
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）

24,914
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、無人ヘリコプター等
の共同利用機械・施設導入を推進

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

画像処理技術や位置情報システム等を活用し、ほ場ご
と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を
推進（平成20年度は2地区採択）

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

① 米の生産コスト25％
低減
（平成27年度）

平成20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）

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

推進（平成20年度は2地区採択）

水田農業構造改革対策 148,091

・1,558（H20年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、産地の体質強化及び米の生産コスト削減にも
寄与すると思料。

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

（米の需給の安定の確保）
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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H21年7月末取りまとめ予定）

生産性限界打破事業
703

の内数

　生産性の飛躍的な向上を実現する営農体系を構築す
るため、営農集団等における水稲の直播技術や麦との
汎用播種技術の導入、実証ほの設置等に対して支援を
実施し（平成20年度は４地区採択）、低コスト生産に寄
与

現行の技術・営農体系の下での生産コストの壁を打
破するため、品目毎の特性に応じて、新技術・新品種
等の活用や未利用労働力の有効活用等により、従前
にない営農モデルの構築・普及を推進

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

与。

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）

24,914
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、
産地段階において省力・低コスト化等生産性向上に資
する耕耘同時畝立て播種機、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。

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

にな 営農 デ 構築 普及を推進

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
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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）

生産性限界打破事業
703

の内数

　生産性の飛躍的な向上を実現する営農体系を構築す
るため、営農集団等における大豆の耕耘同時畝立て播
種技術の導入、栽培管理作業機の他作物との汎用化
等の取組に対して支援を実施し（平成20年度は６地区
採択）、低コスト生産に寄与。

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）

24,914
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。また、搾乳ロ
ボットを活用した新たな生産方式の普及のための家畜
飼養管理施設の整備を推進。

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

現行の技術・営農体系の下での生産コストの壁を打
破するため、品目毎の特性に応じて、新技術・新品種
等の活用や未利用労働力の有効活用等により、従前
にない営農モデルの構築・普及を推進

農業生産における技術革新を興し その効果を迅速

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

本年度においては採択には至らなかったものの、先進
的でリスクの高い技術の導入等を支援する本事業につ
いては、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。

農業競争力強化対策民間団
体事業

1,606
の内数

畜産経営の高度化を推進するために必要な会議等の
開催、専門家集団の組織化・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

59,029
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ20
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

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
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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）

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

8,463
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、H20
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] （H20年度実績）
乳用牛：881頭、肉用牛：1,909頭、
馬：908頭、豚：1,997頭、計5,695頭

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

・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

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

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。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、39百万円（20年度実
績はH21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）

24,914
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
式の普及、子牛の生産部門の協業化のための家畜飼
養管理施設等の整備を推進

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

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
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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）

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

本年度においては採択には至らなかったものの、先進
的でリスクの高い技術の導入等を支援する本事業につ
いては、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。

農業競争力強化対策民間団
体事業

1,606
の内数

畜産経営の高度化を推進するために必要な会議等の
開催、専門家集団の組織化・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

59,029
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ20
年度計画を着実に実施。

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

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

策

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

8,463
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、H20
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] （H20年度実績）
乳用牛：881頭、肉用牛：1,909頭、
馬：908頭、豚：1,997頭、計5,695頭

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

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、牛肉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、39百万円（20年
度実績はH21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

・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

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、21,006件、4,653百万
円（平成20年度実績は、平成21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

24,914
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、放牧推進の
ための施設等の整備等を支援。

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

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
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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）

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

飼料費の削減、循環型畜産の構築及び飼料自給率向
上を図るため、畜産農家集団における食品残さの飼料
化施設の整備を支援。

農業競争力強化対策民間団
体事業

2,071
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

59,029
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ20
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

農業生産における技術革新を振興し、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

業 畜
策

の内数 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（45千ha）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。

国産粗飼料増産対策事業 1,822

　稲発酵粗飼料の給与実証を8,111ha、国産稲わら等の
畜産農家への収集・供給を9,813ha、水田裏を活用した
飼料生産を135ha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。

とに定める｢年度計画｣に即した業務を実施

・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
・水田裏を活用し、新たに飼料を生産・供給する取組
への支援

　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

⑤－7



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）

粗飼料増産未利用資源活用
促進対策事業

424

　緑肥から飼料作物の転換を335ha耕作放棄地から草
地への転換を7ha実施。
　この取組により、飼料作物の生産拡大が図られ、飼料
自給率の向上、農地の有効利用に寄与。

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

8,463
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、H20
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促進
するため、H20年度において酪農経営7,450戸に対し事
業を実施
これにより、飼料基盤に立脚し、環境と調和した酪農経
営の確立による競争力強化に寄与。

緑肥から飼料作物の生産への転換及び耕作放棄地
の飼料生産利用を行う取組への支援

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、環境調和型酪農
経営の確立に資する

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

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）

24,914
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、産地段階において乾燥調製施設、色彩選別機等の
共同利用機械・施設導入を推進

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）

・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
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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）

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
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（平成20年度は2
地区採択）

強い農業づくり交付金
24,914
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
ために必要な集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設、
低コスト耐候性ハウス等の施設整備や共同利用機械の
整備に対する支援を実施した。

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）

指定野菜（ばれい
しょを除く）の加工向
け野菜の出荷数量
71万t(H20年度)

⑦

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

　公募によりモデル的な取組を募集し、加工・業務用向
け品種の栽培実証等を行い、１地区のモデル産地を形
成した。
　モデル地区において、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流通拠点施設の整備
に対する支援を実施した。

加工・業務用対応型園芸作物
生産流通拡大事業

54
の内数

加工・業務用需要に対応したモデル産地の育成のた
め、品種・栽培体系等の栽培実証試験を実施（10地区）
し、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（５回）し、産地体制の整備を推
進した。

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

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
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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

393

　本対策は、著しい価格変動に対処した緊急需給調整
を実施し、野菜の需給均衡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機能している。（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）。）
　２０年度は、価格低落時の対策として、８月上旬及び９
月中旬に市場隔離を実施した。（実施数量6,485ｔ（実績
は２０年１２月末時点））

野菜生産出荷安定資金造成 11,324

野菜生産出荷安定法 －

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
本制度は、野菜の再生産を確保するためのセーフティ
ネットとして機能している。
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。
交付額(20年度)：8,618百万円(金額はＨ20年10月末現
在。実績確定はＨ21年10月頃の見込み。）

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

低コスト植物工場成果重視事
業

8

植物工場を導入したモデル地区（2地区）において、設
置コスト等の低減に向けた栽培管理の改善、栽培施設
の改良及び栽培体系の構築に寄与。また、植物工場の
全国的な動向調査及び導入指針作成に向けた推進委
員会の開催に対する支援を実施した。

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は
2.6年であった。
審査基準が未作成の新規植物のうち、8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。これにより、新規植物の積み残しを防止
し、迅速かつ適正な審査が可能となった。

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) 新規植物の審査基準を作成するための基準調査

モデル地区において、超低コスト耐候性ハウス、自律
分散協調型環境制御といった革新的技術を導入し活
用することで、低コスト植物工場技術の実証・確立を
図る。また、この技術を効果的に普及させるため、民
間団体への補助により、推進委員会の開催、全国的
な動向調査、新技術の普及啓発等を実施する。

⑧
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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）

品種登録迅速化総合電子化
システム借料及び運用管理保
守

7

　平成19年度予算において、品種登録における審査期
間の短縮を図るため、業務処理過程における重複作業
の排除と出願から登録まで一つのシステムにより業務が
完結するシステムを構築し、20年度から本格導入した。
　しかしながら、データの移行・確認に予想以上に手間
取り、本格稼働の時期が遅れた。

登録品種の標本・ＤＮＡ保存
等事業

24
新たに出願された植物体の一部を標本・DNA資料とし
て、749品種保存した。また、小豆及び小豆あんのDNA
品種識別技術について妥当性の検証を実施した。

農業者における種苗の自家増
殖に関する実態調査

9

生産農家に対して、品種登録の認知度、種苗の確保・
自家増殖の実態、許諾契約の内容等に関するアンケー
ト調査を実施（調査票回収数1,285件）するとともに、長
野県、愛知県、熊本県において、農業団体、生産者及
び地方自治体の参加による意見交換会を実施した。

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

登録品種の標本・DNAを保存するとともに、DNA品種
識別技術の妥当性の検証を実施

今後の自家増殖の制度のあり方について検討資料を
得るための調査を実施

び地方自治体の参加による意見交換会を実施した。

審査制度国際化促進情報整
備協力事業

7

    本事業は、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド
等、主にブリーダーズテストによる審査・登録を行ってい
る国の品種登録制度、審査方法、育成者権の保護方法
等の関する文書を翻訳し、一般に公開した。（実績は
H21年3月取りまとめ予定）また、海外のブリーダーズテ
スト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、審査制度の国際調和の促進や、審査協力を行う
ための検討課題を調査した。

独立行政法人種苗管理セン
ター運営費（施設整備費含む）

3,194
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ２０
年度計画を着実に実施した。

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

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）

農林水産物等輸出促進推進
事業のうち品種保護に向けた
環境整備

58

輸出を実施している、あるいは輸出を想定している農産
物のオリジナル品種を保護する環境を整備するため、リ
ンドウ、落花生、スイカ、海苔、カーネーション、キャベツ
のDNA品種識別技術の開発を行う生産者団体等3事業
者に対して支援を実施した。

品種登録予備審査促進データ
構築提供事業

44

審査の精度向上及び迅速化等を図るとともに、情報提
供のあった、既存品種等の画像データ情報をWeb上で
公開することにより、権利侵害の防止等育成者権の強
化を図るため、品種登録予備審査促進データベースシ
ステムを構築し、H21年4月から運用を行う予定。

東アジア植物品種保護フォー
ラム推進事業

127

｢東アジア植物品種保護フォーラム」第１回会合を平成２
０年７月に東京で開催し、フォーラム参加国の制度運営
担当者の日本への受入研修、フォーラム参加国が開催
する国内研修への専門家派遣、審査基準と審査・栽培
試験技術の調和に関する作業部会 制度の意識啓発

植物品種保護制度の整備が遅れている東アジア地域
において、制度の共通の基盤作りを目指し、各国が
共同で国際的に調和のとれた制度整備・充実を進め
るため、｢東アジア植物品種保護フォーラム」を設置

審査の質や栽培試験業務の効率化を図るため、登録
品種等の画像データベースの構築する

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

試験技術の調和に関する作業部会、制度の意識啓発・
普及セミナー等の様々な協力活動を実施。

種苗法 ー

20年度は、新たに1192品種に育成者権を付与し、新品
種の適切な保護を図った。
指定種苗の流通については、指定種苗の表示につい
て、17,733点の検査を実施した結果、表示不備は27点
（0.15％）であった。

農業改良助長法
（協同農業普及事業交付金）

3,597

・全都道府県において、7,790人の普及指導員が設置さ
れ、387箇所の普及指導センターに配置し普及活動を
実施（平成20年当初）。平成19年度においては、
3,597,308千円を交付。普及指導員数：8,227人、普及
指導センター数：390箇所。

るため、 東アジア植物品種保護フォ ラム」を設置
し、技術協力、人材育成等を推進。

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

普及指導センター
が普及課題ごとに
設定した目標の達
成率が100％となる
こと（平成21年度迄
の各年度）
ａ．技術の普及に関

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（普及指導員の設置、普及指導活動の実施、普
及指導センターの運営等）を実施

⑨
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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）

普及職員自己研修支援体制
整備調査等委託費

5
平成２０年の実績は、（社）全国農業改良普及支援協会
に対して4,200千円を交付。

革新的農業技術習得支援事
業委託費

21

平成２０年の実績は、（社）全国農業改良普及支援協会
に対して2,985千円を交付。（独）農業・食品産業技術総
合研究機構に対して12,328千円を交付。（財）微生物応
用技術研究所に対して1,459千円を交付。

産学官連携経営革新技術普
及強化促進事業

197
平成２０年の実績は、２１年８月頃取りまとめる予定。
なお、平成１９年度実績は、民間団体等４０件に対し、
227,825千円を交付。

普及職員の効果的・効率的な自己研修を支援する拠
点を整備するため、普及関係文献の調査・整備等を
実施

ａ．技術の普及に関
する課題
ｂ．担い手の育成に
関する課題

普及指導センターを中核とした産学官連携プロジェク
トによる生産現場での新技術の確立から総合的な技
術普及までの一貫した取組を支援

独法試験研究機関の開発した革新的な新技術や民
間の先導的な農業技術等の導入・普及を図るための
研修を実施。

篤農家等が持つ技術を「匠の技」として確立し、若手
農業者 の技術継承やその効果的な活用により地域

現場創造型技術（匠の技）活
用・普及支援事業

80 平成２０年の実績は、２１年８月頃取りまとめる予定

革新的技術導入・調査研究推
進総合支援事業費

10

平成２０年の実績は、２１年８月頃取りまとめる予定。
なお、平成１９年度実績は、（社）全国農業改良普及支
援協会に対して11,786千円を交付。１９年度における調
査研究会等への参加人数は延べ2,054人

普及職員機能強化緊急対策
事業費

39
平成２０年の実績は、（社）全国農業改良普及支援協会
に対して38,614千円を交付。

普及活動の重点化・高度化を図るため、担い手の育
成に必要な革新的技術等の活動事例集等の作成や
普及指導員による調査研究活動を踏まえた調査研究
会の開催等

普及職員の自己研修による資質向上を支援するた
め、インターネットを活用した研修等を実施。

農業者への技術継承やその効果的な活用により地域
活性化を図る取組を支援するとともに、篤農家等を
「農業技術の匠」に選定し、その技術の普及促進を図
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）

普及活動情報基盤整備事業
費

84

平成２０年の実績は、２１年８月頃取りまとめる予定。
なお、平成１９年度実績は、（社）全国農業改良普及支
援協会に対して８７，４３８千円を交付。１９年のシステム
利用回数は約19万件。

強い農業づくり交付金のうち
　担い手の育成・確保のう
　ち
　　農薬飛散防止普及活動
　　緊急支援

交付金
24,913の

内数

平成２０年の実績は、２１年１０月頃取りまとめる予定。
なお、１９年度実績は、224,785千円を交付。

強い農業づくり交付金のうち
　担い手への農地利用集
　積の促進のうち
　　優良農地確保支援対策

　等（新技術活用優良農

交付金
24,913の

内数

平成２０年の実績は、２１年１０月頃取りまとめる予定。
なお、１９年度実績は、238,790千円を交付。

普及活動の重点化を図るため、農薬の飛散防止対策
及び低減技術等の普及活動を緊急的・集中的に実
施

全国の普及センターに対する、普及情報ネットワーク
を通じた普及活動に必要な技術等各種情報の提供
等を実施

担い手への農地の利用集積や農地の効率的利用を
図るため、遊休農地の解消及びその発生防止に向け
た技術普及と併せ、新技術導入による農地の利用高
度化に資する技術・経営指導及び農業参入法人への
農業技術・経営指導活動を集中的に実施

　等（新技術活用優良農
　　地利用高度化支援）

強い農業づくり交付金のうち
　新規就農者の育成・確保
　のうち
　　 若者・女性就農チャレ
　　ンジ支援

交付金
24,913の

内数

平成２０年の実績は、２１年１０月頃取りまとめる予定。
なお、１９年度実績は、35,133千円を交付。

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）

24,914
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。

若者・女性の新規就農者の就農定着に向けて、普及
指導センター等による濃密な技術・営農指導を実施

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））

農業技術・経営指導活動を集中的に実施

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

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）

生産資材コスト低減成果重視
事業

15

　モデル地区を7ヵ所設置し、肥料・農薬の抵投入化や
農業機械の稼働面積の拡大に資する新技術体系の導
入等に必要な検討会の開催及び機械・施設の整備を推
進した。
　現在、モデル地区において３資材費の低減の取組を
行っているところであり、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H21年7月取りまとめ予定）

ＩＴ活用型営農成果重視事業 76

モデルとなる7つの地区において数値目標を設定し、IT
技術を活用したシステムの構築に向けた技術の導入・
組合せ等の実証を実施。
20年度は、事業の最終年度であり、現在実績報告を取
りまとめ中。

中小企業者が機械等を取得し

ITを活用し、一定区画単位で精密かつ効率的な栽培
管理を実現する精密農業技術と環境負荷低減技術
等を組み合わせることにより、経営を効率化しつつ環
境負荷を大幅に低減する「IT活用型営農」の構築を
支援

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

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２０年実績については平成２２年３月中に取りまとめ
予定

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。）

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
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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）

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

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ２０
年度計画を着実に実施。

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てい
る。

農作業死亡事故件
数が前年度を上回
らないこと

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てい

農業機械の改良等に関する試験研究、農機具の型
式検査

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）
（平成21年度）

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

・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

良普及が推進され、農業経営の改善等が図られてい
る。

高齢者等農作業事故防止手
法調査委託費

13

高齢農業者の事故を防止するため、詳細な事故発生実
態を調査・分析するとともに、それらの調査結果をもと
に、パソコン及び紙媒体で利用する啓発資料を作成し、
農作業事故防止の啓発が図られた。

・高齢者事故を効果的に防止するための詳細な事故
発生実態を調査・分析
・上記調査結果を反映した啓発資料の作成

び導入に関する基本方針」に基 く農作業安全対策
の推進
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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（甘味資源作物・で
ん粉原料用いも産地再編整
備）

24,914
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。

生産性限界打破事業
703

の内数

　生産性の飛躍的な向上を実現する営農体系を構築す
るため、営農集団等におけるてん菜の直播栽培技術の
導入による労働時間の削減の取組に対して支援を実施
し（平成20年度は１地区採択）、低コスト生産に寄与。

現行の技術・営農体系の下での生産コストを打破する
ため、品目毎の特性に応じて、新技術・新品種等の活
用や未利用労働力の有効活用等により、従前にない
営農モデルの構築・普及を推進

・生産コスト低減に向けた高性能機械の導入
等を実施

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）

甘味資源作物・国内産糖調整
交付金

6,180

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ていることから、この事業
の意義は高い。

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
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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）

独立行政法人農畜産業振興
機構砂糖勘定運営費交付金

1,164
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ20
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。
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

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）

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

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

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）

24,914
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。

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
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。

・機械化一貫体系の確立等に向けた条件整備等を実
施

（平成27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

⑤－18



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）

生産性限界打破事業
703

の内数

　生産性の飛躍的な向上を実現する営農体系を構築す
るため、生産者、実需者、研究機関等が連携した気象
被害を回避するための新品種・栽培技術体系の導入に
向けた取組に対して支援を実施し（平成20年度は１地
区採択）、低コスト生産に寄与。

甘味資源作物・国内産糖調整
交付金

6,180

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
ていることから、この事業の意義は高い。

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

現行の技術・営農体系の下での生産コストを打破する
ため、品目毎の特性に応じて、新技術・新品種等の活
用や未利用労働力の有効活用等により、従前にない
営農モデルの構築・普及を推進

国内産糖・いもでん粉供給円
滑化事業費補助金

1,129

平成21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、製糖
終了後に製糖実績を踏まえて６月下旬に算定することと
なっている。

さとうきび・でん粉原料用かん
しょ生産者経営安定対策事業
費補助金

38
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。

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

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
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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）

独立行政法人農畜産業振興
機構砂糖勘定運営費交付金

1,164
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ20
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。
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。

強い農業づくり交付金のうち 省力化技術を確立するとともに 実需者の求める品質

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

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

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）

24,914
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

4,793
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。

（平成27年度） 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

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
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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
滑化事業費補助金

1,129

　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、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

520
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ20
年度計画を着実に実施。

生産性の飛躍的な向上を実現する営農体系を構築す現行の技術・営農体系の下での生産コストを打破する

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

生産性限界打破事業
703

の内数

生産性の飛躍的な向上を実現する営農体系を構築す
るため、営農集団等におけるばれいしょのソイルコン
ディショニング栽培技術の導入に対して支援を実施し
（平成20年度は４地区採択）、労働時間の削減に寄与。

特定畑作物等緊急対策事業
287

の内数

いも類の需給拡大を図るため、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２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。

　いも類の需要の確保を図るため、知識啓発を行うと
ともに、需要拡大のための検討会を開催し、必要な調
査、実証等の取組を支援

現行の技術 営農体系の下での生産 ストを打破する
ため、品目毎の特性に応じて、新技術・新品種等の活
用や未利用労働力の有効活用等により、従前にない
営農モデルの構築・普及を推進
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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。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。
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
地構造改革の推進（いぐさ、畳
表）

24,914
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するものであ
り、この事業の意義は高い。

・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
・生産コスト削減等のための共同利用施設・機械の導
入

地域特産物の生産
振興

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

表）

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
ム構築事業費
・いぐさ・畳表産地改革推進事
業費

1,606
の内数

日本茶品質管理認証システム構築事業費については、
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・安全管理の規範及びその遵守状
況を認証する方法を構築。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、消費拡大を図るため
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推進により、地域
特産物の生産振興に寄与するものであり、この事業の
意義は高い。

・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、全国的な視点から需要及び
供給量の調査等を行い、ニーズに応じた生産計画を
立案するとともに、日中農産物貿易協議会（畳表）で
活用する。
・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

入
等を実施
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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）

特定畑作物等緊急対策事業
287

の内数

特定畑作物等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等のもつ機能性等を周
知するためイベントを４回開催し、新品種等特定畑作物
等の啓発パンフレットの作成・配布により、特定畑作物
等の生産振興に寄与。

特定農作物産地構造改革対
策事業

1,515
の内数

特定農作物における産地の構造改革を加速化するた
め、産地における推進協議会を設置（４７産地協議会を
設置）し、契約栽培の推進、他作物への作物転換等を
推進。

いも類、雑豆、落花生及びこんにゃくいも（特定畑作
物等）の需要の確保を図るため、知識啓発を行うととも
に、需要拡大のための検討会を開催し、必要な調査、
実証等の取組を支援、また、特定畑作物等の計画生
産の推進等を図る

雑豆、落花生及びこんにゃくいも（特定農作物）の地
域特産農作物について、産地の構造改革を加速化
する観点から、契約栽培の推進、他作物への作物転
換等による産地強化対策を計画的かつ強力に推進を
図る。

前年の業務用向け
野菜の出荷数量を

強い農業づくり交付金
24,914
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
ために必要な集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設、
低コスト耐候性ハウス等の施設整備や共同利用機械の
整備に対する支援を実施した。

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

　公募によりモデル的な取組を募集し、加工・業務用向
け品種の栽培実証等を行い、１地区のモデル産地を形
成した。
　モデル地区において、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流通拠点施設の整備
に対する支援を実施した。

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

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

野菜の出荷数量を
超えること
（平成20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）

加工・業務用対応型園芸作物
生産流通拡大事業

54
の内数

加工・業務用需要に対応したモデル産地の育成のた
め、品種・栽培体系等の栽培実証試験を実施（10地区）
し、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（５回）し、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

393

　本対策は、著しい価格変動に対処した緊急需給調整
を実施し、野菜の需給均衡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機能している。（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）。）
　２０年度は、価格低落時の対策として、８月上旬及び９
月中旬に市場隔離を実施した。（実施数量6,485ｔ（実績
は２０年１２月末時点））

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

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

野菜生産出荷安定法 －

野菜生産出荷安定資金造成 11,324価格低落時における生産者補給交付金等の交付

本制度は、野菜の再生産を確保するためのセーフティ
ネットとして機能している。
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。
交付額(20年度)：8,618百万円(金額はＨ20年10月末現
在。実績確定はＨ21年10月頃の見込み。）

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

⑤－24



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・果物の消費量
を年間1人当たり
100kg（野菜）、40kg
（果物）に増加
（平成27年度）

農業競争力強化対策民間団
体事業のうち
やさい・くだもの栄養成分情報
提供推進事業

50

ガイドライン策定に向け、野菜４品目の特徴的な栄養成
分について分析を実施し品種、栽培法、産地、作型毎
に栄養成分の変動、バラツキ等について検討を行った。
また、量販店、生産者団体等の表示等に対する意向調
査、量販店における試行表示に対する消費者の購買行
動調査等を実施した。（21年度中に自主表示ガイドライ
ン策定予定）

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（果樹）

24,914
の内数

産地の競争力強化を図るために必要な、優良品種への
改植・高接、園地改良等の園地の基盤整備や、集出荷
貯蔵施設、農産物処理加工施設、低コスト耐候性ハウス
等の施設整備に対する支援を実施した。

・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

・青果物栄養成分等自主表示ガイドラインの検討及
び策定
・青果物栄養成分等自主表示ガイドラインに基づくモ
デル的取組の推進

果樹の算出額の維
持・向上（直近2年
間の産出額の平均
を上回ること（平成
20年度））

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。
　計画的な生産・出荷による需給安定対策として、みか
んについては、平成２０年１０月2２日～１０月３１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。また、りんごについては、主産県の青森県を中心に
甚大なひょう害等の気象災害が発生したため、被害果
実の販売促進、加工利用促進対策事業を実施した。

・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。
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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）

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

需要に応じた高品質・高付加価値果実の安定生産を実
現するため、マルドリ方式（周年マルチ点滴かんがい同
時施肥法）とフィールドサーバー（小型遠隔監視制御装
置）を組合せた栽培体系の導入及び協議会等事業の
推進体制の整備等を支援を実施した（平成20年度実
績：1地区）。

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
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。

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
・高品質安定生産を行うための産地管理施設、生産
技術高度化施設の整備　等
・大幅な省力栽培技術の実証・導入のための共同栽
培施設の整備　等

切り花主要品目の

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
・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

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）

24,914
の内数

花きの産地の生産・流通コストの低減、ブランド花きの生
産供給体制の構築等の取組みを推進するため、低コス
ト耐候性ハウス等に対する支援を実施した。

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

26

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。

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）

・花きの産地の生産・流通コストの低減を図るため、低
コスト耐候性ハウス、選花施設等の整備
・高級花き供給体制の構築のための高度環境制御栽
培施設等の整備　等

・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）

花き産業振興総合調査委託事
業

4

花木等生産状況、切花品種別作付面積等の基礎デー
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。

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

4,793
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
（H２０
　年度実績：５地区）及び、
②　原料の収穫や調整に必要な機械・施設の整備等に
対
　する支援（H２０年度実績：３地区）
を実施した。
全ての取組とも、機能性農産物を活用した新しい経営
モデルにつながるものであり、その意義は高い。

地産地消の活動拠点となる施設（直売施設 農産物処

・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

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

地産地消の推進

強い農業づくり交付金のうち
（・地産地消特別枠）

24,914
の内数

地産地消の活動拠点となる施設（直売施設、農産物処
理加工施設、交流施設）の整備に対する支援を実施。
モデル地区の形成を推進するものであり、その意義は
高い。

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

地域の農業、給食、商工、観光など関係者が地域一体
となって取り組む「地産地消モデルタウン」や直売所等
を中心として高齢者・小規模農家が活躍できる生産・流
通体制づくりに対する支援を実施。（Ｈ２０は７地区を選
定）
モデル地区の形成により、全国的な取組の推進に寄与
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

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21年
度末までに市町村
における計画策定
目標：1000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
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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（うち地産地消推進活
動支援事業）

1,606
の内数

地産地消の推進を図るため、地産地消に取り組む際に
参考となる情報・ノウハウを提供するとともに、農業と給
食、商工、観光業等の関係者を結び付けるコーディ
ネーターを育成した。
地産地消の取組の一層の推進を図るためには、先進事
例に関する情報提供や地域で生産から加工・販売・消
費までコーディネートできる人材の育成等が必要となっ
ており、この事業の意義は高い。

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
　（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）

24,914
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、搾
乳ロボットを活用した新たな生産方式の普及のための家
畜飼養管理施設の整備を推進。

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

生乳生産量820万ト
ン
（平成20年度）

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

本年度においては採択には至らなかったものの、先進
的でリスクの高い技術の導入等を支援する本事業につ
いては、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

1,606
の内数

畜産経営の高度化を推進するために必要な会議等の
開催、専門家集団の組織化・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。

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

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
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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

59,029
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ20
年度計画を着実に実施。

指定生乳生産者団体補給交
付金

22,988
（期中改定後）

20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（4月～6月：11.55円／kg、7月～：11.85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

6,000
（基金規模）

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H21年7月取りま
とめ予定）。

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

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

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

乳業再編整備等対策事業交
付金

4,120
（所要額）

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21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

3

乳製品の大口需要者向け価格の動向を調査し、毎月公
表した。また、牛乳販売店の価格動向、販売状況及び
乳業における指定乳製品等の製造・販売経費等をとりま
とめ、牛乳・乳製品の消費拡大や国際化の進展等に対
応するための基礎資料を作成した。 価格動向、販売状
況等の調査は、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。

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
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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

14,500

平成20年度は、第1四半期にトン当たり1,517円及び第2
四半期にトン当たり3,398円、第3四半期にトン当たり
2,398円の異常補てん金を交付（実績はH21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 4,315
平成20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90,820トン
の貸付を実施し、配合飼料の安定供給に寄与。

エコフィード緊急増産対策事
業

792

短期間に配合飼料原料としてのエコフィードの生産量と
利用量を拡大するとともに、畜産農家にその有効性を広
めるため、食品残さ飼料化業者と配合飼料メーカーの
両者が連携してエコフィードの生産量を増加させる取組

配合飼料メーカーと食品残さ飼料化業者の両者が連
携してエコフィードの生産量を増加させる取組及び原
料の品質確保に必要な集荷体制を構築する取組へ

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

業
792

両者が連携してエコフィードの生産量を増加させる取組
及び原料の品質確保に必要な集荷体制を構築する取
組に対し支援。

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

8,463
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、H20
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] （H20年度実績）
乳用牛：881頭、肉用牛：1,909頭、
馬：908頭、豚：1,997頭、計5,695頭

料の品質確保に必要な集荷体制を構築する取組へ
の支援

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

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
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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）

畜産物の価格安定に関する法
律

－

本年度においては、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。

加工原料乳生産者補給金等
暫定措置法

－

本年度においてはバターの需給ひっ迫による価格騰貴
に対応し、農畜産業振興機構が農林水産大臣の承認
を得てバターの輸入及び売渡を実施したことにより、バ
ターの需給の安定化が図られた。このように、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
104万トン、売渡104万トンを実施し、飼料の需給及び価
格 安定に寄与

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

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

飼料需給安定法 －
格の安定に寄与。
（実績はH21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。

輸入飼料の買入、保管、売渡を実施

・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）

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

－

H16年11月の同法の本格施行を経て、対象農家のうち
の99.9%が同法の管理基準に対応。
これにより、家畜排せつ物の処理施設等が整備され、管
理基準を満たす生産体制が構築されていることから、こ
の法律の意義は高い。

農林漁業金融公庫資金のうち
乳業施設資金

760
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21年7月取りまとめ予定)。

乳業施設資金の融資枠

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必
要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高
度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措
置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化
及び利用の促進を図り、畜産業の健全な発展に資す
るための措置

農林漁業金融公庫資金のうち
畜産経営環境調和推進資金

－

H16年11月の同法の本格施行を経て、対象農家のうち
の99%が同法の管理基準に対応。
これは、各種補助事業のほか、本資金の活用により家
畜排せつ物の処理施設等が整備され、管理基準を満た
す生産体制が構築されていることから、この資金の意義
は高い。

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
[固定資産税：地方税法附則
第15条33項]

－

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
一定期間減額することとした。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することから、本措置の存在意義
は大きい（H20年度における本措置の適用見込み件数
は1,837件）。

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物処理施設の
整備の融資枠

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の額とする。
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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）

公害防止用設備に係る課税標
準の特例措置
[固定資産税：地方税法附則
第15条第３項、４項及び６項]

－

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とした。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ものであり、本措置の存在意義は
大きい（H20年度における本措置の適用見込み件数は
383件）。

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、39百万円（20年
度実績はH21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

①　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１/６〕
②　湖沼水質保全特別措置法に規定する指定施設
を有する畜産事業場が、期間内に新設する汚水を処
理するための施設（課税標準を３/４）
③　上記①の施設又は設備であって、既存の当該施
設に代えて期間内に設置するもののうち、公共の危
害防止効果が著しく高い施設（課税標準を２/３）

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）

24,914
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

4,793
の内数

本年度においては採択には至らなかったものの、先進
的でリスクの高い技術の導入等を支援する本事業につ
いては、肉用牛生産コスト低減、生産の安定に寄与する
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

肉類生産量316万ト
ン
（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

1,606
の内数

畜産経営の高度化を推進するために必要な会議等の
開催、専門家集団の組織化・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
産の安定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

59.029
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、Ｈ20
年度計画を着実に実施。

配合飼料価格安定対策事業
費

14,500

平成20年度は、第1四半期にトン当たり1,517円及び第2
四半期にトン当たり3,398円、第3四半期にトン当たり
2,398円の異常補てん金を交付（実績はH21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。

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

配合飼料価格の上昇に伴う畜産農家への影響緩和

飼料穀物備蓄対策事業 4,315
平成20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90,820トン
の貸付を実施し、配合飼料の安定供給に寄与。

肉用子牛生産安定等特別措
置法に基づく肉用子牛の生産
者補給金制度

59,029
の内数

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。

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。

飼料用穀物の輸入の途絶等に備えるための備蓄

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
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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）

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。

エコフィード緊急増産対策事
業

792

短期間に配合飼料原料としてのエコフィードの生産量と
利用量を拡大するとともに、畜産農家にその有効性を広
めるため、食品残さ飼料化業者と配合飼料メーカーの
両者が連携してエコフィードの生産量を増加させる取組
及び原料の品質確保に必要な集荷体制を構築する取
組に対し支援。

独立行政法人家畜改良セン
ター運営費（施設整備費含む）

8,463
農林水産大臣が定める中期目標を達成するため、H20
年度計画を着実に実施。

本事業は急激な卵価下落時の生産離脱とその後の乱

配合飼料メーカーと食品残さ飼料化業者の両者が連
携してエコフィードの生産量を増加させる取組及び原
料の品質確保に必要な集荷体制を構築する取組へ
の支援

指定食肉の買入・交換・売渡

鶏卵の取引価格が補てん基準価格を下回った場合

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20年度においては、６、１、２、３月に補てんを実
施。

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。

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] （H20年度実績）
乳用牛：881頭、肉用牛：1,909頭、
馬：908頭、豚：1,997頭、計5,695頭

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

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。

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
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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）

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。

・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
・指定食肉の買入・交換・売渡
等

・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

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

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。

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。

家畜商について免許、営業保証金の供託等の制度を
実施

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
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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）

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
104万トン、売渡104万トンを実施し、飼料の需給及び価
格の安定に寄与。
（実績はH21年7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、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。

H16年11月の同法の本格施行を経て、対象農家のうち

輸入飼料の買入、保管、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
・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

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必
要な事項を定めるとともに 家畜排せつ物の処理の高

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

－

H16年11月の同法の本格施行を経て、対象農家のうち
の99.9%が同法の管理基準に対応。
これにより、家畜排せつ物の処理施設等が整備され、管
理基準を満たす生産体制が構築されていることから、こ
の法律の意義は高い。

農林漁業金融公庫資金のうち
畜産経営環境調和推進資金

－

H16年11月の同法の本格施行を経て、対象農家のうち
の99%が同法の管理基準に対応。
これは、各種補助事業のほか、本資金の活用により家
畜排せつ物の処理施設等が整備され、管理基準を満た
す生産体制が構築されていることから、この資金の意義
は高い。

要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高
度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措
置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化
及び利用の促進を図り、畜産業の健全な発展に資す
るための措置

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物処理施設の
整備の融資枠
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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）

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
[固定資産税：地方税法附則
第15条第33項]

－

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
一定期間減額することとした。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することから、本措置の存在意義
は大きい（H20年度における本措置の適用件数は1,837
件）。

公害防止用設備に係る課税標
準の特例措置
[固定資産税：地方税法附則
第15条第３項、４項及び６項]

－

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とした。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ものであり、本措置の存在意義は
大きい（H20年度における本措置の適用件数は383
件）。

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の額とする。

①　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１/６〕
②　湖沼水質保全特別措置法に規定する指定施設
を有する畜産事業場が、期間内に新設する汚水を処
理するための施設（課税標準を３/４）
③　上記①の施設又は設備であって、既存の当該施
設に代えて期間内に設置するもののうち、公共の危
害防止効果が著しく高い施設（課税標準を２/３）

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、39百万円（20年
度実績はH21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

害防止効果が著しく高い施設（課税標準を２/３）
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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）

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、21,006件、4,653百万
円（平成20年度実績は、平成21年9月頃公表予定）

市町村の農業産出
額の増加

産地生産拡大プロジェクト支援
事業

1,265

市町村内の農業関係者が一丸となり、実証ほの設置や
協議会の開催等の推進活動、また、産地において必要
な施設・機械の整備の支援を行い、農業産出額の増加
に向けて取り組んでいるところである。
（２０年度実績は８市町村）

GAPの普及・推進を図るため、モデル地区としてＧＡＰに
取 組 生産者 団体 対 点検項

おおむね全ての主
要な産地（2,000産
地）においてＧＡＰ
の導入を目指す

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 とにより 国内農業 体質強化と国際

市町村内の農業関係者が一丸となって行う、農業産
出額の増加を目標とした産地づくりを総合的に支援

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

未来志向型技術革新対策事
業

4,793
の内数

取り組む生産者・団体に対して、ＧＡＰの点検項目・
チェックリストの作成、研修会の開催、調査、施設整備、
検証レポートの作成に対する支援を実施。（H20実績は
2地区）

食の安全・安心確保交付金の
うち生鮮農産物の安全性の確
保

2,345
の内数

GAPの普及・推進を図るため、都道府県段階における
GAPの導入マニュアルの策定と指導者の育成、地区段
階におけるＧＡＰの点検項目・チェックリストの作成、研
修会の開催、調査に対する支援を実施。（H20実績は都
道府県推進事業29件、地区推進事業71件）

事務経費

農畜産物競争力強化対策事
務費

410

の導入を目指す。
（平成23年度）

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

農業生産段階において、農産物の安全性確保のため
のリスク管理の手法であるGAPの手法の導入を推進。

農畜産物競争力強化対策に関する事務費
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