
様式２

平成２４年度新規事業

農林水産省
（単位：百万円）

番号 施策名

新24-
0001

農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 26 
・他に類似事業がある場合は、整理を行うこ
と

32 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

新24-
0002

産地表示適正化対策事業委託費 62 ・現時点において問題はない 40 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

新24-
0003

輸入栽培用種子中の未承認遺伝子組換え体検査対策事業委
託費

16 ・現時点において問題はない 14 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

新24-
0004

６次産業化推進整備事業 2,194 

・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。
・他の施策と連携して、一体的に推進するこ
と。

5,983 
日本再生戦略に関する「特
別重点要求」（農林漁業分
野）5,983百万円

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

新24-
0005

バイオ燃料生産拠点確立事業 2,166 

・過去の事業仕分けの結果を、事業・制度の
見直しに反映させること。
・他に類似・関連事業がある場合は、整理を
行うこと。

1,000 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

532 - 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

237 )(  - )(  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
（項）農林水産業復興事業費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新24-
0007

ソフトセルロース利活用技術確立事業 412 

・過去の事業仕分けの結果を、事業・制度の
見直しに反映させること。
・他に類似・関連事業がある場合は、整理を
行うこと。

- 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

新24-
0008

森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業 120 

・支出先の選定について競争性・透明性を一
層向上するべきである。
・過去の事業仕分けの結果を、事業・制度の
見直しに反映させること。

- 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

新24-
0009

ミラノ国際博覧会政府出展委託事業 30 
・現時点において問題はない
（改善点に記載：引き続き適正な執行に努め
る。）

760 
日本再生戦略に関する「特
別重点要求」（農林漁業分
野）760百万円

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

新24-
0010

海外植物遺伝資源アクセス円滑化事業 16 
・他に類似・関連事業がある場合は、整理を
行うこと。

15 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

事業
番号

事　　業　　名

新24-
0006

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

・現時点において問題はない

担当部局庁 会計区分

平成２４年度
当初予算額

予算監視・効率化チームの所見
（概要）

平成２５年度
要求額 項・事項

政策評価の体系備　　考
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事業
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事　　業　　名
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政策評価の体系備　　考

新24-
0011

耕作放棄地利用型バイオディーゼル燃料実証事業 12 

・過去の事業仕分けの結果を、事業・制度の
見直しに反映させること。
・他に類似・関連事業がある場合は、整理を
行うこと。

- 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

新24-
0012

産地再生関連施設緊急整備事業 9,500 ・現時点において問題はない - 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

新24-
0013

新規就農総合支援事業 13,574 
・支出先の選定について競争性･透明性を一
層向上

34,866 
日本再生戦略に関する「特
別重点要求」21,291百万円

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

新24-
0014

諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対応に係る経費 4,762 ・現時点において問題はない 事項要求 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

新24-
0015

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）

692 ・現時点において問題はない 5,300 
日本再生戦略に関する「特
別重点要求（グリーン分
野）」5,300百万円

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）農山漁村６次産業化対策費
　（大事項）農山漁村６次産業化対
策に必要な経費

新24-
0016

農山漁村ふるさと応援推進事業 40 ・現時点において問題はない - 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

新24-
0017

農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造のための技術
開発

600 
・テーマの重複の有無の確認
・予算・コストの調整

445 
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

新24-
0018

ゲノム情報を活用した家畜の革新的な育種・繁殖・疾病予
防技術の開発

380 ・現時点において問題はない - 
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

新24-
0019

天然資源に依存しない持続的な養殖生産技術の開発 320 ・現時点において問題はない - 
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

新24-
0020

市町村森林所有者情報整備事業 476 ・現時点において問題はない 190 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

新24-
0021

日本を森林で元気にする国民運動総合対策 108 ・現時点において問題はない 88 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

新24-
0022

日本型フォレスター育成調査・研修改良事業 252 ・現時点において問題はない - 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

新24-
0023

森林施業プランナー実践力向上対策事業 200 ・現時点において問題はない 180 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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（単位：百万円）

番号 施策名

事業
番号

事　　業　　名
担当部局庁 会計区分

平成２４年度
当初予算額

予算監視・効率化チームの所見
（概要）

平成２５年度
要求額 項・事項

政策評価の体系備　　考

新24-
0024

先進林業機械開発促進事業 45 ・現時点において問題はない 45 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

新24-
0025

国際漁業協力推進事業 690 ・現時点において問題はない 620 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

新24-
0026

日本沿岸域藻場再生モニタリング事業 66 ・現時点において問題はない - 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

新24-
0027

漁業就業者確保・育成対策事業費 396 
・支出先の選定における競争性・透明性の一
層の向上

1,200 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

新24-
0028

水産物流通情報発信・分析事業 87 ・現時点において問題はない 78 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

新24-
0029

漁港のエコ化推進事業 59 ・現時点において問題はない 53 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

新24-
0030

放射性物質影響調査推進事業 286 )(  ・現時点において問題はない 446 )(  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
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（単位：百万円）

番号 施策名

事業
番号

事　　業　　名
担当部局庁 会計区分

平成２４年度
当初予算額

予算監視・効率化チームの所見
（概要）

平成２５年度
要求額 項・事項

政策評価の体系備　　考

37,834     一般会計 50,911       

-          食料安定供給特別会計農業経営基盤強化勘定 -            

-          食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 -            

-          食料安定供給特別会計米管理勘定 -            

-          食料安定供給特別会計麦管理勘定 -            

-          食料安定供給特別会計業務勘定 -            

-          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 -            

-          
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

-            

-          
食料安定供給特別会計（統合後）
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 -            

-          国有林野事業特別会計 -            

-          国有林野事業債務管理特別会計 -            

-          漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 -            

523        東日本大震災復興特別会計 446          

523 )(       　　　　　　のうち復興庁 446 )(         

合　　　　　計
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