0114

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の
事故により汚染された牛肉・稲わらに係る肉
用牛肥育農家支援対策等に必要な経費（予備
費）（復興関連事業）

86,334 86,334 86,334 － - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 予備費使用 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

34,134 22,783 5,831 - - - - 生産局
2

5

国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

- )(  - )(  - )(  2,899 )(  10,427 )(  7,528 )(  - )(  復興庁

2

3
5

国産農畜産物を軸とした食と農の結び
つきの強化
食品産業の持続的な発展
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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）農業・食品産業強化対策に必要な経費
（項）農林水産業復興事業費
　（大事項）農業・食品産業強化対策に必要な経費

0116 配合飼料緊急運搬事業（復興関連事業） 463 463 349 － ・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23年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0117
被災家畜円滑処理・関連業種再開支援事業
（復興関連事業）

182 182 133 － ・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23年度限りで終了 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0115
東日本大震災農業生産対策交付金（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抜本的改善 執行等改善

　本事業は、23年度1号補正予算により措置されたものであるが、予算額の算
定段階では被災地での実態等が不透明な中で、十分な予算要望に基づいた所
要額の見込みを出すことが出来なかったため、平成23年3月30日時点での被害
概況における宮城県の生産関連施設の被害額を基に要求したが、執行段階で
は当初見込んでいた大規模施設の建て直しが少なく、幸いにも軽微な補修で
復旧可能な施設が多かったことや被災地では、がれきの撤去や住宅などの生
活再建が優先されたことにより、営農再開の目処が立たず、年度内の営農再
開に向けた取組を断念した農業者が多かったことから、予算額と執行額に乖
離が生じたが、25年度概算要求では被災地からの要望を聞きとり、復興に向
けた地域の実状に併せた要求額とした。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

7,280 7,280 5,063 - - - - 生産局
5 意欲ある多様な農業者による農業経営

の推進
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
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費
（項）牛肉等関税財源畜産経営対策費
　（大事項）牛肉等関税財源畜産経営対策に必要な経
費

- )(  - )(  - )(  4,808 )(  6,109 )(  1,301 )(  - )(  復興庁 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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）農業経営対策に必要な経費

0119 アジア・アフリカ農村開発機構分担金 14 14 14 －
・関係機関の役割分担の見直し
・類似事業との整理統合

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 経営局 4 総合的な食料安全保障の確立 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

0120 外国人技能実習受入れ適正化支援事業 61 61 59 －
・類似事業との整理統合
・支出先の選定について競争性･透明性を一層向上

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 経営局 4 総合的な食料安全保障の確立 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

0121 アジア食料生産力向上農業人材育成事業 38 38 38 抜本的改善 ・一者応札などは改善 - - - - 現状通り
所見で受けた指摘については、本事業の移管先（シート番号0006）において
改善を行うこととする。

経営局 4 総合的な食料安全保障の確立 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

0122 農業共済事業事務費負担金 40,285 40,285 40,285 一部改善 ・制度の見直しの検討 38,685 38,685 - - 執行等改善 戸別所得補償制度の法制化を前提として、見直しを検討 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 被害農家営農資金利子補給等補助金 12 12 - 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 41 39 ▲2 ▲2 縮減 平成25年度要求において、過去の実績等を勘案し予算要求額を削減
23年度4次補正
△77百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0124 農林年金給付事業 1,430 1,430 1,430 現状通り 1,312 1,413 101 - 現状通り 引き続き、予算の適切な執行に努める。 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0125 損害評価特別事務費補助金 97 97 97 － ・成果目標達成のための事業内容の見直し - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 農業近代化資金利子補給金 4 4 4 抜本的改善
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・成果指標の見直し

6 6 - ▲ 1 縮減 　平成25年度要求において、利子補給率の見直しにより、要求額を削減
23年度4次補正
△7百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 人権問題啓発事業 28 28 23 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策に見直し

24 22 ▲2 ▲2 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
　成果目標の早期達成を図るため、重点対象団体の設定や優良事例の紹介等による
取組の強化を検討

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0128 農業者年金事業 124,672 124,672 124,398 現状通り 124,559 126,001 1,442 - 現状通り 引き続き、予算の適切な執行に努める。 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0129 独立行政法人農業者年金基金運営費 3,364 3,364 3,364 一部改善
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策に見直し

3,341 3,341 - - 執行等改善

　業務の効率化の観点から、新たな電算処理システムの導入を行う。
　効果的な加入促進の観点から、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 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

一般会計

（項）農業経営対策費
　（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

0130
株式会社日本政策金融公庫農林水産業者向け
業務

18,202 18,202 16,978 一部改善 ・成果指標の見直し 18,065 17,600 ▲465 - 現状通り
予算監視・効率化チームの所見を踏まえ、成果指標の見直しについて今後検
討。

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 農業信用保証保険基盤安定事業交付金 767 767 767 一部改善
・成果指標・活動指標と執行額の関係の分かる目
標設定

307 333 26 ▲307 縮減

本事業については、その内容について全面的な見直しを行い、25年度につい
ては、農業者が第三者保証人等に依存せずに債務保証が受けられるようにす
ることで、引き続き経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした経営を展開
するために必要となる資金の円滑な融通を支援することとする。（本事業に
ついては、25年度要求が24年度予算に比して増加しているが、農業信用保証
保険基盤安定事業交付金についての全面的な見直しに加え、農業経営改善利
子補給金等交付事業のうち無担保無保証人特別保証事業を廃止したため、両
事業を通じた全体の予算額は縮減している。）

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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
株式会社日本政策金融公庫危機対応円滑化業
務

120 120 106 一部改善 ・単位当たりコストの削減 125 121 ▲4 ▲4 縮減
平成24年度における事務費については、大手町再開発計画による日本公庫の
新ビルへの移転に伴い、一時的に引越経費等が嵩んだため前年度より増加し
たが、事務費の見直しを行い、25年度予算額の圧縮を行うこととしている。

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 衛星画像を活用した損害評価方法の確立事業 30 30 25 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策に見直し

27 - ▲27 - 現状通り 平成24年度限りで終了 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 特定地域経営支援対策事業 1,337 893 715 一部改善
・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に見直し

1,193 1,073 ▲119 ▲120 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
　本事業のうちアイヌ農林漁業対策事業の事業効果の増進を図るため、採択
要件の見直しを実施

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0118 被災農家経営再開支援事業（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一部改善 現状通り 関係市町村への十分な事業実施見込み調査等に基づき所要額を要求。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

459,123 459,123 394,224 488,341 7,987 ▲480,353 - 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

187,680 187,680 145,639 187,680 - 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

- - - - 668,033 経営局

食料安定供給特
別会計（統合

後）
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

0136 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 10,257 10,257 7,306 一部改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・スーパーＬ資金と農業改良資金の重複部分の効
率化
・成果指標の見直し

7,969 7,507 ▲462 ▲462 縮減

・公開プロセスの結果を踏まえ、人・農地プランの中心経営体として位置付
けられた認定農業者は、スーパーＬ資金及び農業改良資金が利用可能である
という、現行の重複を整理するため、この認定農業者については、資金使途
や貸付限度額などの点でより自由度の高いスーパーＬ資金(５年間無利子）を
利用すべく整理することとしている。
・また、成果指標については、当該融資による農業経営の改善効果を示すこ
とができる指標とする方向で検討することとしている。

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0137 農の雇用事業 4,108 4,108 4,108 － ・支出先の選定について競争性･透明性を一層向上 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了
23年度4次補正
2,287百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 経営体育成交付金 526 796 712 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・成果指標の見直し

169 - ▲169 - 現状通り 平成24年度限りで終了 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 農業改良資金利子補給金 507 507 236 一部改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・成果指標の見直し
・スーパーＬ資金と農業改良資金の重複部分の効
率化

811 998 187 ▲191 縮減

・23年度の執行率が低くなったのは、新規貸付利子補給率が積算時より低利
となったこと、貸付実行が下半期に集中していること等によるものと分析し
ている。
・認定農業者については、資金使途や貸付限度額などの点でより自由度の高
いスーパーＬ資金(５年間無利子）を利用すべく整理することとしている。
・成果指標については、当該融資による農業経営の改善効果を示すことがで
きる指標とする方向で検討することとしている。

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 担い手育成農地集積資金利子補給金 312 312 80 一部改善
・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に見直し

282 353 71 ▲80 縮減

・農業者への融資時期の傾向を反映した利子補給額に見直したことによる概
算要求額の縮減を行っている。
・対象農業者向けの説明周知をより徹底し、さらなる活動の活性化を行うこ
ととしている。

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 女性・高齢者等活動支援事業 129 129 128 一部改善
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策に見直し
・女性の登用に一層努力

200 196 ▲5 ▲5 縮減

　単位当たりコストについては、研修会の開催地区数を増やすとともに、事
業の成果や事例情報を広くホームページ等で発信し、研修会への参加を促進
することにより低減に努める。
　高齢者・障害者に係る事業については、高齢農業者が新規就農者等地域の
農業者に対する技術指導の取組等、現場で効果が上がる取組となるよう見直
す。
　農業委員や農協役員への女性の登用を進めるため、女性に対する研修のみ
ならず、選任する組織関係者や男性に対する研修を強化すること等により、
意識醸成を更に促進するよう努める。

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 経営体育成支援事業 7,168 7,168 6,431 一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・成果指標の見直し

6,346 4,883 ▲1,462 ▲1,462 縮減

　入札等により事業費の低減を図るとともに、執行残額を活用して追加要望
調査を実施するなど執行率の向上に努めており、引き続き適切な予算執行を
行う。
　また、平成25年度の実施に当たっては成果目標の見直し等を検討する。

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 戸別所得補償経営安定推進事業 233 233 8 現状通り 7,203 8,499 1,296 - 現状通り
23年度4次補正
233百万円

経営局
5

6

意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進
優良農地の確保と有効利用の促進

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
（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

0144 農業研修支援事業 207 207 115 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策に見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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 農業経営改善利子補給金等交付事業 183 183 38 抜本的改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 146 51 ▲95 ▲95 縮減 　25年度要求において制度を見直して削減 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0146 農業経営者育成教育実施準備事業 3 3 3 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定について競争性･透明性を一層向上
・適切な成果指標・活動指標の設定

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

0147 農地調整費交付金 109 109 84 一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・単位当たりコストの削減

98 93 ▲5 ▲5 縮減 過去の事業実績を踏まえて、平均的な事業実施規模に事業規模を見直し。 経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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 都道府県農業会議会議員手当等負担金 530 530 526 一部改善 ・更なるコストの削減 521 477 ▲43 ▲43 縮減
人件費について、定員合理化等を反映するとともに、会議員手当の単価の見
直しにより縮減。

経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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 農業委員会交付金 4,764 4,764 4,763 一部改善 ・更なるコストの削減 4,744 4,728 ▲16 ▲16 縮減
農地面積、業務量等の配分基準となる客観的な数値の減少分を反映させ予算
を縮減。

経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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

5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

480,353 - 

現状通り0135 農業者戸別所得補償制度 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善
　本制度については、早期法制化を目指しているところであり、このため、
「25年度予算の概算要求組換え基準について」（平成24年８月17日閣議決
定）において「所要の額を要求する」とされたところ。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0150 全国農業会議所事業 14 14 14 一部改善 ・更なるコストの削減 13 13 ▲1 ▲1 縮減
情報収集・分析事業について調査員手当の単価、通信費等の見直しにより縮
減。

経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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 農地制度実施円滑化事業費補助金 2,999 2,999 1,891 一部改善

・成果指標の改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策に見直し
・実情に即した事業・制度に見直しのための検討

2,181 2,072 ▲109 ▲109 縮減 農地相談活動、研修等事業等の単価を見直すなど積算見直しにより縮減。 経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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 農地売買円滑化事業 100 100 30 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定について競争性･透明性を一層向上
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策に見直し

41 37 ▲4 ▲4 縮減 所要額の精査を行うことにより縮減。 経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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

0153 ６次産業化推進整備事業（農業主導タイプ） 565 656 609 －
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策に見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 経営局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 320 320 172 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 63 57 ▲6 ▲6 縮減
本事業は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縮減。（対象施設の拡大要求による増額を含む）

23年度4次補正
230百万円

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

11,907 11,907 11,907 - - - - 

23年度1次補正
6,000百万円
23年度3次補正
5,907百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  1,963 )(  - )(  ▲1,963 )(  - )(  平成25年度は事項要求 復興庁 -
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）農業経営体に必要な経費

7,697 7,697 7,621 - - - - 

23年度1次補正
736百万円
23年度3次補正
6,961百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  784 )(  - )(  ▲784 )(  - )(  平成25年度は事項要求 復興庁 -
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）農業経営対策に必要な経費

0157
農水産業協同組合貯金保険機構出資金（復興
関連事業）

1,320 1,320 1,320 － - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 予備費使用（1,320百万円） 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）農水産業協同組合貯金保険機構出資に必
要な経費

1,078 1,078 22 - - - -
23年度3次補正
1,078百万円

経営局
5

6

意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進
優良農地の確保と有効利用の促進

一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費
（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・復興に係る農地制度
実施円滑化対策等に必要な経費

- )(  - )(  - )(  1,129 )(  1,142 )(  13 )(  ▲16 )(  復興庁 -
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）農業経営対策に必要な経費
　（大事項）農地制度実施円滑化対策等に必要な経費

888 888 211 - - - - 

23年度1次補正
444百万円
23年度3次補正
444百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  1,686 )(  - )(  ▲1,686 )(  - )(  平成25年度は事項要求 復興庁 -
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）農業経営対策に必要な経費

700 700 700 - - - -
23年度3次補正
700百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  423 )(  188 )(  ▲235 )(  - )(  復興庁 -
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）農業経営対策に必要な経費

397 397 397 - - - - 
23年度3次補正
397百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  847 )(  - )(  ▲847 )(  - )(  平成25年度は事項要求 復興庁 -
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）農業経営対策に必要な経費

0162
株式会社日本政策金融公庫農林水産業者向け
業務（復興関連事業）

193 193 - － - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了
23年度1次補正
193百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

84 84 23 - - - - 
23年度3次補正
84百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  13 )(  - )(  ▲13 )(  - )(  復興庁 -
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）農業経営対策に必要な経費

予算監視・効率化チームの所見を踏まえて、25年度概算要求において、執行
額と予算額の乖離の改善を図るべく、金利の変化等を反映させ要求すること
としている。

現状通り

執行等改善

　公募選定における競争性・透明性を確保するため、公募要件を緩和し１者応募の
解消に向け改善を行う。
　平成２４年度より、原発事故等により避難している被災農業者も対象にするなど
対象者の範囲の拡大を行ったことから、対象者に対する事業の周知・広報を改めて
徹底し、引き続き被災者等の雇用確保を支援していく。

0158
地域農業経営再開復興支援事業（復興関連事
業）

0159
農業経営復旧・復興対策利子助成金等交付事

業（復興関連事業）

本事業は、25年度以降は必要に応じて予算措置について検討。現状通り

現状通り 平成24年度限りで終了

0155
日本公庫資金円滑化貸付事業（復興関連事

業）

0156
農業経営復旧・復興対策特別保証事業（復興
関連事業）

農と福祉の連携によるシニア能力活用モデル
事業（復興関連事業）

被災者向け農の雇用事業（復興関連事業）

0161
株式会社日本政策金融公庫危機対応円滑化業
務（復興関連事業）

一部改善

抜本的改善

一部改善

一部改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・活動指標（目標値）の見直し

・成果指標の見直し

・成果目標達成のための事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策に見直し

・執行額と予算額の乖離の改善

・執行額と予算額の乖離の改善

－0163

一部改善
・支出先の選定について競争性･透明性を一層向上
・活動が活性化するような支援方策に見直し

－

0160

現状通り
所見を踏まえて、２５年度概算要求においては保証枠を削減することとす
る。

縮減

25年度予算の概算要求においては、都道府県及び市町村の復興状況を確認し
つつ、一方で事業要望量を反映するなどの改善を行ったところ。
被災地域農地集積支援金において農地の復旧が完了した市町村については、
仕組み及び交付単価を一部変更し、執行の改善を行う。

現状通り

※　東日本大震災復興特別会計における金融関係事業に関する予算措置につ
いては、農業者の資金繰りに万全を期すため、被災地域の復興状況を踏まえ
ながら、被災農業者の資金需要を慎重に見極めることが必要。
　このため、２５年度予算の概算要求に当たっては、概算要求金額未定の事
項要求とすることが適当と考えられるところ。

予算監視・効率化チームの所見を踏まえ、成果指標の見直しについて今後検
討。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0164
被害農家営農資金利子補給等補助金（復興関
連事業）

49 49 - － ・執行額と予算額の乖離の改善 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了

23年度1次補正
393百万円
23年度4次補正
△344百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

30 30 - - - - - 
23年度3次補正
30百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  63 )(  64 )(  1 )(  - )(  復興庁 -
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）農業経営対策に必要な経費

6 6 - - - - - 
23年度3次補正
6百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農業経営対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業経営
対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  13 )(  17 )(  5 )(  - )(  復興庁 -
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）農業経営対策に必要な経費

0167
農林水産業共同利用施設災害復旧事業（復興
関連事業）

8,987 8,987 1,330 － ・執行額と予算額の乖離の改善 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了

23年度1次補正
7,565百万円
23年度3次補正
1,422百万円

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
（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・復興に係る風水害等
対策に必要な経費

0168 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業 22,000 17,255 17,144 －
・繰越の防止を行うべきであった。
・コストの削減を行うべきであった。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 農村振興局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

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

0169 国際協力推進調査等委託費 23 23 22 抜本的改善 ・事業を戦略的に、重点化して実施すること。 79 23 ▲56 ▲6 縮減 饑餓・貧困対策、地球的規模課題への対応に予算を重点化し、予算を削減 農村振興局 4 総合的な食料安全保障の確立 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

0170 食料供給安定化国際農業連携対策事業 56 56 53 － ・成果目標の適切な設定が必要であった。 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 農村振興局 4 総合的な食料安全保障の確立 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 海外農業農村開発促進調査等補助金 387 387 377 抜本的改善 ・事業を戦略的に、重点化して実施すること。 345 306 ▲39 ▲30 縮減 饑餓・貧困対策、地球的規模課題への対応に予算を重点化し、予算を削減 農村振興局 4 総合的な食料安全保障の確立 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

0172 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 18,357 19,688 19,242 一部改善
・繰越の防止に努めること。
・事業の有機的連携を図りつつ、農村の魅力を高
めていく取組を推進すること。

4,075 3,000 ▲1,075 - 執行等改善 「繰越の防止」等に努めるとともに、所要額を精査 農村振興局

6
7

9

10

11

12
13
14
17

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

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

0173 農家負担金軽減支援対策事業 8,864 8,864 6,783 一部改善
・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。

7,982 6,714 ▲1,268 ▲1,268 縮減 事業実施見込の把握による概算要求額の見直し 農村振興局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 1,733 1,733 1,733 一部改善 ・基金の完全執行と事業の執行強化を図ること。 226 203 ▲23 - 執行等改善
・基金の計画的な執行の徹底、再生の取組の強化が必要な地域協議会への働
きかけ等により、より一層の耕作放棄地の再生を推進

農村振興局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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

0175 農業体質強化基盤整備促進事業 80,111 - - 現状通り ・コストの削減に努めること。 22,000 22,000 - - 現状通り
・事業執行においてコストの削減に努めることに加え、平成25年度概算要求
において「簡易農地整備」の推進を図るなど、制度についても適宜見直しを
行う

農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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 土地改良施設利用高度化対策事業 50 50 49 一部改善
・事業効果の早期発現に努めること。
・交付ルートの見直しを行うこと。
・事業の工程管理を行うこと。

45 - ▲45 - 廃止
23・24年度の事業実施により、当初の目的が達成される見込みとなったこと
から、本事業は廃止。今後は、本事業の成果を踏まえ技術確立に向けた検討
を進め、事業効果の早期発現に努める。

農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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 諫早湾干拓・有明海関係事業 1,200 1,200 838 一部改善 ・執行額の予算額の乖離の改善に努めること。 700 700 - - 現状通り
・所見にて一部改善とされた開門のための環境アセスメント及び開門に関し
ての準備については、平成23年度限りで終了

農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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

0178 農村地域資源等利活用支援事業 990 758 716 －
・成果目標達成の達成のための支援方策の見直し
を行うべきであった。
・繰越の防止に努めるべきであった。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

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

0179 食と地域の交流促進対策交付金 1,703 1,703 1,434 廃止
・目的を明確化しつつ、予算の効果的な執行に努
め、競争性を維持しながら事業を実施すべきであ
る。

1,364 263 ▲1,100 ▲1,100 段階的廃止
本事業は、平成２４年度限りで廃止。ただし、事業継続地区については、現
場の混乱を回避する観点から、平成２５年度に限り事業を実施。

農村振興局 10
都市と農村の交流等及び都市とその周
辺の地域における農業の振興

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

0180 中山間地域等直接支払交付金 26,998 26,998 26,209 一部改善
・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。

25,917 27,573 1,656 - 執行等改善
・都道府県からの要望額を精査し、執行額と予算額の乖離を改善
・事務費（推進交付金）については、平成25年度の制度拡充等に伴い事務量
が増加する中、対前年同額要求とする

農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

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

・農業者への融資時期の傾向を反映した利子補給額に見直したことによる概
算要求額の縮減を行っている。

縮減

25年度新規融資枠は計上しない執行等改善

0166
担い手育成農地集積資金利子補給金（復興関
連事業）

－ ・執行額と予算額の乖離の改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・成果目標達成のための事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策に見直し

0165 農業改良資金利子補給金（復興関連事業） 抜本的改善
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0181 農地・水保全管理支払交付金 21,159 21,138 20,078 一部改善
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

24,695 28,863 4,168 - 執行等改善

・農地周りの施設の長寿命化のための活動への支援、活動組織の広域化・体
制強化に対する支援、水質・土壌等の高度な保全活動への追加的な支援を実
施
・活動項目の統合による仕組みの簡素化や作成書類の大幅な削減を実施

農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

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

0182 受託工事費及換地清算金 1,553 1,667 1,550 現状通り 1,197 3,564 2,368 - 現状通り 引き続き、適切な業務執行に努める。 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

1,100 8 4 - - - - 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

- - - 2,690 1,000 ▲1,690 - 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

- )(  - )(  - )(  13 )(  1,000 )(  987 )(  - )(  復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

（項）農林水産業復興事業費
　（大事項）農山漁村活性化対策に必要な経費

1,745 41 41 - - - - 農村振興局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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

- )(  - )(  - )(  401 )(  623 )(  223 )(  - )(  復興庁 -
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）優良農地確保・有効利用対策に必要な経
費

542 542 58 - - - - 農村振興局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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

- )(  - )(  - )(  103 )(  39 )(  ▲64 )(  - )(  復興庁 -
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）優良農地確保・有効利用対策に必要な経
費

193 34 34 - - - - 農村振興局

6
7

9

10

11

12
13
14
17

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

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

- )(  - )(  - )(  10 )(  18 )(  8 )(  - )(  復興庁 -
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）農山漁村活性化対策に必要な経費

150 150 150 - - - - 農村振興局 6 優良農地の確保と有効利用の促進 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

- )(  - )(  - )(  176 )(  83 )(  ▲93 )(  - )(  復興庁 -
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）優良農地確保・有効利用対策に必要な経
費

0188
震災対策・戦略作物生産基盤整備事業（復興
関連事業）

2,489 114 111 － ・コスト削減を行うべきであった。 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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 農地除染対策実証事業（復興関連事業） 2,200 407 403 － ・活動指標の適切な設定を行うべきであった。 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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 開門に関しての準備調査費（復興関連事業） 960 742 14 －
・活動指標の適切な設定を行うべきであった。
・執行額と予算額の乖離の改善を行うべきであっ
た。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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

270 180 156 - - - - 農村振興局 9 農業・農村における６次産業化の推進 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

- )(  - )(  - )(  602 )(  150 )(  ▲452 )(  - )(  復興庁 -
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次産業化に対策に必要な経費

0192
食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業（復
興関連事業）

547 547 473 －
・執行額と予算額の乖離の改善を行うべきであっ
た。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 農村振興局 10
都市と農村の交流等及び都市とその周
辺の地域における農業の振興

一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興都市農村交流等対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る都市農村
交流等対策に必要な経費

執行等改善 被災状況の確認結果から実情にあった助成額に基づいた概算要求額へ見直し

執行等改善

「執行額と予算額の乖離の改善」等に努めるとともに、所要額を精査

・事業の地区採択期間を延長するとともに、事業実施主体が行政機関等と連
携し、更なる本事業の普及啓発に取り組み、早急に業務運営体制を復旧する
こととした土地改良区が増加するなど、活動実績が向上
・25年度予算においては、本事業による支援を的確かつ円滑に実施するため
の所要額を確保する一方、被災土地改良区の機能回復の進捗状況等を踏ま
え、要求額を精査

・被災農家に対し、関係機関と一層の連携を強化して、きめ細やかな支援を
推進する
・活動指標については、被災地域の復旧・復興の状況や見通し、市町村等で
行っている意向調査結果を踏まえ、適切な指標の設定を行う。

執行等改善 「執行額と予算額の乖離の改善」等に努めるとともに、所要額を精査

執行等改善
更なる取組の拡大に向け、被災農家や農業生産法人（被災者雇用）に対する
事業の活用に係る意向確認、支援内容の周知を行っているところ

現状通り

0184
被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業（復
興関連事業）

6
7

9

10

11

12
13
14
17

0183
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（復
興関連事業）

0185
農家負担金軽減支援対策事業（復興関連事
業）

0186
農山漁村被災者受入円滑化支援事業（復興関
連事業）

0187
被災土地改良区復興支援事業（復興関連事
業）

0191
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促進事業）（復興関
連事業）

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

・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。

・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。
・実情にあった予算措置を行うこと。

一部改善

一部改善

一部改善

・関係機関との連携の強化を図ること。
・活動指標の適切な設定を行うこと。

一部改善

・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

・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。

一部改善

一部改善 執行等改善
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

617 134 109 - - - - 農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

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

- )(  - )(  - )(  629 )(  746 )(  117 )(  - )(  復興庁 -
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）農村地域資源等保全推進に必要な経費

0194 湛水排除事業（復興関連事業） 45 45 23 －
・執行額と予算額の乖離の改善を行うべきであっ
た。

- - - - 現状通り 平成23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・復興風水害等対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る風水害等
対策に必要な経費

0195 農林水産技術会議施設整備 163 163 78 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 65 88 23 - 執行等改善 ・必要額を精査した上で、予算要求。
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

0196 沖縄県試験研究機関整備の助成に要する経費 43 43 43 一部改善 ・単位当たりコストの削減 43 42 - - 縮減 ・事業内容の見直しによる単位当たりコストの削減。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0197
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

38,288 38,734 38,587 一部改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの削減
・コストの削減

37,015 34,833 ▲2,182 ▲173 縮減

・支出先の選定については、契約監視委員会における監視の徹底。
・中期目標に基づく適切な研究進行管理の徹底。
・運営費交付金の一般管理費及び業務費について、コストの削減を行うこと
により縮減。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0198
独立行政法人農業生物資源研究所に要する経
費

7,108 7,108 7,108 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・コストの削減

7,036 6,692 ▲344 ▲41 縮減
・支出先の選定については、契約監視委員会における監視の徹底。
・運営費交付金の一般管理費及び業務費について、コストの削減を行うこと
により縮減。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0199
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

3,581 3,581 3,580 一部改善
・単位当たりコストの削減
・コストの削減

3,563 3,309 ▲253 ▲16 縮減
・中期目標に基づく適切な研究進行管理の徹底。
・運営費交付金の一般管理費及び業務費について、コストの削減を行うこと
により縮減。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0200
独立行政法人農業環境技術研究所に要する経
費

3,150 3,150 3,150 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・コストの削減

2,979 2,919 ▲60 ▲18 縮減
・支出先の選定については、契約監視委員会における監視の徹底。
・運営費交付金の一般管理費及び業務費について、コストの削減を行うこと
により縮減。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0201 農林水産技術移転促進事業 42 42 42 －
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り ・平成23年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0202
動物ゲノムを活用した新市場創出のための技
術開発

341 341 341 － ・適切な成果目標の設定 - - - - 現状通り ・平成23年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0203 ウナギの種苗生産技術の開発 113 113 108 － ・コストの削減 - - - - 現状通り ・平成23年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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 国際研究交流の推進に要する経費 75 75 72 一部改善 ・活動が活性化するような支援方策の見直し 67 15 ▲52 ▲52 縮減
・指摘のあった地球規模課題国際研究ネットワーク事業は、平成24年度を
もって終了。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0205
農林水産研究におけるニーズ創出型情報発信
事業

9 9 9 －
・事業内容の再点検
・コストの削減

- - - - 現状通り ・平成23年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0206
地域活性化のためのバイオマス利用技術の開
発

940 940 918 －
・交付ルートの見直し
・コストの削減

- - - - 現状通り ・平成23年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0207
環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御
技術の開発

120 120 118 －
・交付ルートの見直し
・コストの削減

- - - - 現状通り ・平成23年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0208
食品素材のナノスケール加工及び評価技術の
開発

98 98 98 － ・コストの削減 - - - - 現状通り ・平成23年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0209
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）

5,906 5,906 5,906 一部改善 ・単位当たりコストの削減 4,418 2,372 ▲2,047 ▲1,983 縮減 ・委託費の精査、採択課題数の増加による単位当たりのコスト削減。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0210
新たな農林水産政策を推進する実用技術開発
事業

5,151 5,151 5,115 一部改善
・支出先の選定について競争性・透明性を一層の
向上

3,820 - ▲3,820 ▲3,820 縮減
・外部有識者による採択課題の審査の厳格化、十分な公募期間の確保等によ
る改善。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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 新農業展開ゲノムプロジェクト 3,020 3,020 3,020 －
・支出先の選定について競争性・透明性を一層の
向上
・単位当たりコストの削減

2,416 - ▲2,416 - 現状通り ・平成24年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

・被災地における活動組織の広域化・体制強化への追加的な支援などを実施
・実施状況を踏まえ、都道府県からの要望額を精査

執行等改善0193
農地・水保全管理支払交付金（復興関連事
業）

・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。

一部改善
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0212
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

654 654 654 －
・支出先の選定について競争性・透明性を一層の
向上
・単位当たりコストの削減

556 - ▲556 - 現状通り ・平成24年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

384 384 382 － ・コストの削減 346 - ▲346 - 現状通り ・平成24年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0214
農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法
の開発

55 55 55 － - - - - 現状通り ・平成23年度をもって終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

287 287 287 一部改善 ・コストの削減 202 - ▲202 ▲101 縮減

・実施研究課題数の絞り込みや物品購入費等の更なる縮減によるコスト削
減。
・平成25年度からは、相乗効果の見込まれる他のプロジェクトとの再編、総
合化を行い「国産農産物の革新的低コスト実現プロジェクト」として実施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

1,446 1,446 1,446 一部改善
・支出先の選定について競争性・透明性を一層の
向上

1,282 1,262 ▲20 ▲20 縮減
・公募情報の周知、公募単位の細分化等を通じた入札参加者の拡大による競
争性の向上。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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 アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト 605 605 605 一部改善 ・コストの削減 468 - ▲468 ▲59 縮減

・実施研究課題数の絞り込みや物品購入費等の更なる縮減によるコスト削
減。
・平成25年度からは、相乗効果の見込まれる他のプロジェクトとの再編、総
合化を行い「農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト」として実
施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

505 505 505 一部改善 ・コストの削減 404 - ▲404 ▲256 縮減

・実施研究課題数の絞り込みや物品購入費等の更なる縮減によるコスト削
減。
・平成25年度からは、相乗効果の見込まれる他のプロジェクトとの再編、総
合化を行い「国産農産物の革新的低コスト実現プロジェクト」として実施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

448 448 442 一部改善
・（独）農研機構の運営費交付金での支出
・（独）農研機構の研究業務への位置付け

325 - ▲325 ▲206 縮減

・公開プロセスでの指摘を受け、４つの研究課題のうち３課題は廃止。
・残り１課題については、平成25年度から相乗効果の見込まれる他のプロ
ジェクトとの再編、総合化を行い「国産農産物の革新的低コスト実現プロ
ジェクト」として実施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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 レギュラトリーサイエンス新技術開発事業 303 303 295 抜本的改善
・支出先の選定について競争性・透明性を一層の
向上
・交付ルートの見直し

241 199 ▲41 ▲41 縮減
・公募情報の周知、公募単位の細分化等を通じた入札参加者の拡大による競
争性の向上。
・平成23年度以降の新規契約では、再委託契約の排除。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

285 285 284 一部改善 ・コストの削減 200 - ▲200 ▲127 縮減

・実施研究課題数の絞り込みや物品購入費等の更なる縮減によるコスト削
減。
・平成25年度からは、相乗効果の見込まれる他のプロジェクトとの再編、総
合化を行い「国産農産物の革新的低コスト実現プロジェクト」として実施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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 地域における産学連携支援事業 180 180 171 抜本的改善

・研究開発への重点化
・適切な成果目標の設定
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・コストの削減

130 117 ▲13 ▲13 縮減
・人材育成研修の廃止等事業内容を見直し、研究計画の作成支援事業に重点
化するとともに、成果目標の修正やコストの削減を実施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

468 468 464 一部改善 ・コストの削減 380 - ▲380 ▲84 縮減

・物品購入費等の更なる縮減によるコスト削減。
・平成25年度からは、相乗効果の見込まれる他のプロジェクトとの再編、総
合化を行い「農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト」として実
施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

343 343 341 一部改善
・支出先の選定について競争性・透明性を一層の
向上

300 270 ▲30 ▲30 縮減
・公募情報の周知、公募単位の細分化等を通じた入札参加者の拡大による競
争性の向上。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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
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

141 141 139 一部改善 ・コストの削減 113 - ▲113 ▲41 縮減

・実施研究課題数の絞り込みや物品購入費等の更なる縮減によるコスト削
減。
・平成25年度からは、相乗効果の見込まれる他のプロジェクトとの再編、総
合化を行い「水産業再生プロジェクト」として実施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0226
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）

792 792 - － ・活動が活性化するような支援方策の見直し - - - - 現状通り ・平成23年度限りで終了
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

430 430 401 - - - - 
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農林水産業研究開発費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農林水産
分野の研究開発の推進に必要な経費

- )(  - )(  - )(  764 )(  2,400 )(  1,636 )(  - )(  復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

0228
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）

355 355 180 － ・活動が活性化するような支援方策の見直し - - - - 現状通り ・平成23年度限りで終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

現状通り
・平成29年度までの事業であるが、平成24年度からは、復興庁一括計上事業
「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」として実施。

0227 被災地の復興のための先端技術展開事業 現状通り
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0229
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）

296 296 6 － ・活動が活性化するような支援方策の見直し - - - - 現状通り ・平成23年度限りで終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

266 266 213 - - - - 
・平成26年度までの事業であるが、平成24年度からは、復興庁一括計上事業
「農地・森林等の放射性物質の除去・低減技術の開発」として実施。

農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農林水産業研究開発費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農林水産
分野の研究開発の推進に必要な経費

- )(  - )(  - )(  191 )(  213 )(  22 )(  ▲78 )(  縮減
・執行率の低い研究課題については、24年度をもって終了。
・公募情報の周知、公募単位の細分化、十分な公募期間の確保等による改
善。

復興庁 -
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）農林水産分野の研究開発の推進に必要な
経費

0231
新たな農林水産政策を推進する実用技術開発
事業（復興分）（復興関連事業）

160 160 137 － ・執行額と予算額の乖離の改善 - - - - 現状通り ・平成23年度限りで終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農林水産業研究開発費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農林水産
分野の研究開発の推進に必要な経費

0232
農地土壌等の浄化の研究拠点施設整備調査事
業（復興関連事業）

100 100 100 － - - - - 現状通り ・平成23年度限りで終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興農林水産業研究開発費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農林水産
分野の研究開発の推進に必要な経費

0233
農産物等放射性物質調査・分析体制強化事業
（復興関連事業）

80 80 80 － ・コストの削減 - - - - 現状通り ・平成23年度限りで終了。
農林水産技術会
議事務局

18 農林水産分野の研究開発 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

0234
中央データセンターバックアップ電力供給施
設（無停電電源装置）の更新（復興関連事
業）

54 54 30 － ・執行額と予算額の乖離の改善 - - - - 現状通り ・平成23年度限りで終了。
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

0235 地域森林計画編成事業費補助金 169 169 166 現状通り 169 169 - - 現状通り 今後も適切な執行に努める 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林病害虫等被害対策 876 855 775 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 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 保安林整備事業委託費 318 318 312 現状通り 308 308 - - 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 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 保安林及保安施設地区補償金 162 162 116 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 154 146 ▲8 ▲8 縮減
平成23年度の執行率が72％と低かったことを踏まえ、今後の補償請求見込み
を勘案し、事業規模を見直し減額。

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 保安林整備事業費等補助金 44 44 32 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 41 39 ▲2 ▲2 縮減
平成23年度の執行率が73％と低かったことを踏まえ、今後の補償請求見込み
を勘案し、事業規模を見直し減額。

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林施業計画認定事業委託費 4 4 1 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 4 4 - - 縮減 事業規模の見直し 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 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、適切な事業執行に努める。 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林整備活性化資金造成費・利子補給金 1,508 1,508 1,508 一部改善 ・目標設定と成果測定の実施 984 731 ▲253 ▲253 縮減
成果目標については、委員からの指摘を踏まえ、数値目標の設定を検討す
る。

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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
（項）独立行政法人農林漁業信用基金出資
　（大事項）独立行政法人農林漁業信用基金出資に必
要な経費

0243 森林吸収源インベントリ情報整備事業 362 362 361 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

346 312 ▲35 ▲25 縮減

・「全体戦略見直しの中で一旦、事業評価を行う必要」との指摘を踏まえ、
現在政府において策定中の「革新的エネルギー・環境戦略」において2013年
以降の森林吸収源対策の位置付けが明らかになった段階で、調査方法の見直
しの検討に着手し、その結果を平成26年度以降の調査に反映。
・また、本事業のうち「大規模自然災害に伴う排出量に関する手法開発の業
務」については、平成24年度までに一定の成果が得られる見込みであること
から、平成24年度限りで終了。
・「金額面からも一者応札対策が必要」との指摘については、事業費の大き
い「森林経営」対象森林率調査について、地域のコンサル等が入札に参加し
やすいように、平成25年度から、現地調査部分を地域別に分割発注。このほ
か、仕様書の明確化、早期発注、企画提案書作成期間の十分な確保等によ
り、より多くの業者が入札に参加しやすい環境を整備。

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林整備地域活動支援交付金 5,850 5,850 5,850 一部改善 ・活動が活性化するような支援方策の見直し 2,530 - ▲2,530 ▲2,530 縮減
・H24に重点化した支援内容の周知。
・基金残高を有効活用し、平成25年度当初予算については予算要求を見送
り。

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0245
森林・林業・木材産業づくり交付金（ハー
ド、ソフト）

8,758 2,757 2,577 － ・コストの削減 623 - ▲623 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁
12
13
14

森林の有する多面的機能の発揮
林業の持続的かつ健全な発展
林産物の供給及び利用の確保

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

0246 幹線林道事業移行円滑化対策交付金 378 378 313 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動実績が当初見込みから乖離

309 277 ▲32 ▲32 縮減

・一般管理費について、H24年度予算において対前年度比５０％として抑制。
・H25年度の契約時には、複数年契約期間の延長、公告期間の延長等の要件緩
和を行う。
・賦課金の全額一括償還が発生した場合は、徴収件数の当初見込み件数は前
年度の公表数値から減少するため、前年度の公表数値と異なる数値（全額一
括償還による減少後の件数）を当初見込み件数として記載することとする。

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0230
森林・農地周辺施設等の放射性物質の除去・
低減技術の開発

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

一部改善
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0247 花粉症対策品種開発技術高度化推進事業 68 68 68 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施

36 - ▲36 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 ＣＤＭ植林総合推進事業 59 59 59 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

57 - ▲57 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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
森林吸収源としての里山天然林情報緊急整備
対策

54 54 52 －
・コストの削減
・目標設定と成果測定の実施

46 - ▲46 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林環境保全総合対策事業 267 267 265 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
・類似事業の整理統合

167 119 ▲48 ▲48 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、平成24
年度より、事業内容をわかりやすく記載するなど公募要領の改善を図った
が、より多くの者が参入しやすくなるよう引き続き検討を行うこととする。
・「類似事業の整理統合」について、本事業中の「スギ・ヒノキ花粉発生源
地域推定の推進」に類似する事業として、「花粉症対策品種開発技術高度化
推進事業」が指摘されている。「スギ・ヒノキ花粉発生源地域推定の推進」
は、花粉発生源対策を効果的・効率的に進めるため、都市部に影響のある花
粉発生源の推定や、毎年の雄花着花量の調査を実施することにより花粉飛散
量予測のための基礎情報を収集する事業である。一方、「花粉症対策品種開
発技術高度化推進事業」は、各地域に適した無花粉スギの開発を効率的に進
めるための技術開発等を行う事業である。両事業とも花粉発生源対策の一環
ではあるが、事業目的、内容が異なるため、別事業として実施しているとこ
ろである。なお、「花粉症対策品種高度化推進事業」は、平成24年度限りで
ある。

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林減少防止のための途上国取組支援事業 50 50 50 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

45 - ▲45 ▲5 縮減 ・平成24年度限りで終了し、25年度新規要求新25新-0044に整理統合。 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林・水環境保全のための実証活動支援事業 9 9 9 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

8 - ▲8 ▲1 縮減 ・平成24年度限りで終了し、25年度新規要求新25-0045に整理統合。 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0253
野生鳥獣被害対策の観点からの生息環境とし
ての森林管理技術開発事業

8 8 8 － ・類似事業の整理統合 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林生態系多様性基礎調査事業 304 304 298 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
・目標設定と成果測定の実施

343 326 ▲17 ▲17 縮減
・発注時期等の見直しにより競争性を高め、人件費等を見直し、効率的な実
施に努める

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 ＲＥＤＤ推進体制緊急整備事業 270 270 267 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
・コストの削減
・目標設定と成果測定の実施

176 154 ▲21 ▲21 縮減
・事業内容の明確化等により新規参入の拡大に努める
・経費内容を見直す等効率的な予算執行に努める
・成果指標も活かして事業の目標達成に向け取り組む

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 デジタル森林空間情報利用技術開発事業 264 264 264 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・成果物の十分な活用

227 - ▲227 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 分収林施業転換促進事業 137 137 116 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施

134 - ▲134 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 途上国森づくり事業 92 92 92 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

83 - ▲83 ▲8 縮減 ・平成24年度限りで終了し、25年度新規要求新25-0045に整理統合。 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0259 森林づくり国民運動推進事業 60 60 60 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0260 優良種苗供給促進事業 48 48 47 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 森林総合利用推進事業 45 45 45 一部改善 ・目標設定と成果測定の実施 29 - ▲29 ▲29 廃止 平成24年度限りで廃止 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0262 安心・快適な森林利用協働事業 12 12 10 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0263 森林・林業人材育成加速化事業 4,432 4,432 4,432 一部改善 ・単位当たりコストの削減 - - - - 現状通り 平成25年度当初予算については、基金の積み増しをしない。 林野庁
12
13
14

森林の有する多面的機能の発揮
林業の持続的かつ健全な発展
林産物の供給及び利用の確保

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

0264 市町村森林情報緊急整備事業 424 424 263 － ・執行額と予算額の乖離の改善 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0265 国際森林年推進事業 300 300 299 － ・目標設定と成果測定の実施 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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 育林省力化技術開発促進事業 24 24 22 一部改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・目標設定と成果測定の実施

12 - ▲12 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0267 林業普及指導事業交付金 443 443 442 現状通り 363 358 ▲5 - 現状通り 引き続き、適切な事業執行に努める。 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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

0268 林業就業促進資金 5 5 - 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 - - - - 現状通り
・執行額と予算額の乖離を改善するため、平成24年度より当面予算要求を行
わない。
・引き続き適正規模で事業実施されるよう指導する。

林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0269 森林整備効率化支援機械開発事業 166 166 161 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

85 - ▲85 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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 がんばれ！地域林業サポート事業 111 111 111 － ・単位当たりコストの削減 72 - ▲72 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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 先進林業機械改良・新作業システム開発事業 69 69 69 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

39 - ▲39 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業 5,530 5,530 4,905 一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

5,530 - ▲5,530 ▲232 縮減

・応募団体の要件を見直すなどの検討を行い、1者応募解消に努める。
・必要な研修人数を見直すとともに、新たに就業者の定着に向けた取組を支
援するなど支援方策を見直しに努める。
平成25年度からは、新25-0048に整理統合。

林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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

0273
フォレスター、森林施業プランナー育成対策
事業

236 236 208 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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

0274 日本型フォレスター育成研修事業 161 161 159 －
・中間団体の経由を止めるなど交付ルートを効率
化
・コストの削減を徹底

- - - - 現状通り
平成23年度限りで終了
（平成24年度から新24－0022に整理統合）

林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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 日本型フォレスター活動・育成支援事業 148 148 97 一部改善
・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

148 - ▲148 ▲7 縮減 平成24年度限りで廃止し、新25-0049に整理統合。 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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
特用林産物経営安定化・消費拡大総合対策事
業

33 33 33 一部改善 ・活動が活性化するような支援方策の見直し 27 23 ▲4 ▲4 縮減
効率的に事業を行うため、引き続き、調査・検証地区数、実施方法の見直し
に努める。

林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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

0277 林業・木材産業改善資金造成費 22 22 22 一部改善
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・目標設定と成果測定の実施

35 33 ▲2 ▲2 縮減

成果目標については、委員からの指摘を踏まえ、数値目標の設定を検討す
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、活動指標とした
貸付件数は当初見込みを下回ったものの、貸付額は前年度とほぼ同額である
ことから、前年度並みの事業実績が維持されているところであるが、所見を
踏まえ、より活動が活性化するような方策を検討する。

林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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 林業信用保証事業交付金 433 433 433 一部改善 ・目標設定と成果測定の実施 325 311 ▲14 ▲14 縮減
成果目標については、委員からの指摘を踏まえ、数値目標の設定を検討す
る。

林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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
木材産業原料転換等構造改革緊急対策事業
　①木材産業原料転換緊急対策特別事業費
　②木材産業体質強化促進事業費

100 100 7 －

・事業内容の再点検
・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し

30 - ▲30 - 現状通り 平成24年度限りで終了 林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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
木材産業原料転換等構造改革緊急対策事業
　　木材供給高度化設備リース促進事業費

100 100 16 －

・事業内容の再点検
・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・目標設定と成果測定の実施

50 - ▲50 - 現状通り

　本事業は、25年度から地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業に
統合し廃止。所見で受けた指摘については、本事業の後継事業（新25－0047
地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業）において改善を行うもの
とする。

林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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 地域材供給倍増事業 856 856 839 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し

1,018 829 ▲189 ▲189 縮減

各事業の性格に応じた公募要件の設定を行うことにより一者応札の解消を図
る。また、事業内容の記述を分かりやすく改善するほか、関係者を集めた事
業説明会の開催、文書の発出等により事業の周知を行い、支援対象先の増加
に取り組む。

林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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 地域材利用促進緊急利子助成事業 180 180 26 現状通り 220 314 94 - 現状通り 地域材の利用促進を図るため、引き続き適切な事業執行に努める。 林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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

0283
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

9,997 9,997 9,997 一部改善 ・コストの削減 9,755 9,366 ▲389 ▲111 縮減
・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議
決定）を踏まえ、一般管理費の3％減、業務経費の1％減を引き続き実施す
る。

林野庁 18 農林水産分野の研究開発 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に
必要な経費

0284 森林センター施設整備事業 58 58 58 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施

34 - ▲34 ▲6 縮減
本事業は、国有林野事業特別会計の一般会計化に伴う歳出予算の組替えによ
り廃止し、新25-0054に整理統合。

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

0285 林野庁情報誌「林野」に必要な経費 4 4 4 現状通り 4 9 5 - 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

0286
森林整備加速化・林業再生事業（復興木材安
定供給等対策）（復興関連事業）

139,946 139,946 139,946 一部改善 ・目標設定と成果測定の実施 - - - - 現状通り
・H23第3次補正により各道府県の基金に積み増し、全額交付済み。実質的な
活動はH24からとなるため、H23成果実績は記載無し
・平成25年度当初予算については、基金の積み増しをしない。

林野庁
12
13
14

森林の有する多面的機能の発揮
林業の持続的かつ健全な発展
林産物の供給及び利用の確保

一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興森林整備・林業等振興
対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る森林整
備・林業等振興対策に必要な経費
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

591 552 509 - - - - 林野庁
12
14
18

森林の有する多面的機能の発揮
林産物の供給及び利用の確保
農林水産分野の研究開発

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
（項）東日本大震災復旧・復興独立行政法人森林総合
研究所運営費
　（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運営費交付金に必要な経費
（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

- )(  - )(  - )(  874 )(  68 )(  ▲806 )(  ▲806 )(  縮減

・１者応札となった事業については、「特用林産に知見があり、放射性物質
の分析が可能な団体」を公募要件としていることが少数応札の原因と思われ
るため、今後は、「特用林産に知見を有する団体等との連携が可能」または
「放射性物質の分析機関と連携が可能」とするなど公募要件の緩和により、
１者応札の解消に努める。
・目標設定と成果測定を実施すべきとの指摘を踏まえ、平成24年度事業から
目標設定と成果測定を実施することとする。

復興庁 -
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）森林整備・保全に必要な経費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

316 143 123 - - - - 林野庁
12
14

森林の有する多面的機能の発揮
林産物の供給及び利用の確保

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

- )(  - )(  - )(  1,117 )(  1,600 )(  483 )(  ▲56 )(  縮減

・執行額と予算額の乖離のあった事業については、「木材の安全確保対策
等」において、開発予定であった高圧水噴射方式による除染装置が、汚染水
処理の問題があり中止となったために執行額が減となったものである。24年
度では別方法による除染装置の開発に取り組んでおり、予算額と執行額の乖
離は少なくなる見込み。
・１者応札となったＢの事業については、「農林水産省競争参加資格（全省
統一資格）の役務の提供等でＡ又はＢに格付けされた者」を公募要件として
いることが少数応札の原因と思われるため、今後は、「ＡからＣに格付けさ
れた者」に公募要件を緩和する。また、Ｃ事業については、公募期間を長く
する事により、１者応札の解消に努める。
・予算の繰り越しがあった事業については、活動が活性化するように事業内
容の周知するなど情報提供を行い、速やかな執行に努める。

復興庁 -
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）森林整備・保全に必要な経費
　（大事項）林産物供給等振興対策に必要な経費

11,240 707 427 - - - - 林野庁
13
14

林業の持続的かつ健全な発展
林産物の供給及び利用の確保

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

- )(  - )(  - )(  758 )(  800 )(  42 )(  ▲38 )(  縮減

23年度第３次補正による事業であり、予算成立が１１月となったことから１
０，９５９百万円のうち１０，５３２百万円は２４年度に繰り越して実施す
ることにしており、予算に対する執行率は９８％となっている。また、２３
年度に一部不用額が発生した理由は、事業執行段階の地元調整等により事業
量が減少したためである。
なお、活動指標の見込み値や実績値の把握を行うとともに、被災地域の早期
復興を図るため、事業実施要望の把握と迅速な対応により、予算執行に努め
る。

復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

（項）農林水産業復興事業費
　（大事項）林業振興対策に必要な経費

505 505 460 - - - - 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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

- )(  - )(  - )(  235 )(  - )(  ▲235 )(  - )(  執行等改善
成果目標については、委員からの指摘を踏まえ、数値目標の設定を検討す
る。

H25は事項要求 復興庁 -
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）林業振興対策に必要な経費

38 38 38 - - - - 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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

- )(  - )(  - )(  247 )(  295 )(  48 )(  ▲12 )(  縮減
事業実施主体に対し事業の進捗状況を確認しながら、適宜指導を行うなど、
適正な執行管理に努める。

復興庁 -
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）林業振興対策に必要な経費

23 23 4 - - - - 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展 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

- )(  - )(  - )(  45 )(  38 )(  ▲7 )(  ▲7 )(  縮減

被災森林組合等の被害や経営の状況、被災地域の復興状況等について、森林
組合系統や県からのヒアリング等により、これまで以上に的確に把握するよ
う努め、経営再建や経営維持安定のために必要な資金をより正確に見積もる
ことにより、執行額と予算額の乖離の改善を図ることとする。成果目標につ
いては、委員からの指摘を踏まえ、数値目標の設定を検討する。

復興庁 -
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）林業振興対策に必要な経費

0292
森林組合経営再建緊急支援事業（復興関連事
業）

0287
森林・林業・木材産業に関する放射性物質緊
急調査事業（復興関連事業）

0288 森林における除染等事業（復興関連事業）

0291
震災復興林業人材育成対策事業（復興関連事
業）

0290
災害復旧関係資金利子助成事業（復興関連事
業）

木材加工流通施設等復旧対策（復興関連事
業）

0289

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し

一部改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施

・目標設定と成果測定の実施

・執行額と予算額の乖離の改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施

一部改善

一部改善

一部改善

一部改善

一部改善
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

9,500 9,500 9,500 - - - - 林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 一般会計

（項）独立行政法人農林漁業信用基金出資
　（大事項）独立行政法人農林漁業信用基金出資に必
要な経費
（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
（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

- )(  - )(  - )(  442 )(  - )(  ▲442 )(  - )(  執行等改善
成果目標については、委員からの指摘を踏まえ、数値目標の設定を検討す
る。

H25は事項要求 復興庁 -
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）林産物供給等振興対策に必要な経費

0294
木質バイオマス関連施設の整備（復興関連事
業）

9,473 5,513 - － ・目標設定と成果測定の実施 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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

0295 木材供給等緊急対策（復興関連事業） 5,924 5,924 5,787 － ・活動が活性化するような支援方策の見直し - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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

0296
木質系震災廃棄物等の活用可能性調査（復興
関連事業）

100 100 95 － ・コストの削減 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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

0297
きのこ原木の安全性確保対策事業（復興関連
事業）

17 17 16 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 14 林産物の供給及び利用の確保 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

0298
森林・林業関係研究機関緊急復旧事業（復興
関連事業）

1,943 47 47 － ・活動が活性化するような支援方策の見直し - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 18 農林水産分野の研究開発 一般会計

（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

0299 国際漁業振興協力事業 767 767 738 － - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 4 総合的な食料安全保障の確立 一般会計
（項）食料安全保障確立対策費
　（大事項）国際漁業協力推進に必要な経費

0300 漁場油濁被害対策費 59 59 41 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの削減
・コストの削減

53 48 ▲5 ▲5 縮減

本事業の執行率については、漁場油濁事故の発生が少なく経費の支弁を要さ
なかったため「防除・清掃事業費」が一部不用となり、これにより全体の執
行率が70％となったところであるが、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一定の事業費を確保することは必要であることか
ら、当該事業費に不用が生じることはやむを得ないと考える。
指導者養成にかかるコストについては、単価の見直しを行うとともに、備品
費等についても一層のコスト削減に努めたい。
　なお、当該法人は我が国で唯一、油濁被害漁業者を救済するために設立さ
れた法人であり、営利を目的としていない。本事業は、特定の継続的な施策
を実施するための補助事業として継続しているものであり、次年度以降非公
募で要求する予定である。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0301 さけ・ます漁業協力事業費補助金 134 134 134 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
・適切な成果目標の設定

55 94 39 - 執行等改善

２４年度までは年度当初分として補助金の一部及び事務費を措置し、漁期が
終了して協力金の総額が確定した後に、不足分を補正予算にて措置してきた
ところであるが、適正な予算の確保及び執行を図る観点から、２５年度より
必要額を当初予算で措置することとした。更にこれに伴い、ロシア側への機
材供与を行う者は前年度のロシア側との協定により確定することとなり、当
該確定事業者との随契により予算を執行する形に改善を図ることとする。
　また、成果目標についても見直しを行い、「操業機会・隻数の確保（達成
度＝操業隻数／操業希望隻数）」とした。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0302 漁業調整委員会等交付金 192 192 192 一部改善 ・成果が高まるような支援方策の見直し 191 189 ▲2 ▲2 縮減
成果が高まるよう委員会の活動状況等客観的基準を取り入れた予算配分の見
直しを行い25年度概算要求を減額した。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0303 内水面漁業振興対策事業 304 304 293 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
・単位当たりコストの削減
・活動が活性化するような支援方策の見直し

210 352 141 ▲22 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、委託事
業については、外来魚の駆除手法や渓流魚の効果的な増殖手法の開発といっ
た、専門性の高い内容であるという事業の特性から、１者応札となっている
が、今後、幅広い研究機関に参入いただけるよう、事業説明会を開催した
り、事業に関心を示した者に対して事業内容の詳細な説明をする等、本事業
のＰＲ活動を徹底することにより、環境整備に努めて参りたい。なお、健全
な内水面生態系復元等推進事業（補助事業）については、昨年度のご指摘を
踏まえて見直しを行ったところであり、引き続き事業の適正な執行に努めて
参りたい。
「単位当たりのコスト削減」については、カワウについては、行動範囲の広
域化により、コスト効率が悪くなっていることが考えられるため、「駆除方
法の検討」のメニューを活用して効率的な駆除方法を開発し、あわせて駆除
活動においても広域的な連携を図って実施することで、単位当たりコストの
削減に努めることとしたい。ウナギについては、３年連続の不漁となり、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６/２９に
公表した緊急対策における資源管理の取組等の推進により、今後もコスト削
減に努めて参りたい。
「活動が活性化するような支援方策の見直し」については、カワウの行動の
広域化に対応できるように駆除事業についても広域的な実施を行って行くこ
とで、事業の活性化に努めて参りたい。
なお、本事業においては１２％の予算額削減を行ったところ（平成25年度ウ
ナギ関連予算として新規・拡充要求したメニューを除く。）。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0293
東日本大震災復旧林業信用保証事業（復興関
連事業）

一部改善 ・目標設定と成果測定の実施
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0304 持続的養殖生産・供給推進事業 69 69 59 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
・成果目標達成のために事業内容の見直し

47 18 ▲29 ▲29 縮減

「執行額と予算額の乖離の改善」については、執行率の悪い事業メニューを
H24限りで廃止したところであり、引き続き、予算の適正執行のため、事業の
進捗状況の把握に努めることとしたい。
「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、事業に
関心を示した者に対し事業内容を詳細に説明する、事業説明会を開催する
等、本事業のＰＲ活動を徹底することにより、広く民間団体等が応募しやす
い環境を創設することとし、平成２５年度においては一者応募が解消される
よう対応してまいりたい。
「単位当たりのコスト削減」については、コスト削減率の悪い事業メニュー
をH24限りで廃止したところであり、引き続き、事業内容を見直しコストの削
減に努めることとしたい。
「成果目標達成のために事業内容の見直し」については、平成23年度におい
て、海面養殖業の生産量の指標における達成度が87.3％となったところ。こ
れは、東日本大震災の発生に伴い、被災道県の養殖施設が甚大な被害を受け
たことによるものであり、当該目標達成のため、被災道県においては、被災
した養殖施設の早急な復旧・復興に向け、全力で作業が行われているところ
であることから、被災道県の状況を注視し、他の施策と合わせ、速やかな復
旧・復興に向けて、対応してまいりたい。
「活動が活性化するような支援方策の見直し」については、活動実績の悪い
事業メニューをH24限りで廃止したところであり、引き続き、事業の活性化に
努めて参りたい。
なお、本事業の平成25年度概算要求にあたっては、前年度比６２％の予算削
減を行ったところである。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0305 捕鯨対策 1,344 1,344 1,344 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

1,326 1,326 - - 執行等改善

１者応札に対する対応として、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、応札が増加するよう事業の細分化、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。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0306
漁場環境・水産資源持続的利用型技術開発事
業

23 23 22 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・成果目標達成のために事業内容の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0307 強い水産業づくり交付金 10,680 3,240 2,619 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 4,475 4,475 - - 執行等改善
平成２５年度予算において、所要額の的確な把握に努めることにより執行額
と予算額の乖離の改善を図る。

水産庁
15
16
17

水産資源の回復
漁業経営の安定
漁村の健全な発展

一般会計
（項）水産業強化対策費
　（大事項）水産業強化対策に必要な経費

0308 漁業資源調査に要する経費 2,540 2,540 2,442 一部改善

・基礎的長期的調査業務の(独)水産総合研究セン
ターへの位置付け
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

2,514 2,389 ▲126 ▲126 縮減

「餌料環境調査」及び「基盤となる我が国周辺海域の海洋環境変動予測」
は、平成24年度限りで廃止し、運営費交付金を活用して水産総合研究セン
ターの業務として実施。
事業の選択と集中の観点から、ＴＡＣ対象魚種の中で特に評価精度を上げる
必要のある魚種（スケトウダラ、スルメイカ、マイワシ）に係る調査等の重
要性の高い調査に予算を重点化。
一者応札については、公募期間の延長、掲示場所の増加、及び想定される事
業者に対する事前説明会の実施等の工夫をさらに行う。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0309 海面養殖業振興対策費 408 449 429 一部改善
・入札方法について検討
・調査単価の精査、工夫を図る

302 184 ▲118 ▲118 縮減

一者応札改善のため、より多くの者が応募できるよう「調査単価の精査、工
夫を図る」というご指摘については、調査に係る単価は原則農林水産省各事
業で共通の単価を使用しており、地域の実情に応じ引き下げることは可能と
思われるが、引き上げることは難しい状況です。このため、単価の精査、工
夫ではなく、「入札方法の検討」として、入札者以外の潜在的事業実施者へ
のアンケート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、
引き続き、希望者に対する過去の成果報告書の閲覧に加え、事業結果の報告
会を実施する等、本事業内容の周知活動の徹底に努めて参りたい。
　なお、事業内容について見直しを行い、Aについては平成23年度で廃止し、
平成25年度概算要求にあたっては、前年度比61％の予算削減を行ったところ
である。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0310 有害生物漁業被害防止総合対策事業 722 722 722 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
・コストの削減
・活動が活性化するような支援方策の見直し

578 520 ▲58 ▲58 縮減

１者応札の解消、コスト削減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
箇所の増加を行い、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。
活動実績については、大型クラゲの来遊が無かったこと、トド追い払いにつ
いても、天候に左右されやすいことから、当初の活動予定を下回ってしまっ
たことが原因であるが、ご指摘を踏まえて有害生物の出現、被害が発生しな
い場合においても、活動が活性化し、活動目標を達成できる方法（支援方
策）を検討して参りたい。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0311 有明海漁場造成技術開発事業 345 345 345 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・コストの削減

310 - ▲310 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0312 合理的資源管理推進事業 192 192 192 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの削減
・コストの削減
・活動が活性化するような支援方策の見直し

173 - ▲173 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0313
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業のう
ち赤潮・貧酸素水塊漁業被害防止対策事業

147 147 146 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

140 - ▲140 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0314
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業のう
ち漁場環境・生物多様性評価手法等開発事業

122 122 119 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの削減
・コストの削減
・事業と直結した成果指標の併記

98 - ▲98 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0315 地球温暖化対策推進費 78 82 77 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
・事業と直結した成果指標の併記

66 59 ▲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」として、事業者にア
ンケートを行い、結果を踏まえ対応策を検討し、公募期間中に前年度までの
事業成果物を閲覧・貸与可能とし、さらに具体的かつ分かりやすい仕様書の
作成に努めると共に、事前説明会を開催することとする。「事業と直結した
成果指標の併記」については、水産分野の地球温暖化対策に貢献する成果を
挙げた課題数を成果指標に追記していくこととしたい。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0316
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業のう
ち海洋生物多様性国際動向調査事業

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
・コストの削減
・点検結果に成果の内容の記載

10 - ▲10 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0317
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業のう
ち希少水水生生物保全事業

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
・成果目標達成のために事業内容の見直し

8 - ▲8 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0318
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業のう
ち厳しい環境条件下におけるサンゴ増殖技術
開発実証事業

234 234 234 一部改善 ・コストの削減 209 229 20 - 執行等改善
調査・検討の執行体制を改善するなど人件費の縮減を図るとともに、沖ノ鳥
島の増殖技術開発・実証への重点化により効率的な事業の執行に努めて参り
たい。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0319
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業のう
ち湖沼の漁場改善技術普及推進事業

55 59 55 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0320
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業のう
ち沿岸域環境診断手法開発事業

21 21 21 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・事業と直結した成果指標の併記

17 - ▲17 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0321
漁業取締船能力及び放置漁具回収能力向上実
践指導委託事業

11 11 10 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの削減

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0322
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業費の
うち木材利用を促進する増殖技術開発事業費

261 261 236 抜本的改善
・目標設定と成果測定の実施
・効果とコストの検証について記載

203 171 ▲33 ▲33 縮減

本事業は、水産関連事業に木材を利用することによって、森林整備の推進に
よる林業への貢献だけでなく、増殖機能の増加による水産業への貢献、さら
には間伐材を利用することによる循環型社会の形成を図ることを目的とした
事業です。
目標設定と成果測定については、政策評価の指標を準用しています。当該事
業は、間伐材を中心とした木材を水産生物の増殖に資する目的で利用する手
法に関し、その利用が全国的に拡がるよう、製作が簡易で、かつ木材の利用
率が高い増殖用基材の開発を通じ、栽培漁業・養殖業の生産量の確保を図る
ものであることから、水産資源の回復に寄与する施策の一環として政策評価
体系上に位置付けられており、「主な栽・培漁業対象魚種及び養殖業等の生
産量」を指標として用いています。
・効果とコストの検証については、ぞれぞれの事業主体において開発してい
る木材増殖礁の効果とコストを検証しているところですが、これらについて
は複数年における効果のモニタリング等によって明らかとなるものであり、
事業終了時には外部委員会の評価等によって成果の検証を確実に行うことと
します。
・また、平成25年度予算概算要求においては、これまでの実績等を踏まえ、
必要な経費の精査及び予算の重点化を図ることで、前年度予算に対して要求
額を削減しています。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0323
漁場環境・生物多様性保全総合対策事業費の
うち水産生物の生活史に対応した漁場環境形
成推進事業費

70 70 66 抜本的改善
・適切な成果目標の設定
・事業と直結した成果指標の併記

68 59 ▲9 ▲9 縮減

成果目標の設定については、政策評価の指標を準用しています。当該事業
は、水産生物の各成長段階に必要な環境を形成する手法を検討するととも
に、海藻の食害生物や貧酸素水塊といった生活史の循環を阻害する要因の除
去技術開発を通じ、栽培漁業・養殖業の生産量の確保を図るものであること
から、水産資源の回復に寄与する施策の一環として政策評価体系上に位置付
けられています。このため、主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量を
指標として設定しています。
成果指標については、当該事業で、開発した技術を全国各地へ普及すること
により地方公共団体が行う藻場回復など水産資源環境の底上げの取組に対す
る技術的支援を 終目的としていることから「②漁場機能の阻害要因の除去
等による藻場回復」を指標として設定しています。
　なお、事業成果である藻場の回復については、技術普及後複数年を要する
ことからモデルサイトの設定や評価方法の検討により適正に成果が把握でき
るようにするとともに、事業終了時には外部委員会の評価等によって成果の
検証を確実に行うよう努めて参りたい。
　また、執行体制の改善や技術開発への重点化によりコスト削減を図り、効
率的な事業の執行に努めて参りたい。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0324 赤潮対策施設整備事業 3,700 2,741 2,056 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・事業と直結した成果指標の併記

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0325 赤潮被害対策施設整備実証事業費 1,000 1,000 999 － ・事業と直結した成果指標の併記 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0326 資源管理体制推進事業費 578 578 406 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 520 468 ▲52 ▲52 縮減

調査データ整理等補助賃金、通信運版費等を精査・縮減し、要求額の見直し
を行った。
２３年度については、漁業の盛んな東北各県の資源管理協議会において、東
日本大震災の影響により資源管理計画の作成等が遅れたこと等により、執行
額と予算額の乖離が生じた。また、本事業の２年目となる２４年度以降は、
資源管理計画の作成指導、履行確認等に加え、資源管理指針・計画に基づく
資源管理措置の効果検証を実施する等、資源管理協議会の事務が拡大するた
め、予算額と執行額の乖離は改善する見込みである。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0327 国際漁業・輸入管理強化推進事業費 434 435 428 一部改善

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し
・コストの削減

298 430 132 - 執行等改善

予算監視・効率化チームの所見に関し、「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年度より詳細な仕様書の作成や過
去の成果物の閲覧等の措置を講じて既に競争性・透明性の向上を図ってい
る。
「活動が活性化するような支援方策の見直し」及び「コストの削減」につい
ては、適切な事業運営を進めるため、委託業者と定期的に事業の進捗状況の
打合せを増やして改善を行うとともに、平成２５年度概算要求により事業を
統合再編し効率化することで見直しを行った。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0328 赤潮対策底質改善実証事業費 300 300 270 － ・事業と直結した成果指標の併記 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0329 さけ・ます資源高品質化推進事業費 232 232 231 抜本的改善 ・成果目標達成のために事業内容の見直し 190 171 ▲19 ▲19 縮減

生産量を直接伸ばすための放流量の増大という形式でなく、適地放流調査か
ら得た情報から、本事業の実施地域を放流効果の高い地域に順次絞り込むこ
と、事業費に占める標識放流に要する経費の割合を高めること等、事業の効
率性をより一層高めるよう検討してまいりたい。
　なお、２５年度概算要求においては、事業コストの見直しから、前年度予
算額から１０％の削減を実施したところである。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0330 種苗放流による資源造成支援事業費 143 143 99 一部改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し

114 103 ▲11 ▲11 縮減

「執行額と予算額の乖離の改善」については、東日本大震災の影響により予
定していた種苗放流が不可能となったこと等から不用が生じたが、被災した
種苗生産施設の復旧・復興にあわせて、今後は、計画通り執行できるものと
考えており、引き続き、予算の適正執行のため、事業の進捗状況の把握に努
めることとしたい。
「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、資金の
流れGの委託事業については、本事業が５年間かけて遺伝子レベルでの放流効
果の解析を行うことにより、人工種苗の再生産評価手法の開発を行うもので
あることから、高度に専門性を有するものであり、かつ、過去の事業結果の
蓄積が必要であること等の問題があるが、事業ののより一層のPRと併せ、過
去の成果物やデータの貸し出し、事業結果の公開、調査方法等の事業内容の
明確化等により、広く研究機関が応募しやすい環境を創設することとした
い。なお、資金の流れA～Fの事業については、1社応札ではなく、1事業に対
して6社が応募してきた結果6社が採択されたものである。
「活動が活性化するような支援方策の見直し」については、東日本大震災の
影響等から当初見込み334百万尾を下回る310百万尾の放流実績となったが、
被災道県においては、被災した種苗生産施設の復旧・復興等に向けて、全力
で作業が行われているところであることから、被災道県の状況を注視し、震
災復興関連施策と併せて、速やかな復旧・復興に向けて、適時適切に支援し
てまいりたい。
なお、本事業の平成２５年度概算要求に当たっては、前年度比１０％の予算
削減を行ったところである。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0331
食圧分散のための海藻育成と基質面更新の複
合対策事業

74 74 74 － ・事業と直結した成果指標の併記 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0332 資源管理指針等推進事業費 86 86 79 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果の検証を実施

67 55 ▲13 ▲13 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、事業
実施主体の公募により補助金の交付者を選定しているが、公募単位で見ると
一部１者応募になっていることから、応募しやすくなるよう事業のＰＲ等を
実施し、当該事業全体でより多くの者を選定できるよう努める。
  また、「漁業者が行う密漁防止活動の推進事業に係る予算」については、
密漁の防止により資源の管理に貢献し、資源の回復につながることから、中
位または高位水準の魚種の比率を指標として用いた。なお、当該事業は、全
体的な事業の見直しを実施した結果、平成２４年度限りで廃止し、平成２５
年度は予算要求しない。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0333 海外漁場持続的操業確保連携強化事業費 49 49 49 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

47 47 - - 執行等改善

１者応募に対する対応として、平成24年度事業の事業者公募から、課題提案
書の審査において「類似事業の経験の有無」を問わないこととした。また、
平成24年度事業の公募期間中、本事業により受益する関係漁業団体のホーム
ページに広告を掲載した。その結果、平成24年度については、本事業を構成
する2事業のうち1事業において2団体から応募があり、1者応募は改善した。
残りの１事業は、引き続き１者応募であったが、今後、事業者へ過年度の報
告書の閲覧及び貸与の実施等を行うことにより、応募者数の増加が図られる
よう対策を講じて参りたい。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0334 さけ・ます陸揚検査事業費 14 14 14 一部改善 ・コストの削減 12 11 ▲1 ▲1 縮減
所見を踏まえ、検査費等の積算を見直しを行い、２５年度概算要求において
コストの削減を行った。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0335
「ASEAN-SEAFDEC2020年に向けた食料安全保
障のための持続的漁業会議」参加費

4 4 4 － ・目標設定と成果測定の実施 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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
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0336 船舶運航に要する経費 11,057 11,057 10,725 抜本的改善 ・目標設定と成果測定の実施 11,343 11,927 584 - 執行等改善

漁業取締りは、漁業許可の公的規制や漁業者による自主的取り決めなどの
ルールが遵守されるように、漁業者に対する指導・監督を効率的かつ効果的
に実施することで、水産資源の維持増大を図ることが目的であり、成果目標
として資源評価が中高位の魚種の増加としているもの。一方で、限られた予
算の中、確実な漁業取締活動を効率的かつ効果的に実施するために必要な漁
業取締船を確保し、資源の維持増大等が図られるように改善することとし
た。

水産庁 15 水産資源の回復 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

0337 漁業共済事業実施費等補助金 453 453 453 抜本的改善 ・成果目標達成のために事業内容の見直し 447 402 ▲45 - 現状通り

本事業の成果指標②については、政策評価の指標をサブ指標として準用して
いるものであるが、メインの評価指標①については、達成度96.9%に達してい
る。
また、メイン評価指標①及びサブ評価指標②ともに平成24年度の目標値につ
いては、同割合を平成23年度と同じ70%とし、達成度向上を目指すこととして
いるところ。
さらに、本年6月末時点の漁業共済加入率は68%に達しており、成果指標①の
達成を目前としていることから、引き続き本事業を活用して加入推進に努め
ていく考え。
なお、本事業の補助対象経費については、これまで必要に応じ見直しを行っ
てきたところであるが、本事業は、漁災法に基づき漁業共済団体が実施する
漁業共済業務に係る運営経費の一部を補助することにより、漁業共済加入者
の負担を軽減し、加入の拡大等を図る目的の事業であることから、事業内容
は現状通りとする。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0338 漁業経営維持安定資金 7 7 6 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施

15 14 ▲1 ▲1 縮減
　執行額と予算額の乖離の改善を図るため、平成25年度予算概算要求で事業
規模を見直した。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0339 沿岸漁業改善資金造成費補助金 9 9 - 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施

9 8 ▲1 ▲1 縮減

平成23年度においては、東日本大震災の被災地である岩手県、宮城県及び福
島県では新規貸付がなかったものの、貸付対象機器等の見直しや貸付条件の
緩和等を行ったことにより、全体としては、昨年度並みの貸付実績となって
おり、平成24年度以降においては、改正内容の更なる周知を行うことで資金
需要の増加を図る。
成果目標については、沿岸漁業従事者等の貸付金利負担軽減を目標に追記
し、成果の検証を行うこととする。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0340 水産業改良普及事業交付金 84 84 84 抜本的改善 ・目標設定と成果測定の実施 75 74 ▲1 ▲1 縮減

成果目標については、新規就業者に係る目標設定に加えて、国として重点的
に推進すべき普及課題である水産物の生産流通等改善、資源管理型漁業推進
等に係る道府県の普及活動成果を踏まえた目標を追記していくこととした
い。また、事業の成果の検証については、全国水産業改良普及職員協議会が
関係機関と連携のもと普及活動に係る調査研究事業を実施中である。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0341 独立行政法人水産大学校に要する経費 2,172 2,172 2,172 一部改善 ・単位当たりコストの削減 2,259 1,731 ▲528 ▲423 縮減

算定ルールに基づき、一般管理費は、平成22年度予算額を基準に毎年度▲3%
を実施するとともに、昨今の厳しい財政状況を踏まえ、更なる効率化減とし
て対前年度▲5.2%を削減。（一般管理費計としては、対前年度▲6.2%削減）
業務経費は、算定ルールに基づき、平成22年度予算額を基準に対前年度同額
とするが、昨今の厳しい財政状況を踏まえ、更なる効率化減として対前年度
▲0.7%を削減。
「単位当たりコストの削減」については、上記の削減を行う一方で、退職手
当の増減により各年度で変動が生じるが、可能な限り費用削減に努める。

水産庁 16 漁業経営の安定 一般会計

（項）独立行政法人水産大学校運営費
　（大事項）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
　（大事項）独立行政法人水産大学校施設整備に必要
な経費

0342 漁業信用保険事業交付金 425 425 425 抜本的改善 ・目標設定と成果測定の実施 425 - ▲425 ▲425 廃止

　成果目標については、資源管理・漁業所得補償対策加入漁業者による漁業
生産の割合としているところであるが、本事業は漁業者等の資金調達の円滑
化を目的とした事業であるので成果をより的確に検証することができるよ
う、後継事業において補助的な成果目標の設定を検討する。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0343 水産業振興型技術開発事業 45 45 44 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施

30 - ▲30 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0344 担い手代船取得支援リース事業 2 2 2 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・成果目標達成のために事業内容の見直し、また
は、目標設定と成果測定の実施

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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
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0345 漁船等環境保全・安全推進技術開発事業 312 312 309 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
・コストの削減
・目標設定と成果測定の実施

164 147 ▲16 ▲16 縮減

当事業のうち、次世代型漁船等調査検討事業、衛星利用漁場探索技術実用化
事業及び漁業無線安全等高度活用技術開発事業については、平成23年度を
もって廃止した。
「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、事業の
周知・公募時期の見直し等対策を講じたところ。その結果、平成24年度の事
業実施に当たって漁船リニューアル促進技術開発事業については2課題の公募
があり前年度より競争性が向上したところ。引き続き、競争性が十分確保で
きるよう見直しを進めて参りたい。
また、「コストの削減」については、指摘の人件費、印刷関係費を含め、平
成24年度の事業経費全般について見直し、前年度よりコストを削減したとこ
ろ。
「適切な成果目標の設定」については、漁船復原性向上対策緊急事業は、平
成21年のまき網漁船の転覆事故以来転覆のイメージが強く、危険と印象づけ
られた既存漁船について、復原性を向上させる船体改造技術を開発すること
で、漁船＝危険の印象を払拭し、新規就業者の確保に寄与するものであるた
め、新規就業者数を用いたところである。なお、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リニューアル促進技術開発事業については、漁
船のエネルギー効率を高める事業であるため、従来漁船に対する省エネル
ギー性をもって評価を行っているところ。
事業終了時には、外部委員の評価等により、成果の検証を確実に行うことと
する。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0346
漁業担い手確保・育成対策費（新規就業者確
保）

448 448 327 －

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・活動が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0347
福祉対策事業費（漁業者老齢福祉共済事業の
推進）

202 202 202 － ・活動が活性化するような支援方策の見直し 200 - ▲200 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0348 漁業経営安定対策事業費 84 83 75 一部改善 ・目標設定と成果測定の実施 29 26 ▲3 - 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・所得補償対策である「漁
業収入安定対策事業」の発足に伴い、平静22年度末で新規採択を打ち切り、
平成23年度以降は残存漁業者に対する支援を維持するものであるため、メイ
ンの成果指標①については、達成度100%となっていることから。事業内容は
現状通りとする。
また、成果指標②については、政策評価の指標をサブ指標として準用してい
るものであり、本事業の目的達成とは直接関係しない。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0349
効率的・安定的沿岸漁業促進事業（漁業者の
経営改善支援）

70 70 69 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの設定
・目標設定と成果測定の実施

56 - ▲56 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0350
漁船安全操業対策事業費（漁船の安全操業の
確保）

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
・単位当たりコストの設定
・活動が活性化するような支援方策の見直し

27 - ▲27 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0351 漁業経営改善効率化支援事業 10 10 8 －

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの設定
・目標設定と成果測定の実施
・活動が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0352 漁場機能維持管理事業 2,390 2,390 2,266 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
・単位当たりコストの設定
・目標設定と成果測定の実施
・活動が活性化するような支援方策の見直し

2,357 2,601 243 - 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。単位あたりコストが増加したのは、事業を実施する地
域の特性（離島など）に応じて各種必要な経費が増加することがあるためで
ある。また、成果目標が目標値を下回ったのは、例年漂流物等が発生する地
域において事業が実施されなかったことによるものであり、活動実績が見込
みを下回ったのは、東日本大震災の影響により操業が再開できず、漁業共済
に加入できなかった漁業者等がいたためである。
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、公募期間を見直すことなどを検討することとする。「単位当たり
コストの削減」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
は、事業実施主体との事業の執行に関する打合せのほか、関係する自治体や
漁業者にも直接働きかけを行うことにより、効率的な事業の実施を図ること
とする。また、「目標設定と成果測定の実施」については、目標値の設定の
考え方自体を検討することとする。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0353 国際規制関連経営安定資金利子補給等補助金 223 223 153 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施（事業と直結した成
果指標の併記）

281 307 27 - 執行等改善

執行額と予算額の乖離については、実際の約定利息が想定より低金利であっ
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。
１者応募については、事業①は他に行える民間団体が存在しない状況である
ため25年度から特定で行うことを検討することとし、事業③は後年度負担の
支払業務のみのため24年度から特定で実施している。
成果目標については、事業独自の成果指標として融資枠を指標としている
が、融資枠は融資可能な上限であるため、上限を超えてしまうことがないよ
うに運用している。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0354 漁業共済経営環境変化特別対策事業 225 225 16 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施
・活動が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0355
再編整備等推進支援事業費
（H22年度まで：省エネ対応・資源回復等推
進支援事業）

156 156 156 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

125 112 ▲12 ▲12 縮減

基金事業については、公募により前年度と異なる交付先が選定された場合、
基金の機能や事業の効率的な執行に支障をきたすことになる。このため、事
業開始年度に公募により事業主体を選定し、その後は選定された事業主体が
事業実施期間内は継続的に基金を管理し事業を実施することとした。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0356 遊漁船業安全対策等推進事業 17 17 17 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの設定
・成果目標達成のために事業内容の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0357 漁業金融円滑化調査検討等事業 5 5 5 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの設定
・目標設定と成果測定の実施（事業と直結した成
果指標の併記）

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0358 漁業経営セーフティーネット構築事業費 817 817 808 抜本的改善
・目標設定と成果測定の実施（事業としての成果
(中間成果指標）を併記）

1,872 3,500 1,628 - 執行等改善

本事業は、特定の課題・命題を解決するための施策ではなく、国と漁業者・
養殖業者が、事前にセーフティーネットを構築することにより、国際需給や
地政学的要因に留まらず、投機資金のリスクヘッジ等予測不可能な要因に左
右される燃油・飼料の国際相場価格の急騰や高止まりが、漁業者の経営に及
ぼす影響を緩和することを目的とする施策であることから、定量的に示され
る成果目標を独自に設定することは困難であるが、当該事業の目的が着実に
達せられるよう執行して参りたい。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0359 国際規制関係漁業経営安定パイロット事業費 361 361 361 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
・活動が活性化するような支援方策の見直し

325 - ▲325 ▲325 廃止

本事業は、国際漁業管理機関の決定により２２年漁期・２３年漁期に漁獲枠
を削減されたミナミマグロ及び大西洋クロマグロ漁業者が経営安定を図るた
めに行った取組み（２２年漁期・２３年漁期に行ったミナミマグロ及び大西
洋クロマグロ以外の魚種への転換操業の実施）に対する助成であり、２２年
漁期又は２３年漁期に漁獲した漁獲物の陸揚げを確認した上で交付するもの
であることから、平成２５年度を事業の終期と設定していたところ、平成２
４年度中に対象漁船すべての陸揚げを確認する見込みがたったこと等によ
り、平成２４年度限りで廃止する。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0360 漁協経営再建支援事業 242 242 161 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・成果目標達成のために事業内容の見直し

190 180 ▲10 ▲10 縮減

執行額と予算額の乖離の改善を図るため、平成25年度予算概算要求で事業規
模を見直した。１者応札については、今後も能力の有る団体に積極的にPRす
ることとしており、具体的には、公募期間の延長、掲示場所の追加及び説明
会に加え能力を有する団体への事前案内等を行う。成果目標の達成について
は、成果実績が目標を下回ったものの、繰越欠損金を解消した又は解消の目
処がついた要改善漁協の数は着実に増加しており、今後は成果目標達成に向
けて、新たに漁協系統経営・組織力基盤強化促進事業を要求し、確実性のあ
る経営改善計画の策定及び漁協経営改革支援資金の融資をさらに推進する。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0361 中小漁業関連資金融通円滑化事業費補助金 200 200 15 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 160 114 ▲46 ▲46 縮減

執行額と予算額の乖離の改善を図るため、中小漁業関連資金融通円滑化事業
のうち漁協経営改革支援事業について、近年の事故発生率が低いことから、
算出に使用している想定事故率等を見直すことにより、平成２５年度概算要
求において減額要求を行った。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0362 漁協系統組織改革加速化事業 115 115 77 －

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの削減
・成果目標達成のために事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策の見直し

56 - ▲56 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0363 北方海域出漁者経営安定支援事業費 57 57 54 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・単位当たりコストの削減
・目標設定と成果測定の実施
・類似事業との整理統合

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0364 漁業信用基金協会組織強化対策事業費 39 39 32 －

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施（事業としての成果
(中間成果指標）を併記）

31 - ▲31 - 現状通り 平成24年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0365 漁業収入安定対策事業費 39,968 39,968 39,968 一部改善 ・目標設定と成果測定の実施 31,496 24,553 ▲6,943 - 執行等改善

本事業は、平成23年度からスタートした資源管理・所得補償対策の事業であ
るが、成果目標については、東日本大震災の影響等により実績が年度目標値
を下回ったものであり、積立ぷらす及び漁業共済掛金補助の事業内容を見直
したとしても、成果目標達成のための抜本的改善にはつながらないことか
ら、現状通りでの目標達成を目指すこととする。
しかしながら、本事業のうち収入安定対策運営費については、加入推進のた
めの経費も計上されていることから、成果目標達成のための強力な加入推進
について、事業実施者である漁業共済団体に対し指導を行うとともに、当該
運営費を活用しながら、水産庁と事業実施者が協力して加入推進に努めてい
く考え。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0366 漁業構造改革総合対策事業 13,804 13,804 13,804 抜本的改善
・目標設定と成果測定の実施（事業と直結した成
果指標の併記）

3,000 3,000 - - 執行等改善

成果目標として「新規就業者数」に加え、効率的な経営体制への転換を図る
という本事業の目的を踏まえ、「事業期間終了時に償却前利益が黒字となっ
た件数の割合」を設定。認定改革計画に基づき実施される各々の事業の期間
（概ね３年）の終了した事業から順次、事業に直結した成果に当たる参画し
た経営体の償却前利益を確認し、本事業の成果の検証が十分に行える形に改
善した。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0367 無保証人型漁業融資促進事業 754 754 63 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施（事業としての成果
(中間成果指標）を併記）

583 440 ▲143 ▲143 縮減

執行額と予算額の乖離の改善を図るため、平成25年度予算概算要求において
保証枠を見直すことにより事業規模を縮減するとともに、本事業は平成23年
度からの事業であるため引受実績が低調であったことから、基金協会への周
知を図り本事業の活用を推進する。　また、事業独自の成果目標として本事
業での保証枠を設定しているところであり、事業内容の見直しとして、平成
25年度予算概算要求において助成金の算出をより実態に近い形に見直すこと
により、保証引受を推進する。

水産庁 16 漁業経営の安定 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
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0368 漁業経営改善支援資金融資推進事業 323 323 323 抜本的改善 ・目標設定と成果測定の実施 157 149 ▲8 ▲8 縮減
　成果目標については、事業独自の成果指標として融資枠を指標としている
が、融資枠は融資可能な上限であるため、上限を超えてしまうことがないよ
うに運用している。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0369
漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給
事業

36 36 5 抜本的改善
・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施（事業と直結した成
果指標の併記）

29 20 ▲9 ▲9 縮減
　執行額と予算額の乖離の改善を図るため、平成25年度予算概算要求で事業
規模を見直した。

水産庁 16 漁業経営の安定 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

0370 漁業共済再共済金支払資金借入金利子交付金 35 35 35 一部改善 ・目標設定と成果測定の実施 11 12 - - 現状通り 引き続き、適切な予算執行に努める。 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0371 国産水産物安定供給推進事業 369 369 362 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

352 - ▲352 ▲352 執行等改善

所見を踏まえ、支出先の選定にあたっては一層の競争性・透明性を図るよう
改善する。
本事業は、平成２５年度予算において「国産水産物流通促進事業」のメ
ニューの一つとして組み替えて要求する。

水産庁 17 漁村の健全な発展 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

0372 漁村地域力向上事業 44 44 42 －
・コストの削減
・目標設定と成果測定の実施

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）漁村振興対策費
　（大事項）漁村振興対策に必要な経費

0373 環境・生態系保全対策 588 590 577 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

395 - ▲395 - 廃止 平成24年度限りで廃止。 水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）漁村振興対策費
　（大事項）漁村振興対策に必要な経費

0374 水産物流通情報リアルタイム提供事業 94 94 90 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・コストの削減
・活動実績が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 17 漁村の健全な発展 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

0375
水産物フードシステム品質管理体制構築推進
事業

91 91 76 抜本的改善

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施

74 - ▲74 ▲74 執行等改善

所見を踏まえ、執行率の改善にあたっては期中の計画的な事業の進捗管理を
強化する。支出先の選定にあたっては　一層の競争性・透明性を図るよう改
善する。成果実績の創出にあたっては対象者の掘り起こしのため関係者への
啓発を強化するとともに指導内容を充実し実効性を高める。
本事業は、平成２５年度予算において「国産水産物流通促進事業」のメ
ニューの一つとして組み替えて要求する。

水産庁 17 漁村の健全な発展 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

0376 水産加工原料確保緊急対策事業 46 46 42 － - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 17 漁村の健全な発展 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

0377 産地の省エネルギー衛生管理技術開発事業 19 19 18 － ・単位当たりコストの削減 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 17 漁村の健全な発展 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

0378 離島漁業再生支援交付金 1,300 1,300 1,065 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 1,235 1,235 - - 執行等改善

改正離島振興法（平成24年6月20日成立）では、ソフト施策の充実した実施を
盛り込むと伴に、離島における水産業への配慮に関する条項を追加。また、
離島振興法の衆参附帯決議において、離島活性化交付金等事業計画に記載す
る事業として離島漁業再生支援交付金等を盛り込む旨決議。これまで以上に
本交付金に対する取組が期待されており、事業執行に支障のない額の予算措
置が必要。

水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）漁村振興対策費
　（大事項）漁村振興対策に必要な経費

0379
地域水産業の活性化に向けた漁港高度利用促
進事業費

36 73 73 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）漁村振興対策費
　（大事項）漁村振興対策に必要な経費

0380
プレジャーボートの適正な係留・保管推進事
業費

15 15 15 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）漁村振興対策費
　（大事項）漁村振興対策に必要な経費

0381 廃船FRP漁船の魚礁等への活用実証事業 30 30 30 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
・目標設定と成果測定の実施

15 65 50 - 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
競争性の確保について、一般競争入札（総合評価落札方式）により競争性を
確保し、また、発注仕様を詳細に提示しており、業務内容も前年度より研究
色が薄まっていたことから複数社の応札を期待していたものの、結果として
１社応札となった。
来年度は比較的専門的な技術が必要とされる廃船ＦＲＰ漁船を部材として使
用する魚礁製作・設置が追加されるが、入札説明書等において業務内容、業
務量、求められる成果物等を具体的に示すことで複数の応札になるよう努め
る。
「目標設定と成果測定の実施」について成果目標と実績を追記した。

水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）漁村振興対策費
　（大事項）漁村振興対策に必要な経費

0382
独立行政法人水産総合研究センターに要する
経費

17,903 16,051 16,051 一部改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・繰越等の発生を抑える

15,807 14,716 ▲1,092 ▲474 縮減

公平な競争を妨げる参加要件の排除及び業務内容に即した公告期間・履行期
限の設定に努めるとともに、入札等に関するアンケートの実施・分析を行う
など、応札者が増加する方策を検討し、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る。
施設整備における繰越については、工事を進めて行く中で所在自治体や近隣
住民等への説明に時間を要する、地盤改良が必要になるなど予見できない事
態が生じることが要因であるが、可能な限り事前準備を進めるなど繰越等の
発生を極力抑える。

水産庁 18 農林水産分野の研究開発 一般会計

(項)独立行政法人水産総合研究センター運営費
　（大事項）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
　（大事項）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

0383 水産庁施設費 33 49 35 一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善 32 32 - - 執行等改善

平成２３年度は、事業計画の変更（縮小）を行った事業があり、執行率が低
くなった。
平成２４年度以降は、緊急に必要な改修に限定し、予算を要求しており、確
実な執行に努めてまいりたい。

水産庁 - 一般会計
（項）水産庁施設費
　（大事項）水産庁施設整備に必要な経費

0384 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
（項）水産庁共通費
　（大事項）水産庁一般行政に必要な経費
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29,057 29,057 14,140 - - - - 水産庁 15 水産資源の回復 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
（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

- )(  - )(  - )(  7,884 )(  2,764 )(  ▲5,120 )(  ▲5,120 )(  復興庁 -
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）水産資源回復対策に必要な経費

0386
さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業費
（復興関連事業）

2,700 2,426 1,598 －
・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

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0387
鯨類捕獲調査安定化推進対策（復興関連事
業）

2,284 2,274 2,193 － ・成果目標達成のために事業内容の見直し - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

2,161 1,861 363 - - - - 水産庁 15 水産資源の回復 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

- )(  - )(  - )(  2,054 )(  1,393 )(  ▲661 )(  ▲661 )(  復興庁 -
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）水産資源回復対策に必要な経費

0389 種苗発生状況等調査事業（復興関連事業） 150 150 129 － ・執行額と予算額の乖離の改善 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

0390 漁場確保のための操業経費補助事業 49 49 48 －
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 15 水産資源の回復 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

81,753 81,753 81,753 - - - - 水産庁 16 漁業経営の安定 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

- )(  - )(  - )(  10,606 )(  - )(  ▲10,606 )(  ▲10,606 )(  復興庁 -
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）漁業経営安定対策に必要な経費

38,679 2,499 2,452 - - - - 水産庁 16

漁業経営の安定
ただし、（項）風水害等対策費及び
（項）東日本大震災復旧・復興風水害
等対策費については対象外

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

- )(  - )(  - )(  3,880 )(  2,894 )(  ▲986 )(  ▲986 )(  復興庁 -
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）漁業経営安定対策に必要な経費
（大事項）養殖施設災害復旧等に必要な経費

27,021 27,021 15,252 - - - - 水産庁 16 漁業経営の安定 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）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

- )(  - )(  - )(  10,702 )(  765 )(  ▲9,937 )(  ▲9,937 )(  復興庁 -
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）漁業経営安定対策に必要な経費

0394
漁船保険組合及び漁業共済組合支払保険金等
補助事業費（復興関連事業）

7,961 7,961 4,955 － ・執行額と予算額の乖離の改善 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

0395
漁業経営セーフティーネット構築事業費（復
興関連事業）

4,000 4,000 4,000 －
・目標設定と成果測定の実施
・活動が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

1,136 1,136 151 - - - - 水産庁 16 漁業経営の安定 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

- )(  - )(  - )(  1,068 )(  700 )(  ▲368 )(  ▲368 )(  復興庁 -
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）漁業経営安定対策に必要な経費

成果目標として「新規就業者数」に加え、収益性の高い操業・生産体制への
移行を推進するという本事業の目的を踏まえ、「事業期間終了時の償却前利
益が黒字となった件数」を設定。各地域で策定された復興計画に基づき実施
される各々の事業の期間は概ね３年～５年であることから、当該期間の終了
した事業から順次、参画した経営体の収益性の改善・回復がなされたかを確
認し、本事業の成果の検証を行うこととした。

縮減

縮減
　執行額と予算額の乖離の改善を図るため、平成25年度予算概算要求で事業
規模を見直した。

平成２３年度は、事業の周知に時間がかかり、事業の開始が遅れたため執行
率が低かったが、平成２４年度は被災地域において、政府広報や現地コー
ディネータによる事業概要の説明を実施するなど、活動の活性化に努めてい
るところ。平成２５年度概算要求については、被災地からの要望を十分踏ま
えたうえで、コストの削減に努め、予算額を見直して要求することとした
い。また、公募については、平成24年度も結果的に１者応募となったもの
の、平成23年度の事業実施主体とは異なる業者となっていることに加え、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が、平成25年度の公募にあたって
も、引き続き競争性・透明性の一層の向上を図りたい。

縮減

縮減

本事業は、要望量調査の結果、平成25年度予算要求を行う事業である。
　本事業においては、「新規就業者数」の他に、「被災した漁船の復旧隻
数」についても成果目標としているところであり、被災した漁船を復旧さ
せ、早期の漁業再開を図るという事業の目的を遂行するために適切な目標を
もって事業実施を行っているところである。
　なお､本事業は､23年度予算額を24年度に繰越した上で支援を継続しており､
現時点では事業が完了していないことから成果を検証することは困難である
が、事業完了時点で必要な検証を行うこととしている。

　執行額と予算額の乖離は、当初、漁場には大量の漂流物が確認されていた
が潮流等の影響により漁場から移動し事業量が減少したこと及び天候等の影
響により漁業者による作業日数が減少したこと等によるもの。今後は、東日
本大震災により発生した漁場のがれきは回収処理により確実に減少する性質
のものであることを踏まえ、被災県からの事業要望状況等を勘案し、復興庁
とも連携しつつ執行額と予算額の乖離が縮減できるよう努めることとする。
　また、資金の流れDに係る被害漁場環境調査事業については、１者応札で
あったが、交付先の被害漁場環境調査事業共同研究機関は、（独）水産総合
研究センター、被災各県（青森県、岩手県、宮城県、福島県）の水産試験場
等及び民間研究機関により構成されており、真に事業を必要とする被災県が
事業対象地域が広いこと、事業内容が多岐にわたっていることから単一機関
で実施することが困難であったため共同研究機関を設立し応募してきたこと
によるもの。今後とも被災県を中心とする共同研究機関等が効果的に事業を
実施できるよう努めることとする。

縮減

「執行額と予算額の乖離の改善」については、被災地で必要とされる十分な
量の放流用種苗を確保するため、他海域の種苗生産施設に対して増産を要請
するとともに、被災海域の種苗生息環境整備を図るため、ガレキ撤去が行わ
れた海域等において実態把握を速やかに実施し、地元の要望に応えることに
より、引き続き、予算の適正な執行のため、事業の進捗状況の把握に努める
こととしたい。
なお、本事業の平成２５年度概算要求に当たっては、前年度比３４％の予算
削減を行ったところである。

0385

執行等改善

漁場復旧対策支援事業費（復興関連事業）

0388
被災海域における種苗放流支援事業（復興関
連事業）

0391 漁業・養殖業復興支援事業（復興関連事業）

0392
共同利用漁船等復旧支援対策事業（復興関連
事業）

0393
漁業者・漁協等への無利子・無担保・無保証
人融資事業（復興関連事業）

0396
漁業復興担い手確保支援事業費（復興関連事
業）

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・コストの削減
・活動が活性化するような支援方策の見直し

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上

・執行額と予算額の乖離の改善

・目標設定と成果測定の実施

・目標設定と成果測定の実施

・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施

－

抜本的改善

一部改善

一部改善

一部改善

抜本的改善
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

831 78 12 - - - - 水産庁 16 漁業経営の安定 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

- )(  - )(  - )(  239 )(  326 )(  86 )(  - )(  復興庁 -
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）漁業経営安定対策に必要な経費

0398
漁業復興担い手確保支援対策のうち被災漁業
者経営再建支援事業（復興関連事業）

288 288 113 －
・執行額と予算額の乖離の改善
・成果目標達成のために事業内容の見直し
・活動が活性化するような支援方策の見直し

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 16 漁業経営の安定 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

73,108 1,238 833 - - - - 水産庁
15
16
17

水産資源の回復
漁業経営の安定
漁村の健全な発展

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

- )(  - )(  - )(  10,009 )(  8,165 )(  ▲1,844 )(  ▲1,844 )(  復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

（項）農林水産業復興事業費
（大事項）水産業強化対策に必要な経費

47,010 16,971 13,559 - - - - 水産庁
15
16
17

水産資源の回復
漁業経営の安定
漁村の健全な発展

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

- )(  - )(  - )(  3,340 )(  2,209 )(  ▲1,131 )(  ▲1,131 )(   復興庁 -
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）水産業強化対策に必要な経費

0401
水産関係施設等被害状況調査事業費（復興関
連事業）

315 315 315 －

・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・コストの削減
・目標設定と成果測定の実施

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）漁村振興対策費
　（大事項）漁村振興対策に必要な経費

236 236 32 - - - - 水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）東日本大震災復旧・復興漁村振興対策費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る水産物加
工・流通等対策に必要な経費

- )(  - )(  - )(  98 )(  98 )(  - )(  - )(  復興庁 -
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）水産物加工・流通等対策に必要な経費

3,979 200 200 - - - - 水産庁 一般会計

(項)東日本大震災復旧・復興独立行政法人水産総合研
究センター施設整備費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る独立行政
法人水産総合研究センター施設整備に必要な経費

- - - 190 190 - - 水産庁
東日本大震災復
興特別会計

(項)独立行政法人水産総合研究センター運営費
　（大事項）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

34,698 34,698 18,927 - - - - 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

- )(  - )(  - )(  1,080 )(  540 )(  ▲540 )(  ▲540 )(  復興庁 -
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）養殖施設災害復旧等に必要な経費

0405 農山漁村地域整備交付金 25,669 78,585 77,106 一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

8,570 7,713 ▲857 - 執行等改善 「コストの削減」、「繰越の防止」に努めるとともに所要額を精査。 農村振興局

6
7

11

12
17

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

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

0406 戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 17,870 12,008 11,997 一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

18,290 36,888 18,598 - 執行等改善

・国が試行しているコスト縮減対策を確認・評価するシステムを本事業にお
いても同様に取組むことにより、一層のコスト縮減に努めるよう事業主体を
指導。
・予算の執行状況を的確に把握し、必要に応じ、事業主体に対して早期の工
事発注等を指導

特別重点要求18,138百万円 農村振興局

6
7

11

優良農地の確保と有効利用の促進
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

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

執行等改善

平成24年度当初予算に対応する適切な成果目標を設定するとともに、その成
果の検証に必用な項目を設定した。
平成23年度第3号補正による施設整備費補助金の繰越については、所在自治体
との協議に時間を要したこと、地盤改良が必要になったこと等、予見できな
い事態が生じたことが要因であるが、可能な限り事前準備を進めるなど繰越
等の発生を極力抑える。
平成24年度当初予算による運営費交付金については、放射性物質の濃縮過程
等の挙動を解明するための解析を着実に行う。

平成24年度においては、予算執行に際して地方公共団体との連携を密にした
ことにより、平成24年7月17日付けで全額割当内示済みとなったところ。
　平成25年度予算においては、地方公共団体の要望調査の結果を踏まえつ
つ、被災地の更なる復興に必要な事業を追加するとともに、執行においては
活動実績が活性化するよう地方公共団体との連携をより密にし、改善を図
る。

平成２５年度予算においては、地方公共団体からの要望調査の結果に基づく
要求額とし、執行額と予算額の乖離を改善するとともに、執行においては活
動実績が活性化するよう地方公共団体との連携をより密にし、改善を図る。

縮減

平成２５年度予算においては、地方公共団体からの要望調査の結果に基づく
要求額とし、執行額と予算額の乖離を改善するとともに、執行においては活
動実績が活性化するよう地方公共団体との連携をより密にし、改善を図る。

縮減

執行等改善

本事業は、省エネ機器設備に関し、震災によるメーカーの生産能力の低下・
納品遅延等によって漁業者グループにおける23年度内の導入が困難となり、
23年度予算額の大半を､助成対象グループ及び対象機器を確定の上､24年度に
繰越し､支援を継続しており､全額執行の見込みであり､改善すべき執行額と予
算額の乖離は生じない予定。よって､本事業の支援方策としても適切であると
考える。
また､「新規就業者確保」に加え､「燃油使用量削減」に係る成果目標を設定
しており､適切な目標の下、事業を実施しているところ。
加えて､一者応募については､上記の点検結果のとおり､応募者数が増加するよ
う、公募期間の拡大等の見直しを検討してまいりたい。
なお､本事業に関し､23年度予算額は前述のとおり､24年度に繰越の上で支援を
継続しており､現時点で成果の検証を行うことは困難であるが、事業完了時点
で必要な検証を行ってまいりたい。

「執行額と予算額の乖離の改善」について、本事業は、激甚法に基づき、東
日本大震災に被災した個人の養殖業者の養殖施設の復旧を支援するものであ
り、対象道県からの報告に基づき、被災した個人の養殖業者の方々が復旧を
希望された場合に必要な予算を確保したものであるが、養殖業者の方々が迅
速な復旧を図る観点から、共同利用の形態で養殖施設を復旧するケースが多
くなってしまったこと等から不用が生じたが、今後は、より一層、対象道県
との綿密な情報交換を行って必要事業額を精査し、執行額と予算額の乖離を
小化することとしたい。

「適切な成果目標の設定」については、本事業の内容が復旧を希望された養
殖業者の方々の養殖施設の復旧を支援するものであることから、成果目標に
ついて「養殖施設が整備された経営体数」とし、目標値については、復旧を
希望されている3,981経営体すべてとしたところである。このため、現行どお
り、復旧を希望されている者すべての養殖施設の整備を目標とさせていただ
きたい。
「事業成果の検証」については、現在も大部分の対象道県で復旧作業が進め
られていることから、対象道県の事業完了後に復旧状況の確認を実施するこ
ととしたい。
なお、福島県の制限区域内の養殖施設については、現在、事業が実施できる
状況にないが、今後、状況が改善し、事業実施が可能となった場合に備え、
２５年度においても、福島県分を予算要求する必要がある。

縮減

執行等改善

0397
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）

0399
水産業共同利用施設復旧整備事業（復興関連
事業）

0400
水産業共同利用施設復旧支援事業（復興関連
事業）

0402
加工原料等の安定確保取組支援（復興関連事
業）

0403
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）

0404
養殖施設災害復旧事業費補助金（東日本大震
災）（復興関連事業）

18 農林水産分野の研究開発

一部改善

－

・執行額と予算額の乖離の改善
・活動実績が活性化するような支援方策の見直し

・目標設定と成果測定の実施

・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施

・執行額と予算額の乖離の改善
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上
・目標設定と成果測定の実施
・活動が活性化するような支援方策の見直し

・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施
・活動実績が活性化するような支援方策の見直し

・執行額と予算額の乖離の改善
・目標設定と成果測定の実施
・活動が活性化するような支援方策の見直し

－

－

抜本的改善

－
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0407 農業用用排水施設の整備・保全（直轄） 43,263 52,108 51,852 一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

49,238 51,029 1,791 - 執行等改善

・コスト縮減対策を類型化し、統一的な考え方の下に対策を確認・評価する
システムを平成24年度から試行しているところであり、今後とも同システム
について必要な見直しを行いつつ、一層のコスト縮減に努めていく。
　また、施設の長寿命化によるライフサイクルコスト縮減の取組を推進する
・工事発注を早期・円滑に行うよう調査・設計を進めておくなど、繰越の縮
減に努めていく。

特別重点要求：5,677百万円
重点要求：2,730百万円

農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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 農業用用排水施設の整備・保全（補助） 15,628 16,213 15,598 抜本的改善

・長期的な視点から管理資金スキームを抜本的に
見直すこと。
・研究開発は国で統一的に行うこと。
・選択と集中へスイッチする仕組みを検討するこ
と。

11,200 7,890 ▲3,309 ▲3,309 縮減

・施設の整備補修に際し定量的基準の導入による優先順位付けや施設の管理
基準の統一化等によるコスト縮減、更には不要不急な研究開発費等の見直し
を行う。
・「長期的な視点から、管理資金スキームを抜本的に見直すべき」との指摘
については、本年度、食料・農業・農村政策審議会農村振興整備部会におい
て農業水利の在り方を議論する中で検討課題として取り上げ、年度内に結論
を得る。

農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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 農地の整備（直轄） 579 1,582 1,520 一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

1,118 2,445 1,327 - 執行等改善

・コスト縮減対策を類型化し、統一的な考え方の下に対策を確認・評価する
システムを平成24年度から試行しているところであり、今後とも同システム
について必要な見直しを行いつつ、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・設計を進めておくなど、繰越の縮
減に努める。

特別重点要求1,011百万円 農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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 農地の整備（独法） 3,010 3,393 3,393 一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

2,199 758 ▲1,441 - 執行等改善

・国が試行しているコスト縮減対策を確認・評価するシステムを本事業にお
いても同様に取組むことにより、一層のコスト縮減に努めるよう事業主体を
指導
・工事発注を早期・円滑に行うよう調査・設計を進めておくなど、繰越の縮
減に努めることについて事業主体を指導する。

農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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

0411 農地の防災保全（補助） 4,526 5,148 5,144 一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

6,057 6,447 390 - 執行等改善

・国営事業において、コスト縮減対策を類型化し、統一的な考え方の下に対
策を確認・評価するシステムを平成24年度から試行しているところであり、
都道府県営事業である本事業においても、同様の取組を導入し一層のコスト
縮減に努めるよう、事業主体を指導する
・「繰越の防止」について、予算の執行状況を的確に把握し、必要に応じ、
事業主体に対して早期の工事発注等を指導する。

重点要求：468百万円 農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

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

0412 海岸事業（農地） 2,936 2,612 2,608 一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

2,866 3,018 152 - 執行等改善

・コスト縮減対策を類型化し、統一的な考え方の下に対策を確認・評価する
システムを平成24年度から試行しているところであり、今後とも同システム
について必要な見直しを行いつつ、一層のコスト縮減に努めていく
・工事発注を早期・円滑に行うよう調査・設計を進めておくなど、繰越の縮
減に努めていく。

重点要求：456百万円 農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

一般会計
（項）海岸事業費
　（大事項）海岸事業に必要な経費

0413 農地の防災保全（直轄） 9,939 9,938 9,903 一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

9,015 11,289 2,274 - 執行等改善

・コスト縮減対策を類型化し、統一的な考え方の下に対策を確認・評価する
システムを平成24年度から試行しているところであり、今後とも同システム
について必要な見直しを行いつつ、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・設計を進めておくなど、繰越の縮
減に努める

特別重点要求：1,328百万円
重点要求：1,507百万円

農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

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

0414 森林整備事業（補助） 25,518 29,277 29,018 抜本的改善

・コストの削減に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上に努めること。
・繰越の防止に努めること。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

24,091 45,220 21,129 - 執行等改善

・標準工程の基礎となるデータを収集・分析し、その結果に基づいた適時適
切な標準工程の見直しを実施
・入札参加者等に対する資料提供及び意見招請を行った後に入札手続きを行
うよう改善
・４半期毎に予算の執行状況等を確認するよう改善
・森林経営計画制度の活用による施業の集約化などを推進

特別重点要求：30,527百万
円
（グリーン成長戦略）

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0415 治山事業（補助） 25,295 30,479 30,258 抜本的改善

・コストの削減に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上に努めること。
・繰越の防止に努めること。

23,353 25,002 1,649 - 執行等改善

・現地発生材の活用等に加え、ある程度のコスト縮減効果が確認されている
ものの普及が進んでいない一部の新工法において、現状と課題等を調査・分
析し、さらなる普及を図ることによりコスト削減
・発注見通しの早期公表及び入札の早期実行を行うとともに、過年度の調査
内容について、事前に詳細な情報提供を行うなど改善
・工事の早期発注により十分な工期確保に努め、執行管理を徹底

重点要求：4,048百万円
（国土・地域活力戦略）

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 一般会計
（項）治山事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費

0416 森林整備事業（独法） 23,715 34,420 34,412 一部改善 ・コストの削減に努めること。 23,715 27,036 3,321 - 執行等改善
本事業においては、これまで再生砂利の利用、長伐期化の推進などによる工
事・森林造成コスト縮減を進めてきたところであり、引き続き、コスト縮減
に向けた取り組みを徹底し、更なるコスト縮減を進める。

特別重点要求：4,428百万円
（グリーン成長戦略）

林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮 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

0417 漁港海岸事業 763 718 627 一部改善

・コストの削減に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上に努めること。
・繰越の防止に努めること。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

684 615 ▲69 - 執行等改善 工法の比較検討等による効率的な事業実施により単位当たりコストを削減 水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）海岸事業費
　（大事項）海岸事業に必要な経費

0418 水産基盤整備事業（補助） 28,406 44,847 27,704 抜本的改善

・コストの削減を行うこと。
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと。
・成果指標の適切な設定を行うこと。
・繰越の防止を図ること。
・執行額と予算額の乖離の改善を図ること。

27,509 29,714 2,205 - 執行等改善
・長寿命化対策、関係府省連携等によるコスト削減
・部分供用が可能な施工順序等の見直しによる段階的成果達成の工夫・配慮
・漁期等に配慮した施工計画による地元調整に影響されない施工の実施

特別重点要求：6,080百万円
重点要求：630百万円

水産庁 17 漁村の健全な発展 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 水産基盤整備事業（直轄） 2,905 2,564 2,521 抜本的改善

・コストの削減に努めること。
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと。
・成果指標の適切な設定を行うこと。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上に努めること。
・繰越の防止に努めること。

2,419 3,812 1,393 - 執行等改善

・長寿命化対策、関係府省連携等によるコスト削減
・部分供用が可能な施工順序等の見直しによる段階的成果達成の工夫・配慮
・漁期等に配慮した施工計画による地元調整に影響されない施工の実施
・調査業務における競争性・透明性向上のための一般競争入札の実施

水産庁 17 漁村の健全な発展 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
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0420 農業施設災害復旧等事業 43,453 33,490 24,630 一部改善 ・コストの削減に努めること。 8,160 8,160 - - 執行等改善
・コストの削減に努めてきたところだが、引き続き、コスト削減事例を活用
することで、一層のコスト削減に努めるとともに、早期の復旧に取り組む

農村振興局 - 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

0421 山林施設災害復旧等事業 85,486 69,866 18,122 一部改善 ・コストの削減に努めること。 8,681 8,765 84 - 執行等改善
本事業の実施に当たり、工法の比較検討や優良事例を参考にするなど効率的
な事業実施に努めてきたところであり、引き続きコストの縮減に努める。

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

0422 漁港関係等災害復旧事業 5,769 4,050 1,632 一部改善 ・コストの削減に努めること。 1,111 1,111 - - 執行等改善
現地発生資材の活用等のコスト削減事例を参考に、効率的な事業の実施によ
りコストを削減

水産庁 - - 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

293,745 44,875 25,660 - - - - 農村振興局 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
（項）海岸事業費
　（大事項）海岸事業に必要な経費
（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）水資源開発施設災害復旧事業費
　（大事項）水資源開発施設災害復旧事業に必要な経費
（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
（項）東日本大震災復旧・復興農業生産基盤保全管理・整
備事業費
　（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・整備事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興農地等保全事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農地等保全事
業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興戸別所得補償実施円滑化基
盤整備事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る戸別所得補償
実施円滑化基盤整備事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興農業施設災害復旧事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業施設災害
復旧事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興農業施設災害関連事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農業施設災害
関連事業に必要な経費

- - - 8,120 16,092 7,972 - 農村振興局
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

- )(  - )(  - )(  11,811 )(  94,433 )(  82,622 )(  - )(  復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

（項）東日本大震災復興事業費
　（大事項）農業生産基盤保全管理・整備事業に必要
な経費
　（大事項）農地等保全事業に必要な経費
　（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

1,899 184 182 - - - - 農村振興局 一般会計

（項）東日本大震災復旧・復興農山漁村地域整備事業
費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る農山漁村
地域整備事業に必要な経費

- - - 227 2,033 1,806 - 農村振興局
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

- )(  - )(  - )(  350 )(  2,992 )(  2,642 )(  - )(  復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

（項）東日本大震災復興事業費
　（大事項）農山漁村地域整備事業に必要な経費

7,418 892 892 - - - - 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

- - - - 1,319 1,319 - 林野庁
東日本大震災復
興特別会計

（項）森林整備事業費
　（大事項）森林整備事業に必要な経費

- )(  - )(  - )(  - )(  2,433 )(  2,433 )(  - )(  復興庁
東日本大震災復
興特別会計

（項）東日本大震災復興事業費
　（大事項）森林整備事業に必要な経費

7,049 816 802 - - - - 林野庁 一般会計

（項）治山事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費
（項）東日本大震災復旧・復興治山事業費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る治山事業
に必要な経費

- - - 623 2,244 1,621 - 林野庁
東日本大震災復
興特別会計

（項）治山事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費

- )(  - )(  - )(  1,275 )(  5,370 )(  4,095 )(  - )(  復興庁
東日本大震災復
興特別会計

（項）東日本大震災復興事業費
　（大事項）治山事業に必要な経費

2,002 65 65 - - - - 林野庁 一般会計
（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

- - - 1,147 1,347 200 - 林野庁
東日本大震災復
興特別会計

（項）森林整備事業費
　（大事項）森林整備事業に必要な経費

- )(  - )(  - )(  409 )(  1,481 )(  1,072 )(  - )(  復興庁
東日本大震災復
興特別会計

（項）東日本大震災復興事業費
　（大事項）森林整備事業に必要な経費

・災害復旧事業に関しては、コストの削減に努めてきたところだが、引き続
き、コスト削減事例を活用することで、一層のコスト削減に努めるととも
に、早期の復旧に取り組む。
・土地改良事業等に関しては、国営事業においては、コスト縮減対策を類型
化し、統一的な考え方の下に対策を確認・評価するシステムを平成24年度か
ら試行しているところであり、同システムについて必要な見直しを行いつ
つ、今後とも一層のコスト縮減に努めていく。補助事業については、国営事
業と同様の取組を行うよう指導する。

・「コストの削減」に努めるとともに所要額を精査執行等改善

執行等改善
標準工程の基礎となるデータを収集・分析し、その結果に基づいた適時適切
な標準工程の見直しを実施

12 森林の有する多面的機能の発揮

12 森林の有する多面的機能の発揮

12 森林の有する多面的機能の発揮

0425 森林整備事業（補助・復興関連事業）

0426 治山事業（補助・復興関連事業）

0427 森林整備事業（独法・復興関連事業）

0423 農地・農業用施設等の復興関連事業

0424 農山漁村地域整備交付金（復興関連事業）

6
7

11

優良農地の確保と有効利用の促進
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

6
7

11

12
17

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

執行等改善
本事業においては、これまで再生砂利の利用、長伐期化の推進などによる工
事・森林造成コスト縮減を進めてきたところであり、引き続き、コスト縮減
に向けた取り組みを徹底し、更なるコスト縮減を進める。

・コストの削減に努めること。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上に努めること。

一部改善 ・コストの削減に努めること。

現地発生材の活用等に加え、ある程度のコスト縮減効果が確認されているも
のの普及が進んでいない一部の新工法において、現状と課題等を調査・分析
し、さらなる普及を図ることによりコスト削減
・必要となる成果内容を踏まえつつ、必須項目の内容そのものや業務経験の
範囲についても柔軟に設け、参入しやすい要件の設定するなど改善

・コストの削減に努めること。

一部改善 ・コストの削減に努めること。

一部改善 ・コストの削減に努めるべきであった。

執行等改善

一部改善

執行等改善

一部改善
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

0428 漁港海岸事業（復興関連事業） 100 100 95 － ・コストの削減に努めるべきであった。 - - - - 現状通り 平成２３年度限りで終了 水産庁 17 漁村の健全な発展 一般会計
（項）海岸事業費
　（大事項）海岸事業に必要な経費

18,232 18,232 400 - - - - 水産庁 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

- - - 3,516 5,024 1,508 - 水産庁
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

- )(  - )(  - )(  15,752 )(  18,778 )(  3,026 )(  - )(  復興庁 -
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）水産基盤整備に必要な経費

1,553 1,553 1,505 - - - - 水産庁 17 漁村の健全な発展 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

- )(  - )(  - )(  1,032 )(  1,890 )(  858 )(  - )(  復興庁 -
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）北海道水産基盤整備に必要な経費

54,810 19,375 4,319 - - - - 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

- )(  - )(  - )(  1,177 )(  14,621 )(  13,444 )(  - )(  復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

（項）東日本大震災災害復旧等事業費
　（大事項）山林施設災害復旧事業に必要な経費
　（大事項）山林施設災害復旧事業の補助率引上差額
に必要な経費

259,676 24,053 20,100 - - - - 水産庁 - 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

- )(  - )(  - )(  7,690 )(  158,167 )(  150,477 )(  - )(  執行等改善
現地発生資材の活用等のコスト削減事例を参考に、効率的な事業の実施によ
りコストを削減

復興庁 -
東日本大震災復
興特別会計

（項）東日本大震災災害復旧等事業費
　（大事項）漁港施設災害復旧事業に必要な経費

65,053 67,488 46,058 69,579 - 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

食料安定供給特
別会計

麦管理勘定

（項）麦買入費
　（大事項）輸入飼料買入代金

- - - - 98,053 生産局 2
国産農畜産物を軸とした食と農の結び
付きの強化

食料安定供給特
別会計（統合

後）
食糧管理勘定

（項）食糧買入費
　（大事項）輸入飼料買入代金

43,995 55,014 37,223 46,480 - 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立
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

- - - - 55,790 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立

食料安定供給特
別会計（統合

後）
食糧管理勘定

（項）食糧買入費
　（大事項）食糧買入代金

39,325 44,858 32,529 31,040 - 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立
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

- - - - 30,167 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立

食料安定供給特
別会計（統合

後）
食糧管理勘定

（項）食糧管理費
　（大事項）食糧の管理に必要な経費

297,145 305,366 217,604 268,820 - 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立
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

- - - - 288,166 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立

食料安定供給特
別会計（統合

後）
食糧管理勘定

（項）食糧買入費
　（大事項）食糧買入代金

0436

0435

0434 9,310 

0433 麦買入費（輸入飼料）

米買入費（国内米）

米管理費

麦買入費（食糧麦） 縮減

縮減

執行等改善
備蓄米の政府買入について、買入数量が少ない要因のより詳細な把握を行い
つつ、改善方策について検討

カビチェック荷役単価を実勢水準に見直したことにより、要求額が減少。

・港湾諸掛等経費及び安全性対策等経費の縮減により執行額と予算額の乖離
を改善

▲872 

19,346 

- 

▲1,304 

▲70 

28,474 ▲9 縮減 ・港湾諸掛等経費について、積算単価を見直し、概算要求に反映。

17 漁村の健全な発展

0431 山林施設災害復旧等事業（復興関連事業）

0429 水産基盤整備事業（補助・復興関連事業）

0430 水産基盤整備事業（直轄・復興関連事業）

0432 漁港関係等災害復旧事業（復興関連事業）

執行等改善
本事業の実施に当たり、工法の比較検討や優良事例を参考にするなど効率的
な事業実施に努めてきたところであり、引き続きコストの縮減に努める。

執行等改善

・リサイクル材の活用、関係府省連携等によるコスト削減の取組推進
・部分供用が可能な施工順序等の見直しによる段階的成果達成の工夫・配慮
・事業の円滑な実施のための測量設計の迅速な実施、復興方針に基づく地元
調整の迅速な対応

一部改善 ・コストの削減に努めること。

一部改善 ・コストの削減に努めること。

・リサイクル材の活用、関係府省連携等によるコスト削減の取組推進
・調査業務における競争性・透明性向上のための一般競争入札の実施

執行等改善

抜本的改善

一部改善

・コストの削減に努めること。
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと。
・成果指標の適切な設定を行うこと。
・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べきであった。
・支出先の選定における競争性・透明性の一層の
向上に努めるべきであった。

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

一部改善 ・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。一部改善

一部改善

一部改善

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

5,523 5,524 4,566 4,854 - 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立
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

- - - - 4,872 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立

食料安定供給特
別会計（統合

後）
食糧管理勘定

（項）食糧管理費
　（大事項）食糧の管理に必要な経費

85,616 86,975 58,488 82,777 - 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立
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

- - - - 83,764 生産局 4 総合的な食料安全保障の確立

食料安定供給特
別会計（統合

後）
食糧管理勘定

（項）食糧買入費
　（大事項）食糧買入代金

61,055 61,055 51,774 62,923 - 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

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

- - - - 61,203 
23年度3次補正
191百万円

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

食料安定供給特
別会計（統合

後）
農業共済再保険

勘定

（項）農業共済再保険費及交付金
　（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

0440 就農支援資金貸付金 632 632 616 －
・交付ルートを見直すこと。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

675 - ▲675 - 現状通り
当該事業は、特別会計の改革の実施により、一般会計に移管される予定であ
り、要求額及び改善点については、予算編成過程において検討していく。

平成25年度から一般会計へ
移行
平成25年度は事項要求

経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

食料安定供給特
別会計

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

83,970 84,054 6,392 72,094 - 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

食料安定供給特
別会計

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

- - - - 72,352 経営局 5
意欲ある多様な農業者による農業経営
の推進

食料安定供給特
別会計（統合

後）
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

0442 国有農地等管理処分事業 5,484 5,486 2,388 －

・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
向上に努めること。
・成果目標達成のための支援方策の見直しを行う
こと。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うこと。

6,140 - ▲6,140 - 現状通り
当該事業は、特別会計の改革の実施により、一般会計に移管される予定であ
り、要求額及び改善点については、予算編成過程において検討していく。

平成25年度から一般会計へ
移行
平成25年度は事項要求

経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進

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

0443 農地保有合理化促進事業 946 946 689 －
・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の見直しを行う
こと。

971 - ▲971 - 現状通り
当該事業は、特別会計の改革の実施により、一般会計に移管される予定であ
り、要求額及び改善点については、予算編成過程において検討していく。

平成25年度から一般会計へ
移行
平成25年度は事項要求

経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進

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 農地保有合理化促進対策費交付金 10,000 10,000 3,383 －

・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の見直しを行う
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
当該事業は、特別会計の改革の実施により、一般会計に移管される予定であ
り、要求額及び改善点については、予算編成過程において検討していく。

平成25年度から一般会計へ
移行
平成25年度は事項要求

経営局 6 優良農地の確保と有効利用の促進

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

32,404 33,129 32,916 29,559 - 農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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

- - - - 21,952 特別重点要求：1,222百万円 農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

食料安定供給特
別会計（統合

後）
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

- 

▲7,607 - 

執行等改善

執行等改善

農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、家畜共済の共済金支払の基礎となる家畜共済診療点数表付表薬価基準
表における薬価の算定方法を見直すことにより、本年４月に当該薬価基準表
を改定し、薬価を引き下げたところ。

　平成25年度以降の本制度のあり方については、指摘の点も含め、戸別所得
補償制度の法制化に向けた検討の中で検討する。

- 

0441
畑作農業対象の助成金
（水田・畑作経営所得安定対策）

259 

0439 農業共済再保険事業 ▲1,720 

麦管理費

米買入費（輸入米）0438

0437

・本事業は実施主体の選定を公募することにより、保管料の節減を図ること
ができたことによるものであり、今後も引き続き、計画的かつ効率的な予算
の執行。
・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て、公告期間の
長期化を行い、応札者の誘引を図り改善。

・港湾諸掛等経費及び安全性対策等経費の縮減により執行額と予算額の乖離
を改善

縮減

執行等改善18 

987 

- 

▲673 

一部改善
・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
向上に努めること。

一部改善

0445 農業用用排水施設の整備・保全（特会） 執行等改善

・コスト縮減対策を類型化し、統一的な考え方の下に対策を確認・評価する
システムを平成24年度から試行しているところであり、今後とも同システム
について必要な見直しを行いつつ、一層のコスト縮減に努めていく。
・工事発注を早期・円滑に行うよう調査・設計を進めておくなど、繰越の縮
減に努めていく。

・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。

一部改善 ・コストの削減に努めること。

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。

一部改善

34/37



様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

3,535 3,864 3,864 3,567 - 農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

食料安定供給特
別会計

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

- - - - 4,722 特別重点要求：2,436百万円 農村振興局 11
農村の集落機能の維持と地域資源・環
境の保全

食料安定供給特
別会計（統合

後）
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

0447 森林整備事業（直轄） 50,184 56,094 54,506 －

・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。

52,566 - ▲52,566 - 現状通り 平成25年度から一般会計へ移行 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮
国有林野事業特

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

0448 治山事業（直轄） 21,916 31,900 31,231 －
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

20,619 - ▲20,619 - 現状通り 平成25年度から一般会計へ移行 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮
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

0449 国有林野事業実施に必要な経費 13,476 12,447 11,524 －
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

11,933 - ▲11,933 - 現状通り 平成25年度から一般会計へ移行 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮
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

0450 山林施設災害復旧等事業 6,048 5,378 1,883 －
・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。

2,302 - ▲2,302 - 現状通り 平成25年度から一般会計へ移行 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮
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

0451 森林保険事業 2,165 2,165 802 抜本的改善

・関係機関の役割分担を見直すこと。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めること。
・成果目標達成のための事業内容の見直しを行う
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。

1,990 1,811 ▲178 ▲178 縮減 保険料収入等の減少に応じて要求額を減額した。 林野庁 13 林業の持続的かつ健全な発展
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

82,445 82,445 39,575 21,874 - 水産庁 16 漁業経営の安定
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
　（大事項）再保険金等の支払に必要な経費
　（大事項）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
　（大事項）再保険金等の支払に必要な経費
（項）給与再保険費
　（大事項）再保険金等の支払に必要な経費
（項）業務取扱費
　（大事項）漁業協同組合事務費交付金に必要な経費

- - - - 9,877 水産庁 16 漁業経営の安定

食料安定供給特
別会計（統合

後）
漁船再保険勘定

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

- - - - 450 水産庁 16 漁業経営の安定

食料安定供給特
別会計（統合

後）
業務勘定

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

30,624 30,624 20,132 14,058 - 水産庁 16 漁業経営の安定
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
　（大事項）保険金等の支払に必要な経費
　（大事項）漁業共済組合連合会交付金に必要な経費

- - - - 8,883 水産庁 16 漁業経営の安定

食料安定供給特
別会計（統合

後）
漁業共済保険勘

定

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

1,155 - 0446 農地の防災保全（特会）

・コスト縮減対策を類型化し、統一的な考え方の下に対策を確認・評価する
システムを平成24年度から試行しているところであり、今後とも同システム
について必要な見直しを行いつつ、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・設計を進めておくなど、繰越の縮
減に努める

執行等改善

▲108 

▲1,045 抜本的改善
・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の見直しを行う
こと。

0452

0453 漁業災害補償制度関係事業

漁船損害等補償制度関係事業 ▲11,547 

▲5,175 

縮減

縮減
共済掛金国庫補助金について、 新の統計等から加入計画の見積もりを厳密
に行い予算額を算定し、平成25年度要求額を減額。

保険料国庫負担金について、 新の統計等から加入計画の見積もりを厳密に
行い予算額を算定し、平成25年度要求額を減額。

一部改善
・コストの削減に努めること。
・繰越の防止に努めること。

抜本的改善
・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の見直しを行う
こと。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

1,643 157 103 6,052 - 農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

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

- - - - 4,820 農村振興局 7
農業生産力強化に向けた農業生産基盤
の保全管理・整備

食料安定供給特
別会計（統合

後）
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

0455 森林整備事業（直轄・復興関連事業） 6,089 1,167 766 －

・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。

5,353 - ▲5,353 - 現状通り 平成25年度から東日本大震災復興特別会計へ移行 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮
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）東日本大震災復旧・復興に係る国有林野
森林整備事業に必要な経費

0456 治山事業（直轄・復興関連事業） 14,407 4,227 3,823 － ・コストの削減に努めること。 2,669 - ▲2,669 - 現状通り 平成25年度から東日本大震災復興特別会計へ移行 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮
国有林野事業特

別会計

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

0457
国有林野事業実施に必要な経費（復興関連事
業）

609 118 113 －
・コストの削減に努めるべきであった。
・活動が活性化するような支援方策の見直しを行
うべきであった。

- - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮
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

0458 山林施設災害復旧等事業（復興関連事業） 86 2 - － ・コストの削減に努めるべきであった。 - - - - 現状通り 平成23年度限りで終了 林野庁 12 森林の有する多面的機能の発揮
国有林野事業特

別会計

（項）東日本大震災復旧・復興国有林野災害復旧事業
費
　（大事項）東日本大震災復旧・復興に係る国有林野
災害復旧事業に必要な経費

3,138,958 2,358,738 2,011,427 1,403,295 942,498 ▲460,797 ▲29,371 

17,062 17,064 7,077 17,785 - ▲17,785 - 

271,650 271,734 152,031 259,773 - ▲259,773 - 

168,937 186,846 128,240 160,297 - ▲160,297 ▲1,977 

367,721 378,378 268,228 343,253 - ▲343,253 ▲78 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

37,582 37,150 36,883 39,178 - ▲39,178 - 

- - - - 740,385 740,385 - 

- - - - 560,812 560,812 - 

- - - - 61,203 61,203 - 

- - - - 9,877 9,877 - 

- - - - 8,883 8,883 - 

- - - - 450 450 - 

- - - - 31,493 31,493 - 

61,055 61,055 51,774 62,923 - ▲62,923 - 

2,165 2,165 802 1,990 1,811 ▲179 ▲178 

112,815 111,333 103,847 95,442 - ▲95,442 - 

- - - - - - - 

113,069 113,069 59,707 35,932 - ▲35,932 ▲1,153 

- - - 129,504 376,522 247,018 ▲32,300 

- )(  - )(  - )(  のうち 復興庁 112,179 )(  346,540 )(  234,361 )(  ▲32,190 )(  

食料安定供給特別会計（統合後）
農業経営安定勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
国営土地改良事業勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
業務勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
漁業共済保険勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
漁船再保険勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
農業共済再保険勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
食糧管理勘定

行政事業レビュー対象　計

一般会計

食料安定供給特別会計
調整勘定

農業共済再保険特別会計

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

森林保険特別会計

国有林野事業特別会計

漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

東日本大震災復興特別会計

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
業務勘定

食料安定供給特別会計
国営土地改良事業勘定

国有林野事業債務管理特別会計

執行等改善

・コスト縮減対策を類型化し、統一的な考え方の下に対策を確認・評価する
システムを平成24年度から試行しているところであり、今後とも同システム
について必要な見直しを行いつつ、一層のコスト縮減に努めていく。
・執行額と予算額の乖離の改善について、所要額の精査に努めていく。

0454 農地・農業用施設等の復興関連事業（特会） ▲1,233 - 一部改善
・コストの削減に努めるべきであった。
・執行額と予算額の乖離の改善に努めるべきで
あった。
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様式１

（単位：百万円）

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ 番号 施策名

平成２３年度

評価結果 所見の概要 項・事項反映内容 担当部局庁
政策評価の体系

差引き
Ｃのうち
反映額

会計区分

事業
番号

事　　業　　名
平成２３年度
補正後予算額

予算監視・効率化チームの所見

備　考
執行可能額 執行額

748,410 747,754 713,628 597,671 984,579 386,908 

127 127 61 114 - ▲114 

1,256 1,256 195 1,112 - ▲1,112 

416,597 416,597 280,282 357,840 - ▲357,840 

195,814 195,814 98,075 196,387 - ▲196,387 

6,129 6,129 5,533 8,367 - ▲8,367 

1,256,833 1,256,833 865,298 1,127,465 - ▲1,127,465 

22,143 22,143 18,148 15,271 - ▲15,271 

- - - - 1,107 1,107 

- - - - 613,271 613,271 

- - - - 30,887 30,887 

- - - - 857 857 

- - - - 336 336 

- - - - 9,932 9,932 

- - - - 17,105 17,105 

39,023 39,023 909 55,658 - ▲55,658 

2,436 2,436 865 2,396 2,374 ▲22 

357,872 359,165 356,793 367,511 - ▲367,511 

- - - - 304,617 304,617 

937 937 280 746 - ▲746 

- - - 13,336 5,617 ▲7,719 

- )(  - )(  - )(  のうち 復興庁 - )(  - )(  - )(  

3,887,369 3,106,492 2,725,055 2,000,966 1,927,077 ▲73,889 

17,189 17,192 7,137 17,900 - ▲17,900 

272,906 272,990 152,226 260,886 - ▲260,886 

585,534 603,444 408,522 518,137 - ▲518,137 

563,535 574,192 366,303 539,640 - ▲539,640 

6,129 6,129 5,533 8,367 - ▲8,367 

1,256,833 1,256,833 865,298 1,127,465 - ▲1,127,465 

59,725 59,292 55,032 54,449 - ▲54,449 

- - - - 741,492 741,492 

- - - - 1,174,083 1,174,083 

- - - - 92,090 92,090 

- - - - 10,733 10,733 

- - - - 9,220 9,220 

- - - - 10,382 10,382 

- - - - 48,598 48,598 

100,078 100,078 52,684 118,580 - ▲118,580 

4,600 4,600 1,668 4,386 4,185 ▲201 

470,687 470,498 460,639 462,953 - ▲462,953 

- - - - 304,617 304,617 

114,006 114,006 59,987 36,677 - ▲36,677 

- - - 142,840 382,139 239,299 

- )(  - )(  - )(  のうち 復興庁 112,179 )(  346,540 )(  234,361 )(  

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」及び「執行等改善」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２５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２３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２５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２５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２５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。）　　　　　

　　　　「 － 」：行政事業レビューの点検の結果、平成２４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。）

食料安定供給特別会計（統合後）
業務勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
国営土地改良事業勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
農業経営安定勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
食糧管理勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
農業共済再保険勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
漁船再保険勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
漁業共済保険勘定

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（統合後）
国営土地改良事業勘定

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（統合後）
農業経営安定勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
食糧管理勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
農業共済再保険勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
漁船再保険勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
漁業共済保険勘定

食料安定供給特別会計（統合後）
業務勘定

東日本大震災復興特別会計

国有林野事業特別会計

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
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
業務勘定

食料安定供給特別会計
麦管理勘定

合　　　　　計

一般会計

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

農業共済再保険特別会計

森林保険特別会計

東日本大震災復興特別会計

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

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

農業共済再保険特別会計

行政事業レビュー対象外　計

一般会計

食料安定供給特別会計
農業経営基盤強化勘定

森林保険特別会計

国有林野事業特別会計

国有林野事業債務管理特別会計

国有林野事業債務管理特別会計
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