
①

　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

－

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

－ 

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

－ 

目標

生産数量目標の達成に向けた国
産農畜産物の消費喚起及び供給
拡大 農業者戸別所得補償法（仮称）

販売価格が生産費を恒常的に下回っている米、麦、
大豆等の主要農産物に係る所得を補償するための交
付金及び水田の有効活用を促進するための交付金
を交付

－

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

－

農業改良助長法

平成23年度に実施しようとする政策（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

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策
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目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策

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

－ 

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

-

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

－ 

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

ー

飼料需給安定法 輸入飼料の買入、保管、売渡を実施 － 

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

－ 

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

－ 

家畜改良増殖法

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

－ 

果樹農業振興特別措置法
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目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策

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

－ 

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

－ 

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

－ 

農業者戸別所得補償制度
（再掲：政策分野⑤）

販売価格が生産費を恒常的に下回っている米、麦、
大豆等の主要農産物に係る所得を補償するための交
付金及び水田の有効活用を促進するための交付金
を交付

656,425

食料自給率向上国民運動拡大対策費

①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・啓発するとともに、食品
関連事業者等食料自給率向上に取り組む企業等の
広範な組織化を図る。また、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
②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
③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

1,346

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、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・売渡に係る計画に対する農
林水産大臣の認定
・農畜産業振興機構による指定食肉の買入・交換・売
渡   等

－ 

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

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

－ 
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目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策

戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業

戸別所得補償制度による食料自給率の向上に向け
た生産拡大を実現するために、制度導入初年度（平
成２３年度）における緊急対策として、麦、大豆、新規
需要米等に係る体制整備や共同利用施設の整備等
を支援

12,768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

3,138の内数

産地活性化総合対策事業
農業の持続的発展に向けた所得の増大、食料自給
率の向上に向けた戦略作物の生産拡大や鳥獣被害
対策の推進による産地の活性化を支援

11,025の内数

消費・安全対策交付金のうち
地域における日本型食生活等の普及促進

「日本型食生活」の実践を推進するため、地域におけ
る食育活動に対する支援を行う。

2,283の内数

国産農畜産物・食農連携強化対策事務費 － 504

食糧の需給及び価格の安定のために行う事業
の事務費

ー 2

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

4,000の内数

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

2,096

食育実践活動推進事業委託費
「生涯食育社会」の構築に向け、各世代ごとの食生活
上の課題を踏まえた啓発手法の検討・普及を行う。

60

食育実践活動推進事業費
企業、学校、消費者団体等が連携して取り組む日本
型食生活の実践等を促進するための広域的、先進的
な活動に対する支援を行う。

223
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目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策

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

9,152

国際園芸博覧会フロリアード2012（仮称）出展
参加事業

オランダで２０１２年に開催される国際園芸博覧会（フ
ロリア－ド２０１２（仮称））に政府出展（屋内展示）し、
国産花きの国際競争力強化を図る。

136

果樹・茶支援対策事業

果樹及び茶の優良品目・品種への転換、高品質化を
加速化するため、産地ぐるみで改植等を実施した際
の未収益期間に対する支援を実施。また、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

7,763

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

3,577

野菜価格安定対策事業 野菜価格低落時における生産者補給金等の交付
0

（所要額15,925百万円）

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

1,886

鳥獣被害緊急対策事業

中山間地域等での戦略作物の生産拡大や畜産地域
での鳥獣の侵入防止対策を進めるため、地域ぐるみ
の被害防止活動や侵入防止柵の整備等の鳥獣被害
対策を緊急的に支援

10,001

農畜産業機械等リース事業

産地の活性化、地域作物支援、飼料生産拠点育成、
施設園芸における省エネルギー設備導入、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

2,070の内数

農作業安全緊急推進事業
農作業事故防止に向けた地域における効果的・効率
的な活動を促進するとともに、トラクターの事故防止に
向けた取組を支援

118
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目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策

飼料穀物備蓄対策事業
備蓄穀物40万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

2,751

養豚経営安定対策事業

生産者と国が１：１の割合で拠出して基金を造成し、
豚枝肉の全国平均価格が生産コストに相当する保証
基準価格を下回った場合に、差額の８割を補てん金と
して交付

2,001

多様な畜産・酪農推進事業

①乳牛では、生涯生産性の向上やチーズ向け生乳
生産に適した遺伝資源の活用、肉牛では脂肪交雑だ
けでなく、増体能力や飼料利用性の向上及び遺伝子
育種の推進、口蹄疫発生農家等への優良家畜導入
②牛精液ストロー等の流通管理の強化を図る体制を
構築
③家畜個体識別システムと電子標識と組み合わせた
畜産農家の飼養管理の効率化の推進
④畜産経営の高度化・多様化促進をサポート

918

牛肉等関税財源畜産業振興対策交付金
畜産農家の経営安定、食料自給率の向上及び安全・
安心な国産畜産物の供給を図るための各種事業を実
施

50,563

肉用牛肥育経営安定特別対策事業

生産者と国が１：３の割合で拠出して基金を造成し、
肥育牛１頭当たりの粗収益（全国平均）が生産費（全
国平均）を下回った場合に、差額の８割を補てん金と
して交付

15,456

酪農環境負荷軽減支援事業
環境負荷軽減効果の高い営農活動を実践する酪農
経営に対し、飼料作付面積に応じて奨励金を交付

6,354

畜産防疫体制強化リース事業
口蹄疫等の海外悪性伝染病の侵入に備えて、畜産
農家が自己防疫体制を強化するために必要となる衛
生管理機器のリース導入について支援

1,455

甘味資源作物に係る戸別所得補償制度移行
緊急対策

戸別所得補償制度への円滑な移行や安定的な支援
を確保し、甘味資源作物生産者の経営安定に資する
よう、支援財源の安定的確保等のために必要な経費
の一部を助成

22,268
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目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策

酪農経営安定対策事業

酪農経営の安定を図るため、以下の施策を実施。
・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の確保と全国の酪
農経営の安定を図るため、加工原料乳に対して補給
金を交付
・需要の伸びが見込まれるものの加工原料乳よりも乳
価の低いチーズ向け生乳を対象に、仕向量の増大と
酪農経営の安定が図られるよう助成金を交付
・加工原料乳等の取引価格が各々の基準価格を下
回った場合に、生産者に補てん金を交付するための
積立金の一部を助成
等

（所要額）30,777
（一般予算)22,946

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

7,890

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
・学校給食における新規飲用、老人ホーム等での新
規飲用の実施等を支援
・HACCP取得工場からの供給を促進
・自県産生乳を用いた高付加価値な牛乳の供給を支
援　                                                        等

1,280

飼料増産総合対策事業

①飼料収穫等の作業受託を開始するコントラクターに
対し受託面積に応じた支援を行うとともに、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

2,361
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目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策

戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業

戸別所得補償制度による食料自給率の向上に向け
た生産拡大を実現するために、制度導入初年度（平
成２３年度）における緊急対策として、麦、大豆、新規
需要米等に係る基盤整備等を支援

22,000

鶏卵生産者経営安定対策事業

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に
加え、取引価格が通常の季節変動を超えて大幅に下
落した際に、成鶏をとう汰して長期の空舎期間を設け
る取組への支援

5,189

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

＜1,140＞

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

＜63＞

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＞

引取りに係る石油製品等の免税
農業・林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＞

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

＜155＞

②－8



目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策

11,025の内数

② 地産地消推進の核となる直売所の
運営・販売力の強化

未来を切り拓く6次産業創出総合対策のうち6次
産業化推進整備事業（地産地消タイプ）

地産地消の活動に必要な施設の整備に対する支援 311

産地活性化総合対策事業
農業の持続的発展に向けた所得の増大、食料自給
率の向上に向けた戦略作物の生産拡大や鳥獣被害
対策の推進による産地の活性化を支援

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

＜4,514＞

独立行政法人農畜産業振興機構において生
産者負担金を管理する場合、当該負担金を必
要経費又は損金算入の対象となるように措置

生産者が（独）農畜産業振興機構に生産者負担金を
納付し、（独）農畜産振興機構において生産者負担
金を管理する場合、当該負担金を必要経費又は損金
の額に算入

＜632＞

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３/４の額に軽減

＜289＞

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〕

＜37＞

②－9


