
Ⅱ．平成19年度農林水産予算概算要求の主要事項

１．農業の競争力強化のための新たな挑戦

品目横断的経営安定対策の導入、米政策改革の更なる推進など農業の競争力強化のた

めの新たな挑戦を開始します。

これに伴い、担い手支援のために新たに斬新な手法の政策を実施します。

また、野菜・果樹政策についても、担い手の経営安定に向け支援を重点化します。

備考19 18年度 年度

（ ）（ ）億円 億円

１．品目横断的経営安定対策の導入

1,700 0（１）品目横断的経営安定対策（特会）

1,395 0①生産条件不利補正対策（特会）

305 0②収入減少影響緩和対策（特会）
( 年産19

総額)

２．米政策改革の更なる推進

（１）産地づくり対策のうち

1,327 1,408①産地づくり交付金

150 50②新需給調整システム定着交付金

290 0③稲作構造改革促進交付金（特会）

26 26（２）集荷円滑化対策（特会）

54 62（３）耕畜連携水田活用対策

３．新たな発想に立った担い手支援策の創設

179 0担い手育成・確保支援対策

35 0（１）担い手アクションサポート事業

［ ］経済成長戦略推進要望

・融資残補助等の展開（２）地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 35 0
25 0（３）担い手農地集積高度化促進事業（特会）

（４）担い手に対する金融上のメリット措置の拡充

0①スーパーＬ資金等の無利子化措置 所要額

9.0（農山漁村振興基金からの利子助成）

4.3 0②無担保・無保証人によるクイック融資

71 0（５）担い手経営革新促進事業

・面的集積した面積に応
じた実績払いの導入

担い手に対象を限定し、その経営の安定を図る新たな対策を導入。品目別の価格政策から

品目横断的に経営全体に着目した対策に転換。

米政策改革を更に推進するための新たな対策を構築。これにより、19年産からスタートす

る新たな米の需給調整システムの定着を図るとともに、売れる米づくりと水田農業の構造改

革を推進。

19年度から21年度までの３年間を「集中改革期間」として、従来の発想を超えた斬新な手

法で、担い手のニーズに即した支援を集中的・重点的に実施。

[目標( 年)]27
・認定農業者
約 万( 年)→20 17
家族農業経営 万33~37

・集落営農
約 万( 年)→1 17
集落営農経営 万2~4

[目標]
・平成 年度に「米づ22

」くりの本来あるべき姿
を実現

・全国約 箇所にワ1,000
ンストップ窓口を設置

・スーパー (最大 )L 2%
等の利率を無利子化

・最速 週間で 万円ま1 500
での融資を審査
・革新的経営に対する面積
支払



４．野菜・果樹対策の見直し

99 95（１）新たな野菜対策

所要額 所要額

52 4（２）新たな果樹対策

５．企業の農外からの新規参入の促進

17.3 0.2企業参入支援総合対策

・参入促進の広報・相談（１）企業等農業参入支援全国推進事業 0.2 0
・農地情報の提供（２）担い手農地集積高度化促進事業のうち農地マー 3.0 0

ケット事業（特会）

・農地利用の調整（３）特定法人等農地利用調整緊急支援事業 0.2 0.2
・農地リースの支援（４）企業等農業参入支援推進事業（特会） 4.3 0
・機械・施設リースの支援（５）企業等農業参入支援加速リース促進事業（特会） 9.7 0
・関連する交付金の活用（６）強い農業づくり交付金等による支援

６．構造改革のための基盤づくりの新たな展開

961 800（１）経営体育成基盤整備事業（公共）

［ ］経済成長戦略推進要望

－成長戦略枠 51
899 800一般枠

638 502（２）畑地帯総合農地整備事業（公共）

［ ］経済成長戦略推進要望

－成長戦略枠 74
564 502一般枠

10 0（３）農業生産法人等育成緊急整備事業（公共）

［ ］経済成長戦略推進要望

－成長戦略枠 10
0 0一般枠

10 0（４）段階的基盤整備等実証事業（公共）

40 0（５）基幹水利施設ストックマネジメント事業（公共）

18 8.7（６）国営造成水利施設保全対策指導事業（公共）

消費者が求める野菜・果実を安定的に供給するため、需給調整の的確な実施や担い手の経

営の安定化に向けた重点支援を実施。

農地リース特区の全国展開（平成17年9月から）により醸成された機運を活かし、農業経営

に意欲的な企業等の新規参入を促進するための本格的な事業を開始。

基盤整備を契機とした担い手の育成・確保や農地の利用集積を促進。農業水利ストックを

効率的に更新・保全管理するための仕組みを整備。

[目標]
・市場入荷量の変動を抑制

1.8%(変動係数
→ 以下( 年))1.6% 27

・加工向け出荷量の増加
( 万 → 万 ( 年))66 t 80 t 27

[目標]
・新しいかんきつ類等へ転換：
うんしゅうみかんの栽培面積
の 程度( 年)10% 27
・新品種へ転換：りんご(ふじ

5%等の晩生種)の栽培面積の
程度( 年)27

[目標]
・意欲と能力のある経営
体への農地の利用集積

20率を事業実施前より
ポイント以上向上

[目標]
・国で造成した基幹的な
農業用用排水路約 万1
4 km 5千 の機能診断を
年間で実施



２ 「攻め」の視点に立った新たな可能性の追求．

東アジア食品産業戦略構想や輸出倍増対策を推進することにより 「攻め」の視点に立、
った新たな可能性の追求を行います。
これに伴い、我が国の技術や知的財産を活用して新需要や新産業の開拓を行うための
政策を新たに実施します。

備考19 18年度 年度
（ ）（ ）億円 億円

１．東アジア市場全体を見据えた食品産業戦略構想
の推進

6.2 0東アジア食品産業活性化対策
3.8 0（１）食品産業海外戦略支援事業
2.4 0（２）先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

のうち食品産業海外展開に関する研究開発
（３）関連施策との連携

２．技術と知財の力による新需要・新産業の開拓

13 0（１）新需要創造対策［経済成長戦略推進要望］

3.0 1.3（２）食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発

－（３）アグリビジネス投資育成株式会社による出資、
制度融資の活用

３．輸出倍増対策の強力な推進

21 10（１）輸出倍増対策［経済成長戦略推進要望］
－（２）輸出倍増緊急条件整備事業 23

［ ］経済成長戦略推進要望
（強い農業づくり交付金及び元気な地域づくり
交付金に輸出対策枠を設定）

15 0（３）先端技術を活用した農林水産研究高度化事業
のうち輸出促進に関する研究開発

（４）公共・非公共事業、融資の総合的・有機的活用

、 。対策の３年目を迎え 分野ごとの輸出の取組の進展度合いに応じたキメ細かな対策を実施

また、商品開発、生産、加工、流通、海外での販売などの各段階において農林水産省の関連

政策を幅広く活用し総合的に支援。

我が国の技術力を活かして新食品や新素材を開発し、知的財産権の活用により新しい需要

を創造して、新産業分野を開拓する事業を創設。

東アジア食品産業共同体構想を推進。東アジアと共に成長・発展するという視点に立ち、

この地域の活力を活かして、我が国食品産業の国際競争力を強化。

[目標]
・東アジアにおける我が
国食品産業現地法人の
活動規模を 年で ～5 3
割上昇5

・貿易保険制度、制度融
資等を活用

[目標]
・新食品・新素材の市場規
模を 年で 倍超に拡大5 3
( 億円→ 億円)200 700

[目標]
・食品素材のナノスケー

5ル粉砕・分離技術を
年後に確立

［目標］
・輸出額を 年で倍増5

億円( 年)2,954 16
→ 億円( 年)6,000 21

投資計画額

億円3.4
の一部を
活用



４．知的財産の創造・保護・活用

（１）創造の促進
0.6 0.4①農林水産技術移転促進の助成に要する経費
1.7 0②農林水産業知的財産情報システムの整備

（２）保護の強化
の内数 の内数①畜産新技術実用化対策推進事業 5.9 4.4

1.1 0②和牛精液等流通管理体制構築推進事業
0.2 0.2③アジア地域植物新品種保護制度整備推進事業

0.8 0④食品産業海外戦略支援事業のうち東アジア産学 の内数

官ネットワーク構築支援事業

（３）活用の推進
13 0①新需要創造対策

7.2 0②未来志向型技術革新対策事業（ソフト事業） の内数

2.3 0③産学官連携経営革新技術普及強化促進事業 の内数

1.6 1.6④地域食品ブランド育成・管理支援費

（４）人材の育成・意識の向上
0.2 0①知的財産権の啓発普及体制整備委託事業

５．革新的技術の開発と普及

（１）国民生活の向上に資する研究開発
10 0①アグリ・ゲノム研究の総合的な推進のうち新需

要の創造に向けた研究推進

3.0 1.3②食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発

15 0③地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発

（２）グローバル化に対応した農林水産業、食品産業
を支える研究開発

8.0 0①担い手の育成に資するＩＴ等を活用した新しい
生産システムの開発

7.0 0②アグリ・ゲノム研究の総合的な推進のうちイネ
科から他作物へのゲノム研究展開のための

マーカーの開発DNA

3.0 0③環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技
術の開発

（３）先進的な技術の普及・定着
76 0①未来志向型技術革新対策事業 の内数

植物新品種や家畜遺伝資源、先端的な研究開発の成果、産地ブランド、経営のノウハウな

どの知的財産を積極的に活用する体制づくりを推進。

ゲノム研究等の革新的技術を活用し、国民生活の向上やグローバル化への対応に直結する

研究開発と新技術の現場への普及を強化する取組を推進。

［目標］
・研究、生産、流通、消費
の各現場において知的財
産の活用に対する意識を
改革

・ 日本ブランド」を世「
界に発信

・育成者権について、審
査期間を短縮
（ 年( 年度)3.2 17

→ 年( 年度)）2.5 20

・食品素材のナノスケ
ール粉砕・分離技術を
年後に確立5

・国産バイオエタノール
の生産コストを 年で10
現在の半分以下に削減

［目標］
・医療研究用モデルブタ
を 年後に作出5

［目標］
・生産費を半減する超低

5コスト生産モデルを
年後に確立

・ゲノム情報等を活用し
て、食用ダイズ国産

自給に貢献100%

・水産資源の確保と水産
経営の安定化

［目標］
・新たな需要創造等、技
術革新による未来志向
型農業の展開



３ 「食」や「地域」に根ざした国民生活の向上．

（１） 食生活の豊かさを実感できる国民生活の実現

食の安全と消費者の信頼確保のための取組や食育の更なる推進により 「食」に根ざし、

た国民生活の向上を図ります。

また、地産地消の更なる推進、食料供給コスト縮減の取組など、国民に豊かな食生活

を提供するための政策を実施します。

備考19 18年度 年度

（ ）（ ）億円 億円

１．食の安全と消費者の信頼の確保のための取組の

推進

（１）食品の安全確保

9.8 8.9①食品安全確保調査・試験事業

（２）動植物の防疫対策の推進

32 34①家畜衛生対策事業

38 37②家畜伝染病予防費

（３）消費者の信頼確保

3.0 3.3①食品表示適正化総合対策事業

12 12②ユビキタス食の安全・安心システム開発事業

２．食育の推進

41 39（１）にっぽん食育推進事業

①食育実践活動の促進

②食育を国民活動として推進するためのシンポジ

ウムやイベントの開催

③多様な媒体等を活用した普及・啓発

生産・流通・消費の各段階において 「食事バランスガイド」の活用を通じ、米を中心とし、

た「日本型食生活」の普及・啓発等の取組を推進。

農場から食卓までの食品安全を確保するとともに、家畜や農作物の病気や害虫の侵入・ま

ん延を防止。消費者への情報提供を充実。

［目標］
・国産農産物を汚染する特
定の有害物質等の摂取を
許容量を超えないように
抑制

・家畜伝染病や病害虫など
の海外からの侵入防止、
国内での発生予防・まん
延防止

、・食品の不適正表示の改善
、生鮮食品等を対象として

トレーサビリティ・シス
テムを導入した品目の割

（ ）合を に上昇 年度50% 19

［目標］
「 」・ 食事バランスガイド
を参考に食生活を送っ
ている人の割合の増加
（ 年度に ）22 30%



３．地産地消の更なる展開

14.4 0.1地産地消特別対策

（１）地産地消の人材育成や広報活動のサポート

0.2 0.1①地産地消推進活動支援事業

0.2 0②地産地消モデルタウン推進活動対策

4.0 0（２）地産地消モデルタウン事業

10 0（３）強い農業づくり交付金

（地産地消特別枠を設定）

４．食料供給コスト縮減に向けた取組の推進

（１）研究開発の促進と関連調査の実施

の内数 の内数次世代農業機械等緊急開発事業 19 19

（２）新技術の実験検証

1.1 1.0物流管理効率化新技術確立事業

（３）低コストモデルの普及定着

17 0担い手経営革新促進事業のうち経営革新モデルの

実践

（４）社会インフラ等基礎的条件整備の推進

機械施設整備等による生産の省力化、コスト削減

のためのインフラ整備等

地産地消を強力に推進するため、競争型直接支援システム（コンペティションシステム）

など新しい事業方式を導入。

生産と流通の両面におけるコスト縮減に向けた取組を、聖域を設けずに強力に、かつ、確

実に推進。

［目標］
・地産地消推進計画の作
成数： 地区( 年900 19
度)
・学校給食における地場

30%産品の使用割合：
( 年度)22

［目標］
・食料供給コストを 年5
で 割縮減2



（２） 地域資源を活かした潤いある国民生活の実現

バイオ燃料の地域利用モデルによる実用化推進、農山漁村の場での再チャレンジ支援

など、地域の資源を活かした潤いある国民生活を実現します。

、 。また 都市・農村の共生・対流や都市農業の新たな展開のための施策を充実させます

備考19 18年度 年度

（ ）（ ）億円 億円

１．バイオ燃料の地域利用モデルによる実用化推進

85 0（１）バイオ燃料地域利用モデル実証事業

［ ］経済成長戦略推進要望

15 0（２）地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発

5.0 0（３）地域バイオマス利活用交付金優先枠

0.3 0（４）木質バイオ燃料製造技術開発促進事業

0.2 0（５）漁船漁業二酸化炭素排出量削減調査研究事業

106総計

２．農山漁村の場での再チャレンジ支援

93 76（１）農林漁業再チャレンジ支援対策

( ) ( )（うち新規拡充分） 21 3.8

都市・農山漁村の共生・対流や都市農業の新たな３．

展開

3.0 0（１）広域連携共生・対流等推進交付金

①広域連携共生・対流推進

②都市農業資源活用推進

5.0 0（２）広域連携共生・対流等整備交付金

0.4 0（３）農業用水の自然エネルギーの活用支援事業

国産バイオ燃料の本格的な導入を推進するため、地域の関係者一体となった取組に対する

支援や、研究開発を実施。

都市と農村が連携して行う共生・対流の取組を支援。また、都市住民のニーズに対応する

ための都市農業振興施策を充実。

人生二毛作やスローライフ＆ジョブの仕組みを構築し、若者・女性や団塊世代が、新しい

暮らし方を求めて、農山漁村の場で再チャレンジすることを支援。

［目標］
・ 歳以上の離職就農者60

万人( 年)4.2 15
→ 万人( 年)6 23

・新規就農者( 歳以下)39
毎年 千人程度12

・新規林業就業者
毎年 千人程度4

・新規漁業就業者
毎年 千人程度1.5

［目標］
・都市農村交流施設の年間

5 110宿泊者数を 年間で
万人拡大

・市民農園区画数を 年で6
万区画増加3

100・ 小水力適地マップ」「
地区を 年間で作成3

［目標］
・バイオ燃料を 年後に5
単年度 万 以上導入5 kl

バイオ燃料：植物等
を原料として製造さ
れる輸送用燃料

・制度融資、民間金融機
関の環境を重視したプ
ロジェクトファイナン
スを活用



４．地域の力を活かした農山漁村づくり

農地・水・環境保全向上対策を本格的に実施し、地域の力を活かした農山漁村づくり

を進めます。

また、農山漁村が自立するための基礎的条件を整備し、安全・安心なくらしを実現さ

せるための政策をハード・ソフト一体的に実施します。

備考19 18年度 年度

（ ）（ ）億円 億円

１．農地・水・環境保全向上対策の本格的実施

303 0農地・水・環境保全向上対策（公共・非公共）

256 0（１）農地・水・農村環境保全向上活動支援事業

（公共）

30 0（２）営農活動支援交付金

17 0（３）農地・水・環境保全向上活動推進交付金

２．立ち上がる農山漁村の基礎的条件整備と安全

・安心なくらしの実現

0.4 0（１）農村地域ＩＴ化推進支援事業

3.0 0（２）国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク構

築事業（公共）

0.3 0（３）農村災害支援体制強化事業（公共）

299 246（４）ため池等整備事業（公共）

地域ぐるみでの効果の高い共同活動と、農業者ぐるみでの先進的な営農活動を、一体的か

つ総合的に支援。

ＩＴ化の促進等を通じて、地域の持ち味を活かすための基礎となる条件を整備。また、ハ

ード・ソフトが一体となった防災・減災対策を推進。

［目標］
・効果の高い地域共同の
取組を 年で拠点的実5
施から全国展開へ
・全国でモデル的に実施
（ 年度）18
→農振農用地の概ね
半分で実施( 年度)23

・集中豪雨等による被害
の発生するおそれのあ
る農用地(延べ 万86
)について、防災・減ha
災対策を実施

［目標］
・平成 年度迄に農業24
集落排水処理人口普及
率を 迄引き上げ61%
・農村地域の 化に向IT
けたビジョンづくりを
３年間で 地区実施25



５．森林・林業再生への新たな挑戦

木材の生産・流通に関する構造改革の推進 「１００年の森林づくり」の推進と森林、

吸収源対策への取組の加速など森林・林業再生への新たな挑戦を開始します。

また、安全・安心の確保のための効果的な国土保全対策を推進します。

備考19 18年度 年度

（ ）（ ）億円 億円

１．木材の生産・流通に関する構造改革の推進

21 10（１）木材供給構造改革総合対策

［ ］経済成長戦略推進要望

20 7.3（２）木材供給構造改革緊急条件整備事業

［ ］経済成長戦略推進要望

（ ）強い林業・木材産業づくり交付金の成長戦略枠

（３）森林環境保全整備事業（公共）

［ ］経済成長戦略推進要望

－成長戦略枠 20

２ 「１００年の森林づくり」の推進と森林吸収源．

対策への取組の加速

48 0（１ 「１００年の森林づくり」拠点整備）

3.8 3.5（２）国民参加の森林づくり等の推進

の内数 の内数（３）無花粉スギ等苗木供給の加速化等による花粉発 1.8 1.2

生源対策の推進

3.4 2.6（４）森林を支える山村の活性化

森林所有者から木材加工業者まで、川上・川下が連携して、低コスト・大ロットの安定的

な木材供給を実現。

１００年先を見据えた森林整備を強力かつ効率的に推進するとともに、森林吸収目標

３．９％の達成に向けた取組を推進。

［目標］
・新たに 年間で、複数5
の産地と需要者を結び
付けた供給体制の確立
により 万 、大規50 m3

模産地と大規模加工施
設を直結した新生産シ

75ステムの確立により
万 の木材供給を創m3

出

［ ］100年の森林づくりとは
・地域の特色やニーズに
応じ、 年サイクルで50
皆伐・植栽を繰り返す
従来の森林づくりだけ
でなく、 年先を見100
据え、単層状態の人工
林を広葉樹林化、針広
混交林化、長伐期化等
により多様な森林へと
誘導していくことを目
指した森林づくり



３．森林施業の集約化活動の促進

75 0（１）森林整備地域活動支援交付金

5.8 0（２）施業集約化・供給情報集積事業

４．安全・安心の確保のための効果的な国土保全

対策の推進

6.0 0（１）国有林・民有林を通じた流域全体の治山計画づ

くり（公共）

の内数 の内数（２）国有林・民有林一体とした治山事業の推進 26 13

（公共）

767 614（３）地域における避難体制の整備との連携強化

の内数 の内数（公共）

林業事業体等による森林施業の集約化活動を支援。具体的には、森林施業の集約化に必要

となる森林の情報を収集する活動について、単位面積当たり一定額を交付するなどの支援を

実施。

国有林と民有林を一体とした計画的な事業展開や、地域における避難体制の整備などの効

果的な治山対策を推進。

［目標］
・今後 年間で約 万5 100

の人工林について、ha
森林施業の前提となる
情報を収集し、森林施
業の集約化を促進

［目標］
・新たに 集落におい800
て周辺森林の山地災害
防止機能を確保



６．水産業構造改革に向けた挑戦

漁業生産量の約７割を支える漁船漁業の構造改革や水産物流通構造改革による流通コ

ストの削減などを通じて、安くて新鮮な水産物の安定供給に取り組みます。

また、我が国周辺水域の漁場づくりや沿岸域の環境・生態系保全を通じて、豊かな海

づくりを推進します。

備考19 18年度 年度

（ ）（ ）億円 億円

１．漁船漁業構造改革の推進

50 0漁船漁業構造改革総合対策事業

［ ］経済成長戦略推進要望

3.6 0（１）漁船漁業改革推進集中プロジェクト運営経費

33 0（２）新操業体制（もうかる漁業）創設支援事業

4.2 0（３）担い手漁業経営改革支援リース事業

9.1 0（４）漁船漁業再生事業

２．漁業経営安定対策の導入

1.0 0（１）漁業共済利用持続的経営確立対策事業のうち

経営安定対策対応オンラインシステム開発事業

漁船漁業改革推進集中プロジェクトを立ち上げ、将来にわたり水産物の安定供給を担う漁

船漁業者に対して、５年間で２２０隻以上の改革された生産体制への転換を支援。

漁業経営安定対策を平成２０年度から導入するため、１９年度は同対策への加入申請の受

付・審査等に必要なシステムを開発。

［目標］
・漁船の更新を通じて収
益性向上重視の経営へ
の転換を促進

・ 年間で 隻以上の5 220
漁船を更新

・収益性向上のための新
操業体制への転換の誘
導（更新漁船のチャー
ター料の助成）

・リース事業者の資金調
達能力の補完（リース
手数料の一部の助成、
融資保証）

・漁船・船団の減トンを
進めるための助成金

［目標］

・沿岸漁業経営体に占め
る主業的漁家（※）の
割合

年 ( 万)12 43% 6
年 ( 万)24 46% 3

（すう勢）
→ 年 ( 万)24 50% 3.5

（展望）
（※）主業的漁家とは、
経営体のなかで海上



13.4 13.4（２）経営関係施策の着実な推進

0.6 0.2①低利資金の融通

0.6 0.7②融資保証の充実

12.2 12.5③漁業共済掛金の上乗せ助成

３．水産物流通の構造改革の推進

5.0 0（１）水産物流通構造改革事業

［ ］経済成長戦略推進要望

14 0（２）国産水産物安定供給推進事業

1,364 0（３）流通構造改革拠点漁港整備事業（公共）

の内数［ ］経済成長戦略推進要望

－成長戦略枠 29

４．海洋生物資源と環境・生態系保全を軸とした

漁港漁場整備の推進

1.3 0（１）フロンティア漁場整備事業（公共）

1,182 1,086（２）水産物供給基盤整備事業（公共）

の内数 の内数

142 36（３）水産資源環境整備事業（公共）

の内数 の内数

4.0 0（４）環境・生態系保全活動支援調査・実証事業

産地市場の統廃合などを推進し、流通を効率化することにより、水産物の産地と消費地の

価格差を縮減。

沖合域の直轄漁場の整備や藻場・干潟造成等による沿岸漁場環境の改善を全国２１５地区

において重点的に実施。

作業従事日数が最も
多い者が 歳未満65
の専業及び第 種兼1
業漁家

［目標］
・産地と消費地の水産物
価格差を縮減
倍( 年度)4.4 17

→ 倍以内( 年度)4 23

［目標］
・藻場・干潟造成等によ
る沿岸漁場環境の改善
を全国 地区で重点215
的に実施

［整備地区のイメージ］
・沖合域を含めた漁場整
備(日本海西部海域にお
けるズワイガニ保護礁)


