
２手段－1

平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

政策分野名 ２．国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

米穀の新用途への利用の促進に関す
る法律

　新用途米穀の生産者は、新用途米穀加工
品（米粉・飼料用等）の製造事業者（必要に
応じ米粉パン等の製造事業者や畜産農家
等を含む。）と共同して、新用途米穀の生産
から新用途米穀加工品の製造等までの一
連の工程の総合的な改善を図る事業に関
する計画を作成し、農林水産大臣の認定を
受けることが可能

－

砂糖及びでん粉の価格調整に関する
法律

・輸入糖と国内産糖との価格調整を図るた
め、甘味資源作物及び国内産糖について
交付金を交付する措置等を実施
・輸入でん粉等と国内産いもでん粉との価
格調整を図るため、でん粉原料用いも及び
国内産いもでん粉について交付金を交付す
る措置等を実施

－

　米粉用米・飼料用米の利用拡大のため、
生産製造連携事業計画は、３年～５年単位
で実施する安定的な取組を増やし、施策の
進展を図る上で中心となっている。
　22年度の累計認定件数は39件。－

農業改良助長法
　効率的かつ安定的な農業経営の育成及
び地域の特性に即した農業の振興を図るこ
と等を目的として普及事業を実施

－   同法に基づき、 47都道府県において、369
か所の普及指導センターに7,189人の普及
指導員を配置し、普及活動を実施した（数
値は平成22年度当初）。－

　輸入に係る砂糖及びでん粉等の価格調整
に関する措置、甘味資源作物及び国内産
糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いも
でん粉についての交付金を交付する措置等
を実施した。交付決定生産者は25,030人、
事業者数は18社。－

野菜生産出荷安定法

　主要な野菜について、生産及び出荷の安
定等を図り、もって野菜農業の健全な発展と
国民消費生活の安定に資するため、
・一定の生産地域におけるその生産及び出
荷の近代化を計画的に推進
・その価格の著しい低落があった場合にお
ける生産者補給金の交付　等

－
　同法に基づき、主要野菜の価格低落時に
対応し、生産者補給交付金等を交付するた
めの財源に充てるため90億円の補助金を交
付した。

－
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及び供給拡大



２手段－2

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

・果実の需給の動向に即応した計画的な果
樹農業の振興
・合理的な果樹園経営基盤の確立
・果実の生産及び出荷の安定
・果実の流通及び加工の合理化　等

－

果樹農業振興特別措置法

　同法第２条に基づき、平成22年7月に農林
水産大臣が果樹農業振興基本方針を策定
した。
　果樹農業振興基本方針に基づき振興策を
実施した。

－

酪農及び肉用牛生産の振興に関する
法律

・酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的か
つ計画的に推進するための措置
・酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成す
るための集約酪農地域の制度
・上記に関連して生乳等の取引の公正、牛
乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子
牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化
を図るための措置

－
　22年7月に新たな「酪農及び肉用牛生産
の近代化を図るための基本方針」を策定し、
生乳の生産数量及び乳牛並びに肉用牛の
飼養頭数の目標を設定した。
・生乳の生産数量（32年度目標800万ｔ）
・乳牛の飼養頭数（32年度目標132万頭）
・肉用牛の飼養頭数（32年度目標296万頭）

－

主要農作物種子法
　主要農作物の優良な種子の生産及び普
及を促進するため、種子の生産について、
ほ場審査その他の措置を実施

－ 　都道府県において、主要農作物種子のほ
場審査及び生産物審査等を自治事務として
実施した。－

家畜改良増殖法

　家畜の改良増殖を計画的に行うための措
置並びにこれに関連して必要な種畜の確保
及び家畜の登録に関する制度、家畜人工
授精及び家畜受精卵移植に関する規定

－

　同法に基づき、22年7月に農林水産大臣
が家畜改良増殖目標を策定した。
　都道府県において、自治事務として家畜
改良増殖計画の策定(41県)、家畜人工授精
師の免許(41県、603名)を付与した。
　独立行政法人家畜改良センターにおい
て、定期種畜検査実施した。
　　乳用牛：866頭、肉用牛：1,676頭、
　　馬：2,216頭、豚：841頭、計5,599頭
　家畜登録機関において、血統等が一定の
基準に達する家畜の登録を行った。
　　乳用牛：207,647頭、肉用牛：70,855頭、
　　馬：9,474頭、豚：6,933頭、
　　めん羊：711頭、山羊：57頭、
　　計：295,677頭

－



２手段－3

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

肉用子牛生産安定等特別措置法
　指定肉用子牛の平均売買価格が保証基
準価格を下回った場合に、生産者に対し生
産者補給金を交付

－
　本法律に基づく肉用子牛生産者補給金制
度は、肉用子牛の再生産を確保するための
セーフティーネットとして機能している。本年
度は、乳用種子牛価格が低下したため、前
年（7,028百万円）より交付額は増加し、
7,893百万円となった。

－

飼料需給安定法
　政府による輸入飼料の買入、保管、売渡
を実施

－ 　同法に基づき、輸入飼料（大麦、小麦）の
買入117万トン、売渡117万トン（実績）を実
施した。－

養鶏振興法
・優良な資質を備える鶏の普及
・養鶏経営の改善のための措置　　等

－
　都道府県おいて、自治事務としてふ化業
者の登録(36県、124件）等を実施した。

－

牧野法
　地方公共団体の行う牧野の管理を適正に
し、その他牧野の荒廃を防止するための措
置

－ 　約330カ所の地方公共団体が管理する牧
野について、牧野管理規程が策定されてお
り、都道府県等において、自治事務として牧
野の管理を実施した。－

畜産物の価格安定に関する法律

・指定乳製品の価格が著しく低落し、又は低
落するおそれがあると認められる場合に、乳
業者が行う調整保管の計画の農林水産大
臣による認定
・指定食肉、鶏卵の価格が著しく低落し、又
は低落すると見込まれる場合に、農業協同
組合等が実施する指定食肉、鶏卵の保管・
売渡に係る計画の農林水産大臣による認定
・農畜産業振興機構による指定食肉の買
入・交換・売渡   等

－

　本年度において実績はなかったものの、
本制度は食肉（牛肉・豚肉）の価格の安定を
図ることにより、国民への食肉の安定供給に
資するものであり、その意義は高い。

－

養ほう振興法
・みつ源植物の保護増殖
・ほう群配置の適正を期するための措置　等

－
　都道府県において、自治事務として転飼
の許可(43県、2,655件)等を実施した。

－



２手段－4

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

加工原料乳生産者補給金等暫定措置
法

　農畜産業振興機構により、下記を実施。
①生乳生産者団体を通ずる加工原料乳に
係る生産者補給金の交付
②国際約束に従って定められた数量の指定
乳製品等の輸入
③指定乳製品の価格が著しく騰貴し、また
は騰貴するおそれがあると認められる場合
の指定乳製品需給等の輸入及び保管する
指定乳製品等の売渡

－

　①については、加工原料乳地域における
生乳の再生産の確保を図るため、加工原料
乳を対象に生産者補給金を交付した。
　②については、国内需給への影響を可能
な限り回避するため、国家貿易による年間
13.7万t（生乳換算）の指定乳製品等の輸入
を行った。
　③については、本年度においては実績が
なかったものの、乳製品の需給安定を図る
ため、価格高騰時に指定乳製品の輸入及
び売渡を実施している。
　以上により、同法は国民への牛乳及び乳
製品の安定供給に寄与しており、その意義
は高い。

－

家畜商法
　家畜商について免許、営業保証金の供託
等の制度を実施

－ 　公正な家畜の売買、あっせん等を営む家
畜商の家畜取引を確保するため、都道府県
において自治事務として実施した。
H22年次中新規家畜商免許発行者246名、
H22年末現在家畜商登録者総数46,617名。－

家畜取引法
　家畜市場についての登録制度、地域家畜
市場の再編整備を促進するための整備地
域の指定等を実施

－ 　家畜市場における公正な家畜取引及び適
正な価格形成を確保するため、都道府県に
おける自治事務として実施した。
H21年末現在登録されている家畜市場は、
162市場。（22年分は10月頃とりまとめ予定）－

戸別所得補償制度に関するモデル対
策
　のうち水田利活用自給力向上事業
（再掲：政策分野５）

　水田を有効活用して、麦・大豆・米粉用
米・飼料用米等の戦略作物の生産を行う販
売農家に対して、主食用米並の所得を確保
し得る水準を直接支払により交付

216,729   水田を有効活用して麦、大豆、米粉用米、
飼料用米等の生産を行う取組を支援した。
　実績（5月13日公表速報値）は、47都道府
県で578,500件、1,890億円。189,000



２手段－5

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

食料自給率向上国民運動拡大推進事
業

　国民一人一人が食料自給率の現状を理
解し、食生活の中で国産農産物等を積極的
に選択する等の具体的な行動を起こすよう
普及・啓発

1,000

　食料自給率の認知拡大・周知のみを目的
とする広報活動は廃止し、以下の３つの広
報テーマに重点化し、実際の消費行動につ
ながる取組を行った。
①米粉の消費拡大
②農業者と消費者をつなぐ取組の後押し
（食と農の結びつきの強化）
③関連産業（環境・健康・観光）との連携に
よる国産食材の消費拡大と６次産業化

　23年3月末現在の推進パートナー数は
5446社であり、22年度の目標5000社を達成
した。

946

国産食料品等ポイント活動モデル実証
事業

　食料品販売事業者等が行う国産食料品に
ポイントを付与する取組の導入・実施に必要
な経費を支援

80 　国産食料品にポイントを付与する民間事
業者の取組を支援した（通信販売、スー
パー、地域ぐるみの取組等６件）。80

日本型食生活推進事業
　食品産業等と連携した朝食欠食の改善や
米飯学校給食の推進による米消費拡大の
取組を実施

362
　朝食欠食の改善を目的とする「めざましご
はんキャンペーン」を実施し、約4,300社の
食品関係企業等が参加した。また、米飯学
校給食推進のため、埼玉、東京、神奈川、
大阪で情報交換会やメニュー講座等を開催
した。

344

日本型食生活支援事業

　ごはん食の弁当をテーマとした新市場開
拓の取組や、医師等の専門家を通じて健康
面からごはん食の効用を分かりやすく発信し
てもらう取組を支援

60 　ごはん食の弁当を推進するため、食品関
係事業者が連携して行う販売促進や、健康
面からごはん食の有用性に係る情報発信を
図るため、医師等専門家を対象とした研修
会開催等の支援を実施した。48

新規米加工品需要開発事業
　食品製造事業者を対象とした米粉パン・米
粉麺等の新規米加工品の製造技術等の普
及に対する支援

35 　食品製造事業者を対象とした米粉パン等
の新規米加工品の製造技術等に関する講
習会、研修会や情報交換会を平成23年3月
末までに22回実施した。34



２手段－6

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

食品安定供給施設整備資金（米穀新
用途利用促進）

　米穀の新用途への利用の促進に関する法
律の規定により農林水産大臣の認定を受け
た生産製造連携事業計画に基づいて行う
新用途米穀加工品の製造施設等の整備を
図るのに必要な資金を（株）日本政策金融
公庫から融通することによって、米粉・飼料
用米の低コストの生産・流通システムの確立
を促進

－ 　米粉用米・飼料用米の利用拡大のため、
自己資金だけでは設備投資資金の確保が
難しい事業者に対して、設備投資のための
資金の融通を図り取組を推進した。
　２２年度実績は、5件620百万円。－

食育実践活動推進事業委託費

　「食事バランスガイド」を活用した「日本型
食生活」の実践及び教育ファームの取組を
推進するため、食育に取り組む活動の推進
に資する情報を収集・提供

85 　食育の推進に必要な基礎知識等を解説し
た学習指導書及び教育ファームの優良事例
を紹介するための事例集を作成した。81

食育実践活動推進事業費
　「食事バランスガイド」を活用した「日本型
食生活」の実践の取組を推進するため、広
域的、先進的に食育に取り組む活動を支援

268   幼児、小学生、若者、中高年、高齢者と
いった各世代の食生活の改善に向けた広
域的、先進的な全国へ波及効果が期待でき
る活動に対し支援（７件）した。229

消費・安全対策交付金
（再掲：政策分野１）

　食料供給の各段階において、科学的知見
に基づく適切なリスク管理の取組や、伝染性
疾病・病害虫の発生予防・まん延防止による
食料の安定供給体制の整備等を、地域の
農林水産業や食品流通等の実態に応じて
機動的かつ総合的に実施する。

4,781の内数

　都道府県等は、次の各分野について、事
業を総合的に実施した。
①国産農畜水産物の安全性の向上
②食品事故対応等のためのトレーサビリティ
の普及
③家畜の伝染性疾病・作物の病害虫の予
防・まん延防止
④地域における食育の推進
（４７都道府県及び３政令指定都市に交付
金を交付）

4,275の内数

食育推進事業事務費 －
60の内数

－
46の内数

国産農畜産物競争力強化対策事務費 －
369

－
293



２手段－7

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

独立行政法人農畜産業振興機構に要
する経費

　中期目標を達成するための｢中期計画｣及
び毎事業ごとに定める｢年度計画｣に即した
業務を実施

1,883
　農林水産大臣が定める中期目標を達成す
るため、２２年度計画を着実に実施した。

1,883

産地収益力向上支援事業

　産地において、農業者団体、市町村、普
及指導員等産地内外の農業関係者が結集
した協議会により策定するプログラムに基づ
き、販売企画力、生産技術力、人材育成力
の強化を図る取組に対し総合的に支援

2,690の内数

　産地の収益力向上に向けた販売企画力、
生産技術力、人材育成力の強化を図る推進
活動（１１２件）や施設整備（１９件）に対し支
援した。
＜執行率が低調な理由＞
　事業内容の周知及び協議会の設立等に
時間を要したことやモデル性の高い取組に
ついては補助率を定額としていたが、事業
実施地区にこれらの取組が活用される事例
が少なかったこと等による。

1,305の内数

強い農業づくり交付金

　産地における加工・業務用需要への対応
等による販売量の拡大、高付加価値化等に
よる販売価格の向上、生産・流通コストの低
減に向けた取組に必要な共同利用施設整
備や小規模土地基盤整備等を支援

22,664の内数
　食料供給力の強化と生産の持続性の確保
に向けた取組に必要な共同利用施設整備
や小規模土地基盤整備等を支援するため
に３８都道県に交付金を交付した。
　２２年度は、共同利用施設整備１０３件、小
規模土地基盤整備等１９件が実施された。

21,486の内数

食料自給率向上・産地再生緊急対策
交付金

　食料自給率５０％を実現し、農業分野の成
長産業化を図るための戦略作物の生産拡
大等の取組や、円高により輸入が急増して
いる作目や異常気象の影響を受けている作
目の産地の体質強化及び口蹄疫からの復
興を図る取組に必要な共同利用施設整備
等を緊急的に都道府県に交付金を交付し、
支援

157

　食料自給率の向上、円高による輸入が急
増及び異常気象への対応及び口蹄疫から
の復興を図る取組に必要な共同利用施設
整備等を緊急的に支援するために３３道県
に交付金を交付した。
　本事業は２２年度補正事業であり、予算額
１７０億円のうち約１６８億円が翌年度に繰り
越されている。
　なお、２２年度は、共同利用施設整備５件
が実施された。
＜執行率が低調な理由＞
　事業実施主体の諸事情による計画の見直
しや一般競争入札の実施による事業費の減
少等があったことによる。

43



２手段－8

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

農畜産業機械等リース支援事業

　産地の収益力向上、経営体の育成及び畜
産業新規就農の促進等に必要な農業機械
等をリース方式で導入する場合の負担を軽
減

2,362の内数 　産地の収益力向上に資する農業機械（１２
件）、経営体の育成に必要な農業機械（８７
３件）、畜産業新規就農の促進等に必要な
農業機械（２５件）等に対し、リース方式での
導入を支援した。1,797の内数

農作業事故防止活動確立事業

　農業就業人口当たりの死亡事故発生件数
が年々増加する中、①核となる地域指導者
を設置し、②高齢者など高リスク農業者群へ
の重点指導を行うなど、効果的・効率的な農
業者への指導を行う地域の育成を通じて指
導機関や指導者における実践的な活動手
法を確立し、地域活動のノウハウを整理

10
①公募した全国の８地域において、研修な
どによるリーダー育成を行うとともに、各地域
においてリーダーを中心とした安全啓発活
動を実施した。
②地域での活動を踏まえ、地域活動の進め
方等のノウハウを整理し、セミナーを開催・
公表した。

8

作付拡大条件不利補正交付金

　水田等の有効活用による食料自給率の向
上を図るため、水田・畑作経営所得安定対
策の支援対象とならない１９年産以降の麦、
大豆等の作付拡大に対して、固定払相当額
を助成

14,534 　水田等の有効活用による食料自給率の向
上を図るため、麦・大豆等の作付を拡大した
対象者に交付金を交付した。（２２年度実
績：交付対象作付面積合計35,947ha）10,532

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（農業機械
化促進業務勘定）

　中期目標を達成するための｢中期計画｣及
び毎事業ごとに定める｢年度計画｣に即した
業務を実施

1,926
　農林水産大臣が定める中期目標を達成す
るため、２２年度計画を着実に実施した。

1,876

協同農業普及事業交付金
　都道府県における普及指導員の設置、普
及指導員による農業者に対する技術･経営
指導等を推進

3,597
　協同農業普及事業の実施のため、４７都
道府県へ交付金を交付した。

3,597

農業改良普及支援事業

　普及指導センターが、農業団体をはじめと
する関係機関等と相互に連携を図りながら
行う、地域における農業の担い手の育成・確
保、産地の育成等の取組に対する支援措置
を総合的に実施

261   47都道府県において、369か所の普及指
導センターに7,189人の普及指導員を配置
し、普及活動を実施した（数値は平成22年
度当初）。224



２手段－9

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

革新的農業技術習得支援事業委託費

　普及指導員に対し、独法試験研究機関等
で開発された革新的な新技術・分析技術、
民間が開発した先導的な農業技術に関する
研修を実施

18 　普及指導員に対し、革新的な農業技術を
習得させるため、必要な研修課題等につい
て調査するとともに、研修（15課題、297人）
を実施した。11

野菜価格安定対策事業
　（独）農畜産業振興機構が野菜価格低落
時において、野菜生産者に交付する生産者
補給金等を交付

9,060 　野菜生産出荷安定法に基づき、主要野菜
の価格低落時に対応し、生産者補給交付
金等を交付するための財源に充てるため90
億円の補助金を交付した。9,060

農業所得向上新分野支援対策事業

　加工・業務用の実需者の多様なニーズに
対応した安定的な国産原材料の供給連鎖
（サプライチェーン）の構築に向けて、生産
者・中間事業者・食品製造業者等による一
体的な取組を支援

6,895
　加工・業務用需要に対応した中間事業者
を介した供給経路の構築を図るために必要
な新品種等の現地適応性試験の実施や、
集出荷貯蔵施設の整備等に対して支援し
た。

4,920

果樹対策事業

　果樹の優良品目・品種への転換や小規模
園地整備、計画生産・出荷の推進や緊急的
な需給調整対策、自然被害果実の流通対
策、契約取引の強化や加工原料供給の安
定化を図るための加工流通対策を総合的に
実施

8,763

　果樹産地の構造改革を推進するため、果
樹の優良品目・品種への転換(5,513件、
674ha)や小規模園地整備(512件、179ha)等
の実施に対して支援した。
＜執行率が低調な理由＞
　年度内支払が予定を下回ったこと、また、
自然災害被害発生時等に実施が限定され
ている事業の発動がなかったこと等による。

868

花き産業活性化事業

　消費者ニーズの高い花きに関する情報等
を収集・検証し、正しい知識の普及とともに、
「花育」の活動実践者を育成するため、活動
に必要なツールの開発等を支援

24

　花きに対する正しい知識の検証・普及のた
め、花きに関する情報を掲載したホーム
ページやパンフレットの作成に要するアン
ケート調査（３回）や検討会（７回）を実施す
る団体の取組を支援した。
　花育活動の実践に必要なツール（児童用
副読本（３万部×５種類）、指導マニュアル
（１０００部）の作成並びにホームページにお
ける公開及び指導者向け研修会(４回）を実
施する団体の取組を支援した。

22



２手段－10

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

異常気象対応型園芸産地強化事業
　 高温等の被害を受けた園芸産地が、異常
気象の状況下でも安定的に農業生産を可
能とするための支援

2,422
　次期作への事前準備として、異常気象の
影響を緩和する効果の高い新規資材や更
なる収量の向上を目指すために必要となる
園芸用施設や内部設備のリース導入を支援
した。
採択件数：154件
（野菜98件、果樹38件、花き18件）

2,383

甘味資源作物・国内産糖調整交付金
　（独）農畜産業振興機構が、甘味資源作物
生産者等に交付する交付金の一部を交付

7,991
　（独）農畜産業振興機構は、甘味資源作物
生産者及び国内産糖製造事業者の経営安
定を図るため、安価な輸入糖等から徴収す
る調整金と当該交付金を主な財源として、当
該生産者等に交付金を交付する業務を実
施した。交付決定生産者は25,030人、事業
者数は18社。

7,991

国内産糖・いもでん粉産地緊急構造改
革支援事業

①さとうきび産地におけるハーベスタ等の導
入による機械化一貫体系の整備を支援
②国内産いもでん粉の高付加価値化・低コ
スト化に向けたでん粉工場の施設整備等を
支援
③製造コストの削減に向けた省エネルギー
化に資する施設整備を支援

1,440

①さとうきびの効率的かつ持続的な生産体
制を確立するため、ハーベスタ等の導入を
支援した（採択件数：22当初21件、22補正
14件）。
②でん粉工場の製造工程管理の高度化や
排水対策の強化に必要な施設整備を支援
した（採択件数17件）。
③国内産糖工場の省エネルギー化に資す
る高効率ボイラー等の施設整備を支援した
（採択件数：22補正３件）。

1,405

畑作等緊急構造改革支援事業

①さとうきび及びでん粉原料用かんしょの基
幹作業（収穫作業等）を委託した生産者に
対して委託料の一部を支援（21補正、22予
算措置）
②食品の安全性及び環境に配慮した国内
産糖・いもでん粉製造設備の整備等を支援
（21補正予算措置で22年度までの基金事
業）

＜21補正＞1,522
1,743

①さとうきび及びでん粉原料用かんしょの作
業委託の推進を図るため、生産者に対して
作業委託料の一部を支援した。（採択件数：
21補正8件(うち22年度実施８件）、22年度６
件）
②国内産糖・いもでん粉工場の食品の安全
性や環境に配慮した製造設備や排水処理
設備の整備等を支援した。（採択件数：21補
正11件（うち22年度実施10件））

＜21補正＞1,339
1,274



２手段－11

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

自給力向上戦略的作物等緊急需要拡
大事業

　国産の麦、大豆及び米粉用米・飼料用米
に係る需要開拓の取組、実需者ニーズに即
した新品種、新技術の導入等の地域や生産
者の主体的な取組、産地・生産者と食品製
造業者等との結び付きを強化する取組を推
進するために必要な経費に対して補助

2,718

　国産の麦、大豆及び米粉用米・飼料用米
にかかる需要開拓の取組等を推進する38道
府県協議会を採択（うち、１県協議会が年度
途中で事業中止）した。
　22年度実績は、国産の麦、大豆及び米粉
用米・飼料用米にかかる需要開拓の取組等
を推進する37道府県協議会に対し、1,044
百万円（東北管内県協議会のうち一部協議
会において実績は未確定）を交付した。
＜執行率が低調な理由＞
　本事業は当初21年度から2カ年の基金事
業として実施することとしていたが、基金に
ついては、21年度の執行予定分を除き国庫
返納し、22年度に改めて予算措置を行うこと
となったことから、
・事業を予定していた生産者等において、
単年度で事業が廃止となるとの思惑が生じ
たこと
・新商品開発に取り組むこととしていた食品
製造業者等が単年度の取り組みでは実施
が困難と判断したこと
などにより、申請を取り止めたこと等が影響
し、予算執行額は当初見込に至らなかっ
た。

1,044

いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策
事業

　畳表価格下落時における生産者への補て
ん金の交付

342 　国産畳表のシェアを維持し、いぐさ産地を
持続的に発展させるため、いぐさ・畳表生産
者に助成金を交付した。交付対象は526戸。195

大豆価格形成安定化事業

　 国産大豆の需給や品質に応じた、透明か
つ公正な取引価格の形成が図られるよう、
大豆入札取引にかかる運営経費の一部を
補助

31 　国産大豆の入札取引について、21年産大
豆については12回（４～９月）、22年産大豆
については５回（12～３月）、合計17回を開
催し、入札価格の公表などを実施した。31

資源循環型酪農推進事業

　環境と調和した酪農経営確立のため、環
境保全、飼料自給率向上に資する取組を実
践している生産者に対し、飼料作物作付面
積に応じて支援

（所要額）6,446
（一般予算)2,905

　環境保全、飼料自給率の向上に資する取
組を実践した生産者7,237戸（うち、環境負
荷軽減の取組を実施した酪農家戸数7,001
戸）に対し、飼料作物作付面積に応じた奨
励金を交付した。

（所要額）5,727
（一般予算)2,905



２手段－12

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

畜産経営活性化サポート事業

　畜産経営の継続と安定的な発展を図るた
めの経営分析・指導に必要な各種データの
提供、畜産サービス事業体の活動の効率的
な運営促進等を支援

271
　経営分析・指導に必要なデータ（うち分析
用データベース利用139万件）等を提供する
とともに、経営継承に係る相談（2,758件）を
実施した。
　また、畜産サービス事業体に対してアン
ケート調査を実施し、事業体の運営効率化
への取組を促進した。

239

牛肉等関税財源畜産業振興対策交付
金

　（独）農畜産業振興機構が、畜産農家の経
営安定等の事業を実施するための交付金を
交付

52,098
　畜産農家の経営安定等を図るための事業
（肉用子牛補給金、肉用牛肥育経営安定対
策特別対策事業等）の財源に充てるため交
付金521億円を交付した。

52,098

耕畜連携粗飼料増産対策事業
　耕畜連携による粗飼料作付田への堆肥の
散布、飼料用米生産ほ場の稲わらの飼料利
用、水田放牧の取組等に対する支援を実施

1,586
　耕種農家と畜産農家の連携による、水田
での飼料作物生産の取組等（13千ha）を支
援した。
（内訳）
　堆肥散布 約9千ha、稲わら利用 約4千ha
　水田放牧 約1千ha等

1,524

飼料穀物備蓄対策事業

　備蓄穀物60万トンを配合飼料メーカーに
保管委託し、不測の事態にその備蓄穀物を
機動的に放出することで、配合飼料の安定
的供給を確保

4,195
　不測の事態に備え、飼料穀物６０万トンの
備蓄を実施するとともに、飼料穀物の短期
的な需給ひっ迫回避のため、81件、計34万
トンの備蓄穀物を放出（貸付）を実施した。

3,904



２手段－13

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

飼料増産総合対策事業

①高品質・高収量な稲発酵粗飼料の生産・
利用体制づくりを支援
②草地における大幅な収量増を図るための
草地改良及びその効果を最大限引き出す
ための優良飼料作物種子の安定供給の取
組を支援
③飼料用米の生産拡大等を図るため、籾米
等作物中への農薬残留試験及びこれらを
給与した畜産物中の残留試験の取組を支
援
④ＴＭＲセンター等における食品残さ等の
飼料利用拡大やエコフィード給与畜産物の
認証制度、食品産業と畜産農家とのマッチ
ング
等の取組に対し支援

3,546

①高品質、高収量な稲発酵粗飼料の生産・
利用の取組を1,653経営体(3,081ha)で実施
した。
②5,168ｈａの草地について、高位生産草地
等への転換を実施した。また、優良品種種
子の普及のため、収量や耐倒性、耐病性等
に関する情報を収集し、増殖関係者による
情報交換を実施した（１回）。
③籾米中の農薬残留試験(38成分)及び畜
産物中の残留試験(21成分)実施した。
④食品残さ等の飼料利用拡大の取組を30
団体で実施。また、エコフィード利用畜産物
認証基準を23年3月に策定し、5月から運用
開始。さらに、マッチングの取組を６団体で
実施した。

2,888

多様な畜産・酪農推進技術支援事業

・産乳・産肉能力等について、能力検定等
による高能力種畜の作出・利用等のための
取組に対する支援
・和牛精液ストローの流通管理を強化するた
め、和牛精液の生産、使用状況を集約する
地域システムの拡大と全国システムの連携
のための取組に対する支援
・新たなＤＮＡ解析技術を駆使した経済形質
等関連遺伝子の解析と家畜改良手法の開
発等に対する取組に対する支援
等を実施

737 ・能力検定の実施により、22頭の優秀な乳
用種雄牛を選抜した。
・モデル的な和牛精液流通管理体制として
３カ所の地域システムを構築するとともに、
全国システムと接続した。
・肉質に関する遺伝的能力評価法について
特許出願（１件）を行った。725

独立行政法人家畜改良センターに要
する経費

　中期目標を達成するための｢中期計画｣及
び毎事業ごとに定める｢年度計画｣に即した
業務を実施

7,973

　農林水産大臣が定める中期目標を達成す
るため、22年度計画に即した業務を実施し
た。
　[種畜等の供給数（種畜、種卵換算）]
　　乳用牛：67頭、肉用牛：190頭、
　　豚409頭、鶏143,279個
　[定期種畜検査頭数]
　　乳用牛：866頭、肉用牛：1,676頭、
　　馬：2,216頭、豚：841頭、計5,599頭
　[畜産技術普及研修会開催実績]
　　29回、1,669人受講

7,929



２手段－14

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

学校給食用牛乳等供給推進事業

　安全で品質の高い国産牛乳を学校給食
用に安定的かつ効率的に供給等するため、
・条件不利地域への円滑な供給等の支援
・大型容器での飲用の実施等による学校給
食用牛乳消費量の維持・拡大を支援
・HACCP取得工場からの供給を促進

1,381
　47都道府県において事業を実施。事業対
象となる学校給食用牛乳供給本数に対し、
補助金を交付した。

1,381

指定生乳生産者団体補給交付金

　加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
に基づき、加工原料乳地域の生乳の再生産
を確保するため、取引条件が不利な加工原
料乳向けの生乳に対して補助金を交付

（所要額）21,950
（うち一般予算）14,119 　補給金の対象となる加工原料乳の最高限

度として設定された数量（限度数量）内の加
工原料乳に対して、補給金（11.85円/kg）を
交付した。(所要額) 21,950

(うち一般予算) 14,119

加工原料乳生産者経営安定対策事業
　加工原料乳価格が低落した場合に、酪農
家の経営安定を図るための補てんに助成

（基金規模）6,000
（一般予算）22

　本事業は生乳の再生産を確保するための
セーフティーネットとしての役割を担っている
ものの、22年度は加工原料乳価格が補てん
基準価格を下回らなかったため実施されな
かった。

(一般予算) 22

生乳流通対策推進事業
　新たな生乳需給の安定化手法の開発及
び効率的な生乳検査体制の構築等に向け
た取組を支援

29 　中長期的な需給見通し等を踏まえた生乳
生産の推進方策の検討、生乳需給の中長
期予測モデルの検討、生乳検査を集約化し
ていくために必要な調査等を支援した。20

国産チーズ供給拡大・高付加価値化
対策事業

　国産チーズ向け生乳の供給を拡大すると
ともに、特色ある国産ナチュラルチーズの製
造技術向上に必要な人材の育成及び機材
整備を支援

2,914
　チーズ向け生乳供給量の拡大数量に応じ
た奨励金を交付するとともに、国産ナチュラ
ルチーズの生産体制を整備するための取組
に対して支援を行った。
＜執行率が低調な理由＞
　夏場の猛暑の影響で生乳生産量が減少
し、チーズ向け生乳の供給量が当初見込み
程に伸びなかったことが原因と考えられる。

996



２手段－15

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

鶏卵価格安定対策事業

　鶏卵の取引価格が補てん基準価格を下
回った場合に、差額の９割を補てんする鶏
卵価格差補てん事業を実施するための基金
造成に対して助成

1,354 　本事業は急激な卵価下落時の生産離脱と
その後の乱高下を防止するセーフティネット
として機能しており、22年4月～8月、23年1
月に補填を実施した。1,354

新用途米穀加工品等製造設備の特別
償却

　米穀の新用途への利用の促進に関する法
律に規定する生産製造連携事業計画につ
いて認定を受けた個人または法人が、その
生産製造連携事業計画に記載された新用
途米穀加工品等製造設備の取得等をした
場合には、その取得価額の30％相当額の
特別償却ができる制度を措置

＜127＞ 
　米粉用米・飼料用米の利用拡大のため、
新用途米穀加工品等製造設備の取得一般
を対象として取組全体の拡大を推進した。

＜74＞

中小企業者が機械等を取得した場合
等の特別償却又は税額の特別控除

　取得価格の30％の特別償却又は７％の税
額控除（税額控除については資本等の金額
が３千万以下の中小企業者等の中小企業
者に限る。）

＜387＞ 　中小企業者等が160万円以上の農業用機
械等を購入した場合、取得価格の30％の特
別償却又は7％の税額控除を行った。＜377＞ 

農業用軽油に係る軽油引取税の課税
免除の特例措置

　農業用機械等に使用する軽油については
軽油引取税の課税免除

＜9,771＞ 
　農業を営む者が農業用機械等に軽油を使
用する場合には軽油引取税を免除した。

＜10,257＞ 

農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税
の特例措置

　ハウス栽培等で使用する農林漁業用Ａ重
油に対する次の特例措置
　輸入Ａ重油に係る免税措置
　国産Ａ重油に係る還付措置

＜1,065＞ 　農林漁業用A重油に対する石油石炭税の
免税及び還付措置が講じられた。(平成２２
年度実績は平成２４年３月中にとりまとめ予
定。)－

経営基盤強化計画を実施する指定中
小企業者の機械等の割増償却

　沖縄振興特別措置法に基づき承認を受け
た経営基盤強化計画を実施する指定中小
企業者で、同法の指定業種のうちその計画
に係るものを主として営む個人もしくは法人
が有する機械装置及び工場用建物等につ
いて、５年間27％の割増償却を認める。
・指定中小企業者：指定業種に属する事業
を行う沖縄の中小企業者
・指定業種：砂糖製造業

＜65＞ 
　沖縄の砂糖製造事業を営む個人もしくは
法人が有する機械装置及び工場用建物等
について、割増償却を認めた。これにより、
沖縄の砂糖製造業の経営安定が図られるこ
とで、国産糖の安定供給が図られることか
ら、本措置の存在意義は大きい。本措置の
法人税の22年減税適用見込み件数及び金
額は、７件（適用対象者11件）、51百万円。

＜51＞ 



２手段－16

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

家畜排せつ物の管理の適正化及び利
用の促進に関する法律に規定する家
畜排せつ物の管理の用に供する施設
に係る課税標準の特例措置

　畜産業を営む者が新たに取得した家畜排
せつ物法の管理基準に適合する施設につ
いて、その課税標準を、新たに固定資産税
が課されることとなった年度から５年分に限り
２/３の額に軽減

＜289＞ 　畜産業を営む者が新たに取得した家畜排
せつ物の管理基準に適合する管理施設に
ついて、その課税標準を一定期間減額。本
措置により、家畜排せつ物管理施設の整備
が促進され、適切な家畜排せつ物管理の促
進に寄与した。－

公害防止用設備に係る課税標準の特
例措置

　水質汚濁防止法に規定する特定施設を有
する畜産事業場が、期間内に新設する汚水
又は廃液の処理施設（課税標準を１/３)

＜15＞ 
　畜産業を営む者が取得した汚水処理施設
について、その課税標準を一定割合減額す
ることにより、汚水処理用設備の整備の推進
は個々の畜産経営のみならず、広く国民の
健康や自然環境、生活環境の保全に大きく
貢献することが期待される。

－

肉用牛の売却による農業所得の課税
の特例

　農業を営む個人又は農業生産法人が飼
育した肉用牛の売却所得に係る所得税、法
人税、住民税の課税の特例措置

＜5,720＞ 
　国産牛肉の安定供給、肉用牛農家の経営
安定を図るため、農業を営む個人及び農業
生産法人の肉用牛売却所得に係る所得
税、法人税、住民税を一定の条件下で免
除。本措置の所得税の減税適用見込み件
数及び金額は、18,181人、3,911百万円（平
成2１年（国税庁公表））。

－



２手段－17

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

（
２

）
地
産
地
消
の
推
進

①
地産地消推進の核となる直
売所の運営・販売力の強化

強い農業づくり交付金
　地産地消の活動に必要な施設の整備に
対する支援

22,664の内数 　食料供給力の強化と生産の持続性の確保
に向けた取組に必要な共同利用施設整備
や小規模土地基盤整備等を支援するため
に３８都道県に交付金を交付した。
　２２年度は、共同利用施設整備１０３件、小
規模土地基盤整備等１９件が実施された。21,486の内数

産地収益力向上支援事業

　地産地消活動の収益力向上のため、市町
村、生産者団体、学校給食等の関係者が参
画した協議会活動等や、販売企画力、生産
技術力、人材育成力の強化、直売所のネッ
トワーク化等を支援

2,690の内数

　産地の収益力向上に向けた販売企画力、
生産技術力、人材育成力の強化を図る推進
活動（１１２件）や施設整備（１９件）に対し支
援した。
＜執行率が低調な理由＞
　事業内容の周知及び協議会の設立等に
時間を要したことやモデル性の高い取組に
ついては補助率を定額としていたが、事業
実施地区にこれらの取組が活用される事例
が少なかったこと等による。
 　なお、本事業のうち全国的な地産地消の
推進に係る事業については、２事業の実施
予定に対し、予定どおりの支援を実施した。

1,305の内数
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