
様式５

公益法人の区分（※） 国所管、都道府県所管の区分
継続支出の
有無

農林水産顕彰等普及費補助金 財団法人日本農林漁業振興会 35,204,000 一般会計 農林水産本省 農林水産本省共通費
農林水産調査研究普及
費補助金

H24.7.4 特財 国

補助事業のうち、農林水産普及啓発事業につ
いて、所期の効果をより一層上げるため、平成
25年度予算においては、削減の余地がある農
林水産業展示会等開催費を削減し、農林水産
普及啓発事業を重点化した。

有

食品安全確保調査・試験事業費
　有害化学物質リスク管理推進事業費
　　水産物中のダイオキシン類調査事業

財団法人日本食品分析センター 15,007,000 一般会計 農林水産本省
食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

H24.7.30 特財 国
応募できそうな団体等への積極的なＰＲ、公募
公示開始時期を早期化し、競争性が確保され
るよう見直した。

有

食品安全確保調査・試験事業費
　有害化学物質リスク管理推進事業費
　　水産物中のダイオキシン類調査事業

公益財団法人海洋生物環境研究所 15,000,000 一般会計 農林水産本省
食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

H24.7.30 公財 国
応募できそうな団体等への積極的なＰＲ、公募
公示開始時期を早期化し、競争性が確保され
るよう見直した。

有

食品安全確保調査・試験事業費
　生産資材安全確保推進事業費
　　農薬等安全確保強化対策事業費
　　　農薬の家畜体内移行に伴う残留確認調査事業

社団法人日本科学飼料協会 24,718,000 一般会計 農林水産本省
食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

H24.9.6 特社 国
公告期間の延長を行い参加者の増加を図るこ
ととする。

有

食品安全確保調査・試験事業費
　生産資材安全確保推進事業費
　　生産資材安全確保強化緊急対策事業費
　　　飼料中の有害物質等分析法開発事業

財団法人日本食品分析センター 20,420,000 一般会計 農林水産本省
食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

H24.12.21 特財 国
応募できそうな団体等への積極的なＰＲし、競
争性が確保されるよう見直した。

有

食品安全確保調査・試験事業費
　生産資材安全確保推進事業費
　　生産資材安全確保強化緊急対策事業費
　　　飼料中の有害物質等の含有量実態調査事業
（重金属、カビ毒）

財団法人日本食品分析センター 37,000,000 一般会計 農林水産本省
食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

H24.12.21 特財 国
応募できそうな団体等への積極的なＰＲし、競
争性が確保されるよう見直した。

有

家畜衛生対策事業費
　家畜生産農場清浄化支援対策事業費

社団法人中央畜産会 36,515,000 一般会計 農林水産本省
食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

H24.6.28 特社 国

平成24年度は１者応募であったことから、都道
府県等を介して応募可能と考えられる者への
積極的なＰＲを図ることにより複数者が応募し、
支出先の選定における競争性・透明性の一層
の向上が図られるよう見直した。結果、平成２５
年度から複数者応札となり改善されたところで
ある。

有

家畜衛生対策事業費
　農場生産衛生向上体制整備促進事業費

社団法人中央畜産会 10,723,000 一般会計 農林水産本省
食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

食の安全・消費者の信頼
確保対策事業費補助金

H24.5.15 特社 国 公募を行い外部有識者による審査の結果。 有

項 目 目　細

公益法人の場合

公益法人に対する補助金等の見直しの状況

補助金交付決
定等に係る支
出負担行為な
いし意思決定

の日

点検結果
（見直す場合はその内容）

事　業　名 補助金交付先名 交付決定額 会計名 組織・勘定



様式５

公益法人の区分（※） 国所管、都道府県所管の区分
継続支出の
有無

項 目 目　細

公益法人の場合
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事　業　名 補助金交付先名 交付決定額 会計名 組織・勘定

６次産業化総合推進事業 財団法人食品産業センター 30,338,000 一般会計 農林水産本省
農山漁村６次産業化対策
費

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

H24.8.24 特財 国
公募の結果採択された者が公益法人であった
もの。（複数応募）

有

６次産業化総合推進事業 社団法人食品需給研究センター 15,894,000 一般会計 農林水産本省
農山漁村６次産業化対策
費

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

H24.8.7 特社 国
公募の結果採択された者が公益法人であった
もの。（複数応募）

有

６次産業化総合推進事業 財団法人食の安全・安心財団 11,367,000 一般会計 農林水産本省
農山漁村６次産業化対策
費

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

H24.8.6 特財 国
平成24年度は１者応募であったことから、公募
による周知方法の改善により競争性が確保さ
れるよう見直した

有

ソフトセルロース利活用技術確立事業 社団法人地域環境資源センター 39,491,000 一般会計 農林水産本省
農山漁村６次産業化対策
費

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

H24.8.6 特社 国 平成24年度限りで事業廃止 有

食品流通構造改善緊急対策事業等資金造成費 財団法人食品流通構造改善促進機構 4,715,500,000 一般会計 農林水産本省
農山漁村６次産業化対策
費

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

H25.3.1 特財 国 平成24年度限りで事業廃止 有

産地活性化総合対策事業推進費補助金 財団法人日本特産農産物協会 25,718,000 一般会計 農林水産本省
国産農畜産物・食農連携
強化対策費

国産農畜産物・食農連携
強化対策事業費補助金

H24.5.31 特財 国

国産大豆の適正な取引価格の形成には、透明
性・公平性・継続性を確保した上での入札の実
施が不可欠であり、事業実施主体の変更に
は、入札取引の運営やこれまでの入札に関す
る情報の蓄積・公表のためのデータの移設経
費が毎年度必要となること、また、一般企業で
は利益性を追求し、入札の透明性・公平性を確
保できないおそれがあることから、公募ではな
く、公益性があり、かつ、これまでの入札情報
の蓄積等を有する当該法人を事業実施主体と
して選定している。
なお、効率性の観点から、常にコスト削減に努
めているところ。

有

産地活性化総合対策事業推進費補助金 社団法人全国農業改良普及支援協会 55,798,000 一般会計 農林水産本省
国産農畜産物・食農連携
強化対策費

国産農畜産物・食農連携
強化対策事業費補助金

H24.6.14 特社 国

補助事業に要した経費のうち、検討会の開催
回数等、取組方法の工夫により削減の余地の
ある項目に関しての積算を見直し、平成26年度
予算要求額を縮減した。

有

産地活性化総合対策事業推進費補助金 財団法人都市農山漁村交流活性化機構 15,862,000 一般会計 農林水産本省
国産農畜産物・食農連携
強化対策費

国産農畜産物・食農連携
強化対策事業費補助金

H24.7.9 特財 国

平成２４年度限りで事業廃止
平成24年度は1者応札であったことから、応募
できそうな団体等への積極的なＰＲ等、競争性
を確保する必要があった。

有

果樹・茶支援対策事業推進費補助金 公益財団法人中央果実協会 5,222,602,000 一般会計 農林水産本省
国産農畜産物・食農連携
強化対策費

国産農畜産物・食農連携
強化対策事業費補助金

H24.4.24 公財 国

25年度は現地説明会を開催するとともに、募集
回数（２回→３回）を増やすなど、産地において
も計画的な事業執行を行うよう指導してきてい
るところ。

有



様式５

公益法人の区分（※） 国所管、都道府県所管の区分
継続支出の
有無

項 目 目　細
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事　業　名 補助金交付先名 交付決定額 会計名 組織・勘定

国産農畜産物・食農連携強化対策事業推進費補助
金

公益財団法人日本乳業技術協会 16,103,000 一般会計 農林水産本省
国産農畜産物・食農連携
強化対策費

国産農畜産物・食農連携
強化対策事業費補助金

H24.4.23 公財 国
日本乳業技術協会は、コーデックス規格に意見
書を提出する国際酪農連盟（ＩＤＦ）に加盟する
我が国唯一の機関であり、見直すことは困難。

有

配合飼料価格安定対策事業 社団法人配合飼料供給安定機構 14,800,000,000 一般会計 農林水産本省
国産農畜産物・食農連携
強化対策費

配合飼料価格安定対策
費補助金

H24.12.10 特社 国
本事業の基金をもった団体への補填であった
ため見直し困難。

有

鶏卵生産者経営安定対策事業費補助金 社団法人日本養鶏協会 5,189,341,000 一般会計 農林水産本省
国産農畜産物・食農連携
強化対策費

鶏卵価格安定対策費補
助金

H24.4.27 特社 国
公募を行い複数者来たものの、結果、公益法
人となったもの。 有

家畜改良推進事業費補助金 社団法人家畜改良事業団 27,540,598 一般会計 農林水産本省
牛肉等関税財源国産畜
産物・食農連携強化対策
費

牛肉等関税財源国産畜
産物・食農連携強化対策
費補助金

H24.8.23
H25.2.4

特社 国

24年度の公募にあたっては、公募期間の延長
を行ったが１者応札であった。なお、25年度の
公募にあたっては、事業メニューの細分化、公
募に係る説明会を実施した結果、複数者応札
となった。

有

飼料穀物備蓄対策事業費補助金 社団法人配合飼料供給安定機構 62,394,651 一般会計 農林水産本省
牛肉等関税財源国産畜
産物・食農連携強化対策
費

牛肉等関税財源飼料対
策費補助金

H24.6.12
H25.3.19

特社 国
本事業の基金をもった団体への補填であった
ため見直し困難。

有

緊急食糧支援事業 社団法人国際農林業協働協会 8,666,268,364 一般会計 農林水産本省
食料安全保障確立対策
費

緊急食糧支援事業費補
助金

H24.5.18
H24.6.27

特社 国

　本事業は、緊急食糧支援として被援助国に貸
し付けた政府保有米が償還される際に、食料
安定供給特別会計に発生する損失を補填する
事業であること、被援助国との契約に基づき、
平成43年度までの間、償還を継続する必要が
あることから、見直しは困難。

有

女性･高齢者等活動支援事業
(農村高齢者活動支援事業)

財団法人日本農村医学研究会
日本農村医学研究所

13,540,000 一般会計 農林水産本省 農業経営対策費
農業経営対策事業費補
助金

農業経営対策事業推進
費補助金

H24.5.11 特財 国
公募の結果採択された者の一部が公益法人と
なったもの

有

農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 財団法人農林水産長期金融協会 7,969,050,000 一般会計 農林水産本省 農業経営対策費
農業経営金融支援対策
費補助金

農業経営基盤強化資金
利子助成金等交付事業
費

H24.4.6 特財 国

引き続き適切な事業執行に努めるとの点検結
果。
また、昨年度の点検にて、他事業との重複部分
を整理するとしたものは、25年度予算に反映
（縮減）済み。

有



様式５

公益法人の区分（※） 国所管、都道府県所管の区分
継続支出の
有無

項 目 目　細

公益法人の場合

公益法人に対する補助金等の見直しの状況

補助金交付決
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事　業　名 補助金交付先名 交付決定額 会計名 組織・勘定

農地売買円滑化事業 社団法人全国農地保有合理化協会 41,250,000 一般会計 農林水産本省
優良農地確保・有効利用
対策費

農地保有合理化対策事
業費補助金

農地保有合理化対策事
業推進費補助金

H24.5.11 特社 国

Ｈ24年度は1者応募であったことから解消する
取組として、企業等（10社）に電話による勧誘、
関係資料の送付、本事業の説明及び省ホーム
ページへの掲載等を行い、新たに企業等に直
接、事業の説明等を行ったがＨ25年度につい
ても1者からの応募に留まった。なお本事業
は、H25年度限りとし、H26年度要求において
は、農地の中間受け皿となる公的機関による
集積・集約化活動の事業のうち「農地中間管理
機構事業」として事業を実施することにより、今
後とも適切な事業執行に努める。

有

農地保有合理化促進事業 社団法人全国農地保有合理化協会 551,211,000
食料安定供給特
別会計

農業経営基盤強化勘定
農業経営基盤強化事業
費

農地保有合理化促進対
策費補助金

H24.5.15 特社 国

Ｈ24年度の行政事業レビューの所見において、
執行額と予算額の乖離の改善及び成果目標達
成のための支援方策の見直しをすべきとの指
摘を受けたことから、Ｈ25年度においては推進
指導整備費及び業務費の見直しを行い予算額
の縮減を図った。なお本事業は、H25年度限り
とし、H26年度要求においては、農地の中間受
け皿となる公的機関による集積・集約化活動の
事業のうち「農地売買支援事業」として事業を
実施することにより、今後とも適切な事業執行
に努める。

有

東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利
子助成金等交付事業

財団法人農林水産長期金融協会 1,024,924,000
東日本大震災復
興特別会計

農林水産本省 農林水産業復興政策費
農業経営金融支援対策
費補助金

農業経営基盤強化資金
利子助成金等交付事業
費

H24.4.6
H25.1.16

特財 国

引き続き適切な事業執行に努めるとの点検結
果。
また、昨年度の点検にて、既約定分に係る利
子助成金を削減するとしたものは、平成25年度
予算に反映（縮減）済み。

有

海外農業農村開発促進調査等補助金（海外技術協
力促進検討事業（官民連携技術協力促進検討調
査））

社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会 22,564,000 一般会計 農林水産本省
食料安全保障確立対策
費

政府開発援助食料安全
保障確立対策事業費補
助金

海外農業農村開発促進
調査等補助金

H24.5.7 特社 国
公募の結果採択されたものの一部が公益法人
となったもの（複数応募）

有

農山漁村６次産業化対策事業費補助金（小水力等農
村地域資源利活用促進事業のうち集落排水資源利
活用実証事業（集排汚泥等利活用実証事業））

社団法人地域環境資源センター 75,900,000 一般会計 農林水産本省
農山漁村６次産業化対策
費

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

H24.4.27 特社 国
公募の結果採択されたものが公益法人となっ
たもの（複数応募）

有

農山漁村６次産業化対策事業費補助金（小水力等農
村地域資源利活用促進事業のうち集落排水資源利
活用実証事業（省エネ技術導入実証事業））

社団法人地域環境資源センター 14,100,000 一般会計 農林水産本省
農山漁村６次産業化対策
費

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

農山漁村６次産業化対策
事業費補助金

H24.4.27 特社 国
公募の結果採択されたものが公益法人となっ
たもの（複数応募）

有



様式５

公益法人の区分（※） 国所管、都道府県所管の区分
継続支出の
有無

項 目 目　細

公益法人の場合

公益法人に対する補助金等の見直しの状況

補助金交付決
定等に係る支
出負担行為な
いし意思決定

の日

点検結果
（見直す場合はその内容）

事　業　名 補助金交付先名 交付決定額 会計名 組織・勘定

食と地域の交流促進対策交付金 社団法人全国農協観光協会 15,000,000 一般会計 農林水産本省 都市農村交流等対策費
都市農村交流等対策推
進交付金

都市農村交流等対策推
進交付金

H24.6.14 特社 国 平成24年度限りで事業廃止 有

日本を森林で元気にする国民運動総合対策事業 公益社団法人国土緑化推進機構 21,500,000 一般会計 林野庁 森林整備・保全費 森林整備・保全費補助金 森林整備・保全費補助金 H24.5.8 公社 国

平成25年度の公募に際し事業のメニューを大
括り化することにより競争性を確保した。更に、
平成26年度予算概算要求において事業を大括
りにするよう見直した。

有

国際林業協力事業／途上国森づくり事業／貧困削減
のための森づくり支援

社団法人海外林業コンサルタンツ協会・公益財団法人
国際緑化推進センター

22,000,000 一般会計 林野庁 森林整備・保全費
政府開発援助国際林業
協力事業費補助金

H24.6.11
特社
公財

国 平成24年度限りで事業廃止 有

国際林業協力事業／途上国森づくり事業／開発地植
生回復支援

公益財団法人国際緑化推進センター 27,000,000 一般会計 林野庁 森林整備・保全費
政府開発援助国際林業
協力事業費補助金

H24.4.20 公財 国 平成24年度限りで事業廃止 有

国際林業協力事業／途上国森づくり／海外森林保全
参加支援

公益財団法人国際緑化推進センター 34,206,000 一般会計 林野庁 森林整備・保全費
政府開発援助国際林業
協力事業費補助金

H24.5.2 公財 国 平成24年度限りで事業廃止 有

地域材供給倍増事業／木材のトレーサビリティの確
保

社団法人全国木材組合連合会・財団法人林業経済研
究所・非特定営利活動法人国際環境ＮＧＯＦｏＥＪａｐａｎ

48,780,000 一般会計 林野庁
林産物供給等振興対策
費

林産物供給等振興事業
費補助金

H24.5.2
特社
特財

国

平成24年度は１者応札であったことから、事業
の性格に応じた公募単位の設定や、事業内容
の分かりやすい記述等により、改善を図り、競
争性が確保されるよう見直しした。

有

国際漁業振興協力事業のうち地域水産業人材育成
事業

公益財団法人海外漁業協力財団 79,200,000 一般会計 水産庁
食料安全保障確立対策
費

政府開発援助食料安全
保障確立対策事業費補
助金

政府開発援助食料安全
保障確立対策事業費補
助金

H24.4.6 公財 国
公募の結果採択されたものが公益法人であっ
たもの（複数応募）

有

国際漁業振興協力事業のうち水産振興･資源管理協
力事業

公益財団法人海外漁業協力財団 507,052,000 一般会計 水産庁
食料安全保障確立対策
費

政府開発援助食料安全
保障確立対策事業費補
助金

政府開発援助食料安全
保障確立対策事業費補
助金

H24.4.6 公財 国
公募の結果採択されたものが公益法人であっ
たもの（複数応募）

有

国際漁業振興協力事業のうち国際資源管理対策事
業

公益財団法人海外漁業協力財団 58,125,000 一般会計 水産庁
食料安全保障確立対策
費

政府開発援助食料安全
保障確立対策事業費補
助金

政府開発援助食料安全
保障確立対策事業費補
助金

H24.4.6 公財 国
公募の結果採択されたものが公益法人であっ
たもの（複数応募）

有



様式５

公益法人の区分（※） 国所管、都道府県所管の区分
継続支出の
有無

項 目 目　細

公益法人の場合

公益法人に対する補助金等の見直しの状況

補助金交付決
定等に係る支
出負担行為な
いし意思決定

の日

点検結果
（見直す場合はその内容）

事　業　名 補助金交付先名 交付決定額 会計名 組織・勘定

平成24年度水産関係民間団体事業 社団法人自然資源保全協会 28,634,000 一般会計 水産庁 水産資源回復対策費
漁業協定等実施費補助
金

漁業協定等実施費補助
金

H24.4.6 特社 国
公募の結果採択されたものが公益法人となっ
たもの(複数応募）

有

平成24年度水産関係民間団体事業 財団法人日本鯨類研究所 1,000,761,000 一般会計 水産庁 水産資源回復対策費
海洋水産資源開発費補
助金

鯨類捕獲調査円滑化事
業費補助金

H24.5.14
H25.3.5

特財 国
本事業は鯨類捕獲調査を実施する団体への特
定補助であることから見直しは困難である。

有

平成24年度水産関係民間団体事業 社団法人漁業情報サービスセンター 20,789,000 一般会計 水産庁 水産資源回復対策費
海洋水産資源開発費補
助金

漁業資源調査等事業費
補助金

H24.4.6 特社 国
1者応募の対応として競争性の向上・確保に向
けた見直しとして参加要件の緩和を行った。

有

平成24年度水産関係民間団体事業 財団法人海と渚環境美化・油濁対策機構 53,444,000 一般会計 水産庁 水産資源回復対策費
水産資源回復対策事業
費補助金

水産資源回復対策推進
事業費補助金

H24.4.6 特財 国
各種単価等を精査し、積算全体について見直
しを行うことにより、平成２６年度予算概算要求
額を縮減した。

有

平成24年度水産関係民間団体事業 財団法人漁港漁場漁村総合研究所 10,018,000 一般会計 水産庁 水産資源回復対策費
水産資源回復対策事業
費補助金

水産資源回復対策推進
事業費補助金

H24.4.6 特財 国

適切な事業執行に努め、事業が適正なコスト意
識のもとで行われているか評価を行う必要があ
ることから、高品質・低コストでの成果達成がで
きるよう、当事業の有識者委員会での意見も参
考にしつつ事業の適正な執行に努めるととも
に、積算を見直し、平成２６年度予算概算要求
を縮減した。

有

平成24年度水産関係民間団体事業 社団法人海洋水産システム協会 118,776,000 一般会計 水産庁 漁業経営安定対策費
漁業経営安定対策事業
費補助金

漁業経営安定対策推進
指導費補助金

H24.4.6 特社 国

漁船リニューアル促進技術開発事業について
は、平成24年度限りで事業廃止。
漁船復原性向上対策緊急事業については、応
募できそうな団体等に対し積極的なＰＲを行
い、競争性が確保されるよう見直しを行った。ま
た、当事業は、平成25年度で事業を終了する。

有

平成24年度水産関係民間団体事業 財団法人海と渚環境美化・油濁対策機構 36,369,000 一般会計 水産庁 漁業経営安定対策費
漁業経営安定対策事業
費補助金

漁業経営安定対策推進
指導費補助金

H24.4.6
H24.9.6

特財 国
１者応募であったことから、公募による周知方
法の改善をすることにより、競争性が確保でき
るよう見直した。

有



様式５

公益法人の区分（※） 国所管、都道府県所管の区分
継続支出の
有無

項 目 目　細

公益法人の場合

公益法人に対する補助金等の見直しの状況

補助金交付決
定等に係る支
出負担行為な
いし意思決定

の日

点検結果
（見直す場合はその内容）

事　業　名 補助金交付先名 交付決定額 会計名 組織・勘定

平成24年度水産関係民間団体事業 社団法人漁業信用基金中央会 30,939,000 一般会計 水産庁 漁業経営安定対策費
漁業経営安定対策事業
費補助金

漁業経営安定対策推進
指導費補助金

H24.5.9 特社 国 平成２４年度限りで事業廃止 有

平成24年度水産関係民間団体事業 社団法人海洋水産システム協会 17,222,000 一般会計 水産庁 漁村振興対策費
水産物加工・流通等対策
事業費補助金

水産物加工・流通等対策
事業費補助金

H24.4.6 特社 国 平成２４年度限りで事業廃止 有

平成24年度水産関係民間団体事業 財団法人魚価安定基金 352,048,000 一般会計 水産庁 漁村振興対策費
水産物加工・流通等対策
事業費補助金

水産物加工・流通等対策
事業費補助金

H24.4.13 特財 国
本事業の助成資金としての基金を管理する団
体への補助であることから、見直しは困難であ
る。

有

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


