
様式４

農林水産省

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

0044 195 195 183 廃止

　食育実践活動推進事業の見直しの余地についてですが、廃止という
方が３名で一番多く、抜本的改善も２名いました。
　この公開プロセスの結論としては、「国として一本化した食育の取
組に集約すべきである」といったご意見を踏まえ、「廃止」とさせて
いただきます。
　主なコメントを紹介しますと、「食育食育推進運動に統一し、国全
体でワンストップ事業にすべき」、「政府が宣伝しても効果は薄い。
コスト＆ベネフィットの議論がない」、「成果実績は平成２２年度と
２３年度を比較するに達成度に変化がない。活動実績がアップしてい
るのに成果が上がっていない」、「他省との重複部分については精査
を尽くす必要がある」、「何故食生活が乱れたのかの分析は出来てい
るか、問題点の把握が必要」ということでした。　この件について
は、他省庁との重複にも配慮しつつ農林水産省として取り組んで来た
経緯もありますが、本日の結果を踏まえて事業は「廃止」とさせてい
ただきます。食育については農林水産省のみならず政府全体の取組で
あることから、今後の対応については、本日のご意見を踏まえ検討さ
せていただきたいと考えております。

112 - ▲112 ▲112 廃止 平成24年度限りで廃止。

0053 1,786 1,653 521 抜本的改善

　緑と水の環境技術革命プロジェクト事業の見直しの余地について
は、「抜本的改善」という方が４名でございますので、「ニーズの需
要の把握が不十分。執行率が低調」というご意見を踏まえ、「抜本的
改善」とさせていただきたいと思います。
　その中で主なご意見として、「補助金は全廃すべき。国の責任を明
確にした委託の手法に統一すべきでは」、「執行率３１％は低調すぎ
る。重点６課題の選定のための科学的合理的根拠を再検討する必要が
ある」、「私企業が独自に行える範囲の研究が含まれている。一部は
環境省と連携すべき分野ではないか」、「マーケットインの視点が必
要。消費者のニーズをどのように把握するのか。需要の分析が必要。
技術はあくまで手段」、「地方はこの種の研究を怒っている。中央の
研究者や企業だけがおいしい思いをしていると感じている」という方
がいらっしゃいました。「廃止」という方が２名いたということを重
く受け止めたいと思います。
　これから先、環境面で東日本大震災以降変わって参りましたので、
緑と水の豊富な中山間でこのような技術の創造が大きな影響を持って
くるのではないかと思っております。しっかり連携をさせていただ
き、本取りまとめ結果を踏まえ検討して参りたいと思います。

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。

0087 514 514 478 抜本的改善

　多様な畜産・酪農推進事業のうち家畜改良対策推進の見直しの余地
についてですが、抜本的改善という方が３名、一部改善という方が３
名でした。
　その中で主なコメントを紹介しますと、「選択と集中、民間と連携
の強化、オランダ型を目指す戦略が必要。現状は戦略が不足」、
「（独）家畜改良センターの役割の明確化が必要、支出先の選定の見
直しが必要」、「仕組みは改善の余地がある。仕組みを変えれば予算
削減が可能」という意見が抜本的改善のコメントでした。
　一部改善としては、「本来的には家畜改良センターの役割。運営費
交付金の中で行われるべき。補助金である意味が不明。国の役割なら
委託で良いのでは」、「1者応札５件には改善が必要」というコメン
トがありました。　この公開プロセスの結論としては、支出先の選定
の見直しが必要や予算削減を図るために仕組みを変えることを含めた
抜本的改善とさせていただきます。
　また、有識者の皆様から「戦略」という意見をいただいており、こ
れは省の問題としてしっかりと取り組んでいかなければならないと考
えております。

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。

0136 10,257 10,257 7 一部改善

　農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業の見直しの余地につい
てですが、一部改善という方が３名で一番多く、この公開プロセスの
結論としては、「スーパーＬ資金と農業改良資金の重複部分の効率化
に努める必要がある」、「成果指標は見直すべき」といった意見を含
め「一部改善」とさせていただきます。
　但し、実態の把握が不十分であったり、データが出てこなかったり
した点がありましたので、こうした点を反省しながら予算要求に向け
て検討して参りたいと考えております。

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。

多様な畜産・酪農推進事業のう
ち家畜改良対策推進

Ｃのうち
反映額

とりまとめコメント（概要）
備　考

公開プロセス

執行額
事　　業　　名

緑と水の環境技術革命プロジェ
クト事業

反映内容評価結果

（単位：百万円）

食育実践活動推進事業

農業経営基盤強化資金利子助成
金等交付事業

公開プロセス結果の平成２５年度予算概算要求への反映状況

事業
番号

平成２３年度
補正後予算額

平成２３年度
差引き

執行可能額
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様式４

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

Ｃのうち
反映額

とりまとめコメント（概要）
備　考

公開プロセス

執行額
事　　業　　名

反映内容評価結果

（単位：百万円）

事業
番号

平成２３年度
補正後予算額

平成２３年度
差引き

執行可能額

0179 1,703 1,703 1,434 廃止

　食と地域の交流促進対策交付金の見直しの余地については、廃止と
いう方が３名で一番多い結果になりました。
　その中で主なコメントを紹介しますと、廃止の意見として、「目的
が曖昧」、「本来地方が行うべき事業」、「ばらまき型」、「5年間
継続すれば競争性を維持できなくなるはずではないか」、「期限を決
めて終わらせる必要がある」ということで、先生方から厳しい意見を
いただいております。
　今日の議論を聞かせていただいて、私自身が地方出身ということも
あるのですが、こうした事業が私の地域でも展開しております。200
万円というのは例えば、車を借り上げたり、冊子を作ったりで、地域
にそんな力はありません。１名期限を決めて終わらせたらどうかとい
う意見もありましたので、5年間ということもありますから、この問
題については、抜本的に検討し、その上で、今日の結果を踏まえ、期
限を決めて廃止ということとしたい。

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。

0219 448 448 442 一部改善

　この公開プロセスの結論としては、「（独）農研機構の運営費交付
金で支出すべきではないか」や「（独）農研機構の研究業務に位置付
けるべきではないか」という意見を踏まえ、抜本的改善に近い「一部
改善」とさせていただきたいと思います。ただし、「廃止」の意見が
２名あったことを受け止めて、予算要求等に向けて検討して参りたい
と考えております。

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。

0243 362 362 361 一部改善

　森林吸収源インベントリ情報整備事業の見直しの余地については、
「一部改善」が３名で一番多いということでした。その中で主なコメ
ントを紹介しますと、「京都議定書のためでなく国土保全をどのよう
に図るかが問題ではないのか。総合戦略が必要ではないか」「２０１
４年で収束が妥当。全体戦略見直しの中で一旦、事業評価を行う必
要」「調査結果をどのように活用していくのかの位置づけが必要。調
査のみに終わっては意味がない。金額面からも一者応札対策が必要。
地域ごとに分割が可能」という意見がありましたので、この公開プロ
セスの結論としては、「全体戦略見直しの中で一旦、事業評価を行う
必要」や「金額面からも一者応札対策が必要」ということも含めて
「一部改善」とさせていただきます。
　いずれにしても国民的な認識が非常に大事だと思っていますので、
２１世紀の持続可能な森林の整備・増蓄が改めて大事な視点と考えて
おります。今日は、森林吸収源ということで議論しましたが、今申し
ました点を踏まえてまとめさせていただきます。

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。

0308 2,540 2,540 2,442 一部改善

　漁業資源調査に要する経費の見直しの余地についてですが、一部改
善という方が４名で一番多く、この公開プロセスの結論としては、
「基礎的長期的調査業務については、効率面から（独）水産総合研究
センターの中期目標研究として位置付けるべきではないか」という意
見や「一者応札の改善策が不十分」という意見を含め「一部改善」と
させていただきます。
　本取りまとめ結果を踏まえて、予算要求等に向けて検討いたしま
す。

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

森林吸収源インベントリ情報整
備事業

食と地域の交流促進対策交付金

漁業資源調査に要する経費
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様式４

平成２４年度 平成２５年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

Ｃのうち
反映額

とりまとめコメント（概要）
備　考

公開プロセス

執行額
事　　業　　名

反映内容評価結果

（単位：百万円）

事業
番号

平成２３年度
補正後予算額

平成２３年度
差引き

執行可能額

0408 15,628 16,213 15,598 抜本的改善

　農業用用排水施設の整備・保全の見直しの余地については、「一部
改善」と「抜本的改善」が３名ずつでした。この公開プロセスの結論
としては、「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」ということを含めて「抜本的改善」とさせていただきたいと思
います。この結果を踏まえて、予算要求等に向けて検討していきたい
と思います。
　その中で主なコメントを紹介しますと、「抜本的改善」として「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。不確実要
素、裁量性の高い補助金ではなく、①直接執行、②委託金、③負担金
で基本スキームを組み立て直すべき」、「研究開発は国で統一的に行
うべき」、「もはや研究費はいらない」、「長寿命化にも限界がある
ので、いずれは選択と集中が避けられない。そのときの準備を始め
て、本事業からスイッチする仕組みが直ちに必要な時期に来ているの
ではないか」という意見がありました。また「一部改善」として「成
果目標の設定に工夫が必要」、「定量的分析が必要」という意見があ
りました。
　いずれにしても「抜本的改善」ということで検討を進めて参りたい
と考えております。

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。

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 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。

0006
国際農業協力等委託・補助事
業

152 152 144 175 201 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。

0121
アジア食料生産力向上農業人
材育成事業

38 38 38 - - - - 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。

0169 国際協力推進調査等委託費 23 23 22 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

0171
海外農業農村開発促進調査等
補助金

387 387 377 345 306 ▲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

0248 ＣＤＭ植林総合推進事業 59 59 59 57 - ▲57 - 現状通り 平成24年度限りで終了

0251
森林減少防止のための途上国
取組支援事業

50 50 50 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。

0252
森林・水環境保全のための実
証活動支援事業

9 9 9 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。

0258 途上国森づくり事業 92 92 92 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。

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

36,961 37,413 24,946 28,205 21,453 ▲6,752 ▲6,375 

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。）

　ＯＤＡ予算の見直しの余地については、「抜本的改善」という方が
３名で一番多いということですので、結論としては、「抜本的改善」
とさせていただきます。これにつきましては、「戦略的に実施すべ
き、重点化すべき」、「一者応札を改善すべき」というご意見があり
ました。
　主なコメントですが、「戦略的な目的の明確化、事業の絞り込み・
重点化を図る仕組みづくりが必要」、「委託先を国内外の民間機関、
国際機関に広げ競争性を確保すべき」、「戦略的に実施すべき、重点
化すべき」、「途上国の持続的な発展に寄与しながら、日本に好意を
持つ国を増やすことは重要」、「農水省のＯＢがいる団体への一者応
札などは改善すべき」ということでした。

抜本的改善

ＯＤＡ予算

農業用用排水施設の整備・保全
（補助）

合　　　　　計
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