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平 成 ２ ２ 年 ８ 月 

農林水産予算概算要求の概要 

 

（未定稿） 

平成２３年度



要求・要望額

要求額 要望額 計 対前年度比

億円 億円 億円 億円 ％

24,517 22,696 2,179 24,875 101.5
(22,784) (21,178) (1,887) (23,065) (101.2)

6,563 5,671 1,081 6,752 102.9
(4,861) (4,187) (789) (4,976) (102.4)

2,129 1,867 374 2,241 105.2
(1,389) (1,179) (238) (1,417) (102.1)

1,870 1,536 537 2,074 110.9
(1,717) (1,444) (413) (1,858) (108.2)

治 山 688 608 608 88.4
(590) (522) (522) (88.6)

森 林 整 備 1,182 928 537 1,465 124.0
(1,127) (922) (413) (1,335) (118.5)

822 724 724 88.0
(345) (314) (314) (91.0)

49 41 41 82.7
(45) (41) (41) (90.0)

1,500 1,330 170 1,500 100.0
(1,174) (1,036) (137) (1,174) (100.0)

193 173 173 90.0
(192) (173) (173) (90.0)

17,954 17,025 1,098 18,123 100.9
(17,923) (16,991) (1,098) (18,089) (100.9)

1,080
(1,080)

18
(18)

（注） １．計数整理の結果、異動を生じることがある。

２．計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。

３．金額は関係ベース。（　　）  内は所管ベース。

農林水産予算総額

１ ． 公 共 事 業 費

２ ． 非 公 共 事 業

農 山 漁 村 地 域
整 備 交 付 金

平成２３年度　農林水産予算概算要求の骨子

海 岸

災 害 復 旧 等

農 業 農 村 整 備

林 野 公 共

２３年度予算額２２年度
予算額

区分

水 産 基 盤

戸別所得補償

森林・林業再生ﾌﾟﾗﾝ

新成長戦略

森林・林業再生ﾌﾟﾗﾝ

戸別所得補償

３倍ルールを適用
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「元気な日本復活特別枠」要望について

総額 ２,１７９億円（1,887億円）

農業者戸別所得補償制度本格実施 １,４５４億円 （1,318億円）

① 畑作物の所得補償交付金（一般会計措置分） １,０８０億円

（所要額 2,229億円 － 輸入麦の売買差益等の特定財源 1,149億円 ＝ 1,080億円）

② 戸別所得補償実施円滑化基盤整備 ３７４億円 （238億円）

森林・林業再生プラン推進総合対策 ５５５億円 （431億円）

① 森林環境保全直接支援事業 ５３７億円 （413億円）

② 森林づくり主導人材育成対策 ８億円

③ 地域材供給倍増事業 １０億円

農林水産「新成長戦略」対応基盤整備 １７０億円 （137億円）

（農山漁村地域整備交付金）

（注）金額は関係ベース。（ ）内は所管ベース（関係ベースと異なる場合のみ記載）。
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概算要求における事業見直しの取組について

＜行政事業レビューの実施＞

１．農林水産省では、行政刷新会議の方針に基づき、平成２１年度に実施した全

ての事業（４８９事業）について、予算の支出先や使途等の実態を詳細に把握

し、改善の余地がないか点検を行い、その結果を平成２３年度予算概算要求等

に反映する取組（行政事業レビュー）を実施。

行政事業レビューは、「農林水産省予算監視・効率化チーム」において実施。

２．この取組の一環として、一部の事業（２３事業）については、５月３１日か

ら６月２日の３日間、事業仕分けの手法を用いて、外部の有識者を交えた検証

を公開で実施（公開プロセス）。

３．また、公開プロセスの議論等を通じ、他の事業にも関連する以下のような見

直しの視点が明らかになったことから、行政事業レビューの全対象事業につい

て、これらの視点に沿った横断的な点検を実施。

① 補助から融資への転換など適切な助成方法を選択すること。（補助から

融資）

② 他に類似・関連事業がある場合は、整理・統合を行うこと。（大括り化）

③ 中間団体等の経由を止めるなど交付ルートを効率化すること。（直接交

付）

④ 政策全体の中における当該事業の位置づけを明確化すること。

⑤ 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。

⑥ 採択基準の明確化、活動実績に応じた助成など事業の成果が一層高まる

ような支援の方策を工夫すること。

⑦ 関係機関の役割分担を検証し、事業の実施体制を最適化すること。

⑧ 協議会などの事業実施主体のガバナンスを十分検証すること。

⑨ 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。

⑩ コストの削減を徹底すること。

⑪ 基金の適正水準や運用益の取扱い等について検証すること。

⑫ 公共事業について、費用対効果分析を厳格化し、事業実施を重点化する

こと。また、繰越等の発生を抑えること。
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４．以上のプロセスを経た各事業の検証結果は、以下のとおり。

（ア）現行どおり １事業

（イ）改 善 （戸別所得補償制度等に関連し、政策判断を伴うもの）

１９事業

（ウ）一部改善（③⑨⑩等を踏まえ、事業の執行方法の改善が必要と考え

られるもの） １５２事業

（エ）抜本的改善（②⑤⑦等を踏まえ、事業の本質に関わる見直しが必要

と考えられるもの） １４０事業

（オ）廃 止 １７７事業

５．この検証結果については、当該事業及び同種の事業の平成２３年度予算概算

要求等に反映。

＜既存事業の廃止・予算額の削減＞

非公共事業で ▲２,０００億円程度
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農林水産省行政事業レビューの取組体制

農林水産省予算監視・効率化チーム

チームリーダー：篠原農林水産副大臣

サブリーダー：舟山農林水産大臣政務官

事務局長：大臣官房長

チームメンバー：

大臣官房政策課長、秘書課長、文書課長、予算課長、経理 行政刷新会議の

課長、地方課長、情報評価課長、 ＋ 指名する外部の

国際部国際政策課長、統計部管理課長、総合食料局総務課 識者等

長、消費・安全局総務課長、生産局総務課長、経営局総務

課長、農村振興局総務課長、農林水産技術会議事務局総務

課長、林野庁林政課長、管理課長、水産庁漁政課長、関東

農政局次長、関東森林管理局総務部長

アドバイザー（外部有識者）

大森秀昭（虎ノ門協同法律事務所 弁護士）

沖本美幸（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授、

公認会計士）

横田絵理（慶應義塾大学商学部教授）

（担当）

各 局 庁 大臣官房予算課 大臣官房関係課

庶務課

事業所管

各課

各地方支分部局

事業担当部署
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【農林水産省】

シート
番号

所管部局
公開プロセス

の結論
主な理由・コメント

1
水産庁増殖
推進部漁場
資源課

抜本的改善

○NPO法人を介することは無駄となるため、漁連や漁協
に対して直接交付する仕組にするべきではないか。
○他の環境・生態系保全対策事業との競合の可能性が
あり、調整の必要があるのではないか。
○他の事業でカバーできるのでこの事業は必要ないの
ではないか。
○効果がよく判らない。

2
総合食料局
食品産業企
画課

抜本的改善

○補助から融資への方向へ移すべきではないか。
○他省庁の事業との連携、統合が必要ではないか。
○食品リサイクル・ループを担保する方策が必要では
ないか。
○ソフト事業の必要性について見直すべきでないか。
○品質維持設備、技術改良については最小限にすべき
ではないか。

○食料の燃料化についての是非も含めて まずは政策

食品産業環境対策総合推進事業

行政事業レビュー・公開プロセスの結果について

事業名

資源回復・漁場生産力強化事業

3

農村振興局
農村政策部
中山間地域
振興課

抜本的改善

○食料の燃料化についての是非も含めて、まずは政策
として再検討すべきではないか。
○モデル事業であるならばもっと絞り込んでモデルと
すべきではないか。
○広くリサイクル利用ととらえれば他の事業との統合
も可能ではないか。
○現在の補助金のメニュー、体系を見直すべきではな
いか。

4

農村振興局
整備部農地
資源課、水
資源課
生産局畜産
部畜産振興
課

抜本的改善
（費用対効果分析の厳
格化、事業の更なる重
点化、巨額繰越しの防

止）

○成果がきちんと測定されていない、費用対効果が明
確でない。
○長期的計画の中できちんと整備計画を考えるべき。

5

農村振興局
整備部防災
課、水資源
課

抜本的改善
（費用対効果分析の厳格
化による事業の重点化、

コスト削減）

○被害が発生する危険性、可能性の判定の基準、その
正確性が求められる。
○個所ごとの優先順位をきちんとつけるべき。
○工法の改善努力によりコストの削減努力をしっかり
とやるべき。

バイオマス利用等対策事業

農地の整備
（補助)

農地の防災保全（補助）

6
林野庁森林
整備部整備
課

抜本的改善
（費用対効果分析の厳格
化、集約化施業の要件
化、契約のあり方・事業

単価の見直し）

○費用対効果の検証、把握をもっとすべきではない
か。
○効果の把握ができないのであれば、現状維持予算を
除いて、いったん凍結すべきだ。
○国がやらなければいけない責務とその事業のコスト
支出の関連を見直すべき。
○事業者の育成、集約化。
○入札方法の競争入札化を進めるべき。

7
林野庁森林
整備部治山
課

抜本的改善
(優先度に応じた事業の
重点化、コストのあり方

等）

○コストの問題、事業の優先順位、補助金の配分のや
り方、そういったところが見えにくい。

8
水産庁漁港
漁場整備部
防災漁村課

抜本的改善
（緊急性に応じた事業実
施地区の一層の重点化）

○事業の集中化をきちんとするべき。
○優先順位をきちんとつけるべき。
○緊急性の判断をしっかりとした上で事業を進めるべ
き。

9
水産庁漁港
漁場整備部
防災漁村課

改善
（レクリエーション施設
の補助対象からの除外、
事業の効率化、コスト削

減）

○事業の効率化、コスト削減に努める。
○レクリエーション施設を補助対象から外す。

10

農村振興局
整備部設計
課計画調整

廃止
○必要性がまったく認められない。
○必要だとしても、事業をやるのであれば、国が事業

森林整備事業（補助）

治山事業
（補助）

漁港海岸事業（補助）

漁港関係等災害復旧事業

農地情報利活用推進事業10
課計画調整
室

廃止 ○必要だとしても、事業をやるのであれば、国が事業
主体となることが必要。

11

大臣官房統
計部経営・構
造統計課セ
ンサス統計
室

一部改善
（コスト削減、効率化）

○コスト削減の努力（OCR化、調査票の郵送、調査安全
対策マニュアルの見直しなど）を続けていくこと。
○社会環境の変化に基づく項目の見直しを行っていく
べき。

12

農林水産技
術会議事務
局研究推進
課産学連携
室

抜本的改善
(事業の位置づけの明確
化、採択基準の見直し、
公益法人に実施させてい

る業務の見直し)

○事業の性格・位置づけがよくわからない。
○目的に対する手段の有効性がよくわからない。
○採択基準をもっと明確化すべきではないか。
○社団法人農林水産技術情報協会に研究開発審査業務
を行わせる必要があるか疑問。

13

農林水産技
術会議事務
局研究開発
官（食の安
全、基礎・基
盤）

一部改善
（事業の位置づけの明確
化、遺伝子組換えに係る
政策との整合確保）

○ゲノムプロジェクトの目的と国民の食生活との関
係、位置づけを明確化すべき。
○遺伝子組換えについて国民の理解を得るべき。

農地情報利活用推進事業

農林漁業センサス

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事
業

新農業展開ゲノムプロジェクト
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14

林野庁林政
部経営課林
業労働対策
室

抜本的改善
（コストの削減、事業ス

キームの見直し）

○研修生一人あたりのコストが高すぎる。
○ゼロから見直すべき。
○定着率の増進を図るべき。
○全森連の経費を削減。

15
消費・安全局
動物衛生課

改善
（家畜伝染病の発生への

迅速な対応）

○必要で適切な対応を遅滞なく実施できるように、制
度の完成度を高めてほしい。
○迅速に対応できる組織・機構の見直し。
○発生予防について、地方の責任を明確化するために
も補助率の引下げを検討すべき。
○事業の必要性を論じられる環境にない。

16
消費・安全局
動物衛生課

改善
（中央畜産会経由の廃
止、随意契約の見直し等
による無駄の削減）

○中央畜産会を経由する必然性がない。
○中央畜産会はとばすべき。
○農水省から直接、都道府県団体に交付すべき。
○生産から消費まで一貫した形で衛生管理業務を統合
することで効率化し、予算を削減すべき。
○随意契約は見直すべき。

17
消費・安全局
畜水産安全
管理課

一部改善
（競争性の向上、FAMIC
との役割分担の見直しに

よるコスト削減）

○随意契約を排除していくべき。
○一般入札を増やすべき。
○FAMICの予算と合わせて合理化・削減すべき。

○全体の政策との関連を踏まえた制度とすべき

緑の雇用担い手対策事業

家畜伝染病予防費

家畜衛生対策事業

食の生産資材安全確保対策事業

18
経営局構造
改善課

抜本的改善
（農業者年金制度のあ
り方について検討、支
援方法、事業実施体制

の改善）

○全体の政策との関連を踏まえた制度とすべき。
○独法の役割が不明。監査は民間に任せるべき。
○すぐに廃止は現実的でないが廃止すべき。
○現場の農業者のはしごを外すような改善はすべきで
ない。

19
経営局構造
改善課

抜本的改善
（農業委員会のあり方の
検討、活動の実行性の向

上）

○農業委員会そのもののあり方を考えるべき。
○農業委員会の仕事をきちんと把握し、業務量に応
じ、客観的合理的基準を取り入れた予算配分にすべ
き。

20

生産局畜産
部畜産振興
課草地整備
推進室

抜本的改善
（目標設定と成果測定の
実施、関連事業との整
理・統合、交付ルートの

見直し）

○成果の測定をしっかりとする。
○他の事業との整理をきちんとすべきではないか。
○水田農業推進協議会を通す必要性・在り方を見直す
べき。

農業者年金事業

農業委員会交付金

耕畜連携水田活用対策事業

21

生産局畜産
部畜産振興
課需給対策
室

抜本的改善
（基金の適正水準、運用
益の適正化、交付ルート

の見直し）

○基金については、今一度必要額の算定をすべき。
○機構が運用益から事務費等を賄っているのは是正し
ないといけない。
○機構と３基金の関係も改善の余地、統合できない
か。
○オプションを利用すれば安上がりにできないか検討
すべき。

22
生産局生産
流通振興課

廃止

○事業の目的・効果が不明確。
○直ちに廃止。
○自給率の引き上げを行うために他事業との連携・統
合。
○自給率目標にはどのくらいの補助が必要か。成果を
きちんと検証すべき。

23
総合食料局
食糧部食糧
貿易課

改善
（ＳＢＳ方式の導入検
討、国民負担の一層の軽

減）

○コストの詳細を見直し、コスト削減の努力を行うべ
き。
○ＳＢＳ方式の主要５銘柄への導入を早急に行うべ
き。
○マークアップの引き上げを行うべき。

麦買入費（食糧麦）

配合飼料価格安定対策事業

自給力向上戦略作物等緊急需要拡大対策事業

７



平成２３年度農林水産予算概算要求の重点事項

１ 戸別所得補償制度の本格実施

① 農業者戸別所得補償制度 （所要額）７，９５９億円
（※２４年度予算計上分を含む）

・ 米及び畑作物の所得補償交付金 （所要額）４，２０９億円

（米１，９８０億円、畑作物２，１２９億円、加算支払１００億円）

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、

なたねを生産数量目標に従って生産する農業者に対し、生

産に要する費用と販売価格の差額を直接交付

また、品質加算を導入するとともに、不作付地等に麦、大

豆、そば、なたねを作付けた場合、集落営農を法人化した

場合、輪作の間に緑肥を導入した場合に、加算金を直接交付

・ 水田活用の所得補償交付金 ２，２３３億円

水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物を生産

する農業者に対し、主食用米並みの所得を確保し得る水準

の交付金を直接交付

また、地域特産物の振興、戦略作物の生産性の向上等を支

援する｢産地資金｣(４３０億円)を創設（本制度の円滑な導

入を図る観点から、都道府県の判断で畑地も対象可）

・ 米価変動補てん交付金（２４年度予算計上） （所要額）１，３９１億円

米の所得補償交付金を補完するものとして、米の生産数

量目標に従って生産する農業者に対し、当年産の販売価格

が標準的な販売価格を下回った場合に、その差額を直接交付

・ 推進事業等 １１６億円

システム開発や直接支払等に要する経費を確保するとと

もに、現場における事業推進や作付確認等を行う都道府県、

市町村等に対し必要な経費を助成

８



② 中山間地域等直接支払交付金 ２７０億円

・ 条件不利地域における戸別所得補償制度の適切な補完とな

るよう、農業者に生産条件の不利を補正する交付金を交付

③ 農地・水保全管理支払交付金 （所要額）２８６億円

・ 地域共同による農地・農業用水等の保全管理活動に加え、老

朽化が進む農業用用排水路などの長寿命化のための取組を支援

④ 環境保全型農業直接支援対策 （所要額）４８億円

・ 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に

取り組む農業者に対して直接支援を実施

⑤ 甘味資源作物・国内産糖交付金等 （所要額）５９７ 億円

・ 国内産糖と輸入糖との内外コスト差を調整し、さとうきび

生産者等の経営安定を図るための交付金を交付

※このほか、戸別所得補償制度の導入円滑化のための特別対策として

①戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業（２２０億円）[後掲]

②戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業（１２８億円）[後掲]

③鳥獣被害緊急対策事業（１００億円）[後掲]

④甘味資源作物に係る戸別所得補償制度移行緊急対策（２２３億円）[後掲]

⑤戸別所得補償実施円滑化基盤整備（３７４億円）[後掲]

２ 農業生産基盤等の整備

① 農業農村整備事業 ２，２４１億円

・ 国造成の基幹的水利施設の長寿命化対策を図りつつ、食料

自給率向上のための基盤整備を推進

うち 戸別所得補償実施円滑化基盤整備 ３７４億円

・ 戸別所得補償制度の本格実施に当たり、戦略作物の生産

拡大のための農地の区画整理、用排水施設等の基盤を整備

９



② 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業 ２２０億円

・ 戸別所得補償制度の本格実施に当たり、戦略作物の生産拡大

のための排水条件の改良、老朽化施設の修繕等を緊急に実施

③ 鳥獣被害緊急総合対策（鳥獣被害緊急対策事業を含む） １１３億円

・ 中山間地域等での戦略作物の生産拡大等のため、侵入防止

柵の整備等の鳥獣被害対策を緊急的に強化

３ 生産対策の充実・強化

① 野菜価格安定対策事業 （所要額）１５９億円

・ 野菜の価格低落時における生産者補給金等の交付事業につ

いて、生産者の経営安定や契約取引等への支援を強化

② 果樹・茶支援対策事業 ７８億円

・ 果樹及び茶の改植等を実施した際の未収益期間に対する経

営支援及び果実の計画生産・出荷等を推進

③ 畜産・酪農経営安定対策 （所要額）１，６６９億円

・ 畜種ごとの特性に応じて畜産･酪農経営の安定を支援し、意欲

ある生産者が経営の継続･発展に取り組める環境を整備

④ 戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 １２８億円

・ 戸別所得補償制度の本格実施に当たり、戦略作物の生産拡大

のための乾燥調製施設や加工施設の整備等を緊急に実施

⑤ 甘味資源作物に係る戸別所得補償制度移行緊急対策 ２２３億円

・ 戸別所得補償制度への円滑な移行等のため、(独)農畜産業振興

機構砂糖勘定の累積債務解消に向けた措置を緊急に実施

10 



４ 農山漁村の６次産業化対策

① 未来を切り拓く６次産業創出総合対策 １４４億円

・ 農林漁業者の加工・販売分野への進出やバイオマス等の地

域資源を活用した新産業の創出を支援。これと併せて、農

林漁業者が加工・販売する市場を拡大するため、国内市場

の活性化、海外市場の開拓の推進

② 食と地域の交流促進対策交付金 ２０億円

・ 食をはじめとした農山漁村の豊かな資源を活かし、集落ぐ

るみで都市農村交流等を促進する取組を国が直接支援

③ 多様な農業者向け制度金融 １６３億円

・ 農業改良資金の拡充、無担保無保証人保証を措置した新た

な短期運転資金の創設等により６次産業化の取組等を支援

５ 食の安全・消費者の信頼確保対策

① 口蹄疫総合対策 １４億円

・ 口蹄疫の侵入・まん延防止のため、発生予防の取組と万一

の発生に備えた危機管理体制等を強化

② 消費・安全対策交付金 ２３億円

・ 国産農畜産物の安全性向上や、家畜の伝染病・農作物の病

害虫の発生予防・まん延防止に関する地域の取組を推進

６ 技術開発

① 地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発 １６億円

・ 木質バイオマスを中心に再生可能エネルギーを活用し、地

域の農林業におけるエネルギー自給に必要な技術等を開発

② 農林水産物・食品の機能性等を解析・評価するための基盤 ５億円

技術の開発

・ 農産物成分の疾病予防機能の科学的エビデンスの獲得手法

や当該成分を多量に含む品種等を開発

11



７ 森林・林業対策

① 森林管理・環境保全直接支払制度（仮称） ５７０億円

・ 集約化して計画的な森林整備を行う者を対象に、搬出間伐

等の森林施業と森林作業道の開設を支援。また、集約化施

業に必要な森林情報の収集、境界確認等の活動を支援

② 森林づくり主導人材育成対策 ８億円

・ 地域の森林づくりの全体像や集約化施業の設計図を描く人

材（日本型フォレスター、森林施業プランナー）を育成

③ 「緑の雇用」現場技能者育成対策 ５８億円

・ 間伐や道づくり等を効率的に行える現場技能者を段階的か

つ体系的に育成

④ 地域材供給倍増対策 １４億円

・ 木材自給率５０％以上を目指し、原木の安定供給や木材産

業活性化、公共建築物等への地域材の利用拡大等を推進

⑤ 林業金融対策 ２３億円

・ 林業者等の設備投資等に対する融資について、実質無利子

化のための利子助成、低利運転資金等の創設等

８ 水産対策

① 資源管理・漁業所得補償対策 ５５７億円

・ 資源管理に取り組む漁業者を対象に、共済・積立ぷらすの

仕組みを活用し、収入額が減少した場合の減収補てん等を実施

② 漁業金融対策 １９億円

・ 漁業者向け融資について、無担保・無保証人型融資の推進、

実質無利子化のための利子助成等を実施

12



③ 漁船漁業・担い手確保対策事業 １３億円

・ 新規就業希望者に対する就業相談会の開催や漁業現場での

長期研修等を実施

④ 漁場環境保全・被害対策事業 ５３億円

・ 大型クラゲ等の有害生物対策や外国漁船の投棄漁具等の回収

・処分、藻場・干潟の保全活動等を推進

⑤ 赤潮・磯焼け緊急対策 ７０億円

・ 赤潮被害の発生しにくい海域への代替養殖施設等の整備、

漁場環境の改善のための覆砂・耕うん等を緊急的に実施

13





（単位：百万円）

事業名
 　　　　　　　　23年度　　  22年度
 　　　　　　要求・要望額　当初予算額

No. 局

野菜価格安定対策事業 　　所要額 15,925（13,551）

〔野菜価格低落時における生産者補給金等の交付〕

果樹・茶支援対策事業 7,763（8,763）

〔果樹及び茶の改植等に伴う未収益期間の経営対策〕

甘味資源作物生産者等支援安定化対策 31,458（7,991）

〔甘味資源作物生産者等の経営安定のための支援〕

畜産・酪農経営安定対策 所要額 166,865（175,621）

〔畜種ごとの特性に応じた畜産・酪農の経営安定対策〕

飼料増産総合対策事業 2,361（4,239）

〔飼料自給率の向上に向けた国産飼料の増産〕

配合飼料価格安定対策事業 所要額 32,242（34,085）

〔配合飼料価格の大幅な値上り時に異常補てん金を交付〕

畜産防疫体制強化リース事業 1,455（0）

〔生産者の自己防疫体制の強化に必要な機器の導入〕

産地活性化総合対策事業 11,025（6,515）

〔産地の収益力向上等に向けた取組を総合的に支援〕

戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 12 768（0）

生産局14

15

19 生産局

13 生産局

20 生産局

生産局

生産局

17

18

16

生産局

生産局

戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 12,768（0）

〔戸別所得補償制度の本格導入に向けた施設等の整備〕

農畜産業機械等リース支援事業 2,070（2,742）

〔農業機械等のリース経費負担を軽減〕

環境保全型農業直接支援対策 所要額　4,807（0）

〔地球温暖化防止等に効果の高い営農活動等への支援〕

鳥獣被害緊急総合対策 11,283（2,278）

〔鳥獣被害防止の取組の推進〕

農作業安全緊急推進事業 118（10）

〔農作業事故の分析、トラクターの安全促進〕

生産局

23 生産局

22 生産局

24 生産局

21

生産局25

15



（単位：百万円）

事業名
 　　　　　　　　23年度　　  22年度
 　　　　　　要求・要望額　当初予算額

No. 局

多様な農業者向け制度金融 16,256（11,280）

［農業改良資金の拡充、短期運転資金制度の創設］

地域農業を担う経営体育成・確保推進事業 450（0）

［地域農業の将来方向の明確化の取組を促進］

経営体育成支援事業 7,129（0）　

［意欲ある経営体の機械・施設等の整備］

新規就農支援 2,669（3,029）　

［就農ニーズに応じた実践研修や資金の確保を支援］

農地制度実施円滑化事業 8,429（10,742）　

［農地制度の運用を担う農業委員会等の活動推進］

農地利用集積事業【特会】 所要額 3,963（4,002）

［面的集積組織が行う農地の調整活動を支援］

農業共済関係事業（農業災害補償制度） 91,451（93,258）

［農業共済に係る共済掛金及び事務費の一部等を国が負担］

農業者年金事業 125,722（125,760）

［農業者年金基金による農業者年金制度の適切な運用］

中山間地域等直接支払交付金 26 998（26 474）

32

経営局

30 経営局

29

28 経営局

経営局27

経営局

33

31 経営局

経営局

26 経営局

中山間地域等直接支払交付金 26,998（26,474）

〔中山間地域等の農業生産条件の不利を補正〕

農地・水保全管理支払交付金 　 所要額 28,575(23,448)

〔地域共同での水路等の保全管理と長寿命化の取組を推進〕

食と地域の交流促進対策交付金 　　　　　　　　 1,973（0）

〔豊かな地域資源を活かした交流促進の取組を直接支援〕

小水力等農業水利施設利活用促進事業 990（1,740）

〔農村地域における小水力等の利活用〕

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 20,357（24,591）

〔農山漁村活性化に向けた施設等を整備〕

戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業 22,000（0）

〔暗渠排水、水路の緊急補修、畑地の土層改良等の整備〕

耕作放棄地再生利用対策  所要額 5,696(5,454)

〔荒廃した耕作放棄地を再生利用〕

諫早湾干拓・有明海関係事業 1,200（1,200）

〔環境アセスの着実な実施と有明海再生の取組の推進〕

39 農村振興局

36 農村振興局

農村振興局

農村振興局

41 農村振興局

35

37 農村振興局

38

40 農村振興局

34

農村振興局
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（単位：百万円）

事業名
 　　　　　　　　23年度　　  22年度
 　　　　　　要求・要望額　当初予算額

No. 局

地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発 1,634(1,503)

〔低コスト・高効率バイオマス利用技術の開発〕

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 1,461(675)

〔地球温暖化の進行に対応した緩和及び適応技術の開発〕

メタゲノム解析による沿岸漁場モニタリングと漁業被害の予測・抑制
技術の開発

143(0)

〔微生物を利用した赤潮等の早期予測、抑制技術の開発〕

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

500(0)

〔疾病予防機能の科学的エビデンス獲得手法の開発〕

アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト 618(551)

〔農産物等を活用した医薬品・医療用新素材の開発〕

鳥インフルエンザ、ＢＳＥ、口蹄疫等の効率的なリスク管理技術の開
発

661(587)

〔口蹄疫の迅速診断技術等の開発〕

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 5,208(7,039)

〔研究成果の実用化、現場ニーズに応じた技術開発〕
48

農林水産
技術会議
事務局

44
農林水産
技術会議
事務局

45
農林水産
技術会議
事務局

47
農林水産
技術会議
事務局

46
農林水産
技術会議
事務局

43
農林水産
技術会議
事務局

42
農林水産
技術会議
事務局
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（単位：百万円）

事業名
 　　　　　　　　23年度　　  22年度
 　　　　　　要求・要望額　当初予算額

No. 局

森林管理・環境保全直接支払制度（仮称） 57,041（0）

〔集約化施業による搬出間伐等の森林整備を行う者を支援〕

森林づくり主導人材育成対策 779（0）

〔フォレスターや森林施業プランナーを育成〕

「緑の雇用」現場技能者育成対策 5,777（0）

〔間伐や道づくり等を効率的に行える人材を育成〕

地域材供給倍増対策 1,353（400）

〔公共建築物等への地域材の利用を拡大〕

林業金融対策 2,259（2,255）

〔林業者の設備投資等に係る資金の実質無利子化〕

山村活性化総合推進事業 404（537）

〔森林・山村資源を活用した新たな付加価値を創出〕

森林・林業技術開発推進事業 616（590）

〔先進林業機械、育林機械を開発・改良〕

国際森林年推進事業 300（0）

〔国連が定めた国際森林年に係る取組を積極的に展開〕

森林づくり国民運動推進事業 60（121）

〔国民参加の森林づくりに向けた取組を推進〕

林野庁

林野庁

55 林野庁

51 林野庁

52

49 林野庁

50 林野庁

56

57 林野庁

林野庁

53 林野庁

54

〔国民参加の森林づくりに向けた取組を推進〕

森林・林業・木材産業づくり交付金 1,610（7,085）

〔木材利用推進に必要な施設等を整備〕

森林計画推進事業 787（379）

〔森林計画策定に必要な森林情報等を整備〕
59 林野庁

57 林野庁

58 林野庁
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（単位：百万円）

事業名
 　　　　　　　　23年度　　  22年度
 　　　　　　要求・要望額　当初予算額

No. 局

資源管理・漁業所得補償対策 55,676(10,192)

 　　 〔資源管理に取組む漁業者に対する収入安定対策等を実施〕

漁業金融対策 1,930(1,158)

  　　〔漁業者向け無担保・無保証人型の融資等の推進〕

漁船漁業・担い手確保対策事業 1,302(2,330)

 　　 〔漁業就業相談会の開催、高性能漁船等の導入〕

漁場環境保全・被害対策事業 5,348（12,764）

 　　 〔大型クラゲ等有害生物対策、藻場・干潟保全活動を支援〕

赤潮・磯焼け緊急対策 6,961(0)

  　　〔赤潮などで悪化する沿岸漁場の環境を改善〕

増養殖対策 1,247(1,637)

 　　 〔種苗の適地放流、クロマグロ養殖の技術開発〕

資源調査・資源管理等 3,855（3,811）

 　　 〔資源調査の実施、国際的な資源管理体制の強化〕

漁村の活性化・再生支援 1,461(1,516)

 　　 〔活力ある漁村づくりの推進、離島漁業再生活動の支援〕

水産物加工・流通対策事業 1 389(1 666)

64 水産庁

66 水産庁

67 水産庁

61

62 水産庁

63 水産庁

60

水産庁

水産庁

65 水産庁

水産物加工・流通対策事業 1,389(1,666)

  　　〔漁業者団体が行う販売戦略策定、新規販路開拓等の推進〕

強い水産業づくり交付金 3,552(5,045)

 　　 〔漁村の６次産業化を通じた産地水産業の強化〕

技術開発・普及推進事業 530（1,090）

  　　〔漁船の安全性向上、地球温暖化対策等の技術開発・普及〕

農業農村整備事業【公共】 224,081(212,939)　

〔農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備〕

森林整備事業・治山事業【公共】 207,380(187,030)　

〔集約化・路網整備・搬出間伐の推進、山地災害の防止〕

水産基盤整備事業【公共】 72,367(82,227)　

　　  〔水産環境整備と拠点漁港の衛生管理対策の重点実施〕

農山漁村地域整備交付金【公共】 150,000(150,000)　

〔地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の総合的な整備〕

73

72 林野庁

68

71

 　　　　　　　　23年度　　  22年度
 　　　　　　要求・要望額　当初予算額

水産庁

事業名

69

74
農村振興局

林野庁
水産庁

No. 局

70 水産庁

水産庁

農村振興局

水産庁

19


