
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進（土地利用型作
物）

34,067
の内数

作付の合理化、担い手を中心とした効率的な生産体制
を構築するため、産地段階において省力・低コスト化等
生産性向上に資する水稲直播機、栽培管理ビークル等
の共同利用機械・施設導入の取組を推進。

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

画像処理技術や位置情報システム等を活用し、ほ場毎
の生育診断や品質仕分けを可能とするシステムを次世
代大規模経営における品質管理技術として、実用化推

平成19年度政策の実績評価（政策手段シート）

　国産農畜産物の競争力の強化

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

① 米の生産コスト25％
低減
（平成27年度） 交付金により、水稲直播栽培の導入や高性能農業機

械の効率利用等、生産性向上のための取組を推進

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し 新たな活路を切り拓いていく

業 の内数 代大規模経営における品質管理技術として、実用化推
進。

水田農業構造改革対策 152,436

1,585（H19月5月1日現在）の地域協議会に対し、地域
水田農業ビジョンの実現に向けた取組に対する支援を
実施。
これにより、産地が産地の問題点を解決する取組が推
進され、米の生産コスト削減にも寄与すると思料。

農業経営基盤強化準備金及
び農用地等を取得した場合の
課税の特例
［所得税・法人税：租税特別措
置法第24条の2及び3、第61条
の2及び3、第68条の64及び
65］

－

交付金等の農業経営基盤強化準備金への積み立て及
び農用地等の取得に係る所得税、法人税が軽減され
た。本措置により、地域水田農業ビジョンの実現に向け
た取組が推進され、米の生産コスト削減にも寄与すると
思料。
（実績はH20年７月末取りまとめ予定）

高生産性地域輪作システム構
築事業

15
の内数

試験研究機関の重点的な技術指導の下で、モデル地
区（14地区）において米を含めた生産性の高い地域輪
作システムの構築に向けた新品種・新技術の導入の実
証を実施。
１9年度は、「高い地域輪作システム」が構築の技術が確
立され、今後担い手普及していくことにより、米の生産コ
スト削減に寄与するものと思料。

技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

地域水田農業ビジョンの実現に向けた産地づくりに対
する助成
等

（米の需給の安定の確保）

水田作における高生産性地域輪作システム確立のた
めの技術開発、啓発・普及の一体的な取組を支援

青色申告書を提出する認定農業者（個人・法人）、特
定農業法人、特定農業団体その他の委託を受けて農
作業を行う組織（法人課税のものに限る。）が交付金
等を準備金として積み立てた場合、積立分を個人は
必要経費算入、法人は損金算入及び５年以内に農
用地及び農業用減価償却資産を取得等した場合の
圧縮記帳
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

主要農作物種子法 －

都道府県において、自治事務として実施。
主要農作物の良好な生産性を確保するに当たっては、
優秀な種子の供給は欠かせないものであり、この法律の
意義は高い。

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進（土地利用型作
物）

34,067
の内数

実需者ニーズに対応した産地体制の確立を図るため、
産地段階において実需者等を含めた協議会を設置、技
術向上に向けた実証ほの設置、栽培技術の高位平準
化を目指した研修会等の取組を推進。

試験研究機関の重点的な技術指導の下で、モデル地
区（14地区）において大豆を含めた生産性の高い地域
輪作システムの構築に向けた新品種 新技術の導入の

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

② 大豆の生産コスト３
割程度低減
（平成27年度） 交付金により、機械化適正の高い品種の育成・普及

等、生産性向上のための取組を推進

高生産性地域輪作システム構
築事業

15
の内数

輪作システムの構築に向けた新品種・新技術の導入の
実証を実施。
１9年度は、「高い地域輪作システム」が構築の技術が確
立され、今後担い手普及していくことにより、大豆の生産
コスト削減に寄与するものと思料。

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進
　（畜産生産基盤育成強化、
家畜改良増殖、畜産新技術、
生乳乳製品流通）

34,067
の内数

畜産経営の円滑な継承のため、畜舎等の条件整備の
後、新規就農者に貸し付ける取組を推進した。また、ほ
乳ロボットを活用した超早期離乳等の新たな生産方式
の実践や普及、協業法人経営体育成のための家畜飼
養管理施設等の整備を推進。

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

本年度においては実績はなかったものの、生乳の生産
性の向上に寄与するものであり、その意義は高い。

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

高生産性地域輪作システム確立のための技術開発、
啓発・普及の一体的な取組を支援

③ 生乳生産コスト
（労働費）２割程度
低減
（平成27年度） 経営・生産技術の高度化の推進、家畜の改良、飼養

管理技術の改善、畜産新技術の開発・実用化の推進
等、協業法人経営体の育成等
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農業競争力強化対策民間団
体事業

1,674
の内数

畜産経営の高度化を推進するために必要な戦略評価
会議等の開催、専門家集団の組織化・派遣・養成研修
等を実施。
今後、畜産経営の高度化が図られることにより、生乳の
生産コスト低減に寄与するものであり、その意義は高
い。

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
畜産物の生産対策

72,068
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ19
年度計画を着実に実施。

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含
む）

8,839
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１９
年度計画を着実に実施。

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力強化に
向けた取組に対する支援を、全国的視点から民間団
体において推進

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

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

家畜改良増殖法 －

家畜改良増殖法第4条に基づく定期種畜検査及び臨時
種畜検査について、独立行政法人家畜改良センターが
実施し、家畜の生産性の向上に寄与。
[検査頭数] （H19年度、12月10日現在）
乳用牛：854頭、肉用牛：1,925頭、
馬：929頭、豚：1,869頭、計5,577頭（実績はH20年4月取
りまとめ予定）

酪農及び肉用牛生産の振興
に関する法律

－

本法に基づき策定された酪農及び肉用牛生産の近代
化を図るための基本方針において、国際化の進展に対
応し得る産業構造の確立に向けた取組を進めることとさ
れている。
この方針に基づき、生乳の生産コスト削減の取組が推進
されることとなることから、この法律の存在意義は高い。

国の補助金又は交付金の交
付を受けて取得した農林漁業
者の共同利用施設に係る課
税標準の特例
[不動産取得税：地方税法付
則第11条第１項]

－

共同利用畜舎等に対する不動産取得税の課税標準を
補助額割合分軽減した。本措置により、共同利用畜舎
等の整備が促進され、生産性向上が図られることから、
本減税措置の存在意義は大きい。共同利用施設全体
の減税適用見込件数及び額は、31件、36百万円（実績
はH20年7月取りまとめ予定）。

課税標準について、価格に施設の取得価格に対する
交付割合を乗じて得た額を価格から控除

家畜の改良増殖を計画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

・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
製品の消費の増進を図るための措置
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進
　（畜産生産基盤育成強化、
家畜改良増殖、畜産新技術、
食肉等流通体制整備）

34,067
の内数

畜産経営の円滑な継承のため、畜舎等の条件整備の
後、新規就農者に貸し付ける取組を推進した。また、ほ
乳ロボットを活用した超早期離乳等の新たな生産方式
の実践や普及、協業法人経営体育成のための家畜飼
養管理施設等の整備を推進。

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

肉用牛繁殖ステーションを核に肉用牛の増頭・低コスト
化等の生産基盤強化を図る地域畜産新生システムの構
築を支援。
今後、取組の成果が実証され、このような取組が全国的
に普及していくことにより、肉用牛生産コスト低減に寄与
するものであり、その意義は高い。

④ 肉用牛生産コスト
（労働費）２割程度
低減
（平成27年度）

経営・生産技術の高度化の推進、家畜の改良、飼養
管理技術の改善、畜産新技術の開発・実用化の推進
等、協業法人経営体の育成等

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

農業競争力強化対策民間団
体事業

1,674
の内数

畜産経営の高度化を推進するために必要な戦略評価
会議等の開催、専門家集団の組織化・派遣・養成研修
等を実施。
今後、畜産経営の高度化が図られることにより、肉用牛
の生産コスト低減に寄与するものであり、その意義は高
い。

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
畜産物の生産対策

72,068
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ19
年度計画を着実に実施。

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含
む）

8,839
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１９
年度計画を着実に実施。

家畜改良増殖法 －

家畜改良増殖法第4条に基づく定期種畜検査及び臨時
種畜検査について、独立行政法人家畜改良センターが
実施し、家畜の生産性の向上に寄与。
[検査頭数] （H19年度、12月10日現在）
乳用牛：854頭、肉用牛：1,925頭、
馬：929頭、豚：1,869頭、計5,577頭（実績はH20年4月取
りまとめ予定）

家畜の改良増殖を計画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

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力強化に
向けた取組に対する支援を、全国的視点から民間団
体において推進

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

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

酪農及び肉用牛生産の振興
に関する法律

－

本法に基づき策定された酪農及び肉用牛生産の近代
化を図るための基本方針において、国際化の進展に対
応し得る産業構造の確立に向けた取組を進めることとさ
れている。
この方針に基づき、生乳の生産コスト削減の取組が推進
されることとなることから、この法律の存在意義は高い。

国の補助金又は交付金の交
付を受けて取得した農林漁業
者の共同利用施設に係る課
税標準の特例
[不動産取得税：地方税法付
則第11条第１項]

－

共同利用畜舎等に対する不動産取得税の課税標準を
補助額割合分軽減した。本措置により、共同利用畜舎
等の整備が促進され、生産性向上が図られることから、
本減税措置の存在意義は大きい。共同利用施設全体
の減税適用見込件数及び額は、31件、36百万円（19年
度実績は、平成20年7月取りまとめ予定）。

・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
・上記に関連して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

課税標準について、価格に施設の取得価格に対する
交付割合を乗じて得た額を価格から控除

肉用牛売却所得の課税の特
例措置
[所得税・法人税・住民税：租
税特別措置法第25条、第67条
の３、第68条の101、地方税法
付則第６条]

－

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、住民税を免除した。これにより、
国産牛肉の安定供給、肉用牛農家の経営安定が図ら
れ、本措置の存在意義は大きい。本措置の所得税の減
税適用見込み件数及び金額は、22,594件、7,668百万
円（平成19年度実績は、平成20年9月頃公表予定）

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進
  （飼料増産、耕種作物活用
型飼料増産、多角的農作業コ
ントラクター育成）
・飼料基盤活用の促進

34,067
の内数

飼料自給率向上や循環型畜産の構築を図るため、生産
組織による効率的な飼料生産のための基盤整備、生
産・調整・収穫用施設機械の整備のほか、水田等にお
ける放牧推進のための施設等の整備等を支援。

農業競争力強化対策民間団
体事業

1,674
の内数

　自給飼料の増産推進、高能力品種の開発、公共牧場
の利用体制整備の推進等の取組を実施。
　これらの取組により、飼料作物生産コストの低減、飼料
自給率の向上、資源循環型畜産の確立等に寄与するも
のと思料。

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 飼料作物生産コスト
３割程度低減
（平成27年度）

生産技術の高度化の推進、協業経営体等の育成、地
域の実情に合わせた総合的な飼料生産条件整備の
推進等

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力強化に
向けた取組に対する支援を、全国的視点から民間団
体において推進

⑤－5



政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
畜産物の生産対策

72,068
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ19
年度計画を着実に実施。

耕畜連携水田活用対策 5,404

　耕種農家と畜産農家の連携による、水田での飼料作
物生産等の取組（39千ha（実績はH20年5月取りまとめ
予定））を支援。
　この取組により、自給飼料基盤に立脚した畜産経営へ
の転換、耕種と畜産の連携が図られ、飼料作物コストの
低減、飼料自給率の向上、資源循環型畜産の確立等に
寄与。

　稲発酵粗飼料の給与実証を5,800ha（実績はH20年5
月取りまとめ予定）実施。また、国産稲わら等の畜産農
家への収集・供給を31千ｔ（実績はH20年5月取りまとめ

　水田における効果的な飼料作物の生産振興を図る
ため、地域の創意工夫を活かした飼料生産振興に直
結する取組に対する支援

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

国産粗飼料増産対策事業 1,722

家 集 供給 績 年
予定）実施。
　この取組により、稲発酵粗飼料の生産拡大、国産稲わ
らの飼料利用の拡大が図られ、飼料作物生産コストの低
減、飼料自給率の向上、資源循環型畜産の確立等に寄
与。

草地畜産基盤整備事業 13,418

　飼料自給率の向上のために、草地及び野草地等の造
成・整備改良、畜産主産地形成のための総合的な整
備、放牧林地及び公共牧場等の整備を137地区（実施
面積は9.4千ha）で実施。
　この取組により、経済的かつ生産効率の高い草地基
盤の整備が図られ、飼料作物生産コストの低減、飼料自
給率の向上、資源循環型畜産の確立等に寄与。

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含
む）

8,839
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１９
年度計画を着実に実施。

酪農飼料基盤拡大推進事業 5,446

環境保全及び飼料自給率の向上に資する取組を行うた
め、H19年度において酪農経営7,852戸に対し事業を実
施（実績はH20年５月取りまとめ予定）
これにより、環境と調和した酪農経営の確立の促進に寄
与。

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

一定以上の飼料基盤を有する酪農経営を営む生産
者に対し、飼料作付面積に応じた奨励金を交付する
ことで、自給飼料の生産基盤拡大、資源循環型酪農
経営の確立に資する

草地及び飼料畑の造成・整備改良、担い手への土地
利用集積、畜産主産地の総合的な整備、放牧林地等
の整備、公共牧場等の整備

・畜産農家による稲発酵粗飼料の給与実証の支援
・国産稲わら等の安定的な供給体制の確立の支援
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

酪農及び肉用牛生産の振興
に関する法律

－

本法に基づき策定された酪農及び肉用牛生産の近代
化を図るための基本方針において、自給飼料基盤に立
脚した畜産経営の育成に向けた取組を進めることとされ
ている。
この方針に基づき、飼料生産コストの低減、飼料自給率
の向上、資源循環型畜産の確立等が図られることとなる
ことから、この法律の存在意義は高い。

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進（土地利用型作
物）

34,067
の内数

実需者ニーズに即した品質の向上及び安定化を図るた
め、新品種・技術を組み合わせた品質向上栽培技術体
系を確立・普及するとともに、タンパク質含有量等の成
分規格に応じた品質評価体制の確立、成分毎の仕分け
保管・出荷等を推進。

・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

⑥ 加工適性が高い等
良品質な麦の新品
種の作付面積の
シェア（都府県）
30％
（平成22年度）

交付金により、多様な実需者ニーズに対応したきめ細
かな品質管理等、品質の向上のための取組を推進

（麦の需給の安定の確保及び良品質な国内産麦の
供給）

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

 人工衛星画像を利用した適期収穫システムと高性能乾
燥調製施設を組み合わせた高品質麦の生産体制の整
備を支援し、モデル産地の育成に寄与。（H19年度：１地
区、976百万円）

強い農業づくり交付金
34,067
の内数

　加工・業務用需要に対応した生産出荷体制を確立す
るための共同利用機械・施設の整備等に対する支援を
実施した。

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

　公募によりモデル産地を募集し、加工・業務用向け栽
培体系等を栽培実証し、１地区のモデル産地を形成し
た。
　加工・業務用需要に対応した生産出荷体制を確立す
るための広域的・先進的な共同利用施設の整備に対す
る支援を実施した。

指定野菜（ばれい
しょを除く）の加工
向け野菜の出荷数
量70万t(H21年度)

加工・業務用需要に適確に対応した野菜の生産・供
給、生産・流通コストの一層の低減を推進
・皮むき、カット等の一次加工施設や集出荷貯蔵施設
の導入
・低コスト耐候性ハウス、共同利用機械の導入
等

（平成22年度）

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進
（麦の需給の安定の確保及び良品質な国内産麦の
供給）

⑦

農業生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等の
取組を支援
・定時定量供給を行うための流通拠点施設、実需者と
連携した一次加工施設の整備　等
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

加工・業務用対応型野菜生産
流通拡大事業

43

公募によりモデル産地を募集し、加工・業務用向け栽培
体系等を栽培実証し、９地区のモデル産地を形成した。
また、契約取引の推進に必要な知見を有する人材育成
のための研修等を実施したことにより、国内の加工・業
務用向け産地体制の整備を推進した。

野菜需給均衡総合推進対策
事業

405

　　本対策は、野菜の安定供給と価格の安定を確保する
ためのセーフティーネットとして、緊急需給調整を実施し
ている。（価格低落時：市場隔離、加工用販売、産地調
整（後送り）。価格高騰時：産地調整（前倒し）。）
　１９年度は、価格低落時の対策として、２月上旬に市場
隔離及び産地調整（後送り）を実施した。（実施数量
5,214ｔ（実施計画ベース））

野菜の計画的生産出荷の推進及び緊急需給調整へ
の助成

加工・業務用需要需要向けの品種、栽培体系による
大型規格高収量栽培等の実証　等

野菜生産出荷安定資金造成 11,650

野菜生産出荷安定法 －

種苗特性分類調査委託事業 7

品種登録に係る出願から登録までの平均処理期間を
3.1年（実績はH20年4月取りまとめ予定）であった。
7種類の植物について、種類毎の審査基準を作成する
ために必要な調査を実施したが、これにより、7種類の植
物の審査が可能となることから、平均処理期間の短縮化
に寄与すると思料。

審査制度国際化促進情報整
備協力事業

7

海外の植物新品種に関する自家増殖の資料等を５種類
（実績はH20年３月取りまとめ予定）の文書を翻訳し、一
般に公表した。また、品種登録出願を行うにあたって日
本と海外の事例を調査し審査制度の効率化・迅速化を
図るとともに国際間調和を促進するための検討課題を調
査した。

世界の出願件数の約７割を占める日米欧の審査当局
間における、栽培試験等審査データの相互受入制度
の確立に必要なデータの収集及び分析

価格低落時における生産者補給交付金等の交付

品種登録に係る出
願から登録までの
平均処理期間を2.5
年とする。(平成20
年度末)

⑧

　本制度は、野菜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。
　主要野菜の価格低落等に対応し、生産者補給交付金
等を交付している。
交付額(19年度)：8,594百万円（金額はH19年10月末現
在。実績確定はH20年10月頃の見込み。）

新規植物の審査基準を作成するための基準調査

主要な野菜について、その価格が著しく低落した場
合の生産者補給金の交付等の措置を定めることに
よって、主要な野菜についての当該生産産地におけ
る野菜生産及び出荷の安定と価格の安定を図る
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

育成者権戦略的取得・活用支
援事業

6

新品種登録に係る我が国から海外への出願件数は31
件の増加であった（第40回ＵＰＯＶ理事会（2006年10月
開催）資料の植物品種保護統計（2005年1～12月）で把
握）。
19年度は中国に調査団を派遣し、育成者権の取得や権
利侵害への対応に活用するマニュアルの作成のための
調査を実施。
上記調査結果を反映した権利取得・権利侵害対策マ
ニュアルを作成した。

独立行政法人種苗管理セン
ター運営費

3,193
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１９
年度計画を着実に実施。

農林水産物等輸出倍増推進

・海外における権利取得、権利行使等に必要な事例
収集調査
・上記調査結果を反映した権利侵害対策マニュアル
の作成

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

日本ブランドの輸出を支える我が国オリジナル品種の農林水産物等輸出倍増推進
事業のうち品種保護に向けた
環境整備

72
きく、りんどう、しば、らっかせいの4種類のＤＮＡマー
カーを整備した（実績はH20年3月取りまとめ予定）。

品種登録迅速化総合電子化
システム構築事業

169

平均審査期間の短縮による早期権利付与、また出願公
表、登録公表、取消等に関する情報の迅速な提供やＵ
ＰＯＶへの登録品種情報の迅速な通告等情報発信の強
化が可能となる品種登録迅速化総合電子化システムを
構築し平成20年4月から運用を行う予定。

種苗法 －

19年度は新たに617品種に育成者権を付与し、新品種
の適切な保護を図った。
指定種苗の流通に関しては、指定種苗の表示につい
て、約8,136点の検査を実施した結果、表示不備は
0.39%（23点）であり、ほぼ適正な流通が図られている。
これにより、新品種の育成者権の保護と適正な流通を担
保する上で、この法律の意義は高い。
（実績はH20年4月取りまとめ予定。）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進（多角的農作業コ
ントラクター育成）

34,067
の内数

　耕種部門と畜産部門の多角的な農作業を行う総合的
なコントラクターの育成に必要な農業機械・施設の条件
整備を推進した。
　これにより、コントラクターの育成と農作業の受託面積
の拡大が図られ、農業機械の効率利用を実現させ、生
産資材費の低減に寄与するものと思料。

交付金により、耕種部門と畜産部門の多角的な農作
業を行う総合的なコントラクターを育成し、高性能農
業機械の効率利用を通じた生産コスト低減のための
取組を推進

農業生産資材費の
低減（成果重視事

業にあっては、米生
産費における３資材
（肥料、農薬及び農
業機械）費を15％
低減（平成20年

度））

出願公表・登録等に関する情報の迅速な提供、既存
品種情報等の国際間の検索、出願及び技術審査に
関する情報発信、権利侵害や権利保護に関する情
報提供を抜本的に強化

日本ブランドの輸出を支える我が国オリジナル品種の
権利保護のための環境整備に向け、ＤＮＡ分析によ
る品種識別技術の開発を支援

新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定
種苗の表示に関する規制等について定めることによ
り、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図る

その他
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農業競争力強化対策民間団
体事業

1,782
の内数

　生産資材費低減に向けた新たな取組手法を構築する
ため、担い手の農業機械の装備等に関する意識調査や
国内外の農業機械の流通等の実態調査、農家における
機械修理実施状況調査を実施した。
　今後、本事業の調査結果を踏まえ、新たな資材費低
減に向けた取組を推進することにより、生産資材費の低
減に寄与するものと思料。

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構農業機械
化促進業務勘定運営費交付
金等（次世代農業機械等緊急
開発事業）

1,089
の内数

１台で複数の飼料作物に対応できる汎用型飼料収穫
機、シンプルな構造で現行の1.5倍以上の能率を持つ
高精度畑用中耕除草機など低コスト生産の実現に資す
る高性能農業機械の開発が当初計画通り順調に進捗。

　モデル地区を７ヵ所設置し、肥料・農薬の低投入化や
農業機械 稼働面積 拡大に資する新技術体系 導

度））

コスト低減に資する高性能農業機械の開発･実用化
の推進

更なる生産資材費の低減に向けた新たな取組み手
法に関する調査･分析

生産資材コスト低減成果重視
事業

23

農業機械の稼働面積の拡大に資する新技術体系の導
入等に必要な検討会の開催及び機械・施設の整備を推
進した。
　今後、モデル地区において３資材費の低減を図り、更
に当該取組を全国に普及することにより、生産資材費の
低減に寄与するものと思料。
（実績はH20年７月取りまとめ予定）

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
[所得税・法人税：租税特別措
置法第10条の３、第42条の６、
第68条の11]

－

　農業機械取得時の負担軽減により、経営基盤の脆弱
な農業者等の高性能な農業機械等の導入を促進し、担
い手の経営発展を通じた構造改革に寄与するものであ
る。

農林漁業用Ａ重油に係る石油
石炭税の特例措置
[石油石炭税：租税特別措置
法第９０条の４，第９０条の６]

－ 平成１９年実績については平成２１年３月中に取りまとめ予定

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構農業機械
化促進業務勘定運営費交付
金等

1,089
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１９
年度計画を着実に実施。

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

肥料・農薬の低投入化や農業機械の稼働面積の拡
大に資する新技術体系の導入等により生産資材の合
理的利用体系を確立

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。）

開発農業機械の普
及台数（平成６年度
からの累積17万8千
台）

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農業機械化促進法 －

本法に基づき、農業の構造改革の加速化等に資する高
性能農業機械の研究開発等を推進するとともに、農機
具の検査を実施。
これにより、農業機械化を促進するための農機具の改良
普及が推進され、農業経営の改善等が図られることか
ら、この法律の意義は高い。

農作業死亡事故件
数が前年度を上回
らないこと
（平成19年度） 農業機械化促進法 －

本法に基づき、農業の構造改革の加速化等に資する高
性能農業機械の研究開発等を推進するとともに、農機
具の検査を実施。
これにより、農業機械化を促進するための農機具の改良
普及が推進され、農業経営の改善等が図られることか
ら、この法律の意義は高い。

台）
（平成21年度）

農業機械の改良等に関する試験研究、農機具の型
式検査

・安全性の高い農機具を供給するための検査・鑑定
制度
・「高性能農業機械等の試験研究・実用化の促進及
び導入に関する基本方針」に基づく農作業安全対策
の推進

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進（甘味資源作物・
でん粉原料用いも産地再編整
備）

34,067
の内数

本年度においては実績はなかったものの、てん菜栽培
の省力化を推進するとともに、実需者の求める品質・価
格等ニーズに対応可能な生産体制を確立し、国際化の
進展にも対応しうる産地形成が図られると思料されること
から、この事業の意義は高い。

甘味資源作物・国内産糖調整
交付金

8,180
の内数

国内産糖交付金（国庫負担分）
　てん菜糖　1,394百万円
　　　※　決算ベース
最低生産者価格（18年産限りで廃止）
・18年産 てん菜 16,560円/トン
１9年産以降、てん菜生産者に対する支援は、調整金の
一部を財源として、水田・畑作経営所得安定対策（品目
横断的経営安定対策）として実施され、てん菜の生産及
び経営の安定に寄与するとともに、国内産糖製造事業
者の経営の安定その他関連産業の健全な発展が促進
され、もっててん菜に係る農業所得の確保と国民生活の
安定に寄与したことから、この事業の意義は高い。

独立行政法人農畜産業振興
機構砂糖勘定運営費交付金

1,105
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１9
年度計画を着実に実施。

てん菜のトン当たり
生産コスト１割程度
低減
（平成27年度）

・生産コスト低減に向けた高性能機械の導入
等を実施

輸入糖及び異性化糖から徴収される調整金を財源と
して、（独）農畜産業振興機構が、国内産糖製造事業
者に対し国内産糖交付金を交付することにより、国内
産糖の安定的な供給の確保を図る措置を実施

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

砂糖及びでん粉の価格調整
に関する法律

－

輸入糖と国産糖との価格調整に関する措置により買入
が行われた。また、異性化糖の砂糖との価格調整に関
する措置により買入が行われた（実績はH20年5月取りま
とめ予定）。
これにより、国内甘味資源作物生産者及び国内産糖製
造事業者の経営の安定その他関連産業の健全な発展
が促進され、もっててん菜に係る農業所得の確保と国民
生活の安定が図られることから、この法律の意義は高
い。

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進（甘味資源作物・
でん粉原料用いも産地再編整

34,067
の内数

省力化を推進するとともに、実需者の求める品質・価格
等ニーズに対応可能な生産体制を確立し、国際化の進
展にも対応しうる産地形成が推進されたことから、この事
業の意義は高い

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

さとうきびのトン当た
り生産コスト２割程
度低減
（平成27年度）

・機械化一貫体系の確立等に向けた条件整備等を実
施

備）
業の意義は高い。

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

さとうきび害虫の個体密度や地域の自然環境等に応じ、
新たな機能を有する農薬やフェロモンの利用などを組
み合わせた新防除体系の確立が推進されたことから、こ
の事業の意義は高い。

甘味資源作物・国内産糖調整
交付金

8,180
の内数

甘味資源作物交付金（国庫負担分）
　さとうきび　3,136百万円
国内産糖交付金（国庫負担分）
　甘しゃ糖　2,533百万円
　　　※　決算ベース
最低生産者価格（18年産限りで廃止）
・18年産 さとうきび 20,110円/トン
交付金単価
・19年産 さとうきび 16,320円/トン
１9年産以降、最低生産者価格を廃止し、さとうきび生産
者に対する支援は、品目別経営安定対策として実施さ
れ、さとうきびの生産及び経営の安定に寄与するととも
に、国内産糖製造事業者の経営の安定その他関連産
業の健全な発展が促進され、もってさとうきびに係る農
業所得の確保と国民生活の安定に寄与したことから、こ
の事業の意義は高い。

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

輸入糖及び異性化糖から徴収される調整金を財源と
して、（独）農畜産業振興機構が、さとうきび生産者に
対し甘味資源作物交付金を、国内産糖製造事業者
に対し国内産糖交付金を交付することにより、国内産
糖の安定的な供給の確保を図る措置を実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

国内産糖・いもでん粉供給円
滑化糖民間団体事業推進費
補助金

1,623
の内数

平成２０年３月末段階での実績は、甘しゃ糖製造事業者
及び国庫拠出による基金の造成及び管理である。
当該事業は、製造事業者が原料作物の豊凶によって受
ける影響を緩和し、安定的な経営に資すると思料される
ため意義は高い。
なお、製造事業者に対する補填金については、20年4
月中旬の製糖終了後に製糖実績を踏まえて算定するこ
ととなっている。

さとうきび 百万円

甘しゃ糖製造事業者と国の拠出による気象災害基金
を財源として、原料作物の作柄変動によって、甘しゃ
糖製造事業者が受ける影響の緩和を図る

さとうきび・でん粉原料用かん
しょ生産者経営安定対策民間
団体事業推進費補助金

38
の内数

さとうきび 23百万円
生産者団体に対し、交付金の代理申請・代理受領を行
うために必要な経費として補助を行うことにより、対象生
産者の利便性の向上が図られた。

独立行政法人農畜産業振興
機構砂糖勘定運営費交付金

1,105
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１9
年度計画を着実に実施。

砂糖及びでん粉の価格調整
に関する法律

－

輸入糖と国産糖との価格調整に関する措置により買入
が行われた。また、異性化糖の砂糖との価格調整に関
する措置により買入が行われた（実績はH20年5月取りま
とめ予定）　。
これにより、国内甘味資源作物生産者及び国内産糖製
造事業者の経営の安定その他関連産業の健全な発展
が促進され、もってさとうきびに係る農業所得の確保と国
民生活の安定が図られることから、この法律の意義は高
い。

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

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

生産者団体等が甘味資源作物交付金の代理申請・
代理受領を行うために必要な経費を補助することによ
り、対象生産者の利便性の向上を図る

⑤－13



政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進（畑作物・地域特
産物）

34,067
の内数

省力化技術を確立するとともに、実需者の求める品質・
価格等ニーズに対応可能な生産体制を確立し、国際化
の進展にも対応しうる産地形成が推進されたことから、こ
の事業の意義は高い。

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

本年度においては実績はなかったものの、いも類等農
産物の生産性の向上が図られることにより、労働時間の
低減が図られると思料されることから、この事業の意義は
高い。

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

ばれいしょの10a当
たり労働時間２割程
度低減
（平成27年度）

・大規模機械化体系の実現を可能とする省力化技術
の確立に向けた技術の実証・普及
・新品種の特性等に応じた栽培技術の普及など実需
者の求める品質・価格等のニーズに対応可能な生産
体制の確立
・省力機械化体系の普及のための共同利用施設・機
械の整備     等

国内産糖・いもでん粉供給円
滑化民間団体事業推進費補
助金

1,623
の内数

　化工でん粉等製造技術の確立、でん粉工場の製造工
程管理の高度化、でん粉工場の排水対策強化等の取
組を実施。
　これらの取組により、化工でん粉を製造するための技
術の導入や、かんしょでん粉工場の製造工程における
衛生管理の高度化、排水対策の強化が図られた。

独立行政法人農畜産業振興
機構でん粉勘定運営費交付
金

515
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１9
年度計画を着実に実施。

高生産性地域輪作システム構
築事業

15
の内数

試験研究機関の重点的な技術指導の元で、生産性の
高い輪作システムの構築に向けた新技術の導入を実証
を実施。
慣行技術に比べて単位面積当たり労働時間で40%、単
位数量当たり生産費で13%削減され、設定した目標を達
成したことから、この事業は意義が高かった。

特定畑作物等緊急対策事業
297

の内数

いも類の需要拡大を図るため、近年開発された新品種
の紹介及びいも類の持つ機能性等を周知するためイベ
ントへ参画しブース設置を１回実施、新品種の啓発パン
フレット1種類作成、配布により、ばれいしょの生産振興
に寄与。

　いも類に係る消費動向調査、いも類のもつ機能性
等の啓発・普及、新規用途・新商品の開発・普及等の
対策を実施

化工でん粉等製造技術の確立　等

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

・ばれいしょの収穫作業の効率化を可能とするソイル
コンディショニング技術を核としたバランスのとれた効
率的な畑輪作システムを確立
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

砂糖及びでん粉の価格調整
に関する法律

－

輸入でん粉等と国内産いもでん粉との価格調整に関す
る措置により買入が行われた（実績はH20年5月取りまと
め予定）。
これにより、国内でん粉原料用いも生産者及び国内産
でん粉製造事業者の経営の安定その他関連産業の健
全な発展が促進され、もって、でん粉原料用ばれいしょ
に係る農業所得の確保と国民生活の安定が図られるこ
とから、この法律の意義は高い。

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進（畑作物・地域特
産物）
・輸入急増農産物における産

34,067
の内数

省力化技術を確立するとともに、実需者の求める品質・
価格等ニーズに対応可能な生産体制を確立し、国際化
の進展にも対応しうる産地形成を推進したことからこの

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

・大規模機械化体系の実現を可能とする省力化技術
の確立に向けた技術の実証・普及
・新品種の特性等に応じた栽培技術の普及など実儒
者の求める品質・価格等のニーズに対応可能な生産
体制の確立

地域特産物の生産
振興

・輸入急増農産物における産
地構造改革の推進（いぐさ、畳
表）

事業の意義は高い。

農業競争力強化対策民間団
体事業のうち
・日本茶品質管理認証システ
ム構築対策事業費
・いぐさ・畳表産地改革推進事
業費

1,782
の内数

　日本茶品質管理認証システム構築対策事業費につい
ては、原料茶葉生産から、製造・流通に至る各段階にお
ける日本茶の品質管理・安全管理の規範を確立。その
認証方法を構築し、早期普及を図ることにより、国内外
の消費者等への高品質な日本茶の供給体制の確立に
寄与。
　また、いぐさ・畳表産地改革推進事業費については、
いぐさ・畳表に関する需要量、供給量及び海外の状況
の調査を行い、これを踏まえた需給計画の作成、日中
農産物貿易協議会（畳表）での活用、需要拡大を図るた
めの啓発活動、品質の向上と新需要の開発等を実施。
　今後、秩序ある貿易の促進とともに、需給の安定、国
産畳表の品質向上及び需要拡大等の開発等が推進さ
れることにより、地域特産物の生産振興に寄与するもの
と思料されることからこの事業の意義は高い。

農業生産振興調査等地方公
共団体委託費

1

蚕糸業の経営安定対策及び生糸の国境調整措置の適
正な運用を図る基礎データとして活用。
基礎データの調査は、蚕糸業の経営安定対策を適切に
実施していく上で不可欠であり、その意義は高い。

・生産コスト削減等のための共同利用施設・機械の導
入
等を実施

・国内外の消費者から評価され、かつ、生産農家、加
工・流通・小売業者らが容易に取り組める日本茶（緑
茶）の品質管理認証システムを構築する
・いぐさ・畳表について、ニーズに応じた生産等に資
するため、全国的な視点から需要及び供給量の調査
等を行う
・畳表の品質向上による海外製品との差別化及び畳
の消費拡大を推進

生糸の生産費や需給動向、繭・生糸の価格等につい
て地方公共団体に対する調査委託
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農業生産振興調査等民間団
体委託費

2

蚕糸業の経営安定対策及び生糸の国境調整措置の適
正な運用を図る基礎データとして活用。
基礎データの調査は、蚕糸業の経営安定対策を適切に
実施していく上で不可欠であり、その意義は高い。

農畜産業振興対策交付金 1,431

養蚕農家への交付金交付により経営安定及び国産繭・
生糸の安定供給が図られた。
これにより、養蚕農家及び製糸業の経営の安定が図ら
れ、良質繭・生糸の生産振興に寄与。

特定畑作物等緊急対策事業
297

の内数

特定畑作物の需要拡大を図るため、近年開発された新
品種の紹介及び特定畑作物の持つ機能性等を周知す
るためイベントを２回開催（ほか参画したイベント１回）
し、新品種等特定畑作物の啓発パンフレット４種類、作
成 配布により 特定畑作物 生産振興に寄与

養蚕農家への交付金交付により経営安定及び国産
繭・生糸の安定供給を図る

いも類、雑豆・落花生の消費拡大や新規用途の開
発・普及、こんにゃくいもの計画生産の推進等を図る

生糸の需給動向及び価格等について民間団体に対
する調査委託

成・配布により、特定畑作物の生産振興に寄与。

独立行政法人農畜産業振興
機構生糸勘定運営費交付金

4
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１9
年度計画を着実に実施。

生糸の輸入に係る調整等に関
する法律

－
生糸の輸入に係る調整等に関する措置が講じられ（輸
入実績：13千俵）、蚕糸業の経営の安定が図られた。

強い農業づくり交付金
34,067
の内数

加工・業務用需要に対応した生産出荷体制を確立する
ための共同利用機械・施設の整備等に対する支援を実
施した。

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

　公募によりモデル産地を募集し、加工・業務用向け栽
培体系等を栽培実証し、１地区のモデル産地を形成し
た。
　加工・業務用需要に対応した生産出荷体制を確立す
るための広域的・先進的な共同利用施設の整備に対す
る支援を実施した。

加工・業務用対応型野菜生産
流通拡大事業

43

公募によりモデル産地を募集し、加工・業務用向け栽培
体系等を栽培実証し、９地区のモデル産地を形成した。
また、契約取引の推進に必要な知見を有する人材育成
のための研修等を実施したことにより、国内の加工・業
務用向け産地体制の整備を推進した。

加工・業務用需要需要向けの品種、栽培体系による
大型規格高収量栽培等の実証　等

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

生糸の輸入に係る調整等に関する措置

前年の業務用向け
野菜の出荷数量を
超えること
（平成19年度）

加工・業務用需要に適確に対応した野菜の生産・供
給、生産・流通コストの一層の低減を推進
・皮むき、カット等の一次加工施設や集出荷貯蔵施設
の導入
・低コスト耐候性ハウス、共同利用機械の導入
等

農業生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等の
取組を支援
・定時定量供給を行うための流通拠点施設、実需者と
連携した一次加工施設の整備　等
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

野菜需給均衡総合推進対策
事業

405

　本対策は、野菜の安定供給と価格の安定を確保する
ためのセーフティーネットとして、緊急需給調整を実施し
ている。（価格低落時：市場隔離、加工用販売、産地調
整（後送り）。価格高騰時：産地調整（前倒し）。）
　１９年度は、価格低落時の対策として、２月上旬に市場
隔離及び産地調整（後送り）を実施した。（実施数量
5,214ｔ（実施計画ベース））

野菜生産出荷安定法 －

野菜生産出荷安定資金造成 11,650

　本制度は、野菜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。
　主要野菜の価格低落等に対応し、生産者補給交付金
等を交付している。
交付額(19年度)：8,594百万円（金額はH19年10月末現
在。実績確定はH20年10月頃の見込み。）

野菜の安定供給と価格の安定を確保するために実施
する緊急需給調整費用交付金の交付

主要な野菜について、その価格が著しく低落した場
合の生産者補給金の交付等の措置を定めることに
よって、主要な野菜についての当該生産産地におけ
る野菜生産及び出荷の安定と価格の安定を図る

価格低落時における生産者補給交付金等の交付野菜生産出荷安定資金造成 ,

強い農業づくり交付金
34,067
の内数

生産・流通コスト又は労働時間の低減を図るための共同
利用機械・施設の整備等に対する支援を実施した。

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

　生産・流通コスト又は労働時間の低減を図るための広
域的・先進的な共同利用施設の整備に対する支援を実
施。

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進（果樹）

34,067
の内数

　優良品種への改植、園内道の整備、園地改良等の園
地基盤の整備、低コスト耐候性ハウス・集出荷貯蔵施設
の整備等を推進した。

果実生産出荷安定基金造成
補助金のうちかんきつ園地転
換特別対策事業

894
（所要額）

かんきつ産地において、果樹産地構造改革計画に基づ
く、優良品目・品種への転換等の取組を推進。
これにより、消費者ニーズに応じた生産体制の構築に寄
与。

在。実績確定はH20年10月頃の見込み。）

加工・業務用需要に適確に対応した野菜の生産・供
給、生産・流通コストの一層の低減を推進
・皮むき、カット等の一次加工施設や集出荷貯蔵施設
の導入
・低コスト耐候性ハウス、共同利用機械の導入
等

うんしゅうみかんとり
んごを指標とした、
計画策定産地栽培
面積の全国栽培面
積に占める割合５割

価格低落時 おけ 産者補給交付 等 交付

事業導入産地の生
産経費の５％以上
低減
（平成19年度）

産地構造改革計画に基づくみかん等から優良晩かん
類への転換等の取組について支援

農業生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等の
取組を支援
・定時定量供給を行うための流通拠点施設、実需者と
連携した一次加工施設の整備　等

・優良品種への改植
・園内道の整備
・園地改良等の園地基盤の整備
・低コスト耐候性ハウス・産地管理施設の整備　等
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

果樹経営支援・需給安定対策
事業
（（財）中央果実生産出荷安定
基金協会の補助による事業）

5,271
（所要額）

　果樹産地構造改革計画に基づき、担い手の育成や優
良品目・品種への転換等の取組を推進した。
　みかん及びりんごについて、計画的な生産・出荷によ
る需給安定対策として、平成19年11月24日～12月9日
の選果分について、緊急需給調整特別対策事業を実
施した。
　果汁を利用したβクリプトキサンチンの多様な特性発
揮が可能となる素材及び最終製品の開発、機能性成分
の精製技術の開発、搾汁残渣の有効利用等の取組に
対して支援を実施した。

果樹農業振興特別措置法

　果樹農業振興特別措置法第２条に基づき、果樹農業
振興基本方針を策定するとともに、同法第2条の3に基

果樹農業の健全な発展に資するため
・果実の需給の動向に即応した計画的な果樹農業の
振興

・果樹経営支援対策事業については、優良品種・品
目への転換、小規模な園地整備、労働力調整システ
ムの構築、新品目・新品種の定着等に取り組む産地・
担い手を支援
・果実需給安定対策事業については、計画的生産の
指導、摘果等による生産量の調整、一時的な出荷集
中時の出荷調整を実施
・国産かんきつ果汁製造業等の競争力強化を図るた
め、過剰な搾汁設備の廃棄、高品質果汁製造設備の
導入、新製品・新技術の開発促進等を推進。

果樹農業振興特別措置法 －
振興基本方針を策定するとともに、同法第2条の3に基
づき、45都道府県（Ｈ20年3月時点）において果樹農業
振興計画を策定された。

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進（花き）

34,067
の内数

　産地段階において、多様で個性豊かな花きの開発・普
及に向けた独自品種の開発等の取組、低コストな花きの
安定供給に向けた作業の共同化・自動化、省力生産技
術の導入等の取組、また、ホームユース用切り花の供給
のための取組を実施した。

農業競争力強化対策民間団
体事業のうち
花きを暮らしに取り込む活動
等推進事業

1,674
の内数

花のあるライフスタイルの提案、花きを活用した生活向
上のモデル的取組の普及、花きの生産者又は出荷者と
小売業者等との連携強化の促進等に対する支援を実施
した。

花き産業振興総合調査委託
事業

4

花木等生産状況、花き需要・消費動向等の基礎データ
を整備するとともに、輸入増加に伴い国際競合が強まる
中で、新興輸出国における花きの生産・流通等調査を
実施した。

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

切り花主要品目の
国産品種栽培面積
の割合を維持・向上
（91％以上）

・種子種苗生産供給施設の整備など産地オリジナル
品種の育成・開発体制の整備等の取組
・高度環境制御栽培施設の整備など高品質生産技
術の導入等による姿・形が優れている高級花き供給
体制の構築のための取組
・海外需給に即した高品質花きの生産体制確立のた
めの施設の整備　等

・花きの生産・流通・消費に関する基礎データ整備
・輸出国における花きの生産・流通等の実態調査

・花のあるライフスタイルの提案
・花による生活向上のモデル的取組の普及
・花きの生産・出荷者と小売業者等との連携強化の促
進　等
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

新食品・新素材の
原料となる農畜産
物の生産拡大

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

　高品質な新食品・新素材を安定供給するシステムの確
立のため、
①　システムづくりに必要な技術実証等に対する支援を
実施中（H19年度実績２地区）。
②　原料の収穫や調整・加工に必要な機械・施設の整
備等に対する支援を実施（H19年度実績１地区）。

強い農業づくり交付金のうち
（・地産地消特別枠）

34,067
の内数
（500）

地産地消の活動拠点となる施設（直売施設、処理加工
施設、交流施設）の整備に対する支援を実施。（Ｈ19実
績は3地区）

未来志向型技術革新対策事 5,882

地産地消の全国展開を図るため、地域の農業、給食、
商工、観光業等が一丸となり、地域全体で地産地消に
取り組む「地産地消モデルタウン」に対して、協議会活

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして 先進的でリスクの高い

地産地消の推進
地域における地産
地消推進計画の策
定を推進（平成19
年度末までに市町
村における計画策
定目標：900地区）

・地産地消の活動に必要な施設（処理加工施設、直
売施設、交流施設）の整備

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

未来 向 技術革新対策事
業

,
の内数 動や広報活動のほか、拠点施設の整備等に対する支援

を実施。（H19実績は1地区）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた
総合的推進
　（畜産生産基盤育成強化、
家畜改良増殖、畜産新技術、
生乳乳製品流通）

34,067
の内数

畜産経営の円滑な継承のため、畜舎等の条件整備の
後、新規就農者に貸し付ける取組を推進した。また、ほ
乳ロボットを活用した超早期離乳等の新たな生産方式
の実践や普及、協業法人経営体育成のための家畜飼
養管理施設等の整備を推進。

未来志向型技術革新対策事
業

7,586
の内数

本年度においては実績はなかったものの、生乳の生産
性の向上、生産の安定に寄与するものであり、その意義
は高い。

農業競争力強化対策民間団
体事業

1,674
の内数

畜産経営の高度化を推進するために必要な戦略評価
会議等の開催、専門家集団の組織化・派遣・養成研修
等を実施。
今後、畜産経営農家の高度化が図られることにより、生
乳生産の安定に寄与するものであり、その意義は高い。

競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

経営・生産技術の高度化の推進、家畜の改良、飼養
管理技術の改善、畜産新技術の開発・実用化の推進
等、協業法人経営体の育成等

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力強化に
向けた取組に対する支援を、全国的視点から民間団
体において推進

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

生乳生産量800万ト
ン
（平成19年度）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
畜産物の生産対策

72,068
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１9
年度計画を着実に実施。

指定生乳生産者団体補給交
付金

19,064

19年度は、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（10.55円／kg）が交付され、生乳需給の安
定に寄与。

加工原料乳生産者経営安定
対策事業

2,053
本制度は、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機能している（実績はH20年7月取りま
とめ予定）。

乳業再編整備等対策事業交
乳業の発展基盤を構築する観点から ＨＡＣＣＰ方式の

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

加工原料乳が補てん基準価格を下回った場合に、加
工原料乳の生産者に補てん金を交付

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、
生乳生産者への加工原料乳にかかる生産者補給金
に充てるため、指定生乳生産者団体に対し、生産者
補給交付金を交付

高度な衛生水準や流通 合理化を推進するため 牛乳業再編整備等対策事業交
付金

3,750
乳業の発展基盤を構築する観点から、ＨＡＣＣＰ方式の
導入による牛乳乳製品の安全性向上は必要であり、意
義は高い（実績は平成20年7月取りまとめ予定）。

牛乳乳製品流通価格調査分
析委託費

4

牛乳販売店の価格動向、販売状況をとりまとめ、牛乳・
乳製品の消費拡大を図るための基礎資料を作成した。
また、乳製品の大口需要者向け価格の動向を毎月公表
した。
価格動向、販売状況の調査は、生乳・乳製品に係る施
策の適切な実施に不可欠であり、その意義は高い。

配合飼料価格安定対策事業
費

0

平成１9年度は、第1四半期にトン当たり3,829円及び第2
四半期にトン当たり3,097円の異常補てん金を交付（実
績はH20年6月取りまとめ予定）。
飼料穀物の国際価格の変動等による配合飼料価格の
大幅な高騰に伴う畜産農家への影響を緩和するための
措置であることから、畜産物の安定生産に重要であり意
義が高い。

飼料穀物備蓄対策事業 4,188

平成19年度においては、とうもろこし・こうりゃん・あわせ
て60万㌧の備蓄を実施した。また、同年度に貸付を実
施し（実績はH20年4月取りまとめ予定）、配合飼料の安
定供給に寄与。

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含
む）

8,839
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１9
年度計画を着実に実施。

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

高度な衛生水準や流通の合理化を推進するため、牛
乳乳製品の製造・供給体制の整備等

指定生乳乳製品価格の騰貴時における指定乳製品
の輸入・売渡及び指定乳製品価格の低落時における
調整保管の発動基準である大口需要者等における
乳製品価格の調査・分析

配合飼料価格の上昇に伴う畜産農家への影響緩和

飼料用穀物の輸入の途絶等に備えるための備蓄
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

家畜改良増殖法 －

家畜改良増殖法第4条に基づく定期種畜検査及び臨時
種畜検査について、独立行政法人家畜改良センターが
実施し、家畜の生産性の向上に寄与。
[検査頭数] （H19年度、12月10日現在）
乳用牛：854頭、肉用牛：1,925頭、
馬：929頭、豚：1,869頭、計5,577頭（実績はH20年4月取
りまとめ予定）

畜産物の価格安定に関する
法律

－

本年度においては、指定乳製品の価格・需給は安定し
ており、計画認定の実績はなかったものの、指定乳製品
価格の安定が担保されていることにより、生乳生産の安
定が図られることから、この法律の意義は高い。

家畜の改良増殖を計画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

指定乳製品の価格が著しく低落し、または低落する
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

指定乳製品の価格が著しく騰貴し または騰貴する

加工原料乳生産者補給金等
暫定措置法

－
本年度においては実績はなかったものの、指定乳製品
価格の安定が担保されていることにより、生乳生産の安
定が図られることから、この法律の意義は高い。

飼料需給安定法 －

飼料需給計画に基づき、輸入飼料（大麦、小麦）の買入
153万トン、売渡153万トンを実施し、飼料の需給及び価
格の安定に寄与。
注：H20年3月末
（実績はH20年7月取りまとめ予定）

酪農および肉用牛生産の振
興に関する法律

－

本法に基づき策定された酪農及び肉用牛生産の近代
化を図るための基本方針において、国際化の進展に対
応し得る産業構造の確立、畜産物に係る安全・安心の
確保、集送乳及び乳業の合理化に向けた取組を進める
こととされている。
この方針に基づき、生乳生産の安定が図られることか
ら、この法律の存在意義は高い。

農林漁業金融公庫資金のうち
乳業施設資金

950
乳業の発展基盤を構築する観点から、ＨＡＣＣＰ方式の
導入による牛乳乳製品の安全性向上は必要であり、意
義は高い(実績は、平成20年7月取りまとめ予定)。

輸入飼料の買入、保管、売渡を実施

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に農畜産業振興機構
が行う指定乳製品等の輸入の農林水産大臣による承
認及び農畜産業振興機構による保管する指定乳製
品等の売渡

・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
製品の消費の増進を図るための措置

乳業施設資金の融資枠
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

国の補助金又は交付金の交
付を受けて取得した農林漁業
者の共同利用施設に係る課
税標準の特例
[不動産取得税：地方税法付
則第11条第１項]

－

共同利用畜舎等に対する不動産取得税の課税標準を
補助額割合分軽減した。本措置により、共同利用畜舎
等の整備が促進され、生産性向上が図られることから、
本減税措置の存在意義は大きい。共同利用施設全体
の減税適用見込件数及び額は、31件、36百万円（実績
はH20年7月取りまとめ予定）。

強い農業づくり交付金のうち
・産地競争力の強化に向けた
総合的推進
　（畜産生産基盤育成強化、
　 家畜改良増殖、畜産新技
術、

食肉等流通体制整備）

34,067
の内数

ほ乳ロボットを活用した超早期離乳等の新たな生産方
式の実践や普及、協業法人経営体育成のための家畜
飼養管理施設等の整備を推進。

肉類生産量316万ト
ン
（平成27年度）

課税標準について、価格に施設の取得価格に対する
交付割合を乗じて得た額を価格から控除

経営・生産技術の高度化の推進、家畜の改良、飼養
管理技術の改善、畜産新技術の開発・実用化の推進
等、協業法人経営体の育成等

  食肉等流通体制整備）

未来志向型技術革新対策事
業

5,882
の内数

肉用牛繁殖ステーションを核に肉用牛の増頭・低コスト
化等の生産基盤強化を図る地域畜産新生システムの構
築を支援。また、大群飼養管理による集約的・衛生的飼
養管理方法による養豚システムの構築等を支援。
今後、これらの取組の成果が実証され、このような取組
が全国的に普及していくことにより、生産コスト低減等に
寄与するものであり、その意義は高い。

農業競争力強化対策民間団
体事業

1,674
の内数

畜産経営の高度化を推進するために必要な戦略評価
会議等の開催、専門家集団の組織化・派遣・養成研修
等を実施。
今後、畜産経営の高度化が図られることにより、肉類生
産量の増加に寄与するものであり、その意義は高い。

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち畜産物の生産対
策

72,068
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ19
年度計画を着実に実施。

先進的な生産技術の開発等各産地の競争力強化に
向けた取組に対する支援を、全国的視点から民間団
体において推進

農業生産における技術革新を興し、その効果を迅速
に波及させることにより、国内農業の体質強化と国際
競争力の向上を図ることとして、先進的でリスクの高い
技術の導入等を支援し、新たな活路を切り拓いていく
未来志向型の取組を推進

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

配合飼料価格安定対策事業
費

0

平成１9年度は、第1四半期にトン当たり3,829円及び第2
四半期にトン当たり3,097円の異常補てん金を交付（実
績はH20年6月取りまとめ予定）。
飼料穀物の国際価格の変動等による配合飼料価格の
大幅な高騰に伴う畜産農家への影響を緩和するための
措置であることから、畜産物の安定生産に重要であり意
義が高い。

飼料穀物備蓄対策事業 4,188

平成19年度においては、とうもろこし・こうりゃん・あわせ
て60万㌧の備蓄を実施した。また、同年度、約○万㌧の
貸付を実施し、配合飼料の安定供給に寄与。
（実績はH20年4月取りまとめ予定）

肉用子牛生産安定等特別措
置法 基づく肉用子牛 生産

72 068
本制度は、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 牛肉価格の指定肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下

配合飼料価格の上昇に伴う畜産農家への影響緩和

飼料用穀物の輸入の途絶等に備えるための備蓄

置法に基づく肉用子牛の生産
者補給金制度

72,068
の内数

ティ ネットとして機能している。本年度は、牛肉価格の
低下に伴い、子牛価格が低下したため、交付額は増
加。

畜産物の価格安定に関する
法律に基づく生産者団体等に
よる調整保管

－
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。

畜産物の価格安定に関する
法律に基づく農畜産業振興機
構による指定食肉の買入・売
渡

－
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。

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含
む）

8,839
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ１9
年度計画を着実に実施。

鶏卵価格安定対策事業 1,249

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ーネットとして機能。
平成１９年度においては、6、7、8月に補てんを実施（実
績はH20年5月取りまとめ予定）。

　指定食肉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
肉の保管・売渡に係る計画に対する農林水産大臣の
認定等

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

指定食肉の買入・交換・売渡

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

鶏卵価格が低落した額の一部を補てん
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

家畜改良増殖法 －

家畜改良増殖法第4条に基づく定期種畜検査及び臨時
種畜検査について、独立行政法人家畜改良センターが
実施し、家畜の生産性の向上に寄与。
[検査頭数] （H19年度、12月10日現在）
乳用牛：854頭、肉用牛：1,925頭、
馬：929頭、豚：1,869頭、計5,577頭（実績はH20年4月取
りまとめ予定）

肉用子牛生産安定等特別措
置法

－

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、牛肉価格の低下に伴い、子
牛価格が低下したため、交付額は増加。

・指定食肉の価格が著しく低落し、又は低落すると見

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

家畜の改良増殖を計画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

畜産物の価格安定に関する
法律

－

本年度において実績はなかったものの、本法律に基づ
く価格安定制度は、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。

牧野法 －

都道府県において自治事務として実施されている。
牧野の荒廃を防止するに当たって、国土の保全と牧野
利用の高度化を図る施策は重要であり、この法律の意
義は高い。

養鶏振興法 －
都道府県において自治事務として実施されている。
養鶏経営の安定を図るに当たって、優良な種鶏の確保
等の施策は不可欠であり、この法律の意義は高い。

家畜商法 －

都道府県において自治事務として実施され、家畜の取
引の公正の確保に寄与。
肉類の安定供給に当たっては、家畜の公正な取引の確
保は不可欠であり、その意義は高い。

込まれる場合に、農業協同組合等が実施する指定食
肉の保管・売渡に係る計画に対する農林水産大臣の
認定
・指定食肉の買入・交換・売渡
等

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

・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

家畜商について免許、営業保証金の供託等の制度
を実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

家畜取引法 －

都道府県において自治事務として実施され、家畜の円
滑な流通に寄与。
肉類の安定供給に当たっては、家畜の適正な価格形成
及び家畜市場の再編整備による家畜の円滑な流通は
欠かせないものであり、その意義は高い。

飼料需給安定法 －

飼料需給計画に基づき、輸入飼料（大麦、小麦）の買入
153万トン、売渡153万トンを実施し、飼料の需給及び価
格の安定に寄与。
注：H20年3月末
（実績はH20年7月取りまとめ予定）

本法に基づき策定された酪農及び肉用牛生産の近代
化を図るための基本方針において、国際化の進展に対

酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的か 計画

輸入飼料の買入、保管、売渡

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

酪農及び肉用牛生産の振興
に関する法律

－

化を図るための基本方針において、国際化の進展に対
応し得る産業構造の確立、畜産物に係る安全・安心の
確保、肉用牛及び牛肉の流通の合理化に向けた取組を
推進することとされている。
この方針に基づき、肉用牛生産の安定が図られることか
ら、この法律の存在意義は高い。

国の補助金又は交付金の交
付を受けて取得した農林漁業
者の共同利用施設に係る課
税標準の特例
[不動産取得税：地方税法付
則第11条第１項]

－

共同利用畜舎等に対する不動産取得税の課税標準を
補助額割合分軽減した。本措置により、共同利用畜舎
等の整備が促進され、生産性向上が図られることから、
本減税措置の存在意義は大きい。共同利用施設全体
の減税適用見込件数及び額は、31件、36百万円（実績
はH20年7月取りまとめ予定）。

肉用牛売却所得の課税の特
例措置
[所得税・法人税・住民税：租
税特別措置法第25条、第67条
の３、第68条の101、地方税法
付則第６条]

－

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、住民税を免除した。これにより、
国産牛肉の安定供給、肉用牛農家の経営安定が図ら
れ、本措置の存在意義は大きい。本措置の所得税の減
税適用見込み件数及び金額は、２２，５９４件、７，６６８
百万円（平成１９年度実績は、平成２０年９月頃公表予
定）

課税標準について、価格に施設の取得価格に対する
交付割合を乗じて得た額を価格から控除

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

・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
・上記に関連して価格の安定及び牛肉の流通の合理
化を図るための措置
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