
平成19年度農林水産予算の概要

目 次

・・・・・・・・・・・・・１Ⅰ．平成19年度農林水産予算の骨子・・・・

１．総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２．公共事業費一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

３．平成19年度農林水産予算の重点項目・・・・・・・・・・・・・・・・・３

（参考）経済成長戦略推進要望の決定状況・・・・・・・・・・・・・・・・５

・・・・・・・・・・７Ⅱ．平成19年度農林水産予算の主要事項・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・21Ⅲ．農林水産主要施策別概算決定の概要

１．農業の競争力強化のための新たな挑戦

（１）品目横断的経営安定対策の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

（２）米政策改革の更なる推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

（３）新たな発想に立った担い手支援策の創設・・・・・・・・・・・・・・30

（４）野菜・果樹対策の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

（５）企業の農外からの新規参入の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・41

（６）構造改革のための基盤づくりの新たな展開・・・・・・・・・・・・・44

（７）飼料自給率向上の取組の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

（８）環境保全型農業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

２ 「攻め」の視点に立った新たな可能性の追求．

（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・・・・・・・・51

（２）技術と知財の力による新需要・新産業の開拓・・・・・・・・・・・・53

（３）輸出促進対策の強力な推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

（４）知的財産の創造・保護・活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59



（５）革新的技術の開発と普及・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

（６）農林水産分野の国際協力の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

（７）農政改革推進のための統計の整備 ・・・・・ ・・・・・・・・・・・67

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

① 食の安全と消費者の信頼の確保のための取組の推進・・・・・・・・69

② 食育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

③ 地産地消の更なる展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

④ 食料供給コスト縮減に向けた取組の推進・・・・・・・・・・・・・80

（２）地域資源を活かした潤いある国民生活の実現

① 国産バイオ燃料の地域利用モデルによる実用化推進・・・・・・・・82

② 農山漁村の場での再チャレンジ支援・・・・・・・・・・・・・・・85

③ 都市・農山漁村の共生・対流や都市農業の新たな展開・・・・・・・88

④ 食料産業クラスターの新たな展開・・・・・・・・・・・・・・・・92

４．地域の力を活かした農山漁村づくり

（１）農山漁村の活性化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

（２）農地・水・環境保全向上対策の本格的実施・・・・・・・・・・・・・97

（３）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・・99

（４）鳥獣害防止推進対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101

５．森林・林業再生への新たな挑戦

（１ 「美しい森林づくり」の推進と森林吸収源対策への取組・・・・・・・103）

（２）森林施業の集約化活動の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

（３）木材の生産・流通に関する構造改革の推進・・・・・・・・・・・・・108



（４）ニーズに対応した木材供給・利用拡大に向けた取組の推進・・・・・・110

（５）安全・安心の確保のための効果的な国土保全対策の推進・・・・・・・111

６．水産業構造改革に向けた挑戦

（１）漁船漁業構造改革の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

（２）漁業経営安定対策の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

（３）水産物流通の構造改革の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

（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・・・118

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121Ⅳ．関連資料

１．特別会計歳入歳出予定額表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

２．財政投融資資金計画表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

３．平成18年度農林水産関係補正予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・123

４．特別会計の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

５．平成19年度予算における主要非公共施設費補助金改革の概要・・・・・・126

参考

平成19年度農林水産予算概算要求に当たって行った予算改革の取組

・・・127

１．平成19年度農林水産予算概算要求の基本的考え方・・・・・・・・・・129

２．既往の事務・事業の再点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131

３．国の政策介入に関する基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133

４．政策評価結果と予算執行状況の反映・・・・・・・・・・・・・・・・145

５．非公共施設費改革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

６．公共事業改革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158

７．事業の集中・重点化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161

８．予算執行改革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164



１．総　括　表
１ ８ 年 度 １ ９ 年 度 対前年

予 算 額 概算決定額 度　比

億円 億円 ％　

農林水産予算総額 27,783 26,927 96.9

１. 公 共 事 業 費 12,090 11,397 94.3

11,898 11,205 94.2

192 192 100.0

２. 非公共事業費 15,692 15,530 99.0

9,332 9,456 101.3

6,361 6,074 95.5

（注）１．計数整理の結果、異動を生じることがある。

　　　２．計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。

食料安定供給関係費

Ⅰ．平成１９年度農林水産予算の骨子

一般公共事業費

災害復旧等事業費

一 般 事 業 費

区　　　　　　　分



（単位：百万円、％）

１８　　年　　度 １９　年　度

予　　算　　額 概算決定額

　　農業農村整備 727,829  674,656  92. 7  

　　林　野　公　共 288,832  282,368  97. 8  

　　　　　　治　　　　 山 119,622  112,012  93. 6  

　　　　　　森 林 整 備 169,210  170,356  100. 7  

　　水産基盤整備 153,104  144,148  94. 2  

　　海　　　　　　岸 20,039  19,338  96. 5  

一般公共事業費計 1,189,804  1,120,510  94. 2  

　　災 害 復 旧 等 19,225  19,225  100. 0  

公 共 事 業 費 計 1,209,029  1,139,735  94. 3  

   

 

 （注）　上記のほか、地域再生基盤強化交付金措置額を内閣府に計上。

２．公共事業費一覧

事　　　　　項 対前年度比

　



３．「食」や「地域」に根ざした国民生活の向上

② 食育の推進 にっぽん食育推進事業 38 [39] 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

③ 地産地消の更なる展開 地産地消特別対策 7.9 [0.1] 億円

④ 食料供給コスト縮減に向けた取組の推進

（１） 食生活の豊かさを実感できる国民生活の実現

３．平成19年度農林水産予算の重点項目

１．農業の競争力強化のための新たな挑戦

(1)  品目横断的経営安定対策の導入
生産条件不利補正対策 1,395億円

(2)  米政策改革の更なる推進
産地づくり交付金 1,327億円
新需給調整システム定着交付金 150億円
稲作構造改革推進交付金 290億円

耕畜連携水田活用対策 54億円 （計 1,821 [1,520] 億円）
(3) 新たな発想に立った担い手支援策の創設

担い手育成・確保支援対策 176億円
担い手アクションサポート事業 35億円
地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 35億円
担い手農地集積高度化促進事業 25億円
スーパーＬ資金等の無利子化措置 9億円
無担保・無保証人によるクイック融資 1億円
担い手経営革新促進事業 71億円

(4) 野菜・果樹対策の見直し
新たな野菜対策 121 [95] 億円 新たな果樹対策 52 [4] 億円

(5)  企業の農外からの新規参入の促進
企業参入支援総合対策 17.3 [0.2] 億円

(6) 構造改革のための基盤づくりの新たな展開

２．新たな可能性の追求

(6) 革新的技術の開発と普及
(5) 知的財産の創造・保護・活用

(2) 技術と知財の力による新需要・新産業の開拓
新需要創造対策 10億円

(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
東アジア食品産業活性化対策 5.5億円

４．地域の力を活かした農山漁村づくり

(2) 農地・水・環境保全向上対策の本格的実施
農地・水・環境保全向上対策 303億円

(3) 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

② 農山漁村の場での再チャレンジ支援
農林漁業再チャレンジ支援対策 112 [76] 億円

① バイオ燃料の地域利用モデルによる実用化推進
バイオ燃料地域利用モデル実証事業 85億円
バイオマス利用技術の開発 15億円
地域バイオマス発見活用促進事業 3.4億円 等で109億円

③ 都市・農山漁村の共生・対流や都市農業の新たな展開

（２）地域資源を活かした潤いある国民生活の実現

(4) 輸出促進対策の強力な推進
本体対策 23億円
緊急条件整備（ハード） 38億円
研究開発 15億円 （計 77 [10] 億円）

６．水産業構造改革に向けた挑戦

５．森林・林業再生への新たな挑戦

(5) 安全・安心の確保のための効果的な国土保全対策の推進
治山事業 1,120 ［1,196］ 億円

(2) 森林施業の集約化活動の促進
森林整備地域活動支援交付金 75億円

(1) 美しい森林づくりの推進と森林吸収源対策の取組
森林整備事業 1,704 ［1,692］ 億円
「100年の森林づくり」拠点整備 48億円

(3) 木材の生産・流通に関する構造改革の推進
木材供給構造改革総合対策 19 [10] 億円
木材供給構造改革緊急条件整備事業 20 [7.3] 億円

(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
フロンティア漁場整備事業 1.3億円

(3) 水産物流通の構造改革の推進
国産水産物安定供給推進事業 14億円
水産物流通構造改革事業 4.9億円
流通構造改革拠点漁港整備事業

(2) 漁業経営安定対策の導入
経営安定対策対応オンラインシステム開発事業 0.8億円

(1) 漁船漁業構造改革の推進
漁船漁業構造改革総合対策事業 50億円

注） [ ]内は前年度予算額、[ ]のないものは新規

(3) 日本の食文化の海外展開の推進
海外日本食優良店調査・支援事業 2.8億円

(1) 農山漁村の活性化の推進
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 341億円

(4) ニーズに対応した木材供給・利用拡大に向けた取組の推進
地域材の新たな分野への利用の促進 2.5億円

京都議定書森林吸収目標の達成のため、
約23万haの追加整備に必要な予算765億
円を確保。

〔1〕 H18補正予算 （530億円）
災害対策として間伐等が実施されること
から、結果的に追加整備の確保に寄与

〔2〕 H19当初予算 （235億円）
①林野公共予算における重点化 65億円
②農林水産関係事業一体となった
森づくりの推進 150億円
③「美しい森林への再生モデル事業」の
創設 20億円

所要額



（参考）経済成長戦略推進要望の決定状況

決定額 ４５３億円

項 目 決定額

＜農業＞

１．担い手育成総合対策 １７１億円

（１）担い手アクションサポート事業 ３５億円

（２）経営体育成基盤整備事業（公共） ５１億円

（３）畑地帯総合農地整備事業（公共） ７４億円

（４）農業生産法人等育成緊急整備事業（公共） １０億円

２．バイオ燃料地域利用モデル実証事業 ８５億円

３．新需要創造対策 １０億円

４．輸出促進対策 ４４億円

（１）輸出促進対策 ２１億円

（２）輸出促進緊急条件整備事業 ２３億円

＜林野＞

１．木材生産流通の構造改革 ５９億円

（１）木材供給構造改革総合対策 １９億円

（２）木材供給構造改革緊急条件整備事業 ２０億円

（３）森林環境保全整備事業（公共） ２０億円

＜水産＞

１．水産物流通構造改革 ３４億円

（１）流通構造改革拠点漁港整備事業（公共） ２９億円

（２）水産物流通構造改革事業 ５億円

２．漁船漁業構造改革総合対策事業 ５０億円

（注）１．計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。

２．公共事業は、沖縄開発事業費等の農林水産省関係分を含む。



Ⅱ．平成19年度農林水産予算の主要事項

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

1,395 0（１）生産条件不利補正対策（特会）

（品目横断的経営安定対策（ 年産総額 ） ( ) ( )19 1,700 0）

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）

54 62（２）耕畜連携水田活用対策事業

３．新たな発想に立った担い手支援策の創設

176 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

・融資主体型補助等の展開（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）

1.0 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 箇所の担1,000
い手協議会にワンスト
ップ窓口を設置

・平成 年度から 年間の19 3
新規貸付分を無利子化

・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

121 95（１）新たな野菜対策

所要額 所要額（２）新たな果樹対策

52 4

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 0.1 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） 9.6 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

746 800（１）経営体育成基盤整備事業（公共）

485 502（２）畑地帯総合農地整備事業（公共）

10 0（３）農業生産法人等育成緊急整備事業（公共）

0.3 0（４）段階的基盤整備等実証調査事業（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促進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

5.5 0東アジア食品産業活性化対策
3.1 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

10 0（１）新需要創造対策

2.0 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．輸出促進対策の強力な推進

23 10（１）輸出促進対策

、農林水産物・食品の輸出額を平成２５年までに１兆円規模とするとの目標の達成に向けて

。 、 、 、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］
・農林水産物・食品の輸
出額を平成２５年まで
に１兆円規模へ拡大

・うち海外日本食優良店
調査・支援事業

億円2.8

投資計画額

億円5.0
の一部を
活用



－（２）輸出促進緊急条件整備事業 38
（強い農業づくり交付金及び農山漁村活性化プロ
ジェクト支援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

４．知的財産の創造・保護・活用

（１）創造の促進
0.5 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 5.6 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

0.6 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
10 0①新需要創造対策

5.4 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
2.8 0⑤海外日本食優良店調査・支援事業

（４）人材の育成・意識の向上
0.1 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
5.9 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

2.0 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

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

・日本の食文化や「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



（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

6.0 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

4.5 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

2.1 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
59 0①未来志向型技術革新対策事業 の内数

［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

29 34①家畜衛生対策事業

36 37②家畜伝染病予防費

（３）消費者の信頼確保

2.7 3.3①食品表示適正化総合対策事業

11 12②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

38 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

7.9 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

0.1 0.1①地産地消推進活動支援事業

0.1 0②地産地消モデルタウン推進活動対策

2.7 0（２）地産地消モデルタウン事業

5.0 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

1.0 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

国産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します。

備考19 18年度 年度

（ ）（ ）億円 億円

１．国産バイオ燃料の地域利用モデルによる実用化

推進

3.4 0（１）地域バイオマス発見活用促進事業

85 0（２）バイオ燃料地域利用モデル実証事業

15 0（３）地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発

5.0 0（４）地域バイオマス利活用交付金優先枠

0.3 0（５）木質バイオ燃料製造技術開発促進事業

0.2 0（６）漁船漁業二酸化炭素排出量削減調査研究事業

109総計

２．農山漁村の場での再チャレンジ支援

112 76（１）農林漁業再チャレンジ支援対策

( ) ( )（うち新規拡充分） 41 5.1

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都市と農村の広域連携プロジェクト等の推進

②体験農園での農業体験など都市農業振興の推進

5.0 0（２）広域連携共生・対流等整備交付金

0.3 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・対流の取組等を支援。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＆ジョブの仕組みの構築や二地域居住等の推進を通じ、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

・ 小水力適地情報」 地「 100
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

、 。農山漁村地域の居住者・滞在者を増やす取組を支援し 農山漁村の活性化を推進します

また、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

くりを進めるとともに、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．農山漁村の活性化の推進

341 0農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

２．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

256 0（１）共同活動支援交付金

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

３．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

0.2 0（１）農村地域ＩＴ化推進支援事業

1.0 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）農村防災・災害対応指導体制強化事業（公共）

469 500（４）湛水防除事業等（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
けた構想づくりを３年
間で 地区実施30

農山漁村地域において、定住、二地域居住、都市・農村交流等を通じ、居住者・滞在者を

増やすことにより地域の活性化を総合的かつ機動的に支援。

［目標］
・農山漁村への定住者
→ 万人増( 年度)150 28
・二地域居住者
→ 万人増( 年度)300 28



４．鳥獣害防止推進対策

2 1鳥獣害防止対策事業（農業競争力強化対策民間団体事業）

（１）捕獲体制の整備

（２）被害地域の拡大防止

（３）広域地域の被害防止対策の推進

野生鳥獣による農作物被害を防止するための対策を充実・強化。

・捕獲対策の強化

・被害が発生していない周
辺地域等との連携

・県域をまたがる地域での
対策



５．森林・林業再生への新たな挑戦

「美しい森林づくり」の推進と森林吸収源対策への取組や木材の生産・流通に関する

構造改革の推進など、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 「美しい森林づくり」の推進と森林吸収源対策．

への取組

（１）森林吸収源対策への取組

48 0（２ 「１００年の森林づくり」拠点整備）

3.0 3.5（３）国民参加の森林づくり等の推進

の内数 の内数（４）花粉発生源対策の推進 1.3 1.2

2.6 2.6（５）森林を支える山村の活性化

２．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

5.6 0（２）施業集約化・供給情報集積事業

「美しい森林づくり」を推進し 「美しい国づくり」に大きく貢献するとともに、京都議定、

書の森林吸収目標１,３００万炭素トンの達成に向け前進。

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。

［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

京都議定書森林吸収目標の達成のため、平成19年度においては、

① 平成18年度補正予算による災害対策として間伐等が実施されることから、結

果的に森林吸収源対策の追加整備の確保に寄与 〔530億円〕

② 平成19年度当初予算における、

(1)林野公共予算における森林整備関係予算への重点化 〔65億円〕

(2)省内連携事業による省を挙げての森づくりの推進

・漁場保全の森づくりの推進（新規） 〔100億円〕

・農業用水の保全のための森づくりの推進（新規） 〔 50億円〕

(3)未整備森林の整備手法構築に向けた定額助成方式によるモデル事業の創設

〔20億円〕

等により、約23万haの追加整備に必要な予算765億円を措置



３．木材の生産・流通に関する構造改革の推進

19 10（１）木材供給構造改革総合対策

20 7.3（２）木材供給構造改革緊急条件整備事業

（強い林業・木材産業づくり交付金）

－（３）森林環境保全整備事業（競争力強化等のための 20

森林整備関連分 （公共））

４．ニーズに対応した木材供給・利用拡大に向けた

取組の推進

地域材の新たな分野への利用の促進

2.1 0（１）住宅分野への地域材供給支援事業

0.4 0（２）木製道路施設普及促進のための技術開発事業

５．安全・安心の確保のための効果的な国土保全

対策の推進

の内数 の内数（１）国有林・民有林一体とした治山事業の展開 20 13

（公共）

592 614（２）地域における避難体制との連携強化（公共）

の内数 の内数

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。

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との連携による

減災に向けた事業実施などの効果的な治山対策を推進。

［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

［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

、 、 、木材供給・利用量の更なる拡大に向け 木材産業の競争力強化 木質バイオマス利用促進

木づかい運動等の消費者対策、木材の輸出推進等の取組を支援。

［目標］
・今後５年間で、地域材
の利用が進んでいない
マンションの内装材や
道路施設等における地
域材の利用量を約 万20
増加m3



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

2.9 0（１）漁船漁業改革推進集中プロジェクト運営経費

47.1 0（２）漁船漁業構造改革推進事業

30.6 0①もうかる漁業創設支援事業

2.6 0②担い手漁業経営改革支援リース事業

14 0③漁船漁業再生事業

２．漁業経営安定対策の導入

0.8 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

漁船漁業者の改革された生産体制への転換を促進。具体的には、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５０件以上のプロジェクト実施を支援。

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 件以上の5 50
プロジェクト実施

・収益性を向上させた新
操業体制を実証（改革

）型漁船の用船料の助成

・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



12.9 13.4（２）経営関係施策の着実な推進

0.2 0.2①低利資金の融通

0.5 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

4.9 0（１）水産物流通構造改革事業

14 0（２）国産水産物安定供給推進事業

1,082 0（３）流通構造改革拠点漁港整備事業（公共）

の内数

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）

901 1,086（２）水産物供給基盤整備事業（公共）

の内数 の内数

34 36（３）水産資源環境整備事業（公共）

の内数 の内数

1.5 0（４）環境・生態系保全活動支援調査・実証事業

100 0（５）漁場保全の森づくり事業（公共）

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。

平成２３年度までに、沖合域を含めた新たな漁場整備を概ね７．５万 で実施。ha

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］
・水産物の産地と消費地
の価格差を１割以上縮
減

［目標］
・平成２３年度までに、
沖合域を含めた新たな
漁場整備を概ね 万7.5
で実施ha

［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育
成礁)
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１．農業の競争力強化のための新たな挑戦

（１）品目横断的経営安定対策の導入

【生産条件不利補正対策 １，３９５（０）億円】

（品目横断的経営安定対策（19年産総額） １，７００（０）億円）

対策のポイント

全ての農業者を一律に対象とした施策を見直し、意欲と能力のある担い

手に対象を限定した対策を導入します。

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し

ます。

（対象者は）

認定農業者 原則として4ha（北海道は10ha）○ 個人や法人の個別経営は、 になって、

する以上の経営規模を確保

集落営農組織 原則として20ha以上の経営規模を○ 集落として経営する を立ち上げ、

する確保

のいずれかの途をとる必要があります。

( については、集落の農地が少ないため、規模拡大が困難な地域や小規模であ規模要件

っても、複合経営等により相当水準の所得を確保している等の場合は、 が各種の特例

あります ）。

（具体的には）

○ 麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょについて、

生産実績に応じた支払い・ 最近３年間（16～18年）の

生産量・品質に応じた支払い・ 19年産以降毎年の

○ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょについて、

最近の平均収入額より下がった場合の補・ 19年産以降毎年の販売収入の合計額が

てんの支払い

の３つの支援がなされます。

政策目標

担い手の育成・確保

＜平成１７年＞ ＜農業構造の展望（平成２７年）＞

認定農業者 約20万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 33万～37万

集落営農 約１万 → 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～４万



＜内容＞

１．生産条件不利補正対策

（１）過去の生産実績に基づく交付金

最近３年間（16年～18年）の麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの

、19年産以降毎年、それぞれの品目ごとに設定され生産・出荷実績に応じて

た以下の を受けることができます。単価に基づく支払

（２）毎年の生産量・品質に基づく交付金

品質別の生産量に応その年の麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの

、それぞれの品目ごとに設定された以下の を受けるこじて 単価に基づく支払

とができます。

【単価】

過去の生産実績 毎年の生産量・品質

に基づく交付金の単価 に基づく交付金の単価

[ ] [ ]面積単価 数量単価

小 麦 27,740円／10 2,110円／60㎏a
（Ａランク・１等の場合）

大 豆 20,230円／10 2,736円／60㎏a
（２等の場合）

てん菜 28,910円／10 2,150円／トンa
（糖度17.1度の場合）

37,030円／10 3,650円／トンでん粉原料用 a
（でん粉含有率17.4％の場合）ばれいしょ

(注)面積単価は、単収の違いを反映して地域別に設定されます。

２．収入減少影響緩和対策

販売収入の合計（１）その年の米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの

額 平均収入額より下がった場合に、差額の９割のが、過去５年の中庸３年の

されます。範囲内で補てん

補てんの原資 生産者１：国３の割（２） とするため、10％の減収に対応できる額を

しておきます。合で拠出

（注）収入減少影響緩和対策は、19年産に係る交付金の支払が20年度に行

われることから、所要額は20年度予算において措置。

[担当課：経営局経営政策課（０３－３５０２－５６０１（直 ）]）

担い手の生産コストのうち、販売収入では賄えない部

分を補てんします。

生
産
物
の

販
売
収
入

【対象品目】

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

毎年の生産量・品
質に基づく支払い

過去の生産実績に
基づく支払い

担
い
手
の
生
産
コ
ス
ト

担い手の生産コストのうち、販売収入では賄えない部

分を補てんします。

生
産
物
の

販
売
収
入

【対象品目】

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

毎年の生産量・品
質に基づく支払い

過去の生産実績に
基づく支払い

担
い
手
の
生
産
コ
ス
ト

その年の収入が過去の平均収入を下回った場合に、

減収額の９割を補てんします。

（生産者から一定の拠出が必要です。）

平 均
収 入

９割
９割

収入

収入減少影響
緩和交付金

その年の収入が過去の平均収入を下回った場合に、

減収額の９割を補てんします。

（生産者から一定の拠出が必要です。）

平 均
収 入

９割
９割９割

収入

収入減少影響
緩和交付金

【対象品目】

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ



（２）米政策改革の更なる推進

【米政策改革推進対策 １，９０９（１，５４１）億円】
うち一般会計分 １，６１９（１，５４１）億円

特別会計分 ２９０（０）億円

対策のポイント
米政策改革を更に推進するための新たな対策を構築します。

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

。 、 。定着を図ります また 売れる米づくりと水田農業の構造改革を進めます

（米づくりの本来あるべき姿とは）

・ 担い手が、市場を通じて需要動向を鋭敏に感じとり、売れる米づくりを行うこと

「消費者重視・市場重視の米づくりを基本として、米の安定的供給が行われていく

を、平成２２年度に実現することを目指しています。の姿」

（新たな米の需給調整システムとは）

・ この「米づくりの本来あるべき姿」の実現に向け、農業者・農業者団体が国・都

道府県から提供される需給に関する情報や市場のシグナルを基に、自らの販売戦略

「農業者・農業者団体の主体的な需給調整システム」に即して生産を実行していく

に、１９年産から移行することとしています。

政策目標

平成２２年度に「米づくりの本来あるべき姿」を実現

＜内容＞

１．需要に応じた米づくり・産地づくりの促進（産地づくり対策） 別紙１

（１）産地づくり交付金

地域自らが作成する地域水田農業ビジョンに基づいて地域の実情に応じて、

します。これにより、地域の特色ある水田農業の展開を図実施する取組を支援

ります。 【定 額】

【産地づくり交付金 １９年産 １３２，６６９（１４０，８０８)百万円】

（１９年度 １３２，６６９（１４０，８０８)百万円）

（２）新需給調整システム定着交付金

、 。当面の措置として します地域条件に応じた意欲的な生産調整の取組を推進

これにより、新たな需給調整システムの下での円滑な取組を支援します。

【定 額】

】【新需給調整システム定着交付金 １９年産 １５，０００（５，０００）百万円

（１９年度 １５，０００（５，０００）百万円）



（３）稲作構造改革促進交付金

担い手以外の生産者に対しても米の価格下落等の影響を緩和するための支援

。 、 。を行います また が受け取れるようにします担い手へ集積される場合は加算

さらに、産地の需給改善に向けた取組に対しても支援できるようにします。こ

れにより、米の需要に応じた生産の誘導と担い手への集積を促進します。

【定 額】

【稲作構造改革促進交付金（特会） １９年産 ２９，０３０（０）百万円】

（１９年度 ２９，０３０（０）百万円）

２．水田の飼料作物生産の振興 別紙２

地域自らの提案により生産性の向上や生産コストの低減、作付規模の拡大等、

します。これにより、水田における効果飼料生産振興に直接結びつく取組を支援

的な生産の振興を図り、飼料自給率の向上を目指します。

【定 額、補助率１／２以内】

【耕畜連携水田活用対策事業 １９年産 ５，４０４（６，２０８）百万円】

（１９年度 ５，４０４（６，２０８）百万円）

３．地域協議会等の体制強化

都道府県協議会及び地域協議対策の実施主体であり、地域の調整機関でもある

を行います。これにより、新たな米の需給調整システムへ会に対する必要な支援

の円滑な移行のための体制の強化を図ります。 【定 額】

【水田農業構造改革対策推進交付金 １９年産 １，７３２（２，１２６）百万円 】）

（１９年度 １，７３２（２，１２６）百万円 ））

【定 額】４．過去の生産実績がない案件等への対応

【担い手経営革新促進事業 １９年産 ７，１００（０）百万円】

（１９年度 ７，１００（０）百万円）

※このほか、１８年産に係る所要額を措置（稲作所得基盤確保対策、担い手

経営安定対策及び麦・大豆品質向上対策（大豆分 。））

[担当課：総合食料局食糧部計画課（０３－３５０１－３７９８（直 ］））



別紙１

産地づくり対策 ～地域の特色ある水田農業の展開を推進～

産地づくり対策 １，７６７（１，４５８）億円】【

対策のポイント
地域の特色ある水田農業の展開を図るため、地域の実情に応じて、地域

自らが作成する地域水田農業ビジョンに基づいて実施する取組を支援しま

す。

（産地づくり対策とは）

「地域水田農・ 地域自らの発想・戦略により、水田農業の将来方向を明らかにした

に基づき、 と を図りなが業ビジョン」 需要に応じた作物生産 良好な水田環境の保全

ら、水田農業の構造改革を推進し、 します。消費者の期待に応える産地を育成

・ たとえば、有機栽培や地産地消への取組など や、水田を活用した作物の産地づくり

農地の流動化、生産の組織化・法人化など に向けた取組を支援します。担い手の育成

政策目標

平成２２年度の「米づくりの本来あるべき姿」の実現に向け、

水田農業の構造改革を推進

＜内容＞

１．地域の特色ある水田農業の展開

地域水田農業ビジョンに基づいて実地域の実情に応じて、地域自らが作成する

します。これにより、地域の特色ある水田農業の展開を図りま施する取組を支援

す。 【定 額】

【産地づくり交付金 １３２，６６９（１４０，８０８）百万円】

２．地域条件に応じた意欲的な生産調整の取組を推進

当面の措置として、 します。地域条件に応じた意欲的な生産調整の取組を推進

これにより、新たな需給調整システムの下での円滑な取組を支援します。

、 、 、また 一定部分については 前年度の水田における作物の作付状況を踏まえて

都道府県別配分の見直しを行うものとします。 【定 額】

【新需給調整システム定着交付金 １５，０００（５，０００）百万円】

３．米の産地銘柄ごとの需要に応じた生産の誘導と担い手への集積の促進

担い手以外の生産者に対しても米の価格下落等の影響を緩和するための支援



担い手へ集積される場合は（国の算定単価： 円 ）を行います。また、4,000 /10a
（国の算定単価： 円 ）が受け取れるようにします。さらに、産地加算 3,000 /10a

の需給改善に向けた取組に対しても支援できるようにします （地域段階であら。

、 。） 、かじめ取り決めることにより 産地づくり交付金への融通が可能 これにより

米の需要に応じた生産の誘導と担い手への集積を促進します。 【定 額】

【稲作構造改革促進交付金（特会） ２９，０３０（０）百万円】

担当課：生産局農産振興課 （０３－３５９１－８７３３（直 ））

総合食料局食料企画課（０３－３５０２－７９４２（直 ））

○ 米政策改革推進対策の見直し

◎

◎

◎

◎

○麦・大豆品質向上対策

○畑地化推進対策

○産地づくり交付金

メニュー

・米の生産調整の推進

・水田を活用した作物の産地づくり

・水田農業構造改革の推進（担い手の育成）

特別調整促進加算（超過達成 等）

稲作所得基盤確保対策

・米の生産調整の推進
・水田を活用した作物の産地づくり
・水田農業構造改革の推進（担い
手の育成）
・米の価格下落等に応じた支払い
（品目横断的経営安定対策加入者
は対象から除く）※

注）

担い手経営安定対策

集荷円滑化対策

〔品目横断的経営安定対策へ移行〕

〔その実効性を確保し、実施〕

産地づくり対策

○耕畜連携推進対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象
にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

米価下落対策の基本的な仕組み

・ 面積による定額払いとし、生産者拠出金
を廃止。価格変動方式ではなく、固定方式
を基本としての支払（ただし、品目横断的経
営安定対策の補てん水準（減収の９割）を

新たな産地づくり対策（平成19年度～平成21年度）

当面の
措置

現 行 見直し後

○産地づくり交付金及び稲作構造改革促進交付金

（稲作構造改革促進交付金）

メニュー

◎

◎

◎

◎

○麦・大豆品質向上対策

○畑地化推進対策

○産地づくり交付金

メニュー

・米の生産調整の推進

・水田を活用した作物の産地づくり

・水田農業構造改革の推進（担い手の育成）

特別調整促進加算（超過達成 等）

稲作所得基盤確保対策

・米の生産調整の推進
・水田を活用した作物の産地づくり
・水田農業構造改革の推進（担い
手の育成）
・米の価格下落等に応じた支払い
（品目横断的経営安定対策加入者
は対象から除く）※

従来の産地づくり交付金部分と※
積算を分けて提示

担い手経営安定対策

集荷円滑化対策

〔

〔

産地づくり対策

○耕畜連携推進対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象
にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

米価下落対策の基本的な仕組み

・ 面積による定額払いとし、生産者拠出金
を廃止。価格変動方式ではなく、固定方式
を基本としての支払

・ 交付単価について、担い手への集積に
取り組む場合の加算を設けた二階建て

・ 交付面積は担い手の育成・増加の見通
し等を踏まえて、期間中に漸減するようあら
かじめセットし、品目横断的経営安定対策
への移行を誘導

・ 交付面積は担い手の育成・増加の見通
し等を踏まえて、期間中に漸減するようあら

新たな産地づくり対策（平成19年度～平成21年度）

当面の
措置

現 行 見直し後

○産地づくり交付金及び稲作構造改革促進交付金

メニュー

水田の利活用対策として、産地づくり対策とは別途に
・ 耕畜連携水田活用対策
・ 水田における過去の生産実績がない案件等への対応（再掲）
を実施

新需給調整システム定着交付金
（特別調整促進加算を見直し）

超えないよう措置）

○ 米政策改革推進対策の見直し

◎

◎

◎

◎

○麦・大豆品質向上対策

○畑地化推進対策

○産地づくり交付金

メニュー

・米の生産調整の推進

・水田を活用した作物の産地づくり

・水田農業構造改革の推進（担い手の育成）

特別調整促進加算（超過達成 等）

稲作所得基盤確保対策

・米の生産調整の推進
・水田を活用した作物の産地づくり
・水田農業構造改革の推進（担い
手の育成）
・米の価格下落等に応じた支払い
（品目横断的経営安定対策加入者
は対象から除く）※

注）

担い手経営安定対策

集荷円滑化対策

〔品目横断的経営安定対策へ移行〕

〔その実効性を確保し、実施〕

産地づくり対策

○耕畜連携推進対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象
にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

米価下落対策の基本的な仕組み

・ 面積による定額払いとし、生産者拠出金
を廃止。価格変動方式ではなく、固定方式
を基本としての支払（ただし、品目横断的経
営安定対策の補てん水準（減収の９割）を

新たな産地づくり対策（平成19年度～平成21年度）

当面の
措置

現 行 見直し後

○産地づくり交付金及び稲作構造改革促進交付金

（稲作構造改革促進交付金）

メニュー

◎

◎

◎

◎

○麦・大豆品質向上対策

○畑地化推進対策

○産地づくり交付金

メニュー

・米の生産調整の推進

・水田を活用した作物の産地づくり

・水田農業構造改革の推進（担い手の育成）

特別調整促進加算（超過達成 等）

稲作所得基盤確保対策

・米の生産調整の推進
・水田を活用した作物の産地づくり
・水田農業構造改革の推進（担い
手の育成）
・米の価格下落等に応じた支払い
（品目横断的経営安定対策加入者
は対象から除く）※

従来の産地づくり交付金部分と※
積算を分けて提示
従来の産地づくり交付金部分と※
積算を分けて提示

担い手経営安定対策

集荷円滑化対策

〔

〔

産地づくり対策

○耕畜連携推進対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象
にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

米価下落対策の基本的な仕組み

・ 面積による定額払いとし、生産者拠出金
を廃止。価格変動方式ではなく、固定方式
を基本としての支払

・ 交付単価について、担い手への集積に
取り組む場合の加算を設けた二階建て

・ 交付面積は担い手の育成・増加の見通
し等を踏まえて、期間中に漸減するようあら
かじめセットし、品目横断的経営安定対策
への移行を誘導

・ 交付面積は担い手の育成・増加の見通
し等を踏まえて、期間中に漸減するようあら

新たな産地づくり対策（平成19年度～平成21年度）

当面の
措置

現 行 見直し後

○産地づくり交付金及び稲作構造改革促進交付金

メニュー

水田の利活用対策として、産地づくり対策とは別途に
・ 耕畜連携水田活用対策
・ 水田における過去の生産実績がない案件等への対応（再掲）
を実施

新需給調整システム定着交付金
（特別調整促進加算を見直し）

超えないよう措置）



別紙２

水田の飼料作物生産の振興

耕畜連携水田活用対策事業 ５４億円（６２）億円】【

対策のポイント

地域の創意工夫を活かした飼料生産の振興に直接つながる取組を支援

する事業を創設します。これにより、水田における効果的な飼料作物の生

産振興を図り、飼料自給率の向上を目指します。

（耕畜連携とは）

・ 水田を所有する耕種農家と畜産農家の連携を今まで以上に強化することにより、

「牛－草－土」の循環による します。持続的な飼料生産体系を構築

政策目標

飼料自給率の向上

２４％（平成１５年度） → ３５％（平成２７年度）

＜内容＞

○ 水田における飼料作物生産の振興

地域の創意工夫を活① 生産性の向上や生産コストの低減、作付規模の拡大等、

します。例えば、地域における水田飼料作物生産かした飼料生産振興を支援

に係る調整活動、排水条件の改良等生産条件を改善するための簡易な基盤整

備や細断型ロールベーラー等の高性能機械導入等の取組を支援します。

【定 額、補助率１／２以内】

稲発酵粗飼料など地域の水② 地域の創意工夫により設定した単価に基づいて、

を支援します。田状況に適した飼料作物の生産や肉用牛放牧等の取組

【定 額】

【耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（６，２０８）百万円】

[担当課：生産局畜産部畜産振興課（０３－３５０２－３３８１(直 ）]）



（３）新たな発想に立った担い手支援策の創設

【担い手育成・確保支援対策 １７６（０）億円】

対策のポイント

農政の抜本的改革に当たり、１９年度から２１年度までの３年間を「集

中改革期間」として、担い手の育成・確保に取り組みます。この中で、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・

重点的に実施します。

（例）

・ 各種の担い手向け支援措置が、 に受けられます。ワンストップ的

・ 融資を主体として機械等を導入する際 が受けられます。自己負担部分について補助

・ 地域内の農地を担い手に した場合に、実績に応じまとまった形で団地化して集積

た促進費が受け取れます。

・ 認定農業者が新たにスーパーＬ資金等を借りる場合、 となります。無利子

新たに麦・大豆の生産に取・ 担い手の経営規模の拡大や生産調整の強化に対応し、

が受けられます。り組む場合、新たな支援措置

政策目標

担い手の育成・確保

＜平成１７年＞ ＜農業構造の展望（平成２７年）＞

認定農業者 約20万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 33万～37万

集落営農 約１万 → 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～４万

＜内容＞

１．認定農業者・集落営農組織へのトータルサポート体制の整備 別紙１

ワンス全国約1,000ヶ所の担い手育成総合支援協議会に、担い手支援のための

トップ窓口を設置 経営相談・技術指導・法人化支援・農地します。この窓口で、

など、あらゆる担い手向けのの利用調整・担い手の組織化支援・再スタート支援

サポート活動を一元的に行います。なお、これに伴い関係する支援・助成事業を

再編・統合します。 【定 額、補助率１／２】

【担い手アクションサポート事業 ３，５００（０）百万円】



２．重点地域における経営構造改革のための新しい総合対策の実施 別紙２

地域の合意形成を基本として、担い手の育成のために新たな手法による総合的

な支援対策を講じます。

融資残の事業実施地区における担い手は、農業用機械施設等の導入に際して、

等を得ることができます。自己負担部分への補助や追加的な信用供与

【融資残額（３／１０上限 、定 額】）

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 ３，５１５（０）百万円】

３．担い手の分散ほ場を解消するための施策の創設 別紙３

農地を規模拡大に伴ってほ場が分散しがちな現場の実態に対応して、担い手に

するための支援措置等を新設します。まとまった形で団地化して集積

【定 額、補助率１／２】

【担い手農地集積高度化促進事業（特会） ２，５００（０）百万円】

４．担い手に対する金融上のメリット措置の拡充 別紙４

認定農業者が借り受ける し、担い手の育成スーパーＬ資金などを無利子で融通

また、担い手が緊急に必要とする小口の・確保を金融面から強力に支援します。

資金について、 する仕組みをつくり迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判断

ます。

【スーパーＬ資金等の無利子化措置

（農山漁村振興基金からの利子助成）９００（０）百万円】

【無担保・無保証人によるクイック融資 １００（０）百万円】

５．担い手の経営革新を促進するための支援 別紙５

経営規模の拡大や生産調整の強化に対応しつつ、良品質な農産物の効率的な生

新たに麦・大豆を生産する場合などの支援産に取り組む意欲的な担い手に対し、

策を講じます。 【定 額】

【担い手経営革新促進事業 ７，１００（０）百万円】

[担当課：経営局総務課（０３－３５０２－６４３２（直 ）]）



担い手の育成・確保対策の抜本的改革について

組 織 化 ・ 法 人 化

（平成２７年）

・認定農業者が借り受けるスーパーL資金などを無利子で融通
・緊急に必要とする小口資金について、迅速に無担保・無保証人での融資可否を判断

地域の合意に基づき、担い手が融資を活用してトラクター、田植機などの機械・施設
等を導入する際に、融資残の自己負担部分に対して補助

担い手へのトータルサポートの実施

制度資金の充実・強化

農地の面的集積支援

経営革新促進事業

融資主体型補助の創設

平成１９年度概算決定額 （総額１７６億円）

認定を受けて
いない農業者

集落営農が
ない地域

認定を受けて
いない農業者

集落営農が
ない地域

集落営農

１万
特定農業団体 213
特定農業法人 345

担い手にとって真のコストダウンにつながる団地化したまとまりある形での利用集積
に対して、集中的に支援

需要に応じた生産や経営革新の取組を伴いつつ、経営規模の拡大や生産調整の
強化への対応などを行う者に対し支援（過去の生産実績がない案件等への対応）

担い手支援のためのワンストップ窓口を設置し、経営相談、技術指導、農地の利用
調整など、あらゆる担い手向けのサポート活動を一元的に実施

【担い手アクションサポート事業 ３５億円】

【スーパーＬ資金等の無利子化措置 ９億円】
【無担保・無保証人によるクイック融資 １億円】

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 ３５億円】

【担い手農地集積高度化促進事業 ２５億円】

【担い手経営革新促進事業 ７１億円】

家族農業
経営

３３～３７万

法人経営
１万

集落営農
経営
２～４万

効率的かつ
安定的な
農業経営

認定農業者

２０万

規 模 拡 大 ・ 経 営 改 善・革 新

認定農業者・集落営農に対する強力な政策支援



別紙１

担い手アクションサポート事業

【３，５００（０）百万円】

対策のポイント

全国約1,000ヶ所の担い手育成総合支援協議会に、担い手支援のための

ワンストップ窓口を設置します。この窓口で、経営相談・技術指導・法人

化支援・農地の利用調整・担い手の組織化支援・再スタート支援など、あ

らゆる担い手向けのサポート活動を一元的に行います。

＜内容＞

１．ワンストップ支援窓口の設置

担い手（認定農業者・集落営農組織）が抱える様々な経営課題の相談に一元的

総合的な支援相談窓口をに応じるため、都道府県・地域段階の担い手協議会に、

します。設置

２．担い手アクションサポート会議の設置・運営

担い手が必要としている支援の内容等について協議し、その実施について担

い手協議会へ提言を行うため、コーディネーター（普及指導員・行政のＯＢ等）

「担い手アクションサを中心に、認定農業者や集落営農組織の代表者等からなる

します。ポート会議」を設置

３．担い手アクションサポートチームの設置・運営

担い手協議会の構成団体とスペシャリスト（税理士・中小企業診断士等）から

なる して 「担い手アクションサポ「担い手アクションサポートチーム」を設置 、

ート会議」の提言を踏まえて しま具体的な支援内容を決定し、以下の支援を実施

す。

（１）担い手アクションサポート活動

担い手個々の経営課題に対応するよう、個別に以下の支援を行います。

① 経営・技術相談、コンサルティング

② 資格取得など、 支援スキルアップ

③ 担い手自らが行う の支援組織化

④ （リーダー、会計責任者等）の育成地域農業を支える人材

⑤ 集中的な 支援技術・営農

⑥ の育成・確保 など新たな人材



（２）担い手育成・確保活動

担い手の育成・確保を図るため、以下の支援を実施します。

制度や各種支援策のＰＲ① 認定農業者や特定農業団体等の

② 支援、工程管理農業経営改善計画や特定農用地利用規程等の作成

農地の利用調整③ 農地情報の整備、農地監視活動等

④ 農業における など再スタート支援

＜特記すべき事項＞

（１）行政・ＪＡ・農業委員会など地域における関係機関の担い手育成機能を１ヶ

新たにワンストップ支援窓口として、経営や技術に関する相談所に集約し、

します。これにより、担い手が必要とする支援に一元的に応じる体制を整備

を受けやすくします。

（２）これまでの し、様既存の担い手育成のための６つの事業を１つに整理・統合

々な支援活動を選択できるようメニュー化します。これにより、多様な担い

手の経営発展に応じた支援活動を総合的に実施します。

１８年度 １９年度

①認定農業者等担い手育成・確保支援事業

②集落営農育成・確保支援事業

③農地の利用調整活動支援事業

④新規就農者・女性農業者等育成・確保支援事業

⑤担い手育成・確保普及支援事業

⑥集落営農育成・確保緊急支援事業

[担当課：経営局経営政策課（０３－３５０１－３７４２（直 ）]）

担い手

アクション

サポート事業



別紙２

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

【３，５１５（０）百万円】
対策のポイント
地域合意を基本として、担い手の育成のために新たな手法による総合的

な支援対策を実施します。事業実施地区における担い手は、農業用機械施
設等の導入に際して、融資残の自己負担部分への補助や追加的な信用供与
等を得ることを可能にします。

＜内容＞
地域の合意形成に基づき、地域農業の構造改革の方向性を取りまとめた地域構造

（ ） （ ） 、改革プロジェクト計画 仮称 を作成した地区 構造改革重点地区 を対象として

担い手の経営責任を基本としつつ、以下の新たな支援を総合的に実施します。

１．プロジェクト融資主体型補助（融資残補助）
認定農業者等の担い手による融資を主体とした農業用機械施設等の導入に際し

て、 します。これにより、担い手の融資残の自己負担部分について補助金を交付

経営責任と創意工夫による主体的な経営展開を補完的に支援します。

２．追加的信用供与
プロジェクト融資主体型補助に係る融資の円滑化を図るため、農業信用基金協

金融機関への債務保証（担い手の信用保証）を会への交付金の積み増しにより、

します。拡大

３．一体的な支援措置
（１）農地の面的集積の促進

面的なまとまりのある形での農地の利用集積を実現した場合に交付される面

構造改革重点地区にあっては、加算措置により上乗的集積促進費について、

します。せして支援

【担い手農地集積高度化促進事業（特会） ２，５００（０）百万円】

（２）担い手へのサポート事業の集中的展開
担い手の を一体的に実施します。経営課題に対応したきめ細やかな経営支援

【担い手アクションサポート事業 ３，５００（０）百万円】

【経営者組織連携研さん・高度経営支援事業 ３８（０）百万円】

（３）地域における生産・流通等経営基盤の整備
強い農業づくり交付金（経営力の強化）との一構造改革重点地区について、

します。体的な取組を重点的に支援

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円】

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５０１－３７６８（直 ）]）



別紙３

担い手農地集積高度化促進事業

【２，５００（０）百万円】
対策のポイント
規模拡大に伴ってほ場が分散しがちな現場の実態に対応して 担い手に、

まとまった 。農地を 形で団地化して集積するための支援措置等を新設します

＜内容＞
増加する耕作放棄地の受け手となる担い手の不足、農地の分散化による担

い手の規模拡大意欲の低下など、地域が抱える様々な課題を踏まえ、効率的
農地の面的な利用集積や地域かつ安定的な農業経営を育成・確保するため、
します。内外からの広域的な農地の売買・貸借などを促進

１．農地の団地化に向けた活動の支援
農用地利用改善団体などが 担い手に農地をまとまった形で団地化して集積 面、 （

的集積）するため、面的集積の現状・目標や農地の権利移転計画などを内容とす

る 、担い手への面的集積を実現した場合、実績に応じ面的集積促進プランを定め

面的集積促進費 農地の出し手・受け手などにを農用地利用改善団体などを通じて

ます。支払い

２．農地の出し手・受け手の募集体制の整備
インターネットによ耕作放棄地の増加や担い手の不足が深刻な地域を中心に、

し、地域内外から広く農地のり農地の売買、貸借などの希望に関する情報を公開

出し手・受け手を募集できる仕組みを構築します。

また、集約した農地情報を地域の農用地利用改善団体などに提供することによ

り、担い手への農地の面的集積に寄与します。

３．効率的な農地利用に向けた支援
現場の調整スケジュールに対応し、事業採択申請までの２年間以内に利用集積

を図った農地に対して、 を行い、整地、客土、暗きょ整備などの簡易な基盤整備

効率的な農地利用を支援します。

○ 面的集積促進費の交付単価一覧

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ）]）

500,000円/地区－定額事業連携加算

500,000円/地区－定額遊休農地加算

500,000円/地区－定額長期契約加算

1～4ha 15,000円/10a
4～7ha 20,000円/10a
7～10ha 25,000円/10a

上限(10ha～)都府県3,000,000円/地区
上限(30ha～)北海道9,000,000円/地区

－定額規模拡大加算

15,000円/10a15,000円/10a１／２以内基本単価

認定農業者集落営農組織補助

500,000円/地区－定額事業連携加算

500,000円/地区－定額遊休農地加算

500,000円/地区－定額長期契約加算

1～4ha 15,000円/10a
4～7ha 20,000円/10a
7～10ha 25,000円/10a

上限(10ha～)都府県3,000,000円/地区
上限(30ha～)北海道9,000,000円/地区

－定額規模拡大加算

15,000円/10a15,000円/10a１／２以内基本単価

認定農業者集落営農組織補助



別紙４

担い手に対する金融上のメリット措置の拡充

【スーパーＬ資金等の無利子化措置
（農山漁村振興基金からの利子助成）９００（０）百万円】

【無担保・無保証人によるクイック融資 １００（０）百万円】

対策のポイント
認定農業者が借り受けるスーパーＬ資金などを無利子で融通し、担い手

の育成・確保を金融面から強力に支援します。また、担い手が緊急に必要
とする小口の資金について、迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判
断する仕組みをつくります。

＜内容＞
１．スーパーＬ資金等の無利子化措置

【 農山漁村振興基金からの利子助成）９００（０）百万円】（
スー平成１９年度から３年間の「集中改革期間」に認定農業者が借り受ける

を講じ、担い手の育成・確保を強力に推進しパーＬ資金等を、無利子とする措置

ます。

① 貸付対象者

認定農業者

② 資金使途

スーパーＬ資金（安定化長期資金を除く 、農業近代化資金）

③ 無利子化措置の限度額

個人１億円、法人３億円（５００万円以下の小口の融資は対象としない）

． 【 （ ） 】２ 無担保・無保証人によるクイック融資 １００ ０ 百万円
企業経営診断手法（スコアリング手法）を活用し、担い手が営農活動を行う

最速１週間で無担保・際に緊急に必要となる比較的小口の一定額までについて、

できる仕組みをつくります。無保証人での融資の可否を判断

① 貸付対象者

認定農業者及び一定の要件を満たす集落営農（スコアリングシステムにより経

営実績が一定格付以上(正常先)と判断された者に限る）

② 資金使途

スーパーＬ資金（安定化長期資金を除く 、農業近代化資金）

③ 無担保・無保証人でのクイック融資の限度額

５００万円まで無担保・無保証人で融資

④ 手続き

決算書等を提出した日から最速１週間程度で融資可否を判断

[担当課：経営局金融調整課（０３－３５０１－３７２６（直 ）]）



別紙５

担い手経営革新促進事業

７，１００（０）百万円】【

対策のポイント

更なる経営発展をめざす意欲的な担い手には、品目横断的経営安定対策に

よる支援に加え、規模拡大等に向けた経営革新のための取組に対する支援を

行います。

＜内容＞

１．経営革新モデルの実践に対する支援

米・麦・大豆など複数の作物を組み合せた経営の中で、新しい技術を導入しつ

つ、農地と農業機械の効率的な利活用やそれぞれの作物に対する労働力配分の

経営革新に取り組む担い手 モデル経営とし合理化などの に対し、地域における

します。ての実践経費を支援

【担い手経営革新促進事業のうち １，７００（０）百万円】

２．麦・大豆などの新規作付けに対する支援

担い手が、良品質な農産物を効率的に生産するための取組を進めながら、経営

規模の拡大や生産調整の強化への対応により、 す麦・大豆などの作付けを拡大

る場合、拡大部分に対し、 を行います。経営安定が図られる水準の支援

【担い手経営革新促進事業のうち ５，４００（０）百万円】

[担当課：経営局経営政策課（０３－３５０２－５６０１（直 ）]）



（４）野菜・果樹対策の見直し

① 新たな野菜対策

【野菜対策 １２１（９５）億円】
対策のポイント
消費者のニーズに応えた生産を行う産地を作り、供給量の振れをより小

さくするなど、野菜対策を充実していきます。①契約取引の拡大、②需給
調整の的確な実施、③担い手を中心とした産地への重点支援が見直しの内
容です。

（野菜をめぐる情勢）

・ にあり年間252万t（自給率79%）輸入量は増加傾向

・ 一般家庭用では、生の輸入野菜の使用はわずかであるが(輸入割合：0.5%→2%)、

での使用は (輸入割合：12%→26%)加工・業務用 大幅に増加

政策目標
市場入荷量の変動を抑制：変動係数「1.8%（現状）→1.6%以下（27年 」）

加工向け出荷量の増加：66万t（現状）→80万t（27年）

＜内容＞
１．契約取引の推進

の契約取引に取り組む産地のリスクを軽減する事業（契約野菜安定供給事業）

を図ります。拡充・運用改善

① 量販店等に野菜を納入している業者を産地の契約対象者に追加

② 皮むき、ふたつ割等の簡易な処理を行った野菜を対象に追加

③ 価格高騰時におけるリスクを軽減できるよう補てん条件を改善

④ 取引価格設定期間を延長

２．需給調整の的確な実施
価格安定制度と需給安定対策と産地が需給調整に自ら積極的に取り組むよう、

を図ります。の連携強化

① 需給調整に参加している産地と参加していない産地に補てん率に１０％の格

差を設定

② 計画的出荷の実施状況に応じて価格安定制度の補てんを行う仕組みを強化

③ 価格安定制度の最低基準額を引き上げ

④ 産地廃棄した場合の交付金単価を一律に設定

３．担い手を中心とする産地に対する重点的な支援
生産者将来においても安定的・継続的に野菜の生産を行うことが見込まれる

（ ） 、認定農業者が基本 の育成・確保と計画的な生産・出荷への取組状況に応じて

します。産地間に補てん率の格差を設定

【補助率６５／１００ 】、６０／１００、５０／１００、定 額

【野菜価格安定対策費補助金 １２，０５５（９，５３１）百万円】

［担当課：生産局野菜課（０３－３５０１－０９８４（直 ］））



② 新たな果樹対策

【果樹対策 ５２（４）億円】

対策のポイント
消費者の好みにあった新鮮でおいしい国産果実を安定的に供給できる産地

を育成します。

果樹産地自ら 戦略 、担い手の育成や優良品目・品種へのが立てた に基づき

転換等の構造改革を進めます。

（最近栽培が増えている新品種などの例）

デコポン（伸び率（過去３年・ 最近、うんしゅうみかんやなつみかんなどに代わり、

間）1.1倍 、せとか（2.9倍 、はるみ（2.0倍）など、より甘くて食べやすい新しい） ）

の栽培が増加しつつあります。かんきつ類

（ ）、 （ ）・ また りんごでは 甘くて、 、 果汁の多い品種(シナノスイート 2.2倍 秋映 2.2倍

の栽培が増加しつつあります。など）

政策目標
【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１０％程度（27年）

【新品種へ転換】

りんご（ふじ等の晩生種）の栽培面積の５％程度(27年）

＜内容＞

１．高品質果実を安定的に供給するための需給の安定

一部を加工原料(ジュ気象の影響により一時的に出荷が集中する場合に、その

ます。これにより、 、産地・担い手が進ース等)に仕向け 需給の不均衡化を防ぎ

める構造改革や消費者への高品質果実の安定供給を図ります。

【 、 】補助率１／２ 定 額

【果実需給安定対策事業 所要額 ４５８（４０５）百万円】

２．新鮮でおいしい国産果実を安定的に供給できる産地づくり

構造改革を進める産地・担い手産地において立てた戦略(産地計画)に基づき、

し、 をを積極的に支援 新鮮でおいしい国産果実を安定的に供給できる産地づくり

進めます。

具体的には、以下の取組等に対して助成します。

優良品目・品種への転換 小規模な園地整備① 、

担い手への園地集積 労働力確保のためのシステムづくり② 、

【補助率１／２、定 額】

【果樹経営支援対策事業 所要額 ４,７５０（０）百万円】

［担当課：生産局果樹花き課（０３－３５０１－３０８１（直 ］））



（５）企業の農外からの新規参入の促進

【企業参入支援総合対策 １７．３（０．２）億円ほか】

対策のポイント
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

的な事業を開始します。

（企業が地域に参入した事例）

鹿児島県内〈事例１ ［参入場所］〉

建設業者６社、青果物販売・加工業者１社［参入法人］

遊休農地７．３ｈａにおいてらっきょうを栽培［経営内容］

農家の高齢化等による担い手不足で産地の維持が困難にな［地域への効果］

っている地域ブランドの生産振興に寄与。

新潟県内〈事例２ ［参入場所］〉

建設業者２社、観光農園業１社、自然農法による農産物生産［参入法人］

・販売１社、ＮＰＯ法人１、公社１

遊休農地等３０ｈａにおいて水稲、畑作等［経営内容］

高付加価値の農産物を生産するとともに、地域における遊［地域への効果］

休農地の解消にも寄与。新規就農者の受け入れや繁忙期のパ

ート雇用の拡大など新規定住も期待。

政策目標

企業等の農業参入法人数を５年で３倍増

１５６法人(１７年度末) → ５００法人(２２年度)

＜内容＞

１．農業参入促進のための総合的な広報・相談活動

農業参入促進のための を実施し、企業等の農業参研修会、広報活動、個別相談

入円滑化及び地域農業の担い手としての経営発展等を支援します。 【定 額】

【企業等農業参入支援全国推進事業 ２０（０）百万円】

２．農地利用調整の円滑化

（１）農地情報の提供

インターネットにより農地の貸借等の希望に関する情報を公開し、地域内外

から を構築します。その中で、企業農地の出し手・受け手を募集できる仕組み

等が参入に必要な農地に関する情報を広く提供します。 【補助率１／２】

【担い手農地集積高度化促進事業のうち農地マーケット事業（特会）

３００（０）百万円】



（２）農地利用の調整

掘り起こし活動や企業等が参入企業等の積極的な農業参入を促進するための

を実施します。 【定 額】する農地の利用調整活動

【特定法人等農地利用調整緊急支援事業 １５（２０）百万円】

（３）農地リースの支援

企業等が利用する に必要となる経費、 に農地の測量調査等 小作料一括前払い

必要となる経費、 に必要となる経費を支援し、企業等への農地簡易な基盤整備

リースを促進します。 【定 額、補助率１／２】

【企業等農業参入支援推進事業（特会）４３０（０）百万円】

３．機械・施設リースの支援

、 。企業等への農業用 し 農業参入の します機械・施設リースを支援 初期投資を軽減

【定 額、補助率６／１０】

【企業等農業参入支援加速リース促進事業（特会）９６４（０）百万円】

４．交付金等による支援

（１）生産・加工・流通施設、土地基盤の整備

生産・加認定農業者等の育成・確保、担い手への農地の利用集積等に資する

に対し支援し、農業参入の初期投資を軽減しま工・流通施設、土地基盤の整備

す。 【定 額】

【経営構造対策

強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

（２）遊休農地の土地条件整備

に必要な に対し支援し、企業等による農地の有遊休農地の改良 土地基盤整備

効利用及び地域の振興を図ります。 【定 額】

【遊休農地活用土地条件整備

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３４，０８８（０）百万円の内数】

（３）生産技術の支援

企業等へ や農業生産 等を行い、安定的な経営発営農計画 技術等の濃密な指導

展を支援します。 【定 額】

【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 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

（４）農業用機械・施設整備等に係る融資

経費等を経営体育成強化農業経営の改善を図る農業用機械・施設を取得する

します。資金等により融通

【農林漁業金融公庫資金等】

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５０１－３７６８（直 ）]）



農業用機械・施設の整備等に係る初期投
資の軽減

施設整備等の支援
（企業等農業参入支援加速リース促進事業(新規)）
（強い農業づくり交付金(経営構造対策)(継続)）
（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

(遊休農地活用土地条件整備)(新規)）
（農林漁業金融公庫資金等 (拡充)）

企業参入支援総合対策

企業 企業 企業企業
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営農開始

特定法人

特定法人が参入可能な農地を含め、農地の貸借等の希望に関する情報について、イ
ンターネットを活用し、広く地域内外へ提供する仕組みを構築

農地情報の提供 (農地マーケット事業(新規))

◎研修会の開催
農地法等の法制度や特定法人貸付事業の
仕組み等を習得するための研修会を実施

特定法人貸付事業制度の普及啓発及び参入を目指す企業等に対する個別相談を実施

農業参入促進のための総合的な広報・相談活動

特定法人の農業参入を円滑に進めるた
めの、農地利用調整活動を実施

農地利用の調整

◎情報収集・広報活動
企業等の参入事例等情報収集やパンフ
レット等による制度の広報活動を実施

◎個別相談活動
農業参入を目指す企業等に対す
る個別相談を実施

農地の借入

農地農地

農地所有者

（特定法人等農地利用調整緊急支援(継続))

農地の貸付

市町村又は農地保有合理化法人

国内農業の体質強化に向けた取組みをスピード感を持って推進

「企業等の農業参入法人数を５年で３倍増」

平成２２年度 ５００法人を実現

農業経営の定着

測量・小作料一括前払・簡易な土地基盤整
備の支援

農地リースの支援
（企業等農業参入支援推進事業(新規)）

特定法人(企業等)による営農

生産技術の支援

（強い農業づくり交付金
(新技術活用優良農地利用高度化支援)(拡充)）

営農計画策定、作付け計画、生産技術等
の支援

(企業等農業参入支援
全国推進事業(新規))



（６）構造改革のための基盤づくりの新たな展開 

 
【農業生産基盤整備の推進    １，３４９（１，３１１）億円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基盤整備とは） 

  基盤整備とは、農業生産にとって最も基礎的な資源である農地や農業用水を、良好な営

農条件を備えたものに整備することです。 

  水田における基盤整備の実施によって、以下のような状況が生まれています。 

・  基盤整備を実施した地区の約４割で生産組織が設立されています。 

・  基盤整備を契機に、１年間に約１万ｈａの担い手への農地の利用集積がなされて

います。 

・  基盤整備が実施された地区において農業法人が約２００法人設立されています。 

・  仮に今後基盤整備を行わなければ、未整備水田での耕作放棄が進み食料自給率が

低下するおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成１９年度における農業生産基盤整備の実施方針＞ 

①  約７，０００ｈａの農地を担い手に集積 

②  約１０，０００ｈａの水田を整備するとともに７，０００ｈａの畑地にかんがい施

設を整備 

③  国で造成した基幹的な農業用用排水路２，０００ｋｍの機能診断を実施 

④  地域担い手育成総合支援協議会の定めるアクションプログラムの担い手育成の目標

を達成するため、経済成長戦略推進枠に計上 

○  意欲と能力のある経営体への農地の利用集積率を事業実施前

より２０ポイント以上向上 

○  国で造成した基幹的な農業用用排水路約１万４千ｋｍの機能

診断を５年間で実施 

 

  担い手の育成・確保や担い手への農地の利用集積を図るためには農業生産

基盤の整備が不可欠です。このため、効果の高い地区を重点的に整備してい

きます。 

  また、農業生産法人の育成や地域の発展段階に応じた段階的基盤整備、さ

らに農業生産の基礎となる基幹的な農業水利ストックを効率的に活用するた

めのストックマネジメントの本格導入など新たな取組を進めます。 

対策のポイント 

政策目標 



＜新規拡充事業の内容＞ 

１．農業の構造改革の加速化に資する基盤整備の推進 

  農業生産にとって最も基礎的な資源である農地の整備を契機として、担い手の育
成・確保や農地の利用集積を図ります。 
  具体的には、以下の取組を実施します。 
①  担い手の育成・確保や担い手への農地の利用集積の契機となる基盤整備を実施 

【補助率１／２等】 
②  基盤整備に係る農家負担について無利子融資を実施 

【経営体育成基盤整備事業（公共）  ７４，６００（８０，０１０）百万円】 

【畑地帯総合農地整備事業（公共）  ４８，４５１（５０，１８９）百万円】 

【担い手育成農地集積事業（融資枠）（特会）  １０，５００（１２，０００）百万円】 

 

２．基盤整備を契機とした農業生産法人等の育成 

  農業生産の基盤の整備と所要の関連支援施策を一体的に実施し、望ましい農業構造
の確立及び農村社会の持続的な発展に資する経営者としての能力を身に付けた農業生

産法人等を育成します。 【補助率１／２等】 

【農業生産法人等育成緊急整備事業（公共）  １，０００（０）百万円】 

 

３．地域の発展段階に応じた基盤整備の推進 

  農地の利用集積の状況など地域の構造改革の進展に応じて担い手が必要とする基盤
整備の内容を選択する方式（段階的基盤整備）を、モデル地区での計画策定や経営体

育成基盤整備事業等の実施を通じて実証し、将来全国展開を図るための指針を策定し

ます。 【定  額】 
【段階的基盤整備等実証調査事業（公共）  ３０（０）百万円】 

【経営体育成基盤整備事業（公共）  ７４，６００（８０，０１０）百万円の内数】 

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（非公共）  ３４，０８８（０）百万円の内数】 

 

４．ストックマネジメントの推進 

  基幹的な農業水利施設の機能診断、予防保全計画の作成及び計画に基づく対策工事

を一貫して実施します。 

  具体的には、以下の取組を実施します。 

①  国で造成した農業水利施設の機能診断及び予防保全計画の作成 【補助率10／10】 

②  都道府県で造成した農業水利施設の機能診断及び予防保全計画の作成に対する支

援 【補助率１／２】 

③  予防保全計画に基づく対策工事の実施に対する支援 【補助率１／２】 

【基幹水利施設ストックマネジメント事業（公共）  ４，０００（０）百万円】 

【国営造成水利施設保全対策指導事業（公共）  １，７８６（８７３）百万円】 

 



５．技術マニュアルの作成 

  ストックマネジメントの取組を現場で円滑に進めるため、その基本的な考え方や手

順等を整理した技術マニュアルを充実します。 

 

６．農業用水の安定供給対策 

  良質な農業用水の安定的な供給と国土の保全のため、水源地域の水源かん養機能等

の向上に向け、森林の整備と地域住民への普及促進活動等を一体的に行います。 

【農業用水関連特定森林整備対策（公共）  ５，０００（０）百万円】 

【農業用水水源地域保全対策事業（公共）  １，０００（０）百万円】 

 

担当課：農村振興局農地整備課（０３－３５０２－６２７７（直）） 

水利整備課（０３－３５０２－６２４６（直）） 

 

 

 

○  基盤整備を契機とした農業生産法人等担い手の育成状況 

 
※  ほ場整備実施地区数とは、Ｈ5～Ｈ14に採択されたほ場整備事業（一般型・担い手育成型）と土地改良

総合整備事業（一般型・担い手育成型・支援型・水田農業緊急整備型）を実施した地区数。 

※  生産組織とは、複数の農家が参加しており、代表者及び規約の定めがある協定が結ばれているなどの

県営ほ場整備事業等において定義されていた組織をいう。 



（７）飼料自給率向上の取組の推進

【飼料自給率向上対策 ２６０（２６０）億円】

対策のポイント
国内産飼料の生産・供給を拡大するための施策を充実します。

水田での稲発酵粗飼料等、飼料作物の生産・利用の拡大、未利用資源の

飼料化の推進等に取り組みます。

（飼料の種類）

飼料は、粗飼料と濃厚飼料に分けられます。牛や羊等の草食性家畜は粗飼料と濃厚飼

料を給与しますが、豚や鶏はほとんど濃厚飼料のみを給与します。

① ・・・乾牧草、サイレージ（発酵させた粗飼料（牧草、青刈りとうもろこし、粗飼料

稲発酵粗飼料 、稲わら等））

② ・・穀類（とうもろこし、こうりゃん、大麦 、糠類（ふすま、米ぬか 、濃厚飼料 ） ）

粕類（大豆油粕、ビール粕、豆腐粕 、動物性飼料（魚粉）等）

また、食品工場やスーパーで発生するパンくずや売残り弁当を家畜の飼料として再利

用しています（ 。エコフィード）

政策目標

飼料自給率の向上

２４％（平成１５年度） → ３５％（平成２７年度）

＜内容＞

１．国産粗飼料の生産拡大

（１）地域の創意工夫を活かした飼料生産の振興に直接つながる取組を支援する事

業を創設します。これにより を図水田における効果的な飼料作物の生産振興

ります。

【補助率１／２以内、定 額】

【耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（６，２０８）百万円】

（２）水田地帯等における新たな畜産の担い手育成と農地の有効活用を図るため、

耕種農家等が円滑に畜産を導入できるよう支援 不作付地等を対象としつつ、

する新たな対策を講じます。した飼料基盤整備を促進

【補助率１／２、５５／１００、２／３等】

【草地畜産基盤整備事業(公共) １３，４１８（１２，５９９）百万円】

稲発酵粗飼料や稲わらの畜産農家での利用 稲わらの安定的（３） を促進する取組や

を実現する革新的な生産・流通システムの導入の支援を行います。な供給



【定 額】

【国産粗飼料増産対策事業 １，７２２（１，７２２）百万円】

【補助率１／２、１／３等】

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

【補助率１／２、１／３等】

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】

２．飼料の生産・流通体制の整備

ＴＭＲ（１）飼料作物の生産からＴＭＲ（完全混合飼料）の調製・供給までを行う

を促進センターを中心とした先端的な地域の飼料生産・供給システムの波及

するためのモデル的な取組を支援します。さらに、遊休農地等における放牧

の拡大、生産性・作業効率の高い牧草地への改良等に対する支援を行います。

【補助率１／２、１／３等】

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

【補助率１／２、１／３等】

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】

飼料作付面積に（２）飼料基盤に立脚した環境調和型の酪農経営を確立するため、

を行います。応じた支援

【定 額】

【酪農飼料基盤拡大推進事業 所要額 ５，４４６（５，４４６）百万円】

３．エコフィード（食品残さの飼料化）の推進

地域で発生する食品残さ等を飼料として（１）濃厚飼料の自給率向上を図るため、

する、環境にやさしいリサイクル飼料生産（エコフィード）の仕組再生利用

みづくりを推進します。

【定 額】

【食品残さ飼料化対策推進事業 ２８（３０）百万円】

（２）食品残さの飼料化技術の波及を図るため、原料や製品の収集・運搬が県域を

超えるような大規模で します。先端的・モデル的な取組を支援

【補助率１／２】

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】

担当課：生産局畜産部畜産振興課(０３－３５０２－３３８１(直))

〃 畜産企画課(０３－３５０２－０８７４(直))



（８）環境保全型農業の推進

【環境農業特別対策 ３２（２）億円】

対策のポイント
我が国農業生産のあり方を環境保全を重視したものに転換することを推

進し、農業生産活動に伴う環境への負荷を低減します。

（環境保全型農業とは）

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等

のこを通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の低減に配慮した持続的な農業

とです。

政策目標
エコファーマーの認定促進

＜基準年（平成１５年度）＞ ＜目標年（平成２１年度）＞

４７，７６６件 → ２００，０００件

（エコファーマーとは）

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、たい肥等によ

、 、る土づくり 化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む計画を立て

都道府県知事の認定を受けた農業者の通称です。

＜内容＞

１．地域の環境保全に向けた先進的な営農活動への支援

農地や農業用水等の資源の保全向上活動と一体的に、化学肥料や化学合成農薬

地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な営の使用を大幅に低減するなど、

することにより、地域における農地・水・環境の良好な保全と質的農活動を支援

向上の促進を図ります。 【定 額】

【 （ ） ， （ ） 】農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金 再掲 ２ ９８６ ０ 百万円

２．農業環境生産技術の確立・普及

多様な環境負荷低減技術の導入効果持続的な農業生産の推進に生かすため、

についての や、 を開発し、農業者等に実証試験 土壌改良資材等の効果の検証手法

広く普及します。

具体的には、

① 有機農業の実現に資すると見込まれる技術等について、その導入効果や適用

条件を調査するため、 を行います。 【定 額】実証試験等

② 有機農業をはじめとする環境保全型農業について、生産現場での取組の拡大

。 【 】に向けた を行います 定 額啓発活動 技術情報等の提供、

。【 】③ 土づくりに用いる土壌改良資材等の効果に係る します 定 額判定手法を開発

【有機農業等指導推進事業 ５４（０）百万円】

【土壌改良資材等効果検証手法開発事業 ２２（０）百万円】



３．精密農業により、環境負荷の大幅な低減を達成

による大幅な環境負荷低減効果を実現す精密農業技術の効果的な導入・組合せ

る を構築します。ＩＴ活用型営農

具体的には、以下の活動などに対して助成を行います。

航空写真等を解析 肥沃① して得られた土壌の肥沃度等のデータに基づいて、

を行う精密可変施肥機の試作。でない箇所のみに施肥

を事業実施地区の する② 病害虫発生予察ソフト 地形、微気象に合わせて改造

ことで、高精度な病害虫発生予察を実施。

【補助率１／２等】

【ＩＴ活用型営農成果重視事業 ９５（９５）百万円】

４．環境農業生産技術の面的拡大

共同利用機械・施環境と調和した持続的な農業生産を推進するために必要な

に関する支援を実施します。 【補助率１／２等】設、土壌 土層改良等の整備・

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

５．農業者が取り組む「農業環境規範」の普及・定着

「農業環境規範」の実践の要件化（クロス・コンプライア補助事業等における

について、平成１７年度に要件化を実施した事業の検証を踏まえ、対象をンス）

拡大する等、その普及・定着を推進します。

（農業環境規範とは）

として「土づくりの励行 「適農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項 」、

切で効果的・効率的な施肥 「効果的・効率的で適正な防除」など７項目を定めてお」、

り、 するためのも農業者が自らの生産活動における実行状況について自己点検を実施

のです。

［担当課：生産局農産振興課（０３－３５０２－８５０９（直 ］））



２ 「攻め」の視点に立った新たな可能性の追求．

（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

【東アジア食品産業活性化対策 ５．５（０）億円】
うち 食品産業海外戦略支援事業 ３．１（０）億円

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 ２．４（０）億円

対策のポイント
東アジア食品産業共同体構想を推進します。この構想は、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

の国際競争力の強化を図るものです。具体的には、東アジア各国への投資促進

を支援する事業を創設します。

（我が国食品産業の課題）

・ （出生率の低下：１９８０年１.７５→２０００年１.３６国内市場の量的飽和・成熟化

→２００５年１.２５、６５歳以上単独世帯の増加：１９８０年８８万→２０００年

３０３万→２００４年６３５万）

・ 国際化への取組の格差が欧米系との比較における売上高の格差の要因の一つ。しかし、

近年も （２００２年：４６２社→２００３年：東アジア地域への投資はほぼ横ばいで推移

４６２社→２００４年：５０１社）

（東アジア各国の現状）

・ （出生率（２００４年・千人当たり平均 ：１４．３‰）人口増加 ）

・ （２００４年実質ＧＤＰ成長率：６．９％）高い経済成長

・ 依然として家計収支や調理機器の普及率が低水準（家計収入（２００４年・１人当たり

年間 ：４，０９０ドル、電子レンジの普及率（２００４年 ：１９．２％）） ）

※ いずれも中韓＋ＡＳＥＡＮ６ヶ国、インドの平均

政策目標
東アジアにおける我が国食品産業現地法人の活動規模

５年で３～５割上昇
（ （ ） （ ））売上高約８４億ドル 17年度 →110～125億ドル程度 22年度

＜内容＞

１．東アジア主要都市と日本国内（東京・地方都市）のネットワーク構築

（１）情報の共有化・活用

外資導入等の優遇措置、阻害要因、製造・販売条件、技術開発に係る特許取得等

について調査・分析をします。また、 し、我東アジア各国主要都市に協議会を設置

が国食品企業の現地法人へのきめ細かなサービスを行います。これにより、関係者

間で します 【定 額】東アジア各国での投資促進に必要となる情報を共有化・活用 。

【食品産業海外戦略支援事業のうち東アジア産学官ネットワーク構築支援事業

５８（０）百万円】



（２）海外における人材の育成

食品産業分野における専門知識・経験等を有した方々の人材バンクへの登録を行

海外現地法人等の技術者・経営者等の人材います。これらの方々の派遣等を行い、

を図るための活動を支援します。 【定 額、補助率１／２】育成・確保

【食品産業海外戦略支援事業のうち食品産業海外人材育成支援事業

５０（０）百万円】

２．技術開発
食品産業の海外事業展開のための を推進しま流通・加工等の技術に関する研究開発

現地での有効性す。また、開発された技術シーズの海外での実用化モデルについて、

取組を支援します。 【定 額、補助率１／２】を実証し、定着を図る

【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

２４０（０）百万円】

【食品産業海外戦略支援事業のうち食品産業技術海外展開実証事業

２００（０）百万円】

３．貿易保険制度、制度融資などの総合的・有機的活用
東アジア食品産業共同体構想の推進を図るため、戦略会議や連絡協議会において、

関係機関と協力・連携し、これら機関の事業の活用について検討を行います。

（１）貿易保険制度の活用によるリスク軽減

（独）日本貿易保険が取り扱う海外投資保険（日本の企業が海外で行う投資（出

資・権利などの取得）を行う際のリスクをカバー 、海外事業資金貸付保険（日本の）

企業が海外の政府や企業に事業資金を融資したり、債務保証を供与した際のリスク

をカバー）など貿易保険商品の積極的な活用を図ります。これにより、海外におい

て事業展開を図る食品企業が直面するリスクの軽減を図ります。

（２）制度融資の活用による資金の確保

国際協力銀行が取り扱う投資金融（我が国食品関連企業の国際競争力強化や海外

市場の確保などを目的として、海外における生産拠点の設立・増設など、海外事業

展開に必要な長期資金を対象とする融資等）などの積極的な活用を図ります。これ

により、食品企業の資金確保を通じた海外における事業展開の促進を図ります。

（３）その他

① 輸出促進対策との連携

輸出促進対策と連携し、海外事業展開に意欲を有する食品企業が、海外事業展開

に先立ち、現地のアンテナショップにおいて自社製品の試験販売などを行おうとす

、 。 、る取組を支援するなど 各種支援策が活用しやすい体制を構築します これにより

東アジア各国への投資促進を図るための環境整備を図ります。

② 東アジア諸国における国際食品規格等の導入支援

東アジア諸国内においてリスク分析原則の適用に係る課題を抱えている国がある

ことを踏まえ、国際機関の専門的知見を活かし、国際食品規格の導入についてのセ

ミナーの開催等を実施します。

【アジアにおける食品安全・動植物検疫関連総合支援事業

１１５（８７）百万円の内数】

［担当課：総合食料局食品産業企画課（０３－３５９１－８６５４（直 ］））



（２）技術と知財の力による新需要・新産業の開拓

【新需要創造対策 １０（０）億円】

【新需要創造のための研究開発 ８（１）億円】

事業のポイント
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します。

（新食品・新素材の例）

・ が期待できる を多く含む「 」花粉症の緩和 メチル化カテキン お茶（べにふうき）

・ が期待できる を多く含む「 」肝機能の改善 アントシアニン色素 紫さつまいも

・ があり、 が期待できる を多く含む「 」抗酸化作用 老化防止 リコペン 高リコペントマト

・ アミノ酸の一種で、 がある を多く含む｢ ｣血圧上昇をおさえる作用 ＧＡＢＡ 巨大胚芽米

・ を、新たに から抽出する｢ ｣化粧品の保湿成分セラミド てん菜パルプ てん菜由来セラミド

・ で、 を持つ絹糸を用いた｢ ｣天蚕(野生のカイコ)由来 紫外線カット機能 ＵＶカット繊維

政策目標

新食品・新素材の市場規模を５年で３倍超に拡大

約２００億円（１７年度）→ ７００億円程度（２２年度）

＜内容＞

１．新需要創造に取り組むフロンティアの育成

（１）新たな需要に結びつく課題を選定し、その課題に応じて、画期的な利用方法

に関する として提供します。 【定 額】グランドデザイン

（２）新たなグランドデザインをベースに､先進的な研究成果を持つ独法研究機関､

商品化の中心となる民間企業、新食品・新素材の原料を生産・供給する産地

の を作り、その活動をフォローしベストマッチングによる新需要創造協議会

ます。 【定 額】

【グランドデザインの提供 ３０（０）百万円】

【新需要創造協議会の育成 ６０（０）百万円】

２．成分保証システムや分別管理システムの確立

原料に一定の機能性成分などが含まれることを保証する新たなシステムや、新

食品・新素材を他の食品・素材と分別して消費者に届ける新たなシステムを確立

するため、

① 、成分含量を確保できないときのシステムづくりに必要な実証・技術指導

リスクを軽減する損害保険の加入に必要なリスク評価

【補助率１／２】



機械・施設の整備② 原料の収穫や調整・加工などに必要な

【 】補助率１／２

などに助成します。

【成分保証システム・分別管理システムの確立 ６０（０）百万円】

【成分保証・分別管理機械・施設の整備 ８６０（０）百万円】

３．新食品・新素材の創出のための研究開発の推進と実用化に向けた研究開

発支援

潜在的需要に合（１）ゲノム研究やナノテクノロジーなどの最先端技術を活用し、

を進めます。致した新たな食品や素材の開発

【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 ５８９（０）百万円】

【食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発 ２０４（１２９）百万円】

「先端技（２）新食品・新素材の商品化に当たり、さらに研究開発が必要な場合、

術を活用した農林水産研究高度化事業」などの研究開発の委託・助成事業に

を行います。 【補助率２／３】おいて、優先配慮

【先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

５，２２０（４，８７２）百万円の内数】

【産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業

６６１（９８８）百万円の内数】

４．新需要創造に向けた既存施策の活用

アグリビジネス投資新食品・新素材の原料を生産・供給する農業法人に対する

による自己資本の充実、新需要創造に連携して取り組む生産育成株式会社の出資

農林漁業金融公庫の食品流通改善資金や新規用途事業等資者・食品企業に対する

といった手法の活用を促し、産地の生産体制の強化や新食金等の融資、信用保証

品・新素材生産の事業化に向けた取組を支援します。

【アグリビジネス投資育成株式会社の投資計画額（５億円）の一部を活用】

担当課：生産局種苗課知的財産政策検討室(０３－３５０２－８７２１(直))

総務課生産振興推進室 (０３－３５０２－５９４５(直))



《 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの提供 》

〔 新需要創造協議会による取組 〕

《 新需要創造の取組に対する国の支援 》

民間企業

産 地

新食品・新素材に関する実用化
研究を実施。

成分や品質が高度に管理された
システムを確立し、原料を生産。
新食品・新素材を製造・販売。

○ ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ投資育成㈱
による出資

○ 制度融資、信用保証
の活用

○ 技術指導

○ 損害保険のリスク評価○ 研究助成・委託

契約

独法研究機関、民間企業、産
地のマッチングにより、新需要
創造に取り組む協議会を育成。

・ 協議会が「新需要創造計画」を策定

・ 国が計画を認定し、成分保証や分別
管理の確立を支援

700700億円億円
（全体市場規模）（全体市場規模）

を目指してを目指して

本格事業化！本格事業化！

○ 施設整備

（ソフト）

（ハード）

（優先配慮）

《 協議会の育成 》

技 術 と 知財の力で新産業分野 を創出

新食品・新素材の品目ごとに、
画期的な利用方法に関するグ
ランドデザインとして提供。

〔 新需要創造ﾌﾛﾝﾃｨｱ育成 〕

商
品
の
核
と
な
る

新
技
術
が
欲
し
い

民
間
企
業

産 地

契約栽培で高値取引できる
農産物を生産したい

独法研究機関

新食品・新素材の研究
成果を商品にしたい

高リコペン品種 従来品種
濃い ← （赤色）← 薄い

新需要の創造が期待される新食品・新素材 （例）

・ 巨大胚芽米 （血圧上昇を抑制）・ 高ﾒﾁﾙ化ｶﾃｷﾝ茶 （花粉症を緩和）

・ 高ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ紫イモ （肝機能を改善）

・ 高ﾘｺﾍﾟﾝﾄﾏﾄ （老化を防止）

・ てん菜由来セラミド （保湿効果）

・ ＵＶカット繊維 （紫外線をカット）

○ソフト事業 150,000千円
（ﾌﾛﾝﾃｨｱ育成、産地への
技術指導等）

○ハード事業 860,169千円
（産地への施設整備等）

１９年度予算額

StepStepStep111 !!!

Step2 !Step2 !
Step2 !

Step3 !Step3 !
Step3 !



（３）輸出促進対策の強力な推進

【輸出促進対策 ２３（１０）億円】
【輸出促進緊急条件整備事業 ３８（－）億円】

【輸出振興のための生産、流通、加工技術の開発促進 １５（０）億円】
対策のポイント
農林水産物・食品の輸出額を平成２５年までに１兆円規模とするとの目標の達成に

向けて、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講じます。ま

た、各段階において、公共・非公共事業、融資等を含め農林水産省の関連施策を幅広

く活用した支援策を総合的に展開します。

《目標の達成に向けた新たな取組》

・輸出の取組を推進する輸出実行プランの策定

・海外日本食優良店の調査・支援

・日本食イベント「Try Japan's Good Food」開催事業の実施

・輸出先駆者、実践者からの活きた体験、ノウハウ等の情報提供

《輸出拡大の事例》

・Ａ漁協： 17年度の輸出量は前年度比20倍「小型サバの中国向け輸出を16年度から本格開始」

・Ｂ農協： 17年産の輸出量は前年比約２倍「いちごの台湾、香港向け輸出を16年産から開始」

・Ｃ団体： 17年の輸出量は前年比1.5倍「りんどうの欧州向け輸出を14年から開始」

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を に１兆円規模とする平成２５年まで

＜内容＞

１．輸出促進対策

（１）品目別のキメ細かな輸出支援

① 品目ごとの輸出実行プランによる輸出の取組の推進

「主要な品目ごとの課題」と「輸出促進緊急条件整備事業、研究開発事業や輸出促進

公共・非公共事業、融資 対外広報戦に資する 等の活用を含めた対応方策」を具体化し、

することに略と併せて品目ごとの輸出実行プランとして事業者にわかりやすい形で提示

より、輸出の取組を推進します。

【みなぎる輸出活力誘発事業 ６４（０）百万円】

② 品目ごとの輸出戦略に基づいた相手国の制度等の把握

品目ごとに相手国の貿易に係る諸制度や市場特性等を調査します。併せて、海外にお

ける偽装表示の実態を調査します。

農林水産物貿易円滑化推進事業 ２１５（８５）百万円】【

③ 我が国のオリジナル品種の保護

ＤＮＡ分析による品種識別技術の開発により、我が国のオリジナル品種を保護し、輸

出促進を図ります。

【品種保護に向けた環境整備 ７２（７２）百万円】



④ 国産材の認知度向上による販路拡大

国産材を使用したモデルルームの展示や輸出相手国の住宅雑誌等への広告掲載等を通

じ、国産材の認知度を向上させ販路を拡大します。

【木材海外販路拡大支援事業 ５１（３０）百万円】

（２）日本食・日本食材の海外発信

① 海外日本食優良店の調査・支援

及び するこ海外日本食優良店の調査 現地における優良店の基準の策定・普及等を支援

とにより、海外における日本食の信頼性を高め、日本食ファンを世界に拡げます。

【海外日本食優良店調査・支援事業 ２７６（０）百万円】

② 世界に誇る日本食・日本食材のアピール

品目ごとの戦略的な広報活動、日本食イベント「Try Japan's Good Food」開催事業

を通じ、真の日本食・日本食材を世界にアピールしま及び大規模な海外発信事業の実施

す。

真の日本食・日本食材海外発信事業 ３９７（０）百万円】【

（３）意欲ある事業者に対する支援

① 活きた輸出情報を最大限活用するためのネットワーク構築

農林水産物等の輸出に先駆的、実践的に取り組んでいる方々を輸出促進サポーターと

して登録し、 します。これにより、これから輸出活きた体験、ノウハウ等の情報を提供

を本格化させる事業者の取組をサポートします。

【活きた輸出情報ネットワーク構築事業 ５１（０）百万円】

② 輸出の裾野を広げるための海外常設店舗の拡大

特に輸出先として有望な国・地域において 継続的に海外高級百貨店等での常設店舗を

するとともに、新規顧客を獲得するため、新たな します。展開 国・地域に設置箇所を拡大

これにより、我が国の農林水産物等について海外の消費者に一層の浸透を図ります。

【農林水産物等海外販路創出・拡大事業 ６１０（４３０）百万円】

③ 意欲的な輸出取組に対する支援策の充実

今後輸出拡大が期待される特定品目について、明確な目標を設定し戦略的に輸出に取

り組もうとする事業体の輸出拡大プロジェクトを支援します

【補助率１／２】

【農林水産物等輸出促進対策 ６００（３００）百万円】

２．輸出促進緊急条件整備

強い農業づくり交付金及び農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に輸出対策枠を設定し

ます。

【 】輸出促進緊急条件整備事業 ３，８００（０）百万円

３．輸出振興のための生産、流通、加工技術の開発促進

農林水産物等の 生産、流通、加工技術に関する を促進します。輸出振興に資する 研究開発

【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

１，５４２（０）百万円】



４．輸出促進に資する公共・非公共事業、融資

生産・加工・流通・販売の各段階における課題に対応するため、以下の公共・非公共事業、

融資等の有機的な活用を図ります。

（１）輸出力の強化に必要なインフラの整備

高品質な農林水産物等の安定的な供給の基礎となるインフラ整備を推進します。

【農業生産基盤整備事業（公共） ４２８，８７９（４４４，５３７）百万円の内数】

【流通構造改革拠点漁港整備事業（公共） １０８，１６７（０）百万円の内数】

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３４，０８８（０）百万円の内数】

【強い林業・木材産業づくり交付金 ６，４３３（６，９９０）百万円の内数】

【強い水産業づくり交付金 ８，７６２（１１，８２３）百万円の内数】

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】

【乳業再編整備等対策事業 ４，１２０（４，１２０）百万円の内数】

【農林漁業金融公庫資金の活用】

【農業改良資金の活用】

（２）輸出促進に資する安全の確保

農産物等の生産段階における食品安全ＧＡＰや水産物の品質管理のためのＨＡＣＣＰ手

法の導入により、輸出促進に資する安全確保への対応を図ります。

【食の安全・安心確保交付金 ２，５１３（２，７０２）百万円の内数】

【水産物品質管理対策推進支援事業 １２１（１２２）百万円】

（３）事業者に対する海外でのサポート体制の整備

「東アジア食品産業共同体構想」の一環として、東アジア各国主要都市に設置される協

議会を通じ、海外において、投資促進に資する情報を共有化・活用するほか、輸出に取り

組む事業者に対しても情報提供等のサポートを行います。

【東アジア食品産業活性化対策 ５４８（０）百万円の内数】

（４）ブランド戦略の推進

「和牛」統一マーク等の策定、日本茶の品質管理認証システムの構築により、ブランド

戦略を推進します。

【未来志向型技術革新対策事業（ソフト事業） ５４１（０）百万円の内数】

【日本茶品質管理認証システム事業 ２０（０）百万円】

［担当課：大臣官房国際部貿易関税チーム輸出促進室

（０３－３５０２－３４０８(直））］



（４）知的財産の創造・保護・活用

【知的財産対策関係 １８（２）億円】

対策のポイント

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早急に進

めます。この一環として、予算面でも、家畜遺伝資源の保護や新たな産地

ブランドづくりなどの面での支援策を講じます。

先端的な技術に係る特許権、植物の新品種に係る育成者権、新たなブランドづくりに係

る商標権等の知的財産権に加えて、地域における新しい技術、自然資源、地域ブランド等

もまた、わが国にとっての貴重な知的財産として積極的に活用することが重要です。

（参考：知的財産に係る権利）

政策目標

○ 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

○ 日本の食文化や｢日本ブランド｣を世界に発信

＜内容＞

１．知的財産の創造の促進

農林水産業・食品産業分野の発展に資する知的財産を創造するための研究開発

を、産学官の研究勢力を結集しつつ強力に推進します。

また、得られた成果の国内外における権利化等を促進する体制の強化、研究開

発の加速化等に資する情報の収集・提供のためのシステム整備等を推進します。

【農林水産技術移転促進の助成に要する経費 ５０（３５）百万円】

【農林水産業知的財産情報システムの整備 １６９（０）百万円】等

（研究開発予算については、(５ 「革新的技術の開発と普及」に別途掲載 ）） 。

○文芸、芸術、美術、音楽、プロ
グラム等の精神的作品を保護
○死後５０年(法人は公表後５０年、
映画は公表後７０年）

知的創造物について 営業標識について

特許権(特許法)

実用新案権
(実用新案法)

著作権(著作権法)

意匠権(意匠法)

育成者権(種苗法)

営業秘密
(不正競争防止法)

○発明を保護
○出願から２０年

○物品の形状等の考案を保護
○出願から１０年

○物品のデザインを保護
○登録から１５年

○植物の新品種を保護
○登録から２５年(樹木３０年)

○ノウハウや顧客リストの盗用など
不正行為を禁止

商標権(商標法)

商品表示、形態等
(不正競争防止法)

○商標を保護
○登録から１０年(更新あり)

○原産地等の虚偽表示
○商品形態のデッドコピー
○ドメインネームの不正取得等

商号(商法) ○登記された商号を保護

出典：特許庁ホームページ

○文芸、芸術、美術、音楽、プロ
グラム等の精神的作品を保護
○死後５０年(法人は公表後５０年、
映画は公表後７０年）

知的創造物について 営業標識について

特許権(特許法)

実用新案権
(実用新案法)

著作権(著作権法)

意匠権(意匠法)

育成者権(種苗法)

営業秘密
(不正競争防止法)

○発明を保護
○出願から２０年

○物品の形状等の考案を保護
○出願から１０年

○物品のデザインを保護
○登録から１５年

○植物の新品種を保護
○登録から２５年(樹木３０年)

○ノウハウや顧客リストの盗用など
不正行為を禁止

商標権(商標法)

商品表示、形態等
(不正競争防止法)

○商標を保護
○登録から１０年(更新あり)

○原産地等の虚偽表示
○商品形態のデッドコピー
○ドメインネームの不正取得等

商号(商法) ○登記された商号を保護

○文芸、芸術、美術、音楽、プロ
グラム等の精神的作品を保護
○死後５０年(法人は公表後５０年、
映画は公表後７０年）

知的創造物について 営業標識について

特許権(特許法)

実用新案権
(実用新案法)

著作権(著作権法)

意匠権(意匠法)

育成者権(種苗法)

営業秘密
(不正競争防止法)

○発明を保護
○出願から２０年

○物品の形状等の考案を保護
○出願から１０年

○物品のデザインを保護
○登録から１５年

○植物の新品種を保護
○登録から２５年(樹木３０年)

○ノウハウや顧客リストの盗用など
不正行為を禁止

商標権(商標法)

商品表示、形態等
(不正競争防止法)

○商標を保護
○登録から１０年(更新あり)

○原産地等の虚偽表示
○商品形態のデッドコピー
○ドメインネームの不正取得等

商号(商法) ○登記された商号を保護

出典：特許庁ホームページ



２．知的財産の保護の強化

育成者権について、審査期間の短縮（3.2年（17年度）→2.5年（20年度 ）等）

迅速で容易な育成者権の取得を目指します。また、品種保護Ｇメンの増員や、罰

則の強化等に係る種苗法の改正も視野に入れた制度の見直し等を行います。

また、家畜遺伝資源について、知的財産として戦略的に保護・活用を図る体制

を整備するため、遺伝子解析等の研究開発を促進します。また、和牛精液ストロ

ー等の流通管理の厳格化のための体制をモデル的に構築・実証します。

対外的には、海外における権利侵害事案に対処するため、アジア諸国等に対す

る知的財産権保護制度の整備・強化等の働きかけ、東アジア各国への食品企業の

投資を促進するための相談員の配置等を進めます。併せて、水際での取締り強化

のためのＤＮＡ品種識別技術の開発等を行います。

【畜産新技術実用化対策推進事業 ５５９（４３８）百万円の内数】

【和牛精液等流通管理体制構築推進事業 １０９（０）百万円】

【アジア地域植物新品種保護制度整備推進事業 １５（１５）百万円】

【食品産業海外戦略支援事業のうち東アジア産学官ネットワーク構築支援事業

５８（０）百万円の内数】等

３．知的財産の活用の推進

（１）知的財産の活用により新たな需要を創造し、新しい産業分野を開拓するため

に、新食品や新素材、新品種などを用いた産地形成の取組を進めます。併せ

て、地域団体商標等知的財産を積極的・戦略的に活用した魅力ある地域ブラ

ンドの確立のための取組を支援します。

また、試験研究独法が保有する特許等知的財産の企業への技術移転による

実用化・商品化を促進するために、農林水産大臣認定ＴＬＯ(技術移転機関)

の活動を強化します。

さらに、世界中に「日本ブランド」の農林水産物や食品の魅力をアピール

するため、海外における展示・商談会の開催や常設店舗の設置等を行います。

【新需要創造対策 １，０１０（０）百万円】

【未来志向型技術革新対策事業（ソフト事業） ５４１（０）百万円の内数】

【産学官連携経営革新技術普及強化促進事業 ２３０（０）百万円の内数】

【地域食品ブランド育成・管理支援費 １６３（１６３）百万円】等

（ 、 ） 「 」 。）海外への輸出促進対策については (３ の 輸出促進対策の強力な推進 に別途掲載

（２）日本の食文化を世界に発信するため、海外における日本食の信頼性を高め、

日本食ファンを世界に拡げることを目指し、海外日本食優良店の調査及び現

地における優良店の基準の策定・普及等を支援します。

【海外日本食優良店調査・支援事業 ２７６（０）百万円】



４．人材の育成・意識の向上等

農林水産業・食品産業の分野における知的財産の保護の重要性に対する意識の

向上と利活用の促進を図るため、関連企業の知財担当者や普及指導員、研究独法

の担当者等に対する研修等を行います。併せて、専門的な相談ができる人材バン

クのネットワーク形成等の取組を支援します。

また、広く農林漁家等へ知的財産の保護・活用の重要性についての啓発を行う

ため、様々な広報媒体を利用した普及・広報活動等を推進します。

【知的財産権の啓発普及体制整備委託事業 １４（０）百万円】等

[担当課：大臣官房企画評価課（０３－３５０１－３７２２(直 ）]）



（５）革新的技術の開発と普及 

 

          【革新的技術開発 ６３（４）億円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 国民生活の向上に資する研究開発 
 

 

 

 

 

 

＜内容＞ 

１．遺伝子組換えのカイコやブタを活用した医薬品、疾患モデル家畜等の開発の

加速化 

新たな市場の開拓に向けて、遺伝子組換えカイコを用いた医薬品や再生医療素材等

を低コストで生産する技術の開発や、生活習慣病等の医療研究用モデル家畜等を遺伝

子組換えで生産する技術の開発を加速化します。 
 

【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 ５８９（０）百万円】 

 
 

２．食品の流動性等を向上させるための均一ナノ粒子加工技術の開発 

食べやすく、消化のよい高齢者・介護用食品等の新たな市場の開拓に向けて、食品

の粒子サイズをナノレベル(現在の約 1/100)へ加工する技術を開発します。 

【食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発 ２０４（１２９）百万円】 

 

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に対応

した農林水産業等の発展に直結する研究開発に重点的に取り組みます。また、

新技術の現場への普及を強化します。 

対策のポイント 

○ 医療研究用モデルブタを５年後に作出 
 

○ 食品素材のナノスケール粉砕・分離技術を５年後に確立 

政策目標 

（革新的技術を生み出す様々な研究分野） 

・ カイコ・・・カイコはふ化してから 25 日間で体重が１万倍にもなり、物質を生産する

生物工場としての能力が高い。 

・ ブタ・・・ブタは食欲旺盛で飲酒も好み、臓器の大きさもヒトに近いので、肥満など

の生活習慣病の研究モデルとして最適。 

・ 衛星データ・・・人工衛星データからは作物の適切な収穫時期が診断できる。人工衛

星 ALOS の画像からは 2.5m のサイズまで識別可能。 



 

 

 

 

＜内容＞ 

○ 低コスト高効率なバイオエタノール生産技術の開発 

エタノール生産コストの大幅な削減に向けて、さとうきび、てんさい等資源作物の

超低コスト栽培法や遺伝子組換え技術を利用してエタノール変換量を飛躍的に増加

させる技術を開発します。 

【地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発 １，５００（０）百万円】 

 

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 

 

 

 

 

＜内容＞ 

○ 不耕起直播栽培技術や衛星情報等を用いた低コスト生産体系の確立 

規模拡大と低コスト化に向けて、直播、不耕起等様々なコスト縮減技術を組み合わ

せた、稲・麦・大豆の都道府県水田輪作モデル、衛星データ等の活用による計画的収

穫・調整システム等を取り入れた北海道畑輪作モデルを提示します。 

【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 ６０４（０）百万円】 

 

 

 

 

 

＜内容＞ 

○ ゲノム解読による耐湿性ダイズ等の効率的選抜育種技術の開発 

ダイズゲノム解読により、耐湿性等のＤＮＡマーカーを早急に開発し、安定生産が

可能な良質な国産ダイズ品種を開発します。 

【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 DNA マーカーの開発 ４５０（０）百万円】 

 

 

 

 
 

生産費を半減する超低コスト生産モデルを５年後に確立 

政策目標 

ゲノム情報等を活用して、食用ダイズ国産１００％自給に貢献 

政策目標 

国産バイオエタノールの生産コストを１０年で現在の半分以下に削減 
政策目標 



 
 
 
 

＜内容＞ 

○ イワシ、サバ等の魚種交替、クラゲ類大発生の予測技術の開発 

環境変動に伴う海洋生態系の変化を把握し、イワシ、サバ等大衆魚間の交替とクラ

ゲ等有害生物の大発生に関する予測技術を開発します。 

【環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発 ２０７（０）百万円】 

 

 

 

 

＜内容＞ 

１．輸出促進、食品産業の海外展開を支える新技術の開発 

我が国農林水産物・食品の輸出を戦略的に進める上で、産学官連携による競争的研

究資金を活用し、農林水産物の輸出促進や食品産業の海外展開に資する研究課題を採

択し、技術開発を進めます。 

【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・食品産業海外展開に関する研究開発 １，７８２（０）百万円】 

 

２．不良環境下で安定生産できる遺伝子組換え作物の開発 

我が国が知的財産を所有している乾燥や塩害等に強い遺伝子を、組換え技術を用い

て作物に導入することにより、劣悪な環境でも収量の落ちないコムギ等を開発しま

す。 

【アグリ・ゲノム研究の総合的な推進のうち 

世界の食料需給の安定に向けた研究推進 １７６（０）百万円】 
 

③ 先進的な技術の普及・定着 
 
 
 
 
 

 

＜内容＞ 

１．普及組織を中核とした産学官連携による総合的技術確立・支援 

革新的技術の導入による先進的農業経営の実現を図るため、普及組織を中核とした

産学官連携による生産現場での新技術の確立から総合的技術支援までの一貫した取

組を支援します。 【定 額】 

【産学官連携経営革新技術普及強化促進事業 ２３０（０）百万円】 

 

革新的技術の迅速な普及による競争力のある産地・担い手の育成 

政策目標 

新技術による国際戦略の展開 
政策目標 

水産資源の確保と水産経営の安定化 

政策目標 



２．施設園芸の脱石油化の推進 

ガス燃焼により発生する電気・熱・二酸化炭素を利用するトリジェネレーションシ

ステム、農業用水を利用した小型水力発電等に対応した施設野菜の生産・出荷体制の

導入により、施設園芸の生産・流通における石油消費量の低減を推進します。 

【補助率１／２以内、定 額】 

【施設園芸脱石油イノベーション推進事業 ３７０ (０) 百万円】 
 

３．園芸用温室の設置・運営コストを大幅に低減 

季節や天候に左右されない園芸用温室の設置・運営コストを大幅に低減する低コス

ト植物工場モデルを実証・確立します。 【補助率１／２以内、定 額】 

【低コスト植物工場成果重視事業 ９２ (１７１) 百万円】 
 
４．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 

   リスクがあるものの農業生産に革新（イノベーション）をもたらす、先進的な技術

の導入等により、新たな需要を創造する未来型農業を展開します。 

【補助率１／２以内、６／１０以内、４／１０以内、１／３以内、定 額】 

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】 
 
 
 
 

 

 
＜内容＞ 
○ データに基づいた環境負荷低減営農体系の実現 

精密農業技術の効果的な導入・組合せによる大幅な環境負荷低減効果を実現するＩＴ

活用型営農を構築します。 

【補助率１／２以内、１／３以内、定 額】              

  【ＩＴ活用型営農成果重視事業 ９５（９５）百万円】 
 
 
 
 

[担当課：農林水産技術会議事務局総務課（０３－３５０２－７３９９（直））] 

 精密農業により、環境負荷の大幅な低減を達成 
政策目標 



（６）農林水産分野の国際協力の推進

【政府開発援助 ４８（５０）億円】

対策のポイント

。農林水産分野の重要施策と連携した戦略的・重点的な国際協力を行います

（開発イニシアティブとは）

ＷＴＯ香港閣僚会合に際して、日本が表明した途上国への支援策。途上国が自由貿易体制から更

なる利益を得られるようにするため、途上国の生産の現場から輸出先の食卓等までの一連の流れを

包括的に支援するもの。

政策目標

○ 「開発イニシアティブ」の更なる推進等による国際交渉（ＷＴＯ、

ＥＰＡ等）の円滑化

○ 我が国及び世界の食料安全保障確保への貢献

○ 我が国へも影響を及ぼす地球規模での環境問題への対応

＜内容＞

１．アジア地域の食品安全・動植物検疫関連の人材育成等総合的支援

アジア地域においてニーズの高い協力分野である食品安全、動植物検疫に関する人材育成

や国際的議論への参画、国際規範の導入に対して支援します。

【アジアにおける食品安全・動植物検疫関連総合支援事業 １１５（８７）百万円】

２．地域漁業振興への協力

開発途上国の水産業振興を図るために必要な水産関連機材の供与、キャパシティビルディ

ング等を実施します。また、「開発イニシアティブ」を推進する観点から、ＬＤＣ諸国に対

して特別な配慮を行います。 【補助率３／４】

【地域漁業振興協力事業 ８０７（７８６）百万円】

３．アジア食料安全保障情報整備強化に向けた支援

アジア地域の食料安全保障の確保に向けて、その基礎となる域内各国の統計情報の標準化、

生産予測技術に関する人材育成に対して支援します。

【アジア食料安全保障情報整備強化支援事業 ４５（０）百万円】

４．循環型水資源有効利用手法の開発等

「世界の水問題」へ対応するため、各地域の実情に応じた循環型水資源利用に関する技術

手法を開発・実証・普及します。 【定 額】

【循環型水資源有効利用検討調査費 ４８（０）百万円】

［担当課：大臣官房国際協力課（０３－３５０１－４０９５（直））］



（７）農政改革推進のための統計の整備 

                                          

    【農政改革推進のための統計の整備 ４１（３９）億円】 

 

 統計調査業務を大幅にアウトソーシングしつつ、調査の精度を維持し、基幹

となる統計データ、「攻め」の農政を支える土台となる統計データを整備します。 

 

 （農林水産統計の改革） 

○ 農林水産統計については、農政改革に対応して抜本的に見直し、国の職員調査を原則

廃止し、調査員調査、郵送調査などへのアウトソーシングを実施することにより、民間

の活力を利用し、効率的な調査体制へと移行（市場化テストの導入は平成 20年度から）。 

○ これにより、「国の行政機関の定員の純減について」（平成 18 年 6 月 30 日閣議決定）

において、農林水産統計分野は、平成 22 年度までに 4,132 人（平成 17 年度）から 2,228

人へ 1,904 人の定員の純減を達成。 

 

 

   国家の基本的な指標となる統計、農林水産政策の基本となる統計

の整備と国民への提供 

 

＜内容＞ 

１．総人件費改革に対応しつつ基幹となる諸統計の確実な実施 

  農政を取り巻く環境が変化していく中にあっても、変わらずに必要な基幹となる統

計調査を確実に実施します。 

 ① 経営所得安定対策、行政価格算定に必要な生産コストなどを把握する農業経営統

計調査 

② 品目横断的経営安定対策を支援するため、集落営農の組織数、経営内容、今後の

経営展開の方法等を把握する調査 

③ 米の需給計画の策定、集荷円滑化対策の発動の判断に必要な米の作況調査 

  

２．民間委託、ITの活用等による統計業務の効率化 

農林水産統計調査の郵送調査化、調査員調査化を円滑に推進するため、 

① 市場化テストを含むアウトソーシングに対応し、統計調査員を確保し、併せて調査能

力を向上させる対策 

② 経営管理ソフトを活用し、郵送調査化を促進する対策 

対策のポイント 

政策目標 



③ 職員調査から調査員調査に替えた調査の誤差を検証し、必要な改善策を提言する

など調査精度の維持を図る対策 

などを実施します。 

 

３．「攻め」の農政をサポートする新規調査等の実施 

「攻め」の視点や農業の競争力強化に資するため、農政改革の推進に必要な次の統

計調査を積極的に実施します。 

① 東アジア食品産業活性化戦略（東アジア食品産業共同体構想）の実現に資するた

め、我が国食品産業の東アジアをはじめとする海外への進出状況、輸入も含めた食

品産業全体の構造などを把握する調査 

② 次期「食料・農業・農村基本計画」の見直しを見据えた総農家数、耕作放棄地面

積などの基礎的な数値を整備する調査（拡充） など 

 

農農政政 改改革革 のの推推 進進のの たた めめ のの 統統 計計のの 整整備備 概算決定４１億円概算決定４１億円

農林水産統計の業務改革農林水産統計の業務改革

地方農林統計部門の定員の半減
約4,100人 → 約2,200人（△1,904人）

新規採用の停止、府省間配置転換で対応
（統計・情報部門で毎年約430名を配置転換）

総人件費改革に対応しつつ基幹となる諸統計の確実な実施
○ 農業経営統計調査

・ 品目横断的経営安定対策の推進に不可欠なデータ

・ 行政価格の算定に不可欠なデータ 等

○ 集落営農に関する調査
・ 集落営農の組織数、経営内容、今後の経営の展開方法等のデータ

○ 生産統計調査（水稲作況調査）
・ 生産調整や集荷円滑化対策の実施に不可欠なデータ

・ 地球温暖化の水稲平年収量への影響に関する検討会の実施 等

「攻め」の農政をサポートする新規調査等の実施
○ 東アジア食品産業活性化戦略（東アジア食品産業共同体構想）の

実現に資する食品産業に関する新しい統計調査

○ 基本計画の見直しを見据えた基礎数値の調査（拡充） 等

民間委託、ITの活用等による統計業務の効率化
○ 経営管理ソフトを活用した郵送調査化促進対策
○ アウトソーシングに伴う調査精度の低下を防止する対策
○ 職員に代わる統計調査員の確保・育成対策（拡充）
○ 統計の正確性・信頼性の確保を前提として、牛乳乳製品統計調査
などについて市場化テストを実施（平成20年度から）

国民にわかりやすく、利用しやすい農林
水産統計を目指した工夫

○ 農林水産統計の利活用の向上を図るため、ホームページの
使いやすさの改善、公表・プレスリリース資料を刷新

農政改革推進のための統計の整備農政改革推進のための統計の整備

21世紀新農政2006に
基づく「攻め」の農政の展開

農業の競争力強化に向けた
経営所得安定対策の実施

農政推進の指針となる
次期基本計画の策定

公務員総人件費改革への対応

 

 ［担当課：大臣官房統計部管理課（０３－３５０１－３７２４（直））］ 



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

① 食の安全と消費者の信頼の確保のための取組の推進

食品の安全確保

【食品安全確保対策 １６（１５）億円】
対策のポイント
食品に起因する健康への悪影響を未然に防止することに重点を置き、生

産現場から食卓までを通じて食品の安全確保についての取組を進めます。

（安全な食品とは？）

どんな食べ物でも、食べる量や毒性の強さによっては、体に悪い「毒」になる可能

その食品に適した方法で取り扱い、適量食べたときに人に害を与えな性があります。

といいます。いことを、食品が「安全である」

（安全な食品を食卓に届けるために）

食べ物は健康的に生きていく上で欠かせないものですが、生産・加工・流通段階や

家庭での取扱いをちゃんとしなければ、それは安全な食べ物でなくなる可能性があり

ます。だからこそ、 する取生産段階から加工・流通及び食卓にいたるまで安全を確保

組を進めることが大切で、このことはすでに2000年頃から国際的な共通認識となって

います。

政策目標
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

＜内容＞

１．食品安全に関するリスク管理の推進

、食品に起因する健康への悪影響を未然に防止するための政策を決定するために

したり、適切な安全管理を食品に由来する健康リスクがどの程度あるのかを予測

するのに を行います。具体的には以下の取組を行必要な技術の開発や調査・研究

います。

、 。① 有害微生物について を新たに実施食品や生産環境の汚染実態の調査・分析

また、有害化学物質による や生産食品や飼料の汚染実態に関する調査・分析

資材の を引き使用基準や残留基準値などの策定・見直しのための調査・試験

続き実施。

食品安全、動物衛生及び植物防疫を向上さ② 行政ニーズや社会ニーズに即して

の推進。せるための研究

【食品安全確保調査・試験事業 ９７９（８９２）百万円】

【先端技術を活用した農林水産研究高度化事業のうち「リスク管理型」

４８０（４８０）百万円】



２．安全な農畜水産物の供給

を農薬や飼料・飼料添加物、動物用医薬品などの安全性や適正な流通・使用

確保するとともに、地域の条件等に応じて実施すべき農作業などの手順・方法を

定め、適切な農業生産を実践する を導入することにより、安全な食品安全ＧＡＰ

農畜水産物の供給を確保します。

具体的には、都道府県、市町村や生産者団体等が実施する以下のような取組

に対し支援を行います。

① 生産者や農薬の販売者を対象とした農薬の適正使用に関する研修会の開催、

農薬使用の際の の開発・実証飛散（ドリフト）低減技術

【定 額】

② 地域の生産実態に即した の導入の促進、ＧＡＰ指導者育成の食品安全ＧＡＰ

ための講習会の開催

【定 額】

③ を低減するための新たなリスク管理措置の評価農産物に含まれるカドミウム

【定 額】

ガイドラインの整備 国④ 動物用医薬品の承認を迅速化するための試験法の 及び

際的調和の促進

【定 額】

適正製造指針の策定⑤ 有害物質混入防止のための飼料製造工場における

【定 額】

飼料及び動物用医薬品の安全性確保のための調査、指導⑥ 地域における

【定 額】

【食の安全・安心確保交付金 ２，５１３（２，７０２）百万円の内数】

【生鮮農産物安全性確保対策事業費補助金 ６（６）百万円】

【動物用医薬品対策事業費補助金 ６３（６８）百万円】

【流通飼料対策事業費補助金 ５３（６８）百万円】

担当課：消費・安全局消費・安全政策課（０３－３５０２－５７２２（直 ））

農産安全管理課 （０３－３５０１－３７６７（直 ））

畜水産安全管理課（０３－３５０２－８２０６（直 ））

植物防疫課 （０３－３５０２－３３８３（直 ））



動植物の防疫対策の推進

【動植物の防疫の強化 ６８（７２）億円】
対策のポイント
家畜の伝染病や作物に有害な病害虫などの海外からの我が国への侵入防

止と国内での発生・まん延防止により食料の安定供給を確保します。

（動物検疫とは）

動物の病気の海外からの侵入を防止するため、全国の動物検疫所で３００人以上の

家畜防疫官が輸入される動物・畜産物の検査を行っています。人が感染する狂犬病や

エボラ出血熱等の侵入を防止するため、犬、猫、サルなどの検査も行っています。ま

た、海外旅行者が動物検疫を受けずに畜産物を持ち込むのを防ぐために、成田国際空

港では検疫探知犬も活躍しています。

（植物検疫とは）

作物に有害な病害虫が海外から侵入するのを防止するため、全国の植物防疫所で８

５０人以上の植物防疫官が輸入される植物の検査を行っています。国内の一部のみに

存在する病害虫のまん延を防ぐため、植物等の国内移動規制なども行っています。

政策目標
○ 国内における家畜伝染病・養殖水産動物の特定疾病の発生
予防・まん延防止及び海外伝染病の侵入防止

○ 我が国に未発生又は一部にのみ存在する病害虫の侵入・ま
ん延の防止と環境に配慮した病害虫管理体制の構築

＜内容＞

１．家畜の生産段階における疾病の清浄化

農場における様々な疾病対策の推進や２４か月齢以上の死亡牛のＢＳＥ検査

の実施等により、ＢＳＥをはじめとする各種疾病の清浄化を図ります。

【定 額、補助率１／２】

家畜衛生対策事業 ２，９４７（３，３５５）百万円】【

２．家畜伝染病予防法に基づく家畜防疫の着実な実施

都道府県が家畜伝染病予防法に基づき行う検査等に必要な費用の負担、殺処分

された患畜等に対する手当金等の支払いに加え、地域における疾病の発生予防や

万一に備えた防疫体制の整備等により、的確で迅速な家畜伝染病の発生予防、ま

ん延防止を図ります。

【定 額、補助率１０／１０等】

家畜伝染病予防費 ３，５９０（３，７１４）百万円】【

【食の安全・安心確保交付金 ２，５１３（２，７０２）百万円の内数】



３．家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止の強化・推進

全国の動物検疫所で実施している輸出入動物及び畜産物の検査の実施により、

海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を防止します。

具体的には、

① 検査内容を充実させるなど、水際での検査体制のより一層の強化に努めると

ともに、我が国に畜産物等を輸出する海外の施設に対する査察の強化を図り

ます。

② 動物検疫犬を、成田国際空港に加え関西国際空港にも配置し、畜産物の検査

体制を充実させます。

③ 「ＩＴ新改革戦略」や「電子政府構築計画」に基づき業務・システムの最適

化を図り、動物検疫業務システムの安全性・信頼性を強化します。

【動物衛生対策充実強化事務費 １０４（９５）百万円の内数】

【動物検疫所の検査指導等充実強化費 １，０１８（７１８）百万円の内数】

４．水産動物の伝染性疾病の侵入・まん延防止

① 動物検疫所による水産動物の輸出入検疫体制を整備し、海外からの水産動物

の伝染性疾病の侵入を防止します。

② ＰＣＲ法やＤＮＡチップを活用した水産動物の伝染性疾病の迅速診断技術の

開発、普及等の取組を強化します。

【定 額】

【動物検疫所の検査指導等充実強化費 １，０１８（７１８）百万円の内数】

【魚類防疫技術対策事業委託費 ３９（３４）百万円】

【養殖衛生対策推進事業委託費 ９９（１０２）百万円】

【食の安全・安心確保交付金 ２，５１３（２，７０２）百万円の内数】

５．植物検疫体制の強化

隔離検疫施設の増強等により有害病害虫の侵入防止体制を強化するとともに、

「ＩＴ新改革戦略」や「電子政府構築計画」に基づき業務・システムの最適化を

図り、植物検疫業務システムの安全性・信頼性を強化します。

【植物防疫所の検査指導等充実強化費 １，３３０（１，０９４）百万円の内数】

【植物防疫所の施設整備 １６３（１６０）百万円の内数】

６．環境に配慮した病害虫管理体制の構築

病害虫が発生しにくい環境づくりや、物理的防除、天敵などを最適に組み合

わせて病害虫管理を実施する手法であるＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）を推

進し、環境にやさしい農業生産の実現を図ります。

【定 額】

【ＩＰＭ技術評価基準策定・情報提供事業委託費 １１２（０）百万円】

【食の安全・安心確保交付金 ２，５１３（２，７０２）百万円の内数】

担当課：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－０７６７（直 ））

畜水産安全管理課（０３－３５０２－８２０６（直 ））

植物防疫課 （０３－３５０２－３３８３（直 ））



消費者の信頼確保

【消費者の信頼確保対策 ２０（２２）億円】
対策のポイント

① 食品表示や牛トレーサビリティについて、監視・指導を徹底し、制度

の信頼性を高めます。

② 消費者ニーズを踏まえたＪＡＳ規格の導入、普及により、消費者の皆

さんの商品選びを応援します。

③ ユビキタス・コンピューティング技術を活用したトレーサビリティ・

システムの開発・実証を行います。

（トレーサビリティとは）

トレーサビリティとは、食品が生産から販売にわたってどのようなルートを通った

です。トレーサビリティを確立すれば、食品事故発生時の原因究明か把握できること

や食品回収などがより迅速に行えるようになり、消費者への情報提供を充実させるこ

とも可能となります。牛については、牛トレーサビリティ制度により、国内で飼養さ

れているすべての牛への耳標装着と異動等の届出、牛肉への個体識別番号表示等が義

務付けされています。

（ＪＡＳ規格とは）

ＪＡＳ規格制度は、有機食品や地鶏肉、熟成ハムなどが特別な生産方法で作られて

いることや、一般飲食料品などが一定の品質を備えていることを保証する制度で、Ｊ

ＡＳ規格による検査に合格した製品にＪＡＳマークが付けられます。

（ユビキタス・コンピューティング技術とは）

ユビキタス・コンピューティング技術とは、身近なところに小さなコンピュータな

どが存在し、いつでも、どこでも、必要なときにそれが利用できたり、コンピュータ

が自動的に人間へ働きかけてくれる仕組みを実現する技術のことです。

政策目標
○ 食品の不適正表示の改善
○ 牛トレーサビリティ制度の信頼性確保
○ 生鮮食品及び加工度の低い加工品を対象として、トレーサ
ビリティ・システムを導入した品目の割合を50％に高める
（平成19年度）

＜内容＞

１．特色のあるＪＡＳ規格の検討、普及と食品表示の監視指導・啓発の推進

消費者ニーズなどを的確に反映したＪＡＳ規格を制定するための調査検討、消

費者と製造業者などの交流会の開催等によるＪＡＳ規格の総合的な普及啓発を実

施します。



また、食品表示の監視指導の徹底と、消費者、製造業者等への表示制度の啓発

を実施し、食品表示の適正化を推進します。

【特定ＪＡＳ規格検討・普及推進事業委託費 ４７（０）百万円】

【食品表示適正化総合対策事業 ２６９（３２９）百万円】

２．牛トレーサビリティ制度の信頼の確保

牛トレーサビリティ制度が適切に実施されるよう監視活動を行います。また、

このために必要な を行います。システム開発と牛肉のＤＮＡ鑑定

具体的には以下のような開発、鑑定を行います。

不適切な届出の検索機能等を強① 牛個体識別台帳（データベース）について、

化した新たなシステムを開発

と畜場及び販売店等で採取した を引き続き実施② 牛肉のＤＮＡの同一性鑑定

【牛トレーサビリティ制度の信頼性確保対策事業委託費 １００（３９）百万円】

【牛肉トレーサビリティ業務事業委託費 ５１２（６４０）百万円】

３．トレーサビリティ・システムの導入を促進するシステム開発等

ユビキタス・コンピューティング技術を活用したシステムの開発、品目別の

、 。導入ガイドラインの作成 普及啓発のためのセミナー等に対する支援を行います

【定 額】

【ユビキタス食の安全・安心システム開発事業費補助金

１，０６９（１，２００）百万円】

（ （ ））担当課：消費・安全局表示・規格課 ０３－３５０１－３７２７ 直

（ （ ））畜水産安全管理課 ０３－３５０２－８２０６ 直

（ （ ））消費・安全政策課 ０３－３５０２－８５０３ 直



（食育とは） 

 様々な経験を通じて｢食｣に関する知識と｢食｣を選択する力を習得し、健全な食生活を実

践することができるようにするための取組のことです。 

（日本型食生活とは） 

 日本の気候風土に適した米を中心に農産物、畜産物、水産物等多様な副食から構成され、

栄養バランスが優れた食生活と考えられています。 

（食事バランスガイドとは） 

 食事の望ましい組み合わせやおおよその量をわかりやすくイラストで示したものです。

生活者が自分自身の食生活を見直すきっかけになるものとして、より多くの方々に活用さ

れることを目的としています。 

② 食育の推進                                            

          【食育の推進 ８８（６６）億円】 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・啓発の取組を促進します。 

対策のポイント 

「食事バランスガイド｣の認知度：５０％（２２年度） 

｢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：３０％（２２年度）

政策目標 



＜内容＞ 

 １．全国段階における食育の推進 
   外食産業や小売業等における「食事バランスガイド」を活用した｢日本型食生活｣の

実践活動を促進します。｢食育月間｣（６月）を中心としたシンポジウム、イベントの

開催、ポスターやマスメディア等の多様な媒体を活用した普及・啓発などにより、食

育を推進します。 

 【定 額】 

【にっぽん食育推進事業 ３，８１５（３，９４５）百万円】 

 

 ２．地域における｢食事バランスガイド｣の普及・活用等の促進  

    地域の教育ファーム推進計画策定にむけた取組など｢教育ファーム｣の取組を新た
に支援します。地域におけるイベントの開催等｢食事バランスガイド｣の普及・活用の

取組を引き続き支援します。 

【定 額】 

【食の安全・安心確保交付金 ２，５１３（２，７０２）百万円の内数】 

  
 （関連施策） 

３．農林漁業に関する体験活動の促進 

  食や農林水産業に関する様々な体験活動を推進します。これにより国民の食や農林

水産業に関する理解と関心の増進を図ります。    

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３４，０８８（０）百万円の内数】 

【その他  ９８０（１６３）百万円】 

 

４．地産地消の推進 

 地域全体で地産地消に取り組む地産地消モデルタウンの整備を支援します。地産地

消の拠点となる直売所等の環境整備、コーディネーターの育成、関係者のネットワー

クづくり等を推進します。   

  【７９４（１２）百万円】 

 

５．食に関する様々な情報提供等の推進 

 食品の安全性や食品表示などに関する様々な情報提供等を推進します。 

【１６７（２７）百万円】  

 

６．食品廃棄物の発生の抑制や再利用等の推進 

  バイオマス利用、食品リサイクル等を推進し、食料資源の有効利用の促進及び環境

と調和のとれた農林漁業の活性化へとつなげます。 

【地域バイオマス利活用交付金  １４，３４６（０）百万円の内数】 

【強い水産業づくり交付金  ８，７６２（１１，８２３）百万円の内数】  

  【その他  ３，００６（２，４５３）百万円】 

［担当課：消費・安全局消費者情報官（０３－５５１２－２２９２（直））］ 

 
 
 
 



 ~生産・流通・消費の各段階における食育の推進~
－ 「食育基本法」に基づき、食について自ら考え、判断できる力を育てる食育を推進－

１ 生産・流通・消費の各段階における食育実践活動の促進

１ 「食育月間」（６月）を中心としたイベントの開催 ２ 「食事バランスガイド」の普及・活用等の取組の
推進

・「食育月間」を中心に、「食事バランスガイド」
等をテーマにした食育総合展示会やシンポジ
ウム等を集中的に開催

・食育推進リーダーによる「食事バランスガイド」
等に係る指導（講習会の開催）

・地域版食事バランスガイド（郷土料理の活用等）
の策定・普及の取組

～国の施策と地域における「食事バランスガイド」の普及・活用等の取組を一体的に推進～

地域における「食事バランスガイド」の普及・活用等の促進
（食の安全・安心確保交付金）

全国段階における食育の推進（にっぽん食育推進事業）

２ 食育を国民運動として推進するた
めのシンポジウムやイベント等の開催

３ 多様な媒体等を活用した普及・啓発２ 食育を国民運動として推進するた
めのシンポジウムやイベント等の開催

３ 多様な媒体等を活用した普及・啓発

・生産者、流通・販売業者による学校等への出前
授業、学校給食における「日本型食生活」の実践
を推進するためのフォーラムの開催やメニュー開
発等
・モデル地域における「日本型食生活」を推進する
ための多様な取組への支援・実証
・民間の実践活動等に対する支援

・都市部の児童・生徒等を対象とした農業体験学習
と収穫農産物を利用した料理教室の開催
・ファミリーレストラン、スーパーマーケット、コンビニ
エンスストア等における実践活動の推進
・｢食事バランスガイド｣の理解を深めるための手法
やソフト開発

・生産者、流通・販売業者による学校等への出前
授業、学校給食における「日本型食生活」の実践
を推進するためのフォーラムの開催やメニュー開
発等
・モデル地域における「日本型食生活」を推進する
ための多様な取組への支援・実証
・民間の実践活動等に対する支援

・都市部の児童・生徒等を対象とした農業体験学習
と収穫農産物を利用した料理教室の開催
・ファミリーレストラン、スーパーマーケット、コンビニ
エンスストア等における実践活動の推進
・｢食事バランスガイド｣の理解を深めるための手法
やソフト開発

・地域の教育ファーム推進計画作成に向けた取組や優良事例の収集・情報提供など、地
域における教育ファームの取組を支援

３ 地域における教育ファームの取組の推進（追加）

・ポスターやリーフレット、雑誌、車両広告等の活
用により「食事バランスガイド」や「日本型食生
活」等の普及・啓発を地域を限定して集中的に
実施
・スポットCM等のテレビ媒体を活用した普及・啓
発

・「食育月間」（６月）を中心に、「食事バランスガイド」
や「日本型食生活」等をテーマにしたシンポジウム
の開催
・体験型の総合展示会や食育優良事例コンクール
の開催
・全国的なマスメディアと連携したイベントの開催（＊）

（注）（＊）以外の事業は、公募により事業主体を決定



③ 地産地消の更なる展開

【地産地消特別対策 ７．９（０．１）億円】

対策のポイント

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など新しい事業

方式を導入します。

（地産地消の現状）

直売所は1万ヵ所 約3,000ヵ所・ 全国の 、うち農協や市町村が常設しているものは

約5,000万円・ 1ヵ所あたりの地場農産物の年間販売額は

農産加工場は1,686ヵ所 約８割・ 農協等が設置した 、地場農産物の仕入額は総仕入額の

・ の小中学校で学校給食に地場農産物使用、 が地場農産物の利用を増やす意向約８割 7割

政策目標

○ 地域における地産地消推進計画の策定数を平成19年度までに

全国900地区へ

○ 学校給食における地場産品の使用割合を平成22年度までに30

％以上へ

＜内容＞

１．地産地消推進のための人材育成等

コーディネーターを農業と給食、商工、観光業等の地産地消関係者を結び付ける

します。 【補助率１／２】育成

【 】地産地消推進活動支援事業 １３（１２）百万円



２．地産地消モデルタウンの育成

① 地産地消モデルタウン構想の実現に向けた取組への支援

地農業 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、 、 、 、 「

を公募によって選定し（全国３地区 、この構想の実産地消モデルタウン構想」 ）

現に向けた します。協議会活動や広報活動等を支援

【補助率１／２】

【 】地産地消モデルタウン推進活動対策 １４（０）百万円

② 地産地消モデルタウンの拠点の整備

「地産地消モデルタウン構想」の実現に必要となる を支援しま拠点施設の整備

す。

【 】補助率１／２

【 】地産地消モデルタウン事業 ２６６（０）百万円

３．地産地消における新しい取組の促進

「特別枠」 地産地消の活動に必要な施設を強い農業づくり交付金の中に を設け、

し、各地の優れた取組を支援します。整備

【補助率１／２】

【 】強い農業づくり交付金（地産地消促進特別枠） ５００（０）百万円

［担当課：生産局総務課 生産振興推進室（０３－３５０２－５９４５（直 ］））



④ 食料供給コスト縮減に向けた取組の推進

【食料供給コスト縮減対策 ２３（６）億円】

対策のポイント
食料供給コストについて、生産と流通の両面におけるコスト縮減に向け

た取組を 「食料供給コスト縮減検証委員会」の知見を反映する形で、聖、

域を設けず強力に、かつ、確実に推進します。

（分野ごとの取組）

・ 生産コスト縮減に向けて、低廉な資材の供給、資材流通の合理化、資材の効率利用

及び革新的技術の導入等を推進します。

・ 流通コスト縮減に向けて、物流の効率化、卸売市場改革、多様なニーズ、課題等に

対応する流通体系の構築等を推進します。

・ 安価な資材・農機の提供、物流の合理化による配送コスト縮減等農協の経済事業改

革を推進します。

政策目標

食料供給コストを「５年で２割縮減」

＜内容＞

１．研究開発の促進と関連調査の実施

コスト縮減につながる高性能農業機械の早期実用化に向けた開発を行います。

【定 額】

【次世代農業機械等緊急開発事業 １,８８９（１,８８６）百万円の内数】

２．新技術の実験実証

稲作において、生産資材費の低減に資する先駆的な取組を集中的に実施し、①

生産資材の合理的な利用体系を確立します。 【補助率１／２】

【生産資材コスト低減成果重視事業 ２３（９５）百万円】

生産者・流通業者・実需者の連携の下、有限責任事業組合（ＬＬＰ）等の枠②

組みを活用し、高性能機械のリレー利用、通いコンテナによる一貫輸送等に

より、野菜の生産・流通コストの低減を推進します。

【定 額、補助率１／２】

【野菜低コスト供給パートナーシップ確立事業 ９７(０)百万円】

卸売市場を中心とした生鮮食品の流通に電子タグを導入し、物流の効率化を③

図るシステムを開発するための実証実験を行います。 【定 額】

【物流管理効率化新技術確立事業 ９７（９５）百万円】



３．低コストモデルの普及定着

直播栽培や不耕起栽培などの大規模経営体に相応しい革新的技術を組み合わ①

せ、効率的な輪作経営を実践するモデル経営体に対して一定額の助成を行い、

労働力配分の合理化、土地利用の合理化、資本装備の最適化などの経営革新

の取組効果を実証します。

【 ， （ ） 】担い手経営革新促進事業のうち経営革新モデルの実践の取組 １ ７００ ０ 百万円

卸売市場における、電子商取引の導入による生産者から小売業者等へのダイ②

レクト物流の仕組みを開発し、取引業務や市場内の物流コストの縮減等を実

証します。 【定 額】

【商物分離直接流通成果重視事業 １４５（１４５）百万円】

食品小売業において、適正仕入れ、廃棄ロス縮小等を実現するコスト低減の③

ビジネスモデルの実証・普及を行うとともに、消費者への商品情報伝達機能

の強化を促進します。 【定 額】

【食品小売業コスト縮減・機能強化構造改善事業 ７４（０）百万円】

４．社会インフラ等基礎的条件整備の推進

集出荷貯蔵施設等の共同利用施設や作業用機械の整備により、農業生産の省①

力化を図り、生産コストの削減等による産地の競争力強化を図ります。

【補助率１／２、１／３等】

【強い農業づくり交付金のうち産地競争力の強化に関する取組

３４，０６７（４０,５０６）百万円の内数】

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】

効率的な流通システムの確立を推進するため、卸売市場の再編や集分荷・物②

流業務の共同化のための施設整備、農業者と食品産業等の実需者が広域連携

し農畜産物・加工品を配送・販売するために必要となる加工・流通拠点施設

の整備等を行います。 【補助率４／１０、１／３】

【強い農業づくり交付金のうち卸売市場施設整備対策

３４,０６７（４０,５０６）百万円の内数】

【広域連携等アグリビジネスモデル支援事業のうち加工・流通拠点整備事業

８９５（１,２００）百万円の内数】

５．その他の取組

、 （ ）以上の取組のほか 改正卸売市場法による卸売手数料の弾力化 平成21年度～

等の規制緩和や、農協の経済事業改革の推進等を行います。

［担当課：総合食料局食料企画課（０３－３５０１－３８８４（直 ］））



（２）地域資源を活かした潤いある国民生活の実現

① 国産バイオ燃料の地域利用モデルによる実用化推進

国産バイオ燃料導入促進対策 １０９(０）億円】【

対策のポイント

国産バイオ燃料の本格的な導入に取り組みます。このため、地域の関係者

一体となった取組に対するハード・ソフト両面での支援や、資源作物の導入に

向けた研究開発を行います。

（バイオ燃料とは）

バイオ燃料 植物や植物から作られる食品等を原料として製造される輸送用燃料とは、

のことです。

① バイオエタノール・・・・・・・・ガソリンに3％まで混ぜて使います。

（原料：規格外麦、くず米、さとうきび糖蜜、てん菜等）

② バイオディーゼル燃料（BDF ・・・軽油に混ぜて使います。）

（原料：なたね油・大豆油の廃食用油等）

政策目標

○ 国産バイオ燃料を５年後に単年度５万ＫＬ以上導入

○ 将来的には原料となる資源作物等の導入

○ さらに、原料として稲わらや木質バイオマスなどを活用すること

により、国産バイオ燃料の生産を大幅に拡大

＜内容＞

１．地域に眠る未利用のバイオマスの発見・活用

国産バイオ燃料の生産拡大に向け、 し、地域に眠る未利用のバイオマスを発見

する取組を支援します。具体的には、 、シンポジウム活用 地域における実地調査

等による 、地域の取組の核となる 等を支援します。普及・啓発 人材の育成

【定 額】

【地域バイオマス発見活用促進事業 ３３７（０）百万円】

２. バイオ燃料地域利用モデルの整備と技術実証への支援

バイオ燃料の地域利用食料生産過程の副産物、規格外農産物等を活用して、

と に対する支援を行います。モデルの整備 技術実証



具体的には、以下の活動に対して助成を行います。

地域協議会におけ① バイオ燃料製造事業者・供給事業者、農業団体等からなる

定 額】る事業計画策定、バイオ燃料普及啓発等 【

補助率１／２】② バイオ燃料製造施設・供給施設の整備 【

定 額】③ バイオ燃料製造施設における技術実証 【

バイオ燃料地域利用モデル実証事業 ８，５４４(０)百万円】【

３．資源作物の導入等に向けた研究開発

資源作物の導入 低コスト・高中長期的視野に立ち、 等に向けたバイオ燃料の

等を行います。効率生産技術の開発

具体的には、以下の研究を行います。

の や の開発、遺伝子組換え微生① 高バイオマス量資源作物 育成 低コスト栽培法

物等を利用して の開発エタノール変換量を飛躍的に増加させる技術

② バイオ燃料製造のトータルコストの改善マテリアル利用と組み合わせた

地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発 １，５００(０)百万円】【

４. 新たなバイオ燃料の利用の促進

を推進することに家畜排せつ物由来のメタンガスのバイオ燃料としての利用

より、新たなバイオ燃料の利用の促進を図ります。

補助率１／２】【

地域バイオマス利活用交付金優先枠 ５００(０)百万円】【

５．木質バイオエタノールの低コスト生産技術の開発

木質バイオマスからのエタノール製造技術の開発の加速化 最適なシに向けた

を行います。ステムの設計

木質バイオ燃料製造技術開発促進事業 ３０(０)百万円】【

６．ＢＤＦの漁船への導入

を実施します。ＢＤＦを漁船に導入するための調査研究

漁船漁業二酸化炭素排出量削減調査研究事業 ２０(０)百万円】【

７. 制度資金、民間資金の活用

制度融資 民間金融機関の環境を重視したプ施設の整備に当たっては、 の他、

の活用の途を開きます。ロジェクトファイナンス

［担当課：大臣官房環境政策課資源循環室（ ］０３－３５０２－８４６６（直））



国産バイオ燃料の地域利用モデルによる実用化推進

【総額 １０，９３１百万円】

国産バイオ燃料の本格的実用化に向け、
原料の調達から燃料の供給まで一貫したシステムを整備

食料生産の副産物

規格外農産物

余剰農産物 の利用

【バイオ燃料地域利用モデル実証事業】

食料生産過程の副産物、規格外農産物等を活用
して、バイオ燃料の地域利用モデルの整備と技術
実証を行う。

（バイオ燃料製造施設・供給施設の設置に要する
経費及び技術実証経費に対して助成。）

国産バイオ燃料の本格的導入
目標：５年後に単年度５万kl以上導入

将来的には原料となる
資源作物等を導入

【資源作物の導入等に向けた研究開発】

バイオ燃料の低コスト高効率生産技術の開発

・ ゲノム情報等を利用した高バイオマス量農産物
の育成や資源作物の低コスト栽培法の開発

・ マテリアル利用と組み合わせたバイオ燃料製造
トータルコストの改善

中長期的視野に
立ち、資源作物
の導入に向けた
研究開発の実施
等

国産バイオ燃料

の本格的導入支援

８，５４４百万円

２，０５０百万円

国産バイオ燃料の生産拡大、バイオマスの利用の加速化

【地域バイオマス発見活用促進事業】

日本全国津々浦々に存在するバイオマスを地域で発見し、これを活用する
取組を生産者、消費者、産業界を挙げて盛り上げ

・ 地域における実地調査 ・ シンポジウム等による普及・啓発

・ バイオマス利活用コーディネーターの養成 等

３３７百万円



② 農山漁村の場での再チャレンジ支援

【農林漁業再チャレンジ支援対策 １１２（７６）億円ほか】

（うち緑の雇用対策等継続分を除く額 ４１（５．１）億円）

対策のポイント
人生二毛作やスローライフ＆ジョブの仕組みの構築や二地域居住等の推進

を通じ、団塊世代や若者・女性が、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します。

(人生二毛作とは)

・ 定年後の団塊世代が培った能力等を活かしながら田舎で再び活躍すること。

(スローライフ＆ジョブとは)

・ 田舎で新たな価値観と生活スタイルを確立して、農林水産業で再チャレンジすること。

(現状)

・ 2007年から団塊世代(680万人)が大量に定年退職を迎えますが、大半の方が定年後も

働く意欲を持っています。

・ 多くの若者が働く目的を確立しないまま早期に離職する「７・５・３」問題（３年

以内の離職率が中卒者７割、高卒者５割、大卒者３割）が発生しています。

・ フリーターはH17には200万人を超えています。政府では2010年までに２割を減らす目

標を設定しています。

・ 女性のライフステージに応じた就業機会の拡大が課題となっています。

政策目標
【60歳以上の離職就農者数を5割増】 【新規就農者数(39歳以下)】毎年12千人程度

4.2万人（15年度）→6万人（23年度) 【新規林業就業者数】 毎年 4千人程度

【新規漁業就業者数】 毎年15百人程度

＜内容＞

１ 「人生二毛作 「スローライフ＆ジョブ」の啓発・普及． 」、
「人生二毛作」や「スローライフ＆ジョブ」を紹介するキャンペーンの実施、ホー

農山漁村の場で活躍するための情報を提ムページの開設により、団塊世代、若者等が

します。供

【スローじんせい二毛作再チャレンジ支援事業 ８０（０）百万円】

２．経験ゼロから始めても農林漁業に就けるトータルサポートの提供

（１）農業における再チャレンジ
情報提供・相談段階、団塊世代、若者等が経験がなくても農業に就けるよう、

の各段階に対応したきめ細かな支援を体験・研修段階、参入準備段階、定着段階

実施します。

この一環として、道府県農業大学校等が、

①農業の経験がゼロの者、

②高度な農業技術の習得に意欲のある者、

③兼業農家で専業化を志向する者

等 するにあたって、研修指導員のに対する就農に向けた実践的な研修機会を充実

配置、研修ほ場の整備等を行うことを支援します。



また、関連対策として、女性の経営参画の促進対策、就農後の技術支援対策等

を実施します。

【定 額、補助率１／３】

【農業再チャレンジ支援事業 ６４１（０）百万円】

【強い農業づくり交付金(再チャレンジ優先枠) ５００（０）百万円】

ほか

（２）林業における再チャレンジ
によりＵターン森林所有者を支援するとともに、緑の雇用担情報提供や研修等

い手対策事業により林業への就業に必要な 等を行います。技術に関する実地研修

【定 額】

【林業再チャレンジ支援事業 ６，７６０（６，７１１）百万円】

（３）漁業における再チャレンジ
情報提供や相談窓口の設置 就業準備講習 漁業就業支援フェアの開催 漁業、 、 、

を通じ、体系的な漁業就業支援体制を整備しま現場における体験、研修等の実施

。 、 。す 関連対策として 漁船員のスキルアップのための資格取得支援等を行います

【 】定 額

【漁業再チャレンジ支援事業のうち

キャリア活用型再チャレンジプラン支援事業を除く ２７５（２４５）百万円】

【漁業スキルアップ等対策費 １９（２１）百万円】

３．農林漁業者へのアドバイザーとしての団塊世代の知見の活用
他産業で培った経験・能力を活用して農林漁業の経営体において団塊世代等が持つ

することにより、団塊世代等の持つ能力を農林漁業の経営発展に発揮でき研修を実施

る環境を整備します。 【定 額】

【人生二毛作の実現に向けた他産業従事者による

農林漁業経営体発展支援研修事業 ２０７（０）百万円】

４．農山漁村での起業・二地域居住等の支援
農山漁村での長期滞在や二地域居住の推進、起業化を図るための支援体制を整備

し、若者、女性、団塊世代等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します。 【定 額、補助率１／２】

【人づくりによる農村活性化支援事業 １７（１９）百万円】

【森業・山業創出支援総合対策事業 １１５（１３５）百万円】

【漁業再チャレンジ支援事業のうち

キャリア活用型再チャレンジプラン支援事業 ２８０（０）百万円】

【農村コミュニティ再生・活性化支援事業 ２１５（２１５）百万円】

【広域連携共生・対流等対策交付金 ８００（０）百万円】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

(再チャレンジ優先枠) １，０００（０）百万円】

ほか

[担当課：経営局普及・女性課（０３－３５０２－６４６９（直 ）]）
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実
現 

農林漁業再チャレンジ支援対策 
 

すべての就業支援策をゼロベースから見直し、経験ゼロの人が安
心して就業し、定住できる施策に転換。 

現 状 
「多様な機会の 
ある社会」 
推進会議 

（再チャレンジ 
推進会議） 
中間とりまとめ 
（H18.5） 

○ 情報提供・相談 
○ 体験・研修 
〈県農大の門戸を再チャレンジ組に開放〉

○ 就農・農業参入準備 
○ 定着           

６.４(０)億円
強い農業づくり交付金に優先枠を創設 

５.０（０）億円  

漁業

林業

農業

スローライフ
＆ジョブ 
人生二毛作 
の啓発・普及

 
０.８(０)億円
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・
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を
利
用
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キ
ャ
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ー
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このほか、 
○ 就農後の技術指導 
○ 女性の経営参画促進  

１.４(１.３)億円 
強い農業づくり交付金 

３４１(４０５)億円の内数 

『人生の複線化』 

の一つとして 
「団塊世代、若者等
の農林漁業の就業支
援」を提言 

都会での生活、会社
での人間関係に溶
け込めない若者、女
性が田舎で新たな
価値観と生活スタ
イルを確立して、農
林漁業で再チャレ
ンジ 

定年後の団塊世代
が培った能力等を
活かしながら田舎
で再び活躍 

スローライフ
＆ジョブ 

人 生 二 毛 作

 
・ 2007年から
団塊世代が
大量定年退
職 

 
・ 定年後働く
意欲を持つ
方が大半→
東京 23 区
勤務の会社
員のうち、
約85％が定
年後も働く
意思あり 

団塊世代 

 
・ 多くの若者
が早期に退
職 す る
「７・５・
３問題」（３
年以内の離
職率が中卒
者７割、高
卒者５割、
大 卒 者 ３
割） 

 
・ 女性のライ
フステージ
に応じた就
業機会の拡
大が課題 

若者･女性 

○ 情報提供・相談 
○ 体験・研修 
○ 漁業就業・参入準備 

２.７(２.４)億円

《森林所有者向け》 
○ 情報提供・相談 
○ 学習会・短期研修 

このほか、 
○ 漁船員のスキルアップ対策 
○ 安全対策 など 

０.２(０.２)億円 

総額：１１２(７６)億円ほか 

農山漁村 

農林漁業への就業支援 

 
 

他産業からの農林漁業者へのアドバイザーとして団塊世代の知見の活用 

２.１(０)億円

○ 起業支援 
○ 二地域居住・定住の推進 
○ 都市との交流推進 など 

農山漁村での起業・二地域居住等支援 
    １６（４.９）億円 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
に優先枠を創設 １０（０）億円 

《林業就業者向け》 
○ 情報提供・相談 
○ 長期実地研修 

６８(６７)億円 

都 市 



③ 都市・農山漁村の共生・対流や都市農業の新たな展開 

 

ア 都市・農山漁村の共生・対流の新たな展開 

 

【都市と農村の共生・対流推進対策  ８．０（０）億円】 
 

 
 
 
（都市と農山漁村の共生・対流とは） 

・  都市と農山漁村の間で、「人、もの、情報」の行き来を活発にする取組です。 
・ 骨太の方針２００２において「都市と農山漁村を双方で行き交うライフスタイル（デ

ュアルライフ）の実現に向け、共生・対流を推進する」と位置付けられ、関係省が一

体となって推進しているものです。 
（取組事例） 

・ 兵庫県八千代町（現多可町） 
滞在型市民農園等の整備や農林業体験ツアー等の取組を実施。 

神戸市等から町の人口を大きく上回る年間３１万人の都市住民を受け入れ。 

・ 長野県飯田市 

多様な農村資源を活用し、農業・農村の体験型修学旅行（年間 4.5 万人）の受入や

ワーキングホリデー等の取組を実施。交流人口の増大により地域経済効果も発現。 

 
 
 

 

＜内容＞ 

１．都市と農村の広域連携プロジェクト等の支援 

  都市と農村の多様な主体が参加して行う、共生・対流に資する広域連携プロジェクト
等を公募方式で選定して支援します。 【定 額】 

【広域連携共生・対流等推進交付金  ３００（０）百万円】 

 

２．都市と農村の共生・対流の一層の推進のための条件整備 

（１）農村地域における都市住民に魅力ある交流拠点等の整備を支援します。【定 額】 

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金  ３４，０８８（０）百万円の内数】 
 

（２）都道府県を越えた広域的な連携の先導的取組を実現するために必要な施設等の整

備について支援します。 【定 額】 

【広域連携共生・対流等整備交付金  ５００（０）百万円】 

[担当課：農村振興局農村政策課（０３－３５０２－００３０（直））] 

 
都市農村交流施設の年間宿泊者数を５年間で１１０万人拡大 

７７０万人(１６年度)  →  ８８０万人(２１年度) 

政策目標 

 

  都市と農村の多様な主体が参加して行う、共生・対流に資する広域連携プロ

ジェクト等を支援する事業を創設します。 

対策のポイント 



 

イ 都市農業の新たな展開 

 

【都市農業振興対策    ８（０）億円】 

 

 
 
（体験農園とは） 

  体験農園とは、農家の指導に基づき、利用者が体験料・収穫する農作物の買取料金を支

払って農作業を行うものです。 

 

 

 

 

 

＜内容＞ 

１．都市農業の機能を活用した先導的取組の推進 

  農家組織、ＮＰＯ、都市住民、自治体等多様な主体が参加して、体験農園等の全国

的な普及を通じ、都市住民の生活向上に資する先導的取組を支援します。  

【定  額】 

【広域連携共生・対流等推進交付金  ３００（０）百万円】 

 

２．都市農業の振興に必要な施設等の整備 

  民間団体や自治体等が連携して行う、都市農業の振興に必要な施設等の整備を支援

します。 【定  額】 

【広域連携共生・対流等整備交付金  ５００（０）百万円】 

 
３．新鮮な農産物の供給のための施設等の整備 

  都市部の消費者ニーズに対応した新鮮な農産物の生産から流通・販売や地産地消等

の推進のために必要な集出荷施設等共同利用施設等の整備を支援します。 

【定  額】 

【強い農業づくり交付金  ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】 

 

 

[担当課：農村振興局農村政策課（０３－３５０２－００３０（直））] 

市民農園区画数を６年で３万区画増加 

約１２万区画（１５年度）  →  約１５万区画（２１年度） 

政策目標 

  体験農園の全国的な普及などを通じ、身近な農業を活かした都市住民の生活

向上のため、都市農業振興施策を充実します。 

対策のポイント 



 

ウ 農業用水を利用した小水力発電の支援 

 

【小水力発電支援    ０．３（０）億円】 
 

 
 
 
（農業用水の未利用水力エネルギー） 

・  既設の農業用ダム、農業用水路の未利用エネルギーは約８．８万ｋＷ 

（（財）新エネルギー財団調べ） 

・  一般家庭約９．５万戸分の電力に相当するものと試算 

 

 

 

 

＜内容＞ 

１．農業用水を利用した小水力発電への取組のアプローチを支援するソフト事業 

  自然エネルギーへの関心と期待へ応えるとともに、農業分野における地球温暖化対

策の推進を図るため、農業用水の水力エネルギーの利用へのアプローチの支援を行い

ます。 
  具体的には、土地改良区等の施設管理者、農業関係者に対して、農業水利施設を小
水力発電として利用することを支援する、以下の取組を行います。  
①  小水力発電の見込める農業水利施設の情報を示した「小水力適地情報」（仮称）
の作成と整理 
②  施設を利用する際の分かりやすい手続等を示した「利用マニュアル」（仮称）の
作成と普及 

 
【定  額】 

【農業用水の自然エネルギーの活用支援事業  ３０（０）百万円】 

 

２．関連施策による小水力発電施設・機器等の整備 

①  地域の土地改良施設へ電力供給する小水力発電施設の整備は、国営・県営かんが

い排水事業、農村振興総合整備事業により推進します。 

②  身近な地域の公共施設等へ電力供給するための小型の小水力発電の機器設置は、

村づくり交付金等により推進します。 

 
 

［担当課：農村振興局水利整備課（０３－３５０１－３７４５（直））］ 

「小水力適地情報」１００地区を３年間で作成 

政策目標 

農村地域を潤す農業用水を利用した小水力発電への取組のアプローチを支

援します。 

対策のポイント 



農業用水農業用水を利用した小水力発電の支援を利用した小水力発電の支援

土地改良区等の施設管理者、
農業関係者に対して、小水力
発電の導入のアプローチに向け
た支援ソフト

○ 農業水利施設の包蔵水力エネルギーの過半は未利用のまま

○ 農業関係者は、農村地域を潤している身近な農業水利施設を流れる水量と落差が
生み出す自然エネルギーに関心と大きな期待

未開発のエネルギー ８.８万ｋW
開発済のエネルギー ６.５万ｋW

※ 一般電気事業者による共同開発分は除く
※ （財）新エネルギー財団、水利整備課調べ

小水力発電のニーズ

小水力発電の課題

農業水利施設の有効利用へ

○ 身近な自家発エネルギーを利用した農村地域の振興
○ 地域用水機能の発揮（農業用水の多面的機能）
○ 既存社会ストックの有効活用
○ 地球温暖化対策への貢献

ハード整備の支援制度（例１）

かんがい排水事業（国営、県
営、農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金など）

農村振興総合整備事業・村づ
くり交付金

・ 小水力適地情報の作成と整理

（小水力発電が可能な地点の情報）

・ 利用マニュアルの作成と普及

（関係機関との調整・法手続き・

技術支援資料）

○ 包蔵水力エネルギーに関する情報不足
・ 小水力発電機器の設置できる場所、構造等
や技術に関する情報が整理されていない。

○ 施設使用等の手続きのわかりづらさ
・ 小水力発電導入に至るまでに必要な調整、
法手続等がわかりづらい

○ 事業、制度の認知度が低い
・ 土地改良区等の農業関係者が、農業用
水を利用した小水力発電を導入するため
の事業、制度がわかりづらい

ハード整備の支援制度（例２）

※イメージ写真



④ 食料産業クラスターの新たな展開

【食料産業クラスター展開事業 ６（６）億円】

対策のポイント
農林水産業と連携した食品産業が核となり、地域おこしを行う取組につ

いて新たな展開を図ります。この事業は、地域食材を活用した新たな戦略

食品を創出するために様々な関係者からなる「食料産業クラスター」を形

成し、年間を通じた安定的な販売に結びつける等の発展を目指します。

（食料産業クラスターの現状と課題）

・ 平成 年 月現在、 都道府県で食料産業クラスター協議会が設立されており、18 12 38
各地では次のような取組が行われています。

１．清水森ナンバ（とうがらし）の生産技術の確立、新商品開発（青森県）

２．加賀野菜を微粉砕した新商品開発、微細粉末化装置の開発（石川県）

３．小豆島オリーブの生産拡大、地域ブランドの確立（香川県）

４．裸麦、愛宕柿等を活用した新商品開発、食品加工流通コンビナート（食品産業の

集積）に向けた取組（愛媛県）

５．さつまいもを活用した新商品開発、販売拡大に係る取組の展開（鹿児島県）

・ これらの点的な取組を面的な広がりに発展させることが課題です。

政策目標

○ 新たな戦略食品を発見し、関係者の合意形成が図られたク

ラスターを３０地区創出

○ 年間を通じて新たな戦略食品を安定販売できるクラスター

を１０地区創出

＜内容＞

１．食品企業に対する情報発信機能の強化
し、全国のクラスターの交流を進めま全国食料産業クラスター協議会を設立

地方食品産業協す。また、商談会の開催情報の提供などを行います。さらに、

し、食料産業クラ議会で関係機関の支援措置に係る情報を集中的に蓄積・管理

スターの核となる食品企業等に対する円滑な提供を図ります。

これにより、東京と地方の間でネットワークを構築し、食農連携に意欲的な

します 【定 額、補助率１／２】食品企業に対するトータルサポートを実現 。

【機能高度化関係事業 ２２０（２３８）百万円】

２．新たな戦略食品を発見し関係者の合意形成が図られたクラスターの創出
コーディネーターの育成・確保、関係者食品企業と農林水産業を結びつける

消費者ニーズを把握するための を図るたのマッチング、 需要調査、技術力向上

めの人材育成等を支援します。

これにより、地域食材を活用した新たな戦略食品を発見し、様々な関係者の

合意形成を図ります。 【補助率１／２】

【体制強化関係事業 １８９（２０８）百万円】



３．新たな戦略食品を安定販売できるクラスターの創出
① 新たな販路の開拓

消費者・実需者に対するＰＲのため新たな戦略食品の市場を開拓するため、

の試供品・パンフレットの提供 大都市圏を中心に開催される大規模ななどや、

などに対する支援を行います。商談会への参加

これにより、より多くの することを可能とし、安定的な販路販売機会を提供

の開拓を図ります。 【補助率１／２】

【販売展開関係事業 １９（０）百万円】

② 原材料の安定調達

保管技術戦略食品の原材料となる地域食材の周年確保を可能とするための

などに対する支援を行います。の活用、品質・規格の均一化に要する機器の導入

これにより、地域食材を活用した戦略食品の安定的な製造・販売を図ります。

【補助率１／２】

【原材料安定調達関係事業 １８（０）百万円】

③ 原材料の安定供給に係る基礎的な条件整備

などをほ場整備、園地改良、集出荷貯蔵施設・農作物被害防止施設等の整備

推進します。

これにより、戦略食品の安定的な製造・販売に不可欠である地域食材の安定

【定 額（１／２以内）等、定 額（１／２、１／３ 、供給を図ります。 ）

定 額（２／３、１／２、４／１０、１／３以内 】）

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

【強い林業・木材産業づくり交付金 ６，４３３（６，９９０）百万円の内数】

【強い水産業づくり交付金 ８，７６２（１１，８２３）百万円の内数】

【農林漁業金融公庫資金等の活用】

④ 技術開発、資源の有効利用の促進

地域食材に被害を及ぼす病害虫の駆除法の確立、食品残さのリサイクル施設

などを推進します。の整備

これにより、クラスターが直面する食品製造・加工の技術力強化、未利用資

源の活用などの課題の解決を図ります。 【定 額】

【先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

５，２２０（４，８７２）百万円の内数】

【地域バイオマス利活用交付金 １４，３４６（０）百万円の内数】

⑤ 輸出促進に向けた取組との連携

を通じて、輸出に戦略食品の海外での市場調査、販売促進活動などへの支援

意欲的に取り組むクラスターの輸出力を強化します。

これにより､海外市場での販売展開を可能にします 【補助率 １／２以内】。

【農林水産物等輸出促進支援事業 ６７２（３７２）百万円の内数】

４．地域食品ブランドの育成・管理の推進
地地域食材を活用した食品の供給及び産地ブランドの確立を推進するため、

を行います。域食品ブランドの管理への支援

これにより、食品製造業等関係者の意識の醸成、ブランド管理能力の向上等

、「 」 、 。を図り 地域団体商標 の取得など 地域食品ブランドの確立を推進します

【定 額】

【地域食品ブランド育成・管理支援費 １６３（１６３）百万円】

[担当課：総合食料局食品産業企画課（０３－３５９１－８６５４（直 ）]）



４．地域の力を活かした農山漁村づくり 
 

（１）農山漁村の活性化の推進 

 

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金  ３４１（０）億円】 

 

 

 

 

 
 

（農山漁村をめぐる状況） 

・  地域人口は「社会減」から「自然減」のウェートの増大。 

・  都市と比較して、生活環境の格差が依然として存在。 

・  美しい景観、豊かな自然環境など、農山漁村への都市住民等の関心の高まり。 

・  ２００７年から大量退職が始まる団塊の世代、２０代の若者の農山漁村暮らしに対す

る願望の高まり。 

（都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査） 

・  農山漁村地域への二地域居住については、都市住民の３８％が願望を持っており、年

齢別では団塊の世代を含む５０歳代が４６％と最も高い。 

・  農山漁村への定住については、都市住民の２１％が願望を持っており、年齢別では２

０歳代、５０歳代が３割と高い。 

（H17年11月調査、内閣府政府広報室） 

 

 

 

 

 

 

＜交付金の特徴＞ 

・農・林・水の縦割りがなく、施設を一気に整備が可能となります。 

・窓口のワンストップ化により、手続き事務を簡略化します。 

・対象施設間の予算流用や年度間融通を可能とすることで、地域の実情に合わせた整

備が行えます。 

・国が提示するメニューだけでなく、地域が提案するメニューも支援します。 

・都道府県又は市町村への助成です。 

 

農山漁村への定住者  ：    １５０万人増（平成２８年度） 

二地域居住者        ：    ３００万人増（平成２８年度） 

政策目標 

  農山漁村地域において、定住、 二地域居住、都市・農村交流等を通じ、居住

者・滞在者を増やすことにより地域の活性化を総合的かつ機動的に支援します。 

対策のポイント 



＜内  容＞ 

（１）農林漁業の振興その他就業機会の増大 

  地域の創意工夫を活かしたきめの細かい生産基盤の整備や多様な地域産業の振
興に必要な施設等の整備への支援 

 
（２）定住等促進のための良好な生活環境の確保 

  良好な生活環境に必要な情報通信施設の整備、集落道、簡易な給水・排水施設
等の整備への支援 

 
（３）都市等との地域間交流の促進 

  市民農園などの交流・ふれあいのための施設、都市住民を対象とした農業等の
技術取得のための研修施設等の整備への支援 

 
（４）その他施策の目標を達成するために地方が提案する事業等 

 

 【定  額】 

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金  ３４，０８８（０）百万円】 

 

 

担当課：農村振興局農村政策課（０３－３５０２－５９９９） 

農村振興局地域整備課（０３－３５０２－６００５） 

林野庁計画課        （０３－３５０２－００４８） 

林野庁経営課        （０３－３５０１－３８１０） 

水産庁防災漁村課    （０３－３５０１－０６９７） 

 



（２）農地・水・環境保全向上対策の本格的実施 
 

【農地・水・環境保全向上対策    ３０３（０）億円】 
 

 

 

 

 

（交付金の支払いの対象となる活動の例） 

・  水路や農道の機能診断、予防保全対策を行うなど、農業用施設を長寿命化する活動 

・  棚田の石垣積みなど、農村景観を保全・形成する活動 

・  水田の冬期たん水による渡り鳥のえさ場の確保など、農村自然環境を保全・再生する

活動 

・  化学肥料や化学合成農薬の大幅低減など、環境負荷を大幅に低減する先進的な営農活

動 

 

 

 

 

 

＜内容＞ 

１．効果の高い共同活動への支援 

  社会共通資本である農地・農業用水等の資源を適切に保全し、質的向上を図るため、
地域ぐるみで効果の高い活動を実施する地域を支援します。 【定  額】 

【共同活動支援交付金  ２５，５８８（０）百万円】 

 

２．営農活動への支援 

  化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負荷
を低減する先進的な営農活動等を支援します。 【定  額】 

【営農活動支援交付金  ２，９８６（０）百万円】 

 
３．対策の定着に向けた支援の適正かつ円滑な実施の確立 

  本対策の定着に向けて、地域協議会及び地方公共団体が実施する推進事務等の適正
かつ円滑な実施を確立します。 【定  額】 

【農地・水・環境保全向上活動推進交付金  １，７１２（０）百万円】 

 
 

担当課：農村振興局地域整備課（０３－３５０１－８３５９（直）） 

生産局農産振興課    （０３－３５９３－６４９５（直）） 

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

政策目標 

  農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみで効果の

高い共同活動と先進的な営農活動を実施する地域等を支援する交付金を創設

します。 

対策のポイント 



二地域間居住推進
プロジェクト

二地域間居住推進
プロジェクト

滞在型市民農園の

整備や集落道等生活
環境整備を行い、二
地域間居住を推進。

交付金を活用したプロジェクト例

○農・林・水の縦割りなく施設を一気に整備

○窓口のワンストップ化（大臣官房に体制整備）

○対象施設間の経費の弾力的運用、年度間の融通可能

○地域が提案するメニューも支援

○都道府県又は市町村への助成 （民間団体等へは間接助成）

○法律上の事業とすることにより、施設用地の確保、市民農園の開設等の手続が簡素化

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

ニュービジネス創出
プロジェクト

ニュービジネス創出
プロジェクト

地域提案メニューを

活用し、地域の独自
の発想で新たなビジ
ネスの創出を支援。

ふるさと青年協力隊
プロジェクト

ふるさと青年協力隊
プロジェクト

都市住民が農業技
術等を修得する研修
施設や地元との交流
の場を提供し、農山漁
村に活力を付与。

ＩＪＵターン推進
プロジェクト

ＩＪＵターン推進
プロジェクト

情報基盤等の生活
環境の整備や、農林
水産業への就業機会
の確保により、農山漁
村へのIJUターンを推
進。

豊かな自然活用
プロジェクト

豊かな自然活用
プロジェクト

農地・山林・海岸を
巡る散策道や地元食
材供給施設など農山
漁村の豊かな自然を
まるごと活用し、交流
人口の増大を推進。

地場産品活用雇用創出
プロジェクト

地場産品活用雇用創出
プロジェクト

ブランド農産物栽培
のための基盤整備や
加工施設等の整備を
行い、地場産品を活
用した雇用を創出。

農林漁業振興・定住促進
プロジェクト

農林漁業振興・定住促進
プロジェクト

農業生産基盤の整
備や生活環境の整備
により、農山漁村の良
好な定住環境を確保。



共同活動への支援
農地・水・農村環境の保全と質的向上のための

効果の高い共同活動を支援

取組面積に応じた支払
＋集落等を単位とする支援

農地面積支払

■土づくり、化学肥料・
農薬の大幅低減

■ため池の草刈り ■水路の生き物調査

ステップアップ
への支援

地域においてより
高度な取組を

実践した場合に支援

ステップアップ
への支援

地域においてより
高度な取組を

実践した場合に支援

営農活動への支援
農業が本来有する自然循環機能の維持・増進による
地域の環境保全に向けた先進的な営農活動を支援

効果の高い共同活動への支援

営農活動への支援

農地・水・環境保全向上対策の本格的実施

支援の対象とする活動

■ 地域全体の農業者による
環境負荷低減に向けた共同の取組

② 営農基礎活動支援
技術実証・普及、土壌・生物等
の調査分析等の活動経費を支援

■ 相当程度のまとまりをもって、化学肥料や農薬を
原則５割以上低減する等の先進的取組

① 先進的営農支援
取組面積に応じて交付（取組農家への配分可）

国の支援額
１０万円/地区

支援の内容

一体的実施

（例）たい肥の散布

10a当たり単価 

（国の支援額）

3,000円

1,500円

3,000円

5,000円

9,000円

施設で生産されるトマト、きゅ
うり、なす、ピーマン、いちご 20,000円

6,000円

5,000円

1,500円上記の区分に該当しない作物

葉茎菜類

果菜類・果実的野菜

果樹・茶

花き

作物区分

水稲

麦・豆類

いも・根菜類

誘
導
部
分

基
礎
部
分

農地・水向上
（施設の長寿
命化など）

資源の適切な
保全管理

点検・準備点検・準備 計画・啓発計画・啓発 実践活動実践活動

施設の機能に支障が
生じていないか点検

地域住民やＮＰＯ等
を交えた話し合い

施設の寿命を縮める
劣化がないか点検

きめ細かな補修、

保全の役割分担

地域全体への啓発・
普及

実践活動の年間

計画を策定

破損部分をこ
まめに補修

ゲートの保守
管理の徹底

生態系に配慮
した施設管理

景観形成のた
めの植栽等

水路の江ざら
い、草刈り

農道への砂
利の補充

共同活動のイメージ

農村環境向上
（生態系保全、
景観形成など）

支援交付金の単価

100円

200円

600円

1,400円

1,700円

2,200円

10a当たり単価

（国の支援額）

草地（北海道）

草地（都府県）

畑（北海道）

畑（都府県）

水田（北海道）

水田（都府県）

100円

200円

600円

1,400円

1,700円

2,200円

10a当たり単価

（国の支援額）

草地（北海道）

草地（都府県）

畑（北海道）

畑（都府県）

水田（北海道）

水田（都府県）

※ステップアップ支援については、取組水準

に応じて、１０万円／地区、２０万円／地区

を交付（国の支援額）

・
・・

・・
・

・・
・

・
・
・



（３）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 

 

【安全で住みよい農山漁村づくりの推進  ８８１（９３２）億円】 
 

 

 

 

 

 

（「立ち上がる農山漁村」とは） 

  総理から選ばれた有識者会議委員が、自分たちの力による様々な活動を通じて地域を元

気にしている取組を｢立ち上がる農山漁村｣として選定し、それぞれの取組のＰＲに努めて

きました。その結果、各地域における活動に対する国民の関心が高まり、このような活動

に取り組もうとする地域も多く芽生えています。 

（デジタル・ディバイドの状況） 

  採算性等の問題から都市地域に比べ民間事業者の投資が期待しにくい農山漁村などでは、

地理的要因による情報格差（いわゆるデジタル・ディバイド）が生じています。 

  市町村全域においてブロードバンド（光ファイバー等）が利用可能な市町村の割合は、

人口５万人以上の市町村が８０．１％であるのに対し、人口１万人未満の市町村では６１．

８％となっています。 

（ハード・ソフトの防災・減災対策） 

  これまでは被害の未然防止（防災）を目的とした施設の整備などのハード整備が中心で

したが、今後は、ある程度被害の発生を想定した上で、被害の低減や短期化（減災）を目

的としたハザードマップの整備や地域の防災体制の整備などのソフト対策を併せて実施し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜内容＞ 

１．地域自ら考え行動する農山漁村の先駆的取組の推進 

  「立ち上がる農山漁村」に選定された意欲的な取組みに対する支援体制を充実

し、人々にやる気とやりがいを持たせる農山漁村づくりを推進します。 

【「立ち上がる農山漁村」推進事業委託  ３４（４０）百万円】 

  自ら考え行動する意欲あふれた農山漁村を実現するため、情報基盤や生活

環境基盤の整備を推進します。また、ハード･ソフトが一体となった防災・

減災対策を推進し、自助、共助、公助による安全で安心なくらしを実現しま

す。 

対策のポイント 

 

○  平成２４年度迄に農業集落排水処理人口普及率を６１％迄引

き上げ  (平成 17 年度４４％ → 平成 24 年度６１％) 

○  農村地域のＩＴ化に向けた構想づくりを３年間で３０地区実

施 

○  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

８６万 ha）について、防災・減災対策を実施 

政策目標 



２．美しい快適な村づくりへの支援 

  家庭からのし尿、生活雑排水などの汚水処理施設や、処理施設から発生した汚

泥を農地に還元するためのコンポスト施設を整備し、農村の生活環境整備や資源

のリサイクルを進めます。 【補助率１／２等】 

【農業集落排水事業（公共）  １８，８４６（２０，９４０）百万円】 
【村づくり交付金（公共）  ２５，０００（２５，０００）百万円の内数】 

 

３．農村地域のＩＴ化に向けた取り組みへの支援 
  農村地域における情報基盤の整備や、ＩＴ化に向けた構想づくり等を支援しま

す。 【定  額】 

【農村地域ＩＴ化推進支援事業  ２０（０）百万円】 
【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金  ３４，０８８（０）百万円の内数】 

 

４．中山間地域等における農業生産条件の不利を補正 

  中山間地域等において農業生産活動等が継続されるよう、平地地域との生産条件の
格差の範囲内で交付金を交付し、耕作放棄地の発生防止、多面的機能の確保を図りま

す。 【定  額】 
【中山間地域等直接支払交付金  ２２，１４６（２２，１４６）百万円】 

 

５．農村地域の効果的・効率的な防災・減災対策の実施 

  湛水防除等のハード整備の推進とともに、防災情報を行政機関や施設管理者等が共

有するシステムの整備や施設管理者等の防災・災害対応体制の強化等のソフト対策を

推進し、効果的・効率的な防災・減災対策を図ります。 

  具体的には以下の施策を実施します。 
 
①  防災上重要な土地改良施設について、水位、降雨量等の防災情報をリアルタイム
で行政機関、施設管理者等が共有できるシステムを構築 

②  モデル県においてボランティア等による防災・災害対応の指導体制強化に向

けた実証調査の実施、最適な指導体制の検討及び全国的な普及・定着を推進 

 【定  額】 

③  湛水被害防止のための排水施設の整備や災害発生の恐れのあるため池の改修など

農地・農業用施設に係る防災対策を推進 【補助率１／２等】 

 

【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）  ９５（０）百万円】 
【農村防災・災害対応指導体制強化事業（公共）  ２５（０）百万円】 
【湛水防除事業等（公共）  ４６，８９６（５０，０３２）百万円】 

 
担当課：農村振興局農村政策課（０３－３５０２－５９４６（直）） 

地域整備課（０３－３５０１－９９７９（直）） 

防  災  課（０３－３５０１－３７４７（直）） 



（４）鳥獣害防止推進対策

【鳥獣害防止対策事業 ２（１）億円】（農業競争力強化対策民間団体事業）

対策のポイント
鳥獣害対策の充実・強化を図るため、新たに、有害獣の捕獲体制の整備

を推進するとともに、被害の発生していない周辺地域等との連携を通じた

被害防止体制を構築します。

、 、 。また 引き続き 県域をまたがる広域地域の被害防止対策を推進します

（野生鳥獣による農作物被害の現状）

農作物被害金額は約200億円。・ 全国の野生鳥獣による

・ 被害金額のうち、獣類が約６割、鳥類が約４割。

・ 特に、 を占める状況。イノシシ、シカ、サルの被害が獣類被害の約９割

中山間地域を中心に 被害が深刻化。・ 生産意欲の減退をもたらすなど

政策目標

野生鳥獣による農作物被害の軽減

＜内容＞

１．被害の実態等を踏まえた対策の充実・強化

（１）捕獲体制の整備

有害獣による農作物被害防止のためには、農地への侵入防止等の取組に加

え、捕獲による個体数調整が不可欠です。このため、新たに以下の対策を実

施します。

① 捕獲の担い手の育成

市町村、農業関係団体職員等を対象とした捕獲の担い手の育成や捕獲実

施計画の作成のための協議会の開催、捕獲の担い手としての技能の習得を

推進します。

② 有害獣捕獲機材の整備

獣類等に対応した効果的な有害獣の捕獲が可能となるよう、必要なわな、

檻等捕獲機材の整備を支援します。

（２）被害地域の拡大防止

被害地域とその周辺地域が一体となった被害防止対策を実施します。これ

により、有害獣による被害が周辺地域へ拡大することを防止します。具体的

には、新たに以下の対策を実施します。

① 被害地域と周辺地域との協力体制の構築及び被害防止実践活動の展開

被害地域と被害が発生していない周辺地域との協力体制を構築し、最新

の防除技術の導入・実証を含め、被害防止の実践活動を展開します。



② 協力非農家（ＮＰＯ等）の募集及び研修の実施

鳥獣被害に関心を有する非農家（ＮＰＯ等）の募集及び研修を通じ、こ

れらの者と被害地域の農業者等との協力関係を形成することにより、効果

的な被害防止実施体制を構築します。

（３）広域地域の被害防止対策の推進

有害獣個体群の越境移動により、一部の都道府県の取組では、的確な個体

数調整や防護対策の実施が困難となります。このため、県域をまたがる地域で

の被害防止対策として、以下の取組を引き続き支援します。

① （全地球測位システム）等を活用した地域参加型の鳥獣害情報マッＧＰＳ

プの作成

② 最新の研究成果を生かした総合的な防除技術体系の確立

】【定 額

【鳥獣害防止対策事業 １９０（１０４）百万円】（農業競争力強化対策民間団体事業）

２．上記の対策と相まって、強い農業づくり交付金等各種交付金等において

侵入防止柵の設置等について引き続き支援します。

[担当課：生産局農産振興課（０３－３５９１－４９５８（直 ）]）



５．森林・林業再生への新たな挑戦

（１ 「美しい森林づくり」の推進と森林吸収源対策への取組）

【森林吸収源対策の追加措置 ２３５億円】

（別途平成18年度補正予算分 ５３０億円）

【森林整備事業 １，７０４（１，６９２）億円の内数】

【治 山 事 業 １，１２０（１，１９６）億円の内数】

対策のポイント

日本国民一人一人の原風景の重要な要素である「美しい森林づくり」を

多様で健全な森林整備・保全を通じ推進し 「美しい国づくり」に大きく、

貢献するとともに、国際約束である京都議定書の森林吸収目標１３００万

炭素トンの達成を目指します。

（森林吸収源対策の現状）

・ 京都議定書における６ の削減目標のうち３分の２近くを森林の吸収で賄う必要。%

目標達成を図るためには、 （東京都と埼玉県・ 平成19～24年度の６年間で毎年20万 ha

の追加整備が必要。の森林面積に相当）

（我が国の森林の現状と課題）

・ 今後１０年間で人工林の 。約６割が育てるべき段階から利用可能な段階に移行

・ 100年先を見据え、 多様な森林への誘導が必要。広葉樹林化、長伐期化等による

政策目標

○ 京都議定書第１約束期間（2008年から2012年）における森

林吸収目標1300万炭素トンの達成

○ 育成林1,140万haの多様で健全な整備を推進

○ 花粉症対策苗木の供給量を10年後には100万本超に拡大



＜内容＞

１．森林吸収源対策への取組

約23万haの追加京都議定書森林吸収目標の達成のため、以下の取組により、

。整備に必要な予算７６５億円を措置しました

（１）平成１８年度補正予算による対応

、 、平成１８年度補正予算により されることから災害対策として間伐等が実施

結果的に します （530億円）森林吸収源対策の追加整備の確保に寄与 。

（２）平成１９年度当初予算による対応

① 林野公共予算における重点化

林道、治山から、 を図ります （65億円）森林整備関係予算への重点化 。

② 農林水産関係事業一体となった森づくりの推進

良好な漁水産基盤整備事業及び農業生産基盤整備事業との連携により、

を場環境の保全や良質な農業用水の安定的な供給を図るための森林整備等

し、併せて します。推進 森林吸収目標の達成に貢献

【漁場保全関連特定森林整備事業（水産庁計上）

１０，０００（０）百万円】

【農業用水水源地域保全整備事業（農村振興局計上）

５，０００（０）百万円】

③ 「美しい森林への再生モデル事業」の創設

のモデル自主的な整備が進まない森林を「美しい森林」へ誘導するため

事業を創設します。この事業は、 により、 、定額助成方式 所有者に代わり

都道府県等が事業主体 地域の実情に応じた創意工夫により、効となって、

する事業です。率的な手法等を構築

【未整備森林緊急公的整備導入モデル事業（森林づくり交付金）

１，９７１（０）百万円】

２ 「１００年の森林づくり」の推進．

（１ 「１００年の森林づくり」推進対策）

１００年先を見据えた森林整備を推進し、併せて森林吸収源対策に貢献しま

す。



① 「１００年の森林づくり」拠点整備等の推進

「１００年の森林づくり」を実現する全国５０箇所のモデル地域を選び、

、 にしていきます。また、モデル地ための課題を整理し 解決方法を明らか

域等において します。森林整備事業による広葉樹林化等や路網整備を推進

【 １００年の森林づくり」加速化推進事業 ３５（０）百万円】「

【 （「 」 ）（ ）森林環境保全整備事業 １００年の森林づくり 拠点整備関連分 公共

４，８００（０）百万円】

（上記事業実施５カ年総額） ２４，０００（０）百万円

② 低コスト・高効率な作業システムの構築による効率的な取組の実施

を推進します。既存ストックの有効活用等による路網の効率的な整備

【森林整備事業（公共） １７０，３５６（１６９，２１０）百万円の内数】

③ 公的関与による多様な森林整備の推進

治山事業による針広混交林化の一層の推進 造林未済地緊急対策への天や

然更新補助作業の追加 公等により、多様な森林づくりを進めます。また、

について検討しま的機関による森林整備を確保する効果的な新手法の構築

す。

（２）間伐等の推進

間伐遅れの森林を集中的に解消し、森林吸収源対策の加速化を図るため、間

伐等推進３カ年対策等により、 に団地化と路網整備、高性能林業機械の導入

よる などを総合的に推進します。効率的な間伐の実施及び間伐材の利用促進

【森林環境保全整備事業等（省内連携事業を含む）

５２，２５５（３９，７４０）百万円】

【森林づくり交付金 ３，３２３（３，６９５）百万円の内数】

（３）森林病害虫や野生鳥獣の被害対策等の推進

を重点的に実施します。松くい虫やカシノナガキクイムシの防除対策等

【法定森林病害虫等防除事業 ７５１（７５１）百万円】



３．国民参加の森林づくり等の推進

ボランティア活動を促進するための環境を整備 青少年等の森林するとともに、

します。体験活動、林業グループ等の活動等を推進

具体的には、以下の取組を行います。

① 企業、ＮＰＯ等の 、緑化行事の開催等森林づくり活動のサポート体制の整備

普及啓発活動を推進の

【地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業

１６９（１５０）百万円】

人材の育成 プ② 高い指導力を持つ 、森林・林業に対する理解を深めるための

ログラム作りなど 森林体験活動を推進を通じ、青少年等の

【森林環境教育推進総合対策事業 １４（０）百万円】

４．花粉発生源対策の推進

無花粉や少花粉スギ苗木の供給を拡大 、発生源地域を推定するするとともに

により、 します。調査の実施等 花粉発生源対策を推進

具体的には、以下の取組を行います。

① のモデル的実施苗木供給量を飛躍的に増大させる新たな苗木生産技術

【広域連携優良苗木確保対策 ５２（５０）百万円の内数】

無花粉スギの増殖・普及② 組織培養の手法を用いた

③ 都市部への花粉飛散に影響している すると発生源地域を推定する調査を実施

【スギ花粉発生源調査事業 ３０（３０）百万円】ともに、地域区分図を作成

５．森林を支える山村の活性化

。都市と山村の共生・対流 定住促進 雇用機会の増大に資する支援、 、 を行います

具体的には、以下の取組を行います。

① 都市と山村の連携による意欲的で先導的な地域の取組を支援するとともに、

山村活性化に資する人材を育成

【山村力誘発モデル事業 １４５（１２５）百万円】

森林資源等を活用した新たな産業（森業・山業）の創出を支援②

【森業・山業創出支援総合対策事業 １１５（１３５）百万円】

［担当課：林野庁計画課（０３－３５０２－８７００（直 ］））



（２）森林施業の集約化活動の促進

【森林施業集約化活動支援対策 ８０（０）億円】

対策のポイント
林業事業体等による森林施業の集約化活動を支援します。

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行います。

（森林施業の集約化の背景等）

・ 我が国の 手入れが必要な の森林が 。人工林は、 ４５年生以下 ７割

・ 低コストで効果的な森林整備を進めるためには が必要。森林施業の集約化

、 、 、 、・ など でき林齢 樹種 林道からの距離 樹木の混み具合 森林施業の必要性等が判断

森林所有者への に直接効果のある が必要。森林施業の働きかけ 情報の収集

政策目標

今後５年間で約１００万ｈａの人工林について、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

＜内容＞

１．森林情報の収集などの地域活動への支援

新たに、 を対象とし約１００万ｈａの人工林（原則として３６～４５年生）

て、意欲ある林業事業体等による森林施業計画の作成を促進するために、今後５

森林施業の集約化のために必要となる「森林情報の収集活動 （収集し年間で、 」

について、 を交付するこた情報は原則として公開） １ｈａ当たり１５，０００円

とにより支援します。

さらに、 を行い、森林施業森林施業計画作成後の活動内容についても見直し

の実施に不可欠な「施業実施区域の明確化作業」及び「歩道の整備等」の活動を

対象として、 を交付することにより支援します。１ｈａ当たり年間５，０００円

【定 額】

【森林整備地域活動支援交付金 ７，４５３（０）百万円】

２．コストを明示した施業提案を通じた施業の集約化と伐採可能情報の集積

施業内容やコストを明確にした提案手法による森林組合等林業事業体による

施業の働きかけ 木材の供給が可能な森林の情報を通じて、施業の集約化を進め、

します。 【定 額、補助率１／２】を集積し、提供

【施業集約化・供給情報集積事業 ５５９（０）百万円】

［担当課：林野庁企画課（０３－３５０１－３８１７（直 ］））



（３）木材の生産・流通に関する構造改革の推進

【木材供給構造改革総合対策 １９（１０）億円】

【木材供給構造改革緊急条件整備事業 ２０（７．３）億円】

対策のポイント
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の実現を図ります。これにより、木材の生産

・流通に関する構造改革を総合的に推進します。

（我が国の民有林の保有構造と木材の生産コスト）
・ １ha以上の山林を保有する民有林の森林所有者の９割近くを「林家」が占めている

小規模零細が、保有山林面積が５ha未満の林家が75％であり、民有林の保有構造は
的。

・ 我が国の木材の生産コスト（6,900円／ｍ ）は、オーストリア（3,100～3,600円／3

約２倍 約５倍。ｍ ）の 、フィンランド（1,400円／ｍ ）の3 3

政策目標

新たに５年間で、複数の産地と需要者を結び付けた供給体制

の確立により５０万m 、大規模産地と大規模加工施設を直結し3

た新生産システムの確立により７５万m の木材供給を創出3

＜内容＞

１．複数の産地と多様な需要者を情報で結ぶ安定供給体制の確立

林業事業体が森林所有者に積極的に間伐などの ことによ森林整備を働きかける

施業の集約化 原木需給のマッチングによる流通の合理化 低コスト生産を実る 、 、

などを通じ、低コストで木材を安定的に供給す現する作業システムの定着の推進

る取組に対して支援を行います。

具体的には、以下の活動に対して助成（⑤については融資）を行います。

① 林業事業体、地方公共団体等が地域の木材生産・流通の構造改革の方向性に

【 】ついて検討する の活動 定 額地域協議会等

施業の集約② コストを明示した森林施業の提案手法の普及を通じた間伐などの

と 【定 額、補助率１／２】化 原木供給可能量情報の集積

③ 原木供給者と需要者間の の実施コーディネート活動

【定 額、補助率１／２】

④ 路網と高性能林業機械を組み合わせた と低コスト作業システムの開発・普及

必要となる機械の開発 【定 額、補助率１／２】

無利子資金の償還期間の特例の創設 丸太生産⑤ 施業の集約化の取組に必要な や

【無利子・低利融資】の委託費に係る運転資金の拡充

【低コスト木材供給体制整備事業 ９５５(０)百万円】



２．大規模産地と大規模加工施設を直結した新生産システムの着実な実施

林業の再生を図るモデル全国１１のモデル地域において、地域材の需要拡大と

する「新生産システム」の着実な実施を図ります。を構築

具体的には、施業の集約化を通じた安定的な原木供給を通じ、川上・川下の事

業者が一体となって低コスト・大ロットの安定的な木材供給体制を確立します。

【定 額、補助率１／２】

【新生産システム推進対策事業 ９６４ (１，０１１)百万円】

３．多様なニーズに対応するための木材加工施設等の整備

木材加上記１及び２の木材の生産・流通構造の改革を実施する上で必要となる

。 【 】工施設等の整備を実施します 定 額

【木材供給構造改革緊急条件整備事業 ２，０００（７３４）百万円】

４．競争力強化等のための森林整備の推進

多様な森林に誘導するための森林整備を一体的かつ集中的に実高齢級の森林を

し、低コスト・大ロットで木材を供給します。これにより、林業・木材産業の施

競争力強化や林業・木材産業の構造改革にも資する基盤づくりを推進します。

【森林環境保全整備事業（競争力強化等のための森林整備関連分 （公共））

２，０００（０）百万円】

５．関連施策の活用

上記の取組を通じて供給される木材の利用の拡大を図るため、ニーズに対応し

た新たな分野の製品の開発や設備の導入を支援します。

具体的には、以下の活動に対して助成を行います。

ニーズに対応した新たな製品・技術の開発と普及① 住宅分野における

【定 額、補助率１／２】

② 木材製品の 等高付加価値化等に必要な設備導入に係る利子助成

【定 額、補助率１／２】

【住宅分野への地域材供給支援事業 ２０９（０）百万円】

【木材産業の構造改革を推進する事業 １６５（１６７）百万円】

［担当課：林野庁経営課（０３－３５０１－３８１０（直 ］））



（４）ニーズに対応した木材供給・利用拡大に向けた取組の推進

【 （ ） 】木材・木質バイオマス利用推進対策 ６ ２ 億円
【 （ ） 】強い林業・木材産業づくり交付金 ６４ ７０ 億円の内数
対策のポイント
木材供給・利用量の更なる拡大に向け、木材産業の競争力強化、木質バ

イオマス利用促進、木づかい運動等の消費者対策、木材の輸出推進等の取
組に対して支援を行います。

（我が国の木材利用をめぐる状況）
自給率は２割弱。・ 近年の木材の

・ 内閣府世論調査（平成１５年）によれば、木造住宅を選ぶときに重視する事項とし
「国産材が用いられていること」が４１％。て

２０代女性では約３割 学・ 木材利用の意義についての周知度は若年層で低く、特に 、
生では約２割と低位。

４３％が未利用。・ 木質バイオマス発生量（３,３３０万ｍ 平成１６年）の
3

輸出量は約２.２万m 前年比約３倍。・ 我が国の平成１７年の丸太の であり、
3

政策目標
木材供給量を10年間で35％拡大

約1,700万ｍ （17年）→約2,300万ｍ （27年）3 3

＜内容＞
１．木材産業の競争力の強化

これまで地域材の利用が進んでいない分野への利用拡大や消費者ニーズに対応

した製品開発等を行い、木材産業の競争力を強化します。

具体的には、以下の活動に対して助成を行います。

① 、 の整備 【定 額】集成材 木質ボード類等の加工施設等

ニーズに対応した新たな製品・技術の開発と普及② 住宅分野等における

【定 額、補助率１／２】

民間企業等との連携による 総合的な利用モデルの構築③ 木質バイオマスの

【定 額、補助率１／２】

【 ， （ ， ） 】強い林業・木材産業づくり交付金 ６ ４３３ ６ ９９０ 百万円の内数

【 （ ） 】住宅分野への地域材供給支援事業 ２０９ ０ 百万円

【木製道路施設普及促進のための技術開発事業 ３９（０）百万円】

【 （ ） 】木質バイオマス利活用推進対策事業 ８７ ０ 百万円

２．消費者重視の新たな市場の形成と拡大
木づかい運動の強化を通じた消費者対策や海外の市場に応じた輸出戦略の構築

による木材輸出を推進します。

具体的には、以下の活動に対して助成を行います。

① や の推進木づかいキャンペーン活動 木材利用に関する教育活動（木育）

【定 額、補助率１／２】

国産材製品のＰＲ等② 輸出相手国の住環境やニーズに応じた

【 、 】定 額 補助率１／２

【 （ ） 】日本の森を育てる木づかい推進緊急対策事業 １８２ １６４ 百万円

【 ） 】木材海外販路拡大支援事業 ５１(３０ 百万円

［担当課：林野庁木材産業課（０３－３５０１－３８４１（直 ］））



（５）安全・安心の確保のための効果的な国土保全対策の推進

【治山事業 １,１２０（１,１９６）億円】

対策のポイント

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と

の連携による減災に向けた事業実施などの効果的な治山対策を推進します。

（我が国の山地災害の発生状況）

山崩れや地すべり等の山地災害 平・ 全国で2千箇所を超える が発生した平成17年に続き、

成18年においても梅雨前線に伴う集中豪雨等により甚大な被害が発生。

・ は、全国で約 （平成17年度末 。山地災害が発生するおそれの高い箇所 24万箇所 ）

政策目標

８００集落において周辺森林の山地災害防止機能を確保新たに

＜内容＞

１．国有林・民有林一体とした治山事業の展開

国有林と民有林の治山事業実施箇所が近接している場合に、森林管理局と都道府県

が連携して国有林・民有林を通じた流域の調査等を行うとともに、これらを一体的に

整備することにより、 を図ります。事業効果の早期発現と効率的な事業実施

【補助率１／２】

【特定流域総合治山事業（公共） １，９５０（１,３００）百万円の内数】

２．地域における避難体制との連携強化

集落を保全するための治山事業を実施する場合、山地災害危険地区に関する情報が

地域住民に周知されていることを前提とすることで、地域における避難体制との連携

を図り、 を高めます。減災効果

【 】補助率１／２

【復旧治山事業等（公共） ５９，２３９（６１,３７１）百万円の内数】

［担当課：林野庁治山課（０３－３５０１－３８４４（直 ］））



６．水産業構造改革に向けた挑戦

（１）漁船漁業構造改革の推進

【漁船漁業構造改革総合対策 ５０（０）億円】

対策のポイント

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、収益性向上のため

の総合対策を重点的に講じることにより、国際競争力ある経営体を育成します。

（背景）
・ 底びき網漁業、まき網漁業、かつお・まぐろ漁業を始めとする漁船漁業は、我が国の漁業生

水産物の安定供給の確保において重要な位置付け。産の約７割を担い、

。・ 近年 資源の悪化 輸入の拡大 魚価の低迷に加え燃油価格高騰等により急激に、 、 、 収益性悪化

漁船が高齢化。・ このため、これまで１５年程度で更新してきた漁船の更新が進まず

・ 老朽化が進んだ漁船を抱えた経営体から を余儀なくされる状況。順次操業の断念、廃業

安定供給に支障を来すおそれ。・ このまま漁船の更新が進まないと水産物の

・ 将来にわたる安定供給を図るため 「選択と集中」により、思い切った収益性の改革、代船取、

得等を通じて、厳しい経営環境でも生き残れる が急務。国際競争力ある経営体の育成

政策目標

○将来にわたり水産物の安定供給を担う漁船漁業者の育成

○改革された生産体制へ転換：５年間で50件以上のプロジェクト実施

＜内容＞

１．構造改革を先導するプロジェクトの立上げ

漁業者及び地域が一体となって、官民が連携して漁獲から製品・出荷に至る生産体制を

漁船漁業改革推進集中プロジェク改革して収益性を向上する改革計画を策定・認定を行う

を立ち上げます。 【定 額】ト

【漁船漁業改革推進集中プロジェクト運営経費 ２９１（０）百万円】



２．プロジェクトに基づき漁船漁業の構造改革を推進

（１）抜本的な収益性向上につながる新操業体制の確立

漁船漁業構造改革の一環として、地域・グループにおける省エネ・省人・省力化、

高度な品質管理手法の導入等の取組により、大幅な収益性向上が見込まれる新しい操

業体制への転換を促します。 【定 額】

収益性を向上させた新たな操業・生産体制（漁船等）を実証す① 地域やグループが

る際、事業主体に対して３年間を上限に用船料を助成

→ 地域やグループの取組が収益性向上に繋がることを実証することにより、他の

漁業者を含めた地域としての生産体制の改革を実現

② 年間８件の実証化事業を実施

→ ５年間で、底びき網漁業、まき網漁業など合計40件の新操業体制について、収

益性の向上を実証

先駆的な取組が他の漁業者への波及する事業展開により効果的に実施します。

【もうかる漁業創設支援事業 ３，０５８（０）百万円】

（２）リースによる漁船更新の促進

低コスト漁船のリース料の一部を助成するとともに、改革計画に取り組む者等に対し

て します。 【定 額】漁船のリースを行う事業者に限り、その資金調達能力を補完

① リース事業者への融資の保証を引き受ける漁業信用基金協会に交付金を交付

→ リース漁船の購入資金の借入れに対する保証を促進し、漁業者に漁船をリース

② 年間11隻を対象にリフォームした中古漁船や廉価な共通船型漁船をリース

→ 漁業者が廉価に漁船を使用

この対策により、事業実施地域・関係業界の活力を引き出します。

【担い手漁業経営改革支援リース事業 ２５９（０）百万円】

（３）経営スリム化による漁船漁業の体質強化

が低コスト生産が可能な合理化・スリム化された漁船・船団改革計画に取り組む者等

漁船・船団の総トンへ転換する場合には、当該漁業者・漁業者グループを対象として、

。 【 】数の減少分に応じた助成金を交付します 定 額

① 操業隻数の縮減への助成

操業のグループ化及びそれに伴う操業隻数の縮減により操業コストを削減→

② 船団の縮小等への助成

→ 運搬機能を持った網船の導入や附属船の共同利用による船団の縮小等により操

業コストを削減

【漁船漁業再生事業 １，３９１（０）百万円】

［担当課：水産庁沿岸沖合課（０３－３５０１－３８４７（直 ］））



（２）漁業経営安定対策の導入

【漁業経営対策 １４（１３）億円】

対策のポイント

漁業者の経営安定を図るため、新たな対策について検討を開始します。ま

た、融資や融資保証、漁業共済掛金の上乗せ助成を引き続き実施します。

（背景）

・ 漁業就業者数は若い漁業者を中心に減少し、高齢化が進行して漁業就業者中６５歳以

上の割合が３割を超えるなど、 。漁業生産構造の脆弱化が進行

・ 現在のすう勢では、現在６万の す主業的沿岸漁家数は平成２４年には３万にまで減少

るなど、国内需要に対応した供給が困難になる見込み。

水産物の世・ 中国をはじめとする国々の経済発展や欧米における健康志向を背景として

界的需要が急増 「買する中で、我が国が海外市場で他国との購入競争に敗れるいわゆる

が既に発生。い負け」現象

・ 国内需要をまかなうための が重要。漁業の国内供給力の確保

政策目標

沿岸漁業の生産構造の改善

＜平成１２年＞ ＜沿岸漁業の生産構造の展望（平成２４年）＞

沿岸漁業経営体に占める

% % %主業的漁家の割合 43 → すう勢 46 展望 50

３．５万）（６万） （３万） （

※但し、平成19年3月の新たな水産基本計画策定時に見直す予定

（ ）内は、主業的漁家数

＜内容＞

１．新たな漁業経営安定対策の円滑な導入を図るためのシステム開発

一定の① 経営改善の取組を積極的に行い将来にわたって水産物の安定供給を担う

を図ります。漁業者を対象として、新たな漁業経営安定対策の導入



② します。漁業共済制度の仕組を活用して平成２０年度から導入

③ 平成１９年度予算においては、この漁業経営安定対策の のため、対円滑な導入

象者からの申請受付、審査等に必要となる します。電算処理システムを開発

【定 額】

【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 ７７（０）百万円】

２．経営関係施策の着実な推進

（１）低利資金の融通

長期・低利の資漁業経営の再建に取り組む漁業者等に対し、経営再建に必要な

。 【 】金を融通します 定 率

【漁業経営維持安定資金利子補給等補助金 １７（１８）百万円】

（２）融資保証の充実

、 、漁業信用基金協会の事業基盤の再編強化を促進するとともに その保証により

担保や第三者保証人を持たない漁業者への します。資金融通を円滑化

【定 額】

【中小漁業融資保証事業強化対策事業 ２５（０）百万円】

【定 額】

【中小漁業関連資金融通円滑化事業 ２８（６７）百万円】

（３）漁業共済掛金の上乗せ助成

事故率の低い優良な漁業者や、少額の支払いを抑制する方式等を選択した漁業

、 。 【 】者に対し をします 定 額共済掛金の国庫補助の上乗せ

【漁業共済基盤強化事業 １，２２４（１，２５０）百万円】

［担当課：水産庁漁業保険管理官（０３－３５０１－３８６２（直 ］））



（３）水産物流通の構造改革の推進

【水産物流通構造改革 １９（０）億円】

【 （ ） ， （ ） 】流通構造改革拠点漁港整備事業 公共 １ ０８２ ０ 億円の内数

対策のポイント

新鮮な国産水産物を安く消費者に届けるため、産地市場の統廃合や産地・消費

地間の安定供給契約の促進などを通じて流通の効率化を進め、供給コストの縮減

を図ります。

（水産物流通の現状）

・ 産地市場の約７割は年間取扱高が１０億円未満と零細。取扱商品も質・量ともに不安定で、

コスト高。

・ 水産物は、産地卸売市場を経由するため野菜類より１段階多い６段階流通。また、常時冷蔵

による鮮度保持や切り身や刺身への加工の経費がかかるため、流通マージンが高くなりがち。

・ 拠点漁港の機能強化による 安全・安心な水産物を消費者へ提供。高度衛生管理を通じて

政策目標

水産物の産地と消費地の価格差を１割以上縮減

＜内容＞

１．効率的な流通の仕組みづくり

拠点となる産地市場を整備する観点から、規模の零細な産地市場の統廃合などにより、

一産地市場の取扱量の増大や、品揃えの充実を進め、 します。産地の販売力を強化

① 取扱量の少ない産地市場の水産物は、他の大きな産地市場に輸送してセリで値決め

（他の大きな産地市場に輸送するための経費を一部助成）

【 】→ 大規模の取扱量による公正な値決めへ 定 額



② 複数の産地市場に上場された水産物に関して、電子商取引によりまとめて取引

（電子商取引のための情報システム整備費を助成）

【 】→ 電子商取引の活用による公正な値決めへ 定 額

【水産物流通構造改革事業 ４９１（０）百万円】

２．国産水産物の先端的な取引の推進

直接取引による流通コス産地と消費地の小売業者等の間の安定供給契約の締結を促し、

を進めます。トの低減

① 安定供給契約を締結できるよう、一年間を通して必要な魚種を必要な量だけ必要な時

期に消費者に供給できる体制を整備

【定 額】→ 水産物の保管経費などを助成

② 市場統廃合、買参権開放を進め、流通コストの縮減に努める産地の取組を推進

【 】→ 補助率を上乗せ 定 額水産物の保管経費などの 助成

【国産水産物安定供給推進事業 １，４００（０）百万円】

３．産地拠点機能の強化

陸揚量の多い拠点漁港において、１のソフト施策と連携しつつ、生産・流通の効率化、

品質・衛生管理の高度化等に資する します。施設整備を集中的に実施

→ 拠点漁港から直接消費地に供給できる、安全で良質な水産物の販売力を強化

【補助率１／２等】

【流通構造改革拠点漁港整備事業（公共） １０８，１６７（０）百万円の内数】

[担当課：水産庁加工流通課（０３－３５０２－４１９０（直 ）]）



（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

【水産資源の生産力向上対策 １０３（０）億円】

対策のポイント

我が国水産物を安定的に供給するため、我が国の排他的経済水域・領海におけ

る水産資源の生産力を向上させる漁場づくりや環境・生態系の保全を図ります。

（背景）

・ 我が国の国土面積は世界で６０番目。排他的経済水域・領海は約450万km と世界で６番目。
2

・ 我が国周辺水域は世界３大漁場（北太平洋西部、北大西洋東部、南太平洋東部）の１つ。

・ 我が国の海岸線延長は34,850kmと世界で６番目。オーストラリアよりも長い海岸線延長。

政策目標

平成２３年度までに、沖合域を含めた新たな漁場整備を概ね７．５

万ｈａで実施

＜内容＞

１．沖合域を含めた新たな漁場づくり

排他的経済水域の潜在能力の高い海域（フロンティア海域）において、国が主体となっ

て新たな漁場を整備します。

→日本海西部海域において、産卵・成育場を確保するために、ズワイガニ・アカガレイの

保護育成礁設置に向けた測量等の実施。

【フロンティア漁場整備事業（公共） １２７（０）百万円】

２．沿岸域の環境・生態系の保全

沿岸域において漁場整備を重点的に実施し、水産資源の生息に良好な環境・生態系

を保全します。併せて、磯焼け対策も実施します。

① 産卵礁や保護育成礁の設置

② 産卵や幼稚仔魚の成育の場となり水質浄化機能を持つ藻場・干潟の造成



③ 浮泥やゴミ等が海底に堆積して効用の低下した漁場の底質改善

【補助率１／２等】

【水産物供給基盤整備事業（公共） ９０，０６５（１０８，５６７）百万円の内数】

【補助率１／２等】

【水産資源環境整備事業（公共）３，３６３（３，５９３）百万円の内数】

３．漁業者による環境・生態系保全活動の促進

漁業者が中心となって行う藻場・干潟の維持・管理等の活動を促進する方策の確立に

向けて調査・実証を進めます。

（例）アマモの種を採取し、苗を育てて海底に設置することによりアマモ場を再生

【環境・生態系保全活動支援調査・実証事業 １５０（０）百万円】

４．漁場保全の森づくり

漁場環境が悪化している閉鎖的な湾や入り江などの後背地の森林や河川流域などにお

いて、林野庁と連携しながら、漁場保全に資する森づくりを進めます。

→ 海洋生物資源に必要な栄養塩類の供給・濁水の緩和

【補助率１／２等】

【漁場保全の森づくり事業（公共） １０，０００（０）百万円】

［担当課：水産庁計画課０３－３５０６－７８９７（直 ］）



１．特別会計歳入歳出予定額表

歳　入 歳　出 歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％

- - 3,294,320 3,285,893 皆増 皆増

農業経営基盤強化勘定 - - 33,351 33,351 皆増 皆増

農 業 経 営 安 定 勘 定 - - 141,318 141,318 皆増 皆増

米 管 理 勘 定 - - 902,260 902,260 皆増 皆増

麦 管 理 勘 定 - - 475,753 475,753 皆増 皆増

業 務 勘 定 - - 25,463 25,463 皆増 皆増

調 整 勘 定 - - 1,716,176 1,707,749 皆増 皆増

２　農業共済再保険 125,544 114,346 125,201 114,251 99.7 99.9

再保険金支払基金勘定 16,332 16,332 18,986 18,986 116.3 116.3

農 業 勘 定 43,380 43,267 41,033 40,941 94.6 94.6

家 畜 勘 定 46,576 38,439 45,801 37,966 98.3 98.8

果 樹 勘 定 12,929 10,036 12,952 9,982 100.2 99.5

園 芸 施 設 勘 定 5,164 5,108 5,314 5,260 102.9 103.0

業 務 勘 定 1,163 1,163 1,116 1,116 95.9 95.9

３　森　林　保　険 14,088 5,530 12,805 5,317 90.9 96.1

４　国 有 林 野 事 業 426,737 426,737 459,064 459,064 107.6 107.6

５　漁船再保険及漁業共済保険 27,343 17,312 28,710 17,684 105.0 102.1

漁 船 普 通 保 険 勘 定 8,480 8,164 8,897 8,512 104.9 104.3

漁 船 特 殊 保 険 勘 定 247 179 355 269 143.7 150.2

漁船乗組員給与保険勘定 42 30 62 43 148.2 144.0

漁 業 共 済 保 険 勘 定 17,518 7,882 18,329 7,793 104.6 98.9

業 務 勘 定 1,057 1,057 1,067 1,067 100.9 100.9

６　国営土地改良事業 515,711 515,711 503,726 503,726 97.7 97.7

７　食　糧　管　理 3,279,447 3,279,447 - - 皆減 皆減

８　農業経営基盤強化措置 50,549 39,650 - - 皆減 皆減

(注1）食糧管理特別会計と農業経営基盤強化措置特別会計を平成19年度に統合し、新たに食料安定供給特別

　　会計を設置する予定（会計名、勘定名はいずれも仮称）。

(注2）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

１　食料安定供給（仮称）

１８年度予算額 １９年度概算決定額 対前年度比
会　計　名

Ⅳ．関連資料



２．財政投融資資金計画表

百万円 百万円 ％

１ 農林漁業金融公庫 172,000 170,000 98.8 

２ 独立行政法人　緑資源機構 8,800 8,700 98.9 

３ 国営土地改良事業特別会計 32,300 24,900 77.1 

４ 独立行政法人　農業・食品 800 1,200 150.0 
産業技術総合研究機構

合　　　　計 213,900 204,800 95.7 

（注）１　農林漁業金融公庫は、上記のほか、１９年度に財投機関債の発行による資金調達

　　　　（２３０億円）を見込んでいる。（１８年度発行見込額２３０億円）

　　　２　独立行政法人緑資源機構は、上記のほか、１９年度に財投機関債の発行による資

　　　　金調達（６１億円）を見込んでいる。（１８年度発行見込額６１億円）

区　　　分 18年度計画額 19年度計画額 対前年度比



３．平成１８年度農林水産関係補正予算の概要

第１ 総 括 表
（単位：億円）

区 分 追 加 額 修正減少額 差 引 額

農 林 水 産 関 係 予 算 １，６６６ △２０４ １，４６３

・ 公 共 事 業 費 １，６２３ △５ １，６１８

災害復旧等事業費 ８６４ － ８６４

一 般 公 共 事 業 費 ７５９ △５ ７５４

・ 非 公 共 事 業 費 ４３ △１９９ △１５６

一 般 事 業 費 ２０ △１３０ △１１１

食料安定供給関係費 ２４ △６９ △４５

第２ 補正予算の内訳

Ⅰ．公共事業関係

１．災害復旧等 ８６４ 億円

２．水害等再度災害防止対策 ７５６ 億円

農業農村整備 １０ 億円
豪雨・台風等の被災地域などにおける排水対策、ため池整備、

地すべり防止工、避難路の確保等の対策

林 野 公 共 ７４０ 億円
森林の国土保全機能を再生・強化し、再度災害防止を図るための

間伐等森林の整備や治山施設の設置

間伐等森林の整備関係 ５３０ 億円

治山施設の設置等荒廃地の整備関係 ２１０ 億円



水産基盤整備 ２ 億円
漁港の越波被害を防止するための防波堤の嵩上げ改良整備

海 岸 ４ 億円
平成 年 月豪雨及び台風 号等により被災した箇所における18 7 13
海岸堤防の緊急改修

３．緊急震災対策 ３ 億円

海 岸 ３ 億円
首都直下型地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を踏まえ

た海岸堤防の耐震対策等

Ⅱ．非公共事業関係

地震等による災害の防止 ２０ 億円
地震に対する安全性の向上のための施設の整備

（農林水産消費技術センター等）

低気圧被害漁具等復旧対策事業費 ３ 億円
平成 年 月初旬の低気圧の被害を受けた地域における定置網18 10
・養殖業の復旧に要する資金の利子補給

特定農作物産地構造改革対策事業費 １８ 億円
地域特産作物の契約栽培推進や高収益作物への転換のための事業

を本年の播種前に実施

燃料購入費 １ 億円
燃油価格の高騰に伴う漁業調査取締指導等の船舶運航費の増額

さけ・ます漁業協力事業費補助金 ２ 億円
日ロ漁業合同委員会で合意されたさけ・ますの再生産のための

幼魚育成施設の整備

補 正 追 加 額 計 １，６６６ 億円

既 定 経 費 の 修 正 減 少 ２０４ 億円

合 計 １，４６３ 億円



４ 特別会計の見直し

（１）特別会計改革の基本方針

○ 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
（平成18年６月２日法律第47号）に、特別会計改革の基本方針を明記。

○ 平成22年度までの間に改革を計画的に推進し、特別会計における資産
・負債や剰余金等を縮減。

（２）個別の特別会計の改革

〈農林水産省関係の７つの特別会計の改革方針は以下のとおり〉

【食糧管理特別会計と農業経営基盤強化措置特別会計】

・ 品目横断的経営安定対策の一元的経理と食料安定供給施策の効率的
な推進を図るため 平成19年度に統合し 食料安定供給特別会計 仮、 、「 （
称 」を設置。）

・ その後、業務の性質に応じ、一般会計への統合及び独立行政法人化
への移行を検討。

【国営土地改良事業特別会計】

・ 平成20年度までに一般会計に統合。
、 。・ 国と地方公共団体との役割分担について 平成18年度末までに検討

【国有林野事業特別会計】

・ 平成18年4月に国有林野事業勘定と治山勘定を統合。
・ 平成22年度末までに、業務の性質に応じ、一部を独立行政法人に移
管した上で、一般会計への統合について検討。

【農業共済再保険特別会計と漁船再保険及漁業共済保険特別会計】

・ 平成20年度末までに、両特別会計の統合を含め再保険機能の在り方
について検討。

【森林保険特別会計】

・ 平成20年度末までに、独立行政法人への移管を検討。



地域資源活用国民生活向上対策
・地域バイオマス利活用整備交付金 １０７億円

・バイオ燃料地域利用モデル実証整備交付金 ６４億円
（他にソフト事業 ２２億円）

・広域連携共生・対流等整備交付金 ５億円

５．平成１９年度予算における主要非公共施設費補助金改革の概要

食の安全・安心確保交付金
１．３億円

強い農業づくり交付金
３６８億円

元気な地域づくり交付金
４１５億円

バイオマスの環づくり交付金
９９億円

森林づくり交付金
３５億円

強い林業・木材産業づくり交付金

６９億円

強い水産業づくり交付金
１１２億円

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
３４０億円

未来志向型技術革新対策事業 ４２億円

食の安全・安心確保交付金 １．３億円

強い農業づくり交付金 ３０６億円

森林づくり交付金 ３２億円

強い林業・木材産業づくり交付金 ６４億円

強い水産業づくり交付金 ８２億円

７つの交付金
計 １，１００億円

従来の交付金メニューにない革新的
な技術に基づく新しい施設等を整備

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 ２９億円
重点地区における担い手支援の
ための機械施設の整備
（融資主体型補助方式）

水産経営の改善、資源の増養殖等
のための共同利用等施設の整備

定住促進等のための各種プロジェ
クトを支援するため、農・林・水の
関連施設を一気に整備

計 ９３２億円

農業生産・経営強化、流通効率化
のための機械施設の整備

森林整備のための条件整備等

施業の高度化、加工流通の合理化
等のための機械施設の整備

食品安全確保のための施設及び
機器の整備

直轄補助事業
計 ４７億円

・バイオマスタウンの推進

・バイオ燃料の実用化推進

・都市と農山漁村の共生・対流 事
業
実
施
主
体
に

直
接
助
成

市
町
村
又
は

都
道
府
県
へ

の
助
成

計 １４０億円

総 計 １，０７２億円 （ 対前年度▲７４億円、▲６．５％ ）総 計 １，１４６億円

新

設

都
道
府
県
を
通
じ
て
助
成

（都
道
府
県
の
裁
量
を
重
視
）

交付金型事業

直轄型事業

広域連携産地競争力強化支援事業
４７億円

市
町
村
を
通
じ

民
間
団
体

へ
助
成



参 考

平成19年度農林水産予算概算要求に

当たって行った予算改革の取組



１．平成19年度農林水産予算概算要求の基本的考え方

予予 算算 改改 革革 のの 推推 進進

１．既往の事務・事業の再点検

（１） 既往の事務・事業（７６２件）について、国の施策として相応しいかどうか

再点検。廃止、統合、縮小するもの、事業内容を変更するもの、新たに

政策目標を決定するもの等を含め、9割以上について見直す方向。
（２） 論点となり得る政策分野で国の政策介入の基準(クライテリア）を作成。
（例） 食品産業行政、農業生産対策、農村振興政策につき作成。

２．政策評価結果と予算執行状況の反映
（１）政策評価結果について予算概算要求に適切に反映。

（例） ① 都市と農村の交流の促進について、潜在需要等を踏まえて政策目標を見直し。

② 水産物の多段階流通の見直しについて、産地市場のあり方も含めて検討し、

水産物流通構造改革事業、国産水産物安定供給推進事業を創設。

（２） 財務省が行った予算執行調査を反映。

(例） 森林整備地域活動支援交付金について、調査結果を施業・経営の集約化のた

めに活用すべきとの指摘を踏まえ、施業の集約化に必要な情報収集を実施。

３．非公共施設費改革
（１） 国と地方の役割分担の見直し。

① 革新的な技術に基づき新しい施設等を整備（新需要創造対策）。

② 全国的な観点から重点地区を選定し、農業の構造改革を集中的に実施。

③ 地域資源を活用して国民生活の向上に貢献（バイオ燃料の製造・供給を推進）。

（２） 新たな政策手法の導入などの改革を実施。

(例） ① 担い手の農業用機械施設等の導入に際し、「融資残補助」の仕組みを導入。

② バイオ燃料の製造施設整備につき、ソフト・施設費助成を一括して実施。

６．予算執行改革
（１）民間団体を補助対象とする事業の執行方法の透明性の向上を図るため

「公募方式」を原則とすることとし、省としての基準を設定。

（２） その他の執行方式の改善。

(例） ① バランスの良い食生活を実現するため、食育事業を品目横断的に実施。

②広報啓発について、重複する各局庁媒体を廃止し、省内で一元化。

５．事業の集中・重点化

新規事業の検討過程や既往の事務・事業の再点検過程を通じて、７つの

分野で体系的に整理し、集中的に事業を実施。

（例） ① 担い手支援のためのワンストップ窓口を設置し、担い手向けのあらゆる

サポート活動を一元的に実施。

② 木材供給量拡大のための各種事業の廃止・統合を行い、住宅分野に

おける国産材の市場奪回を目指した事業を集中的に実施。

４．公共事業改革
中川大臣が5月に経済財政諮問会議で発表された「改革5原則」を着実
に実行。

（例） ① 広葉樹林化や長伐期化などの多様な森林づくりと、低コストで効率的な

作業システムの構築等のためのソフト施策の連携により、「１００年の森

林づくり」を推進。[非公共施策との連携を強化]
② 農業水利施設の更新需要が増大することを踏まえ、ストックマネジメント

に基づく事業に予算を重点的に配分。[予算配分に一層のメリハリ付け]

③ 農林水産公共事業における一般競争入札の対象を５年間で現状の２～３

割から概ね８割（金額ベース）まで拡大。[入札改革による透明性の確保]

「森林・林業基本計画」

の見直しによる森林の整備・保全と

林業・木材産業の再生

「21世紀 新農政2006」
に基づく国内農業の体質強化と

「攻めの農政」の展開

「水産基本計画」

の見直しによる国際競争力のある

水産業への構造改革の推進

施策の集中・重点化



２．既往の事務・事業の再点検

農林水産省においては、平成 年度予算の概算要求に当たり 「民間にでき19 、

ることは民間に 「地方にできることは地方に」という構造改革の流れに即」、

し、また、歳出・歳入一体改革の趣旨を踏まえ、既往のすべての事務・事業
（７６２件）について、改めて点検を行いました。

（１）再点検におけるチェックポイント

① 小さな政府を志向する方向の中で、その事務・事業の趣旨、目的、内

容が今後とも国の事業として相応しいものであるか。
② 事業効果としての目標が、国民にわかり易く設定されているか。

③ 事業の目標達成のための政策手法が効率的なものになっているか。

④ 事業の執行に際しての透明性が確保されているか。

（２）再点検結果の概要

再点検の結果、既往事務・事業７６２件のうち、９１％について、次の

とおり廃止、統合、縮小、事業内容の変更等の見直しを実施しました。

（ ）見 直 し 内 容 件 数 割 合

( )１．廃止したもの 126 17%
( ) ][ うち期限到来前に廃止したもの 43 6%

( )２．他の事業に統合したもの 43 6%

( )３．事業執行方式を変更したもの 54 7%

( )４．事業の一部を縮減したもの 120 16%

( )５．新たに政策目標を設定したもの 297 39%

( )６．積算の見直しを行ったもの 176 23%

( )７．事業実施主体について公募制に移行したもの 178 23%

( )８．上記以外の見直し 90 12%

１～８のいずれかの見直しを行ったもの ( )694 91%
（注）該当する事業には、重複があるため、計数は一致しない。



※ 本件数には、①国際約束に基づき毎年定額を払い込む義務を負う、国際機関へ

の拠出金・分担金( 件）②独立行政法人通則法の規定により農林水産大臣が策31
定する中期目標に定める比率において、段階的に抑制することとされている独立

行政法人運営費交付金（ 件）は含まれない。18

（３）国の事業としての適格性基準の設定

以上の再点検を行うに当たり、特に、民間部門や地方行政との役割分

担が問われる分野については、国の事業として相応しいものであるかど

うかに関する明確な基準を設定する必要があります。

、 、 、 、このため 農林水産省においては ①食品産業行政 ②農業生産対策

「 （ ）」③農村振興政策等の分野について 国の政策介入の基準 クライテリア

を作成しました （具体的基準については次頁以降に掲載）。



３．国の政策介入に関する基準

食品産業に係る国の政策介入に関する基準

１．基本的考え方

食品産業は、食品製造業、食品流通業及び外食産業により構成され

ているが、基本的には他の産業分野と同様、個々の民間企業の自由な

経済活動を基本に成り立っている産業である。

しかしながら、天候等自然に左右される農産物生産の特性によりそ

の主な原材料の供給が不安定であり、また、内外価格差の存在から、

国際的に割高な原材料を使用せざるを得ないという構造的リスクを内

在する一方で、国民が豊かな食生活を安定的に営む上で不可欠である

とともに、地域の農業等と結びつき、地域経済において大きなウエイ

トを占めている産業として、他の産業分野とは異なる性格を有してい

る。

このため、食品産業に対しては、国民への食料の安定供給について

の責務を有する国において、国全体として｢小さな政府｣を志向する中

においても、一定の政策介入を行うことが必要であり、今後は、以下

の基準に従い、国が政策を講ずる際の適否を判断することとする。

なお、本基準により国による一定の政策介入が認められる場合にお

いても、小さな政府を志向し、｢民間にできることは民間へ｣という行

財政改革の基本的な考え方を踏まえ、当該手法の優越性等を勘案し、

必要最小限かつ効果的・効率的なものにしていく必要がある。

２．具体的な基準

（１）食料行政の一環としての施策の実施

食品産業は、農林水産業とともに国民への食料の安定供給を果た

す「車の両輪」としての役割を担っており、国が食料行政を推進す

る際には、その一環として食品産業への政策介入が必要となる。



ア 産地と消費者を結ぶ基礎的な社会インフラの整備

卸売市場のような産地と消費者を結ぶ基礎的な社会インフラ

は、

① 国民生活に欠くことのできない食料品について、効率的に即

時・大量な供給を行う上で必要不可欠な施設であること

② 施設型で場所を取り、設置コストが高いこと

③ 少額の手数料で設置コストが価格に反映できない取引の仕組

みであるという特性を有すること

から、国による支援が適当な分野と考えられるが、その場合にお

いても、その便益が国民全体に及ぶのか、それとも一定の地域に

限定され、地方に委ねるべきものなのかについての見極めが必要

である。

イ 基礎的な食料の安定的な供給を図るための危機管理措置

国民生活に不可欠な基礎的食料を国民に安定的に供給すること

は国の責務であり、その供給の担い手が食品事業者である場合に

、 。は 食品産業行政として危機管理措置を講ずることが適当である

この場合の取組についてもできる限り効率的なものとすることが

必要である。

（２）食品産業の特質に着目した産業政策の実施

食品産業は、原材料供給の不安定性、中小零細な産業構造といっ

た特質を有していることから、これに着目した産業政策として最小

限の政策介入を行う必要がある。

① 食品産業の将来的な展開を見据えた支援

国内市場が縮小していく状況の中で、我が国の食品産業の将来

展望を切り拓くため、国として食品産業の海外進出や食農連携体

制の構築等個々の事業者にとってはリスク・負担が大きい部分を

補てん、軽減する意義はあるものと考えられる。その場合にも、

事業者自らが負担すべき分野について国が助成することとならな

いように留意するとともに、国の支援はこのような取組が定着す

るまでの一時的なものとすることが必要である。



② 強い社会的要請への対応

、 、食料供給コストの縮減 食品環境対策や食品表示対策のように

強い社会的要請があるものについては、それに向けた対応を緊急

に国が行う必要がある場合も考えられる。その際にも、その必要

性について十分に検証し、支援の期間についても限定的なものと

する必要がある。

③ 事業者の責めに帰すことのできない急激な環境の変化に事業者

が円滑に対応するための施策

事業者が自らをめぐる環境の変化に対応するのは、基本的には

事業者自らの責任であるが、その原因が国による政策の変更によ

るものである場合や、家畜伝染病の発生等緊急事態への対応であ

る場合には、国として事業者の円滑な適応を促すための措置を講

じることにより、事業者のソフトランディングを図ることが必要

である。

④ 他分野との格差の是正

国全体として戦略的に取り組んでいる施策において、食品産業

固有の特質（原材料供給の不安定性、中小零細な産業構造等）に

より取組が遅れているものについては、他分野との格差を是正す

るために最小限の国の支援を実施する必要がある。



農業生産対策に係る国の政策介入に関する基準

１．基本的考え方

農業は、その生産を通じ、食料の安定供給の確保、国土保全等の多

面的機能などの重要な役割を果たしており、その効果は、農業生産地

にとどまらず、広く消費地にも及ぶものである。

特に、現在、我が国の食料自給率は約４０％と先進主要国の中で最

も低く、その向上が求められており、また、山間地や中山間地域が多

くを占める国土の保全のため、安定的な農地の維持・管理が必要であ

るなど、農業生産の機能を維持・拡大することは、国民生活の安定の

上で必要不可欠である。

一方、地理的・社会的条件等から、諸外国とは生産コストに大きな

格差があり、農業生産を維持するためには国の支援が必要である。具

体的な国の支援については、今まで個別作物に着目し、各作物に応じ

た支援を行ってきたが、最近は、農業構造改革を進める観点から、経

営体に着目した施策を進めているところである。

そもそも、農業生産対策として行う政策的支援は、農業者が行う経

済活動に対して国として一定の政策介入を行うものであり、小さな政

府を志向する立場からは 「民間にできることは民間で」という基本、

路線の下、必要最小限に止められるべきものである。

、 、他方で前述のとおり 農業の役割や農業生産の特質にかんがみれば

国としても、農業生産に着目して一定の政策的支援を行うことが求め

られるものであり 「どのような場合に、国の政策介入が求められる、

のか」に関して基準を作成する必要がある。

２．具体的な基準

１の観点を踏まえ、農業生産における国の支援について、以下のよ

うに整理することとする。



（１）個別作物の再生産を確保するための対策

ア 安定的な国民生活のため、農業生産の維持は不可欠であるが、

一方、我が国の農業は諸外国とは生産コストに大きな差がある。

このような生産コストの格差の縮小については、規模拡大等構造

改革を進めるという観点からは、基本的に経営対策として講ずべ

きものである。他方で、現在の経営対策は、すべての作物を網羅

するものとなっていないため、これらの対策に含まれていない作

物のうち、次の事項に該当するものについて、再生産を確保する

ための対策が必要である。

① 我が国の農業生産上重要な作物であること。

② 国民の食生活の上で重要な位置づけを占めること。

イ 再生産を確保するための対策としては、経営体を単位とした品

目横断的経営対策が講じられるに至っていない段階における作目

別の価格下落対策や、経営対策よりも需給対策等の他の政策手法

を活用する方が効果的な場合の当該対策が該当する。

ウ なお、規模拡大等構造改革以外の生産性向上、即ち革新技術の

導入や反収・品質の向上によるコストダウンについては、生産対

策の範囲内であり、生産のための方向性や指針を示すことは引き

続き必要であるが、補助金等による直接的な国の支援の対象とし

ては、地方公共団体や民間との役割分担を踏まえれば （２）以、

下の考え方に立って限定していく必要がある。

（例１） 野菜価格対策：野菜は農業生産額の約２５％を占める重要

、 、な作物であり また国民の食生活上不可欠なものであることから

生産者の経営悪化を防止し、安定的に供給するため、価格対策が

必要である。

（例２) 畜産対策：畜産業については、耕種農業とは作業内容、経

営上の問題点等異なるところが大きい。このような畜産業の性格

から、米・麦・大豆等の耕種農業の作目と同じ経営安定対策に含



めた場合、必ずしも畜産経営に適切なものにならないおそれがあ

るため、別途、畜産対策を講じることが必要である。

（２）急激な経営環境変化への対策

国境措置の変更、風水害等の被災、原料・資材の高騰等の生産者

の責めに帰しがたい事由で、急激に経営環境が変化した際、生産者

が経営刷新、業種転換、生産規模縮小、廃止等の対応を円滑に行う

ための措置については、一時的に国が支援を行う必要がある。

（例）ＵＲ対策、災害対策、原油高騰対策

（３）価格に反映されない公益的取組への支援

国民生活の向上を図る上で重要な取組であるが、その取組に要す

るコストが価格に転嫁できず、生産者の一方的な負担となるため対

応が進まないと考えられる場合については、その促進誘導を図るた

め、国による必要最低限の支援が必要である。

(例) 環境農業対策 環境に配慮した農業生産を行っても、それに:
よる付加価値は必ずしも十分その労働に見合ったものと言えず、

農薬・肥料等を多投入した方が高収益である場合も多いが、その

場合、水質の汚濁等環境の悪化が引き起こされる。そのため、直

接収益性を向上させない環境農業についての技術、施設整備等に

対しては、国が支援を行うことが必要である。

（４）重要政策の基盤づくり

政府一体で進められている重要政策について、農業分野での円滑

な推進を図るための措置については、農林水産省の責務として、適

切な対応を図っていく必要がある。

(例) 知的財産権活用対策：我が国が知財立国を目指している中、

農業分野でも育成者権を中心に知的財産権の創造・保護・活用を

図ることが必要であるが、民間では知的財産権の意識すら浸透し



ていないことから、まず国が基盤づくりとして、侵害対策、情報

システム、普及啓発等を行うことが必要である。

（５）社会問題への適切な対応

、 、 、農業生産に関係する案件で 発生が全国的な広がりを見せ 又は

、 、国民生活に影響が出ているなど 社会問題化している課題について

地方自治体等の関係機関とも連携しながら適切な対応を行っていく

必要がある。

(例) 鳥獣害防止対策：少子高齢化等により農山村の過疎化が進ん

だため、イノシシ、サル、シカ等の鳥獣害が各地で大きな問題と

なっており、農業被害の防除等について、国としての対策が必要

である。

（６）革新技術の開発・普及

革新技術の開発・普及については、民間の取組で進むものについ

ては民間に委ねることとするが、リスクが高い等の理由により、民

間に委ねては普及しないもののうち、

① その技術が進展することにより、国が進める政策を推進するこ

とができるもの、

② 国が推進を図るにふさわしい基本的な技術であり、この技術が

一定程度進展すれば、民間においてさまざまな応用が見込まれる

こと

については、国がモデルを示すことにより、その技術を推進するこ

ととする。

(例) 省資源・脱石油推進対策：省資源・脱石油は国として早急に

推進すべき政策であるが、一方、農業分野におけるそのための技

術は十分に発展しているとは言い難い。そのため、小型水力発電

やトリジェネレーションシステム等現場での実証が十分行われて

いない技術について、国がモデルを示し、各地域でさまざまな利

用が行われる基盤づくりを行う必要がある。



農村振興に係る国の政策介入に関する基準

１．基本的考え方

農村は、そこに住む人々の生産、生活の場であるとともに、国土・

環境の保全、水資源のかん養、美しい自然・景観、ゆとり、やすらぎ

などの公益的機能を提供する国民共有の財産でもある、という二面性

を有している。したがって、農村振興とは、農村自身の経済や生活を

、 、維持・発展させることを基本としつつも 都市住民を含む国民全体に

上記に述べたような公益的機能をも提供しうる、魅力的な農村が全国

に存立することを目指すものである。

そのためには、まず農村が自ら考え行動していくことが基本である

が、農村にはない資源、例えば様々な情報や知的財産に関する制度、

企業や大学が有する技術やノウハウなどを、農村に向けて円滑に供給

することが、農村の自立にとっての鍵となる。

他方、農村には、農産物のほか、土地や水、美しい自然や環境、伝

統文化、これからの開発・利用が期待される新たなエネルギーなど、

都市にはない資源が豊富に存在している。これらの農村の資源を利用

し、これからの日本が目指すべき共生・対流や循環型社会の構築を進

めていくことは、都市を含む国民生活全体へ、より豊かな新たな生活

スタイルを提案、提供するという国家的な事業に他ならない。

したがって、農村振興についても 「民間でできることは民間に 、、 」

「 」 、 、地方でできることは地方に との基本的な考え方に基づいて 民間

地方の自主的な取組を進めていくことが必要であるが、上記のような

農村の特質に鑑みれば、国としても一定の政策介入を行うことが求め

られるものである。以上の観点に立って、農村振興に係る国の政策介

入に関する基準を作成する。



２．具体的な基準

（１）農村の自立に向けた取組を補完するための施策

、 、農村振興の主役は地域であり 自立に向けて地域自ら考え行動し

互いに競い合うことで活性化を目指すことが基本である。しかしな

がら、そのためには多くの地域が公正で適正な競争に参加し、また

、 、再挑戦の機会が与えられる土俵が必要であり 国はその確保のため

必要に応じ補完的な施策を講じることが求められる。

① 政策の基本方向の提示や基礎的情報等の提供

国全体としての調和がとれた農村振興を実現していくために

は、国が基本的な政策の方向やモデルを示していくことが不可欠

である。また、地域の活性化に関する基礎的、全国的な情報やノ

ウハウなどは、地域ごとのばらばらな取組に任せるのではなく、

国がまとめて整備、提供することが効率的である。

（例 ・ 政策の基本的方向についての調査、立案、提示）

・ 全国規模での情報、ノウハウ、人材の提供

・ 政策モデルの策定

② 公正を確保するための規制、ルールの策定

地域の創意工夫を守るための知的財産保護の仕組みなど、公正

な競争が確保できるよう、適切な規制やルールの策定・運用を行

う必要がある。

（例）知的財産保護制度

③ 農村振興の新たな主体への橋渡し

住民、企業など、農村振興の新たな主体の活動は、自立に向け

て努力しようとしている地域にとって大きな力になると考えられ

るが、個々の取組による連携では、情報も限定的であり、質、量

とも本来可能なマッチングの水準に及ばないおそれが大きい。こ



うした中、国が橋渡し役となって、地域の実情に応じた新たな振

興主体とのマッチングを進めることは、極めて効率的・効果的で

ある。

（例 ・ ＮＰＯ等への支援）

・ 企業、大学等と農村とのマッチング

④ 市場での競争を支える土台づくり

市場ルールに任せた場合、重大かつ明白な格差が全国的な規模

で生じるものについては、その一部を国が補完し、条件不利地域

対策であっても、地域の自主性を活かした農村振興の市場に参加

できるよう、また再挑戦の機会が与えられるようにすることが必

要である。

（例 ・ デジタル・ディバイドの解消（情報基盤の整備））

・ 中山間地域等直接支払い

（２）農村地域の資源を国民生活の向上に役立てるための施策

農村地域に存在する多様な資源を国民生活の向上に役立てるとの

観点から、国は、それらの資源を適切な水準で全国的に確保、利用

するための方策を講じる必要がある。

① 政策の基本方向の提示や基礎的情報等の提供

農村地域の資源の確保・利用のあり方について、国が基本的な

政策の方向やモデルを示していくことが不可欠である。また、農

村地域の資源に関する基礎的、全国的な情報やノウハウ等は、地

、 、域ごとのばらばらな取組に任せるのではなく 国がまとめて整備

提供することが効率的である。

（例 ・ 政策の基本的方向についての調査、立案、提示）

・ 全国規模での情報、ノウハウ、人材の提供

・ 政策モデルの策定



② 制度上の仕組みの整備

農村地域の資源を、全国的な視点から適正な水準で確保し、利

用を図るため、制度的な規制や利用促進のための措置を講じる必

要がある。

（例）市民農園整備促進法

③ 技術開発、実証・普及

国民生活の向上に大きく貢献することが見込まれる資源の利用

技術等について、民間や地方にとってはリスク・負担が大きすぎ

るなどの理由により、十分な水準の投資がなされない場合には、

それらの開発、実証、普及等を、国が自ら率先して行う必要があ

る。

（例）バイオマス関連新技術

④ 資源の確保、利用のための活動支援

民間や地方の取組に任せると、社会的に最適な水準での資源の

確保、利用が行われない場合には、都市住民を含めた関係者を対

、 、 。象に 資源の確保 利用に係る活動を支援することが必要である

（例 ・ 農地・水、環境保全向上対策）

・ 団塊世代等の定年帰農等の促進

・ 農村資源を活用した都会の若者等の人材育成

・ 都市農村連携モデル構築

⑤ 資源の確保、利用のための基盤整備

国民生活の向上に大きく貢献することが見込まれる資源の確

保、利用に必要な施設や基盤の整備について、民間や地方にとっ

てはリスク・負担が大きすぎる、外部経済性が存在し受益と負担

のミスマッチが生じるなどの理由により、十分な投資が行われな

い場合に、国が助成を行い、全体として必要な水準の供給を確保

する必要がある。



（例 ・ バイオマスタウン構想支援）

・ 都市・農村交流施設整備

・ 都市農業振興関連施設整備

３．施策手段の選定

上記の基準により国の施策を検討する際には、政策の目的をより効

率的に実現するための適切な手法を選定することが必要となる。

具体的には、まず、民間の資金、ノウハウ、活力などを活用できる

ような仕組みづくりや、地方の優れた取組を広く普及させるための情

報提供やモデル事例の支援、など国の関与の度合いができるだけ少な

、 、い施策を優先し それらによっては目的が十分に達成できない場合に

融資、さらには税制、補助金など、またはそれらの組み合わせにより

実施するとの基本的な考え方に沿って政策手段を検討する。



４．政策評価結果と予算執行状況の反映

（１）政策評価結果の反映

農林水産省においては 「農林水産省政策評価会 （第三者機関：座長ア 、 」

今村奈良臣 東京大学名誉教授）の意見を聴き、政策評価を実施してい

ます。

平成17年度政策の評価結果については、平成18年７月14日に取りまと

められ、その内容は次のとおりでした。

＜平成17年度政策の評価結果の概要＞

評価対象とした５０の目標のうち、達成ランク「Ａ（概ね有効 」が３２）

目標（６４％ 「Ｂ（有効性の向上が必要である 」が１６目標（３２％ 、）、 ） ）

「Ｃ（有効性に問題がある 」が２目標（４％）となりました。）

イ この評価結果を受け、平成１９年度予算概算要求に当たっては、次の

とおり、施策の内容の見直しを行いました。

＜達成ランクが「C」となった ＞２目標における対策

① 都市と農村の交流の促進

（農家民宿及び公設の宿泊施設における宿泊者数）

【政策評価結果】

17年度目標値：2,510万人泊

17年度実績値：1,820万人泊

所見：都市農村交流では、国内観光全体の動向等を踏まえつつ、より

適切な指標を検討する必要がある。

【政策評価結果の反映】

政策目標値の設定時点では、グリーン・ツーリズム関連の宿泊実態に

ついて全国的な調査がなかったことから、１７年農林業センサス等によ

【１７年度政策の評価結果】

Ａ ・・・・３２目標 （６４％）
Ｂ ・・・・１６目標 （３２％）
Ｃ ・・・・ ２目標 （ ４％）

合計・・・・５０目標（１００％）
５０％未満有効性に問題があるＣ

５０％以上９０％未満有効性の向上が必要であるＢ

９０％以上概ね有効A

達成度合評 価ランク

５０％未満有効性に問題があるＣ

５０％以上９０％未満有効性の向上が必要であるＢ

９０％以上概ね有効A

達成度合評 価ランク【１７年度政策の評価結果】

Ａ ・・・・３２目標 （６４％）
Ｂ ・・・・１６目標 （３２％）
Ｃ ・・・・ ２目標 （ ４％）

合計・・・・５０目標（１００％）
５０％未満有効性に問題があるＣ

５０％以上９０％未満有効性の向上が必要であるＢ

９０％以上概ね有効A

達成度合評 価ランク

５０％未満有効性に問題があるＣ

５０％以上９０％未満有効性の向上が必要であるＢ

９０％以上概ね有効A

達成度合評 価ランク



り新たに実態把握に取り組むこととしました。また、政策目標について

は、泊数単位から人数単位へと見直し、都市農村交流に対する潜在需要

を勘案して 「都市農村交流施設の年間延べ宿泊者数を５年間で１１０万、

人拡大し、７７０万人（１６年度）を８８０万人（２１年度）にするこ

と」へと見直します。これにより、都市農村交流の実態をより正確に反

映した政策目標としました。

② 水産物における消費地と産地の価格差の縮減

【政策評価結果】

17年度目標値：4.00倍以内

17年度実績値：4.41倍

所見：適正な魚価の確保に関しては、多段階流通を見直すことも必要

であり、産地市場のあり方も含めて検討する必要がある。

【政策評価結果の反映】

多段階流通の見直しについて、産地市場のあり方も含めて検討した結

果、次のとおり新規事業を実施することとしました。なお、これらの事

業は、既存施策の見直しを行って、財源を措置しています。

・水産物流通構造改革事業（新規） ５００（０）百万円

水産物流通の起点となる産地市場の統廃合など、より低コストな水産

物流通の仕組みを構築するための新たなルートでの輸送の実証などを行

います。本事業は、国内水産業の競争力強化に資するものであるため、

経済成長戦略要望枠として予算要求します。

・国産水産物安定供給推進事業（新規） １，４００（０）百万円

また、産地と消費地の小売業者等の間の安定供給契約の締結を促し、

直接取引による流通コストの低減に努めます。

＜達成ランクが「Ａ」又は「Ｂ」となった ＞目標における対応

① 食品流通の効率化

【政策評価結果】

17年度目標：食品流通の効率化（食品卸売業・小売業の労働生産性の

向上等）

17年度実績：食品卸売業では労働生産性の向上がみられたが、食品小



売業では労働生産性の向上がみられなかった （達成ラ。

ンクＢ）

所見：目標達成に向け、今後は、食品産業界等と問題意識を共有しな

がら、消費者ニーズの多様化・高度化等に対応した食品小売業

者のコスト縮減と経営体質強化等に取り組んでいく必要があ

る。

【政策評価結果の反映】

食品流通の効率化については、評価結果を踏まえ、情報技術を活用し

た物流作業体系の効率化に向けた実証実験、食品小売業の適正仕入れ・

廃棄ロスの縮小等を実現するコスト低減のためのビジネスモデルの実証

・普及等を実施します。また、外部の有識者からなる「食料供給コスト

縮減検証委員会」の知見を十分反映し、合理化・効率化の目標達成に向

けて努力します。

② 食品の安全性の確保

【政策評価結果】

17年度目標：国産農産物等を汚染するおそれのある特定の危害要因に

ついて、摂取許容量を超えないレベルに抑制する。

17年度実績：目標は達成している（達成ランクＡ）

所見：目標を達成しているものの、国民の健康への影響を未然に防止

することは重要な課題であることから、今後とも科学的原則に

基づいた効果的なリスク管理措置等の実施を継続し 「食の安、

全及び消費者の信頼の確保」に努める必要がある。

【政策評価結果の反映】

食品の安全を確保するためには、食品に起因する健康への悪影響を未

然に防止することに重点を置き、生産現場から食卓までを通じて食品の

安全を確保する取組を進めることが重要です。これを踏まえ、科学的原

則に基づき、食品に由来する健康リスクがどの程度あるのかを予測し、

危害要因の性質や問題の発生過程等に即した方針・対策を決定します。

具体的には、以下の事業を実施します。

ア 科学的・統一的な枠組みに則り、食品または飼料における有害化

学物質の汚染実態調査とリスク管理措置の検討・検証のための調査

を引き続き実施するとともに、新たに、食品または生産環境におけ

る有害微生物の汚染の実態調査を実施します。

イ また、これまで実施してきたカドミウム吸収抑制技術等に加え、



新たに土壌洗浄技術の評価を行うなど、農作物中に含まれるカドミ

ウムのリスク低減技術の確立に向けた取組を推進します。

③ 飼料作物生産コストの低減

【政策評価結果】

17年度目標値：45.0円/ＴＤＮｋｇ

17年度実績値：46.0円/ＴＤＮｋｇ（達成ランクB）

Ｔ Ｄ Ｎ （可消化養分総量）の略。飼料の含有ＴＤＮ・・・ otal igestible utrients
する栄養価を示す単位で、家畜が消化し、エネルギーとして利用できる養

分の総量を示すもの。｢ＴＤＮｋｇ｣とは、ｋｇ単位で表したもの。

所見：目標達成に向け、今後は、飼料基盤の拡大や高生産性草地への

転換、飼料生産作業の効率化を推進するとともに、水田や耕作

放棄地等における放牧利用の拡大、耕畜連携の強化による水田

における飼料作物の作付け拡大や国産稲わらの飼料利用拡大等

飼料増産運動を一層推進し、自給飼料の生産コストの引き下げ

を図る必要がある。

【政策評価結果の反映】

評価結果を踏まえ、水田における耕畜連携による地域の創意工夫を活

かした飼料作物の生産振興、不作付地を対象とした飼料基盤整備や生産

性が高く作業効率にも優れた牧草地への転換を図る草地再生改良の推進

を図ります。また、稲発酵粗飼料や稲わら生産・利用の拡大、水田や耕

作放棄地等における放牧の拡大、地域の効率的な飼料生産・供給システ

ムの構築などに取り組みます。

④ 農業経営改善計画の認定数

【政策評価結果】

17年度目標値：24.4万経営体

17年度実績値：24.6万経営体（達成ランクＡ）

所見：目標を達成しているものの、今後は、品目横断的経営安定対策

と一体的に、担い手の育成・確保の取組を強化するため、引き

続き、認定農業者や特定農業団体等への発展を促すとともに、

経営改善を図るための各種支援を集中的・重点的に実施する必

要がある。



【政策評価結果の反映】

全ての農業者を一律に対象として品目ごとの価格に着目して講じてき

た政策を見直し、意欲と能力のある担い手（一定の要件を満たす認定農

業者、集落営農組織）を対象として、その経営の安定を図るための「品

目横断的経営安定対策」を１９年産から新たに導入します。併せて、税

制・金融措置を含め斬新な担い手メリット措置を創設する等により、政

策手段を効率的に組み合わせて、担い手への施策のさらなる集中化・重

点化を図ります。

⑤ 周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数

【政策評価結果】

17年度目標値：49.6千集落

)17年度実績値：49.6千集落（達成ランクA

所見：目標を達成しているものの、今後は、国有林と民有林を通じ

た総合的な流域保全対策や治山事業と砂防事業の連携による

一体的かつ集中的な防災対策などにより、多様な防災対策を

推進し国土の保全を図っていく必要がある。

【政策評価結果の反映】

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

体制の整備との連携による減災に向けた事業実施などの効果的な治山対

策を推進します。

・流域治山計画作成費（新規） ６００（０）百万円

森林管理局と都道府県が連携して国有林・民有林を通じた流域ごとの

治山計画を作成し、効果的に治山事業を実施します。

・特定流域総合治山事業（拡充）

２，６００（１，３００）百万円の内数

国有林と民有林の治山事業実施箇所が近接している場合に、これらを

一体的に整備することにより、事業効果の早期発現と効率的な事業実施

を図ります。

・復旧治山事業等（拡充） ７６，７４２(６１,３７１)百万円の内数

集落を保全するための治山事業を実施する場合、山地災害危険地区に

関する情報が地域住民に周知されていることを要件とすることで、地域

における避難体制の整備と連携を図り、減災効果を高めます。



⑥ 農林水産物・食品の輸出の促進

【政策評価結果】

目 標 値：6,000億円（21年）

17年実績値：3,310億円（達成ランクＡ）

所見：目標を達成しているものの、今後は以下の取組を推進し、輸出

実績の増加傾向を継続させる必要がある。

① 販路創出･拡大のための輸出機会の提供

② 輸出志向のある生産者等に対する情報の提供

③ 輸出に取り組む事業体への進展段階に応じた支援等

政策評価結果の反映】【

輸出倍増対策は、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講じ、目標達成を強力に推進します

(総額２１億円 。）

具体的には、以下の支援策等を総合的に展開します。

① 分野ごとの輸出モデルを策定し、そのモデルを活用して産地等の輸

出戦略づくりのためのコンサルティングを実施。

② これから輸出を本格化させる事業者の取組をサポートするため、こ

れまで先駆的、実践的に取り組んできた方々の活きた体験、ノウハウ

を提供。

③ 海外での日本食・日本産食材の認知度を高めるため、輸出相手国ご

との効果的な手法による日本食のＰＲ。

④ 新規顧客を獲得するため、輸出先として有望な国・地域への海外常

設店舗設置箇所数を拡大。

⑤ 意欲的な目標を掲げ輸出に取り組む民間団体等の輸出力を強化する

支援策に、物流技術やブランドの確立等に対応するためのメニューを

追加。



（２）予算執行状況の反映

、最近の個別事業の決算の状況や財務省が行った予算執行調査を反映し

次のような見直しを行いました。

① 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業

死亡牛の円滑なＢＳＥ検査及び処理を行うため、平成１４年度より生

産者に対し検査手数料、死亡牛の運搬経費等について補助を実施してき

ました。しかし、事業開始時に比べ検査キットの平均単価が低下してお

り、死亡牛の運搬費用も想定単価を下回るケースが見られたため、これ

ら実態を踏まえた補助とするよう指摘されました。

これらの指摘を踏まえ、平成１９年度予算要求に当たっては、検査キ

ットを含めた検査費用補助単価の引き下げ、運搬費用について現行単価

を上限とした定率補助（１／２以内）を行います。

② 森林整備地域活動支援交付金

森林の現況調査について、地域活動が確実に実施され、調査結果が施

業・経営の集約化の促進のために活用されるような仕組みとすべきとの

指摘がありました。

これらの指摘を踏まえ、平成１９年度は、市町村長への交付金の使用

実績報告の義務付け、調査対象の施業・経営の集約化を図ろうとする森

林への限定、施業の必要性等が判断できるレベルの情報の収集及び公開

の義務付けを行います。

③ 漁業共済掛金の国庫補助

調査の結果、加入者の増加・維持を図りつつも「お付き合い加入」を

解消する、より効果的な仕組などを検討すべきとの指摘を受けました。

この指摘を踏まえ、来年度にも専門家による協議の場を設け検討して

いくことを予定しており、会議などの機会に共済組合等に「お付き合い

加入」を強いることがないよう、積極的に周知していきます。

※「お付き合い加入」

漁業共済では、漁業者の掛金負担能力に応じ、漁業者自らが契約割合

(漁獲高に応じて算出される「共済限度額」に対する共済金額の割合)を

選択できることとされているが、この割合を極端に低く設定している契

約をいう。



なお、加入区内のすべての関係漁業者が漁業共済に加入した場合、一

定契約割合以上で共済に加入した漁業者の共済掛金の国庫補助が２倍と

なる。

④ 政府倉庫運営のアウトソーシング

政府倉庫等のコスト節減について、民間への全面的なアウトソーシン

グ化等を指摘されました。

この指摘を踏まえ、平成１９年度予算要求に当たっては、政府倉庫に

ついて官民コストを検証し、費用節減に向けて、保管・管理業務の民間

へのアウトソーシングを図ることとし、それに要する経費を予算措置す

ることとしています。また、横浜政府サイロは、平成１８年度末に業務

を廃止することとしています。

⑤ 政府米の寄託保管

政府米の寄託に係る保管料単価について、平成１４年度から導入され

ている競争原理を今後さらに拡充し、保管料単価の選択肢を多様化・拡

大する方向で見直すべきとの指摘がありました。

この指摘を踏まえ､平成１９年度予算要求に当たっては、保管料金の

選択肢の多様化・拡大などによる保管料単価の削減を反映した保管経費

を予算措置することとしています。

⑥ 農山漁村地域活性化整備交付金

受益者が簡易な施設整備に携わる直営施工については、コスト縮減等

に効果的であることから、取組みを進めるべきとの指摘を受けました。

また 「地域環境保全型農業推進」については、地域の取組みに応じた、

運用が困難な面があったことから、事業の枠組みを見直すべきとの指摘

を受けました。

これらの指摘を踏まえ、具体的な取組み事例の収集等を通じた直営施

工の推進方策の検討と 「地域環境保全型農業推進」の枠組みの再検討、

を行っています。

⑦ 農地保全整備事業

コスト縮減対策に対する取組み状況の調査結果から、地区によって取

組の程度に大きな差異が認められたので、工種毎に具体的なコスト縮減

手法を整理し広く普及に努め、地域の実情に照らして適用可能なコスト

縮減手法を積極的に推進すべきと指摘されました。



この指摘を踏まえ、平成１９年度予算要求に当たっては、排水路改修

において既設の排水路を出来る限りそのまま活かすなどのコスト縮減手

法の積極的な適用に努めた内容としています。

⑧ 海岸事業（海岸保全施設の耐震化)

厳しい財政事情の下、海岸保全施設の耐震化を効率的・効果的に推進

するためには、各種のコスト縮減策や技術情報等の普及・定着と、各海

岸管理者間における優先度を考慮し、５年程度で緊急に実施すべき箇所

を定めた計画を策定する必要があるとの指摘を受けました。

この指摘を踏まえ、平成１９年度予算要求に当たっては、耐震性能診

断や耐震化事業に係るコスト縮減策の普及と、耐震化を緊急かつ優先的

に実施すべき箇所を定め、効率的な整備を進めることとしています。



５．非公共施設費改革

農林水産省においては、これまでもいわゆる「非公共施設費」について、

１７５の補助金を７つの交付金に整理・統合し、地方自治体の裁量を極力活か

し得る使い勝手の良い仕組みにするなどの改革を実行してきました。

１９年度予算概算要求に当たっては、この方向を更に進めつつ、国と地方の

役割分担の見直し、新たな政策手法の導入などの改革を行っています。

（１）国と地方の役割分担の見直し

７つの交付金は、地方自治体の裁量の範囲を高め、いわば国と地方が共

、 。同作業で 農林水産業の振興や農山漁村の活性化を図ろうとするものです

他方で、リスク性の高い分野、全国的規模での調整が必要な分野等につ

いては、国が直轄事業を実施していくことが必要です。

１９年度予算の概算要求に当たっては、国が直轄事業を行う分野を次の

ように体系的に整理しました。

① 革新的な技術に基づき新しい施設等を整備

将来を見据えて新しい政策展開を図っていくためには、施設等の開発を

行いながら整備する場合、交付金のメニューに位置付けるに至っていない

実証実験段階の施設等を整備する場合にも、国がリスクを吸収しながら直

轄事業として実施していくことが必要となります。これは、いわば交付金

による普及を行う前段階として位置付けられるものです。

このため、革新的な技術に基づく施設整備を行う直轄型事業を創造する

こととしました。

〔未来志向型技術革新対策（生産局計上 〕）

（新需要創造対策及び技術革新波及対策）

② 全国的な観点から重点地区を選定し農業の構造改革を集中的に推進

農林水産省においては、平成１９年度からの３年間を「集中改革期間」

として位置付け、農政をあげて担い手の育成を図ることとしています。

これを強力に進めていくため、全国的な観点から重点地区を選定し、地



域農業の構造改革のために、交付金のメニューにはない思い切った助成策

を集中して展開していくための直轄型事業を創設することとしました。

〔地域担い手経営基盤強化総合対策（経営局計上 〕）

③ 地域資源を活用して国民生活の向上に貢献

農山漁村は、地域の方の生活の場であるとともに、国民共通の財産でも

あります。

農山漁村に賦存する様々な資源を活用し、国民全体が受益者となり得る

、 。国民生活の向上のための事業を実施することは 国の責務と考えられます

このため、農山漁村で生産される生物資源を活用してバイオ燃料を製造

し供給する事業や農山漁村の環境全体を都市住民の生活の潤いの場として

活用していく事業など、地域資源を活用して国民生活の向上を図るための

直轄型事業を創設することとしました。

〔地域資源活用国民生活向上対策（農村振興局計上 〕）

（２）新たな政策手法の導入

以上のような直轄型事業は、その性格上既存の交付金メニューでは必ず

しも対応できない施設等を整備していくことを内容としております。この

ため、事業の推進に当たり、次のとおり、新たな政策手法の導入を行うこ

ととしました。

① 未来志向型技術革新対策のうち新需要創造対策

新食品・新素材により新産業を開拓するリスクを軽減するため、施設等

の整備と相まって、新需要創造のための新たなビジネスモデルの提案、高

度な品質管理のシステムづくりなどへの助成、事業展開に際しての民間出

資の活用など を組み合わせて進めていくという事業構成多元的な政策手法

を採用しました。



② 地域担い手経営基盤強化総合対策

認定農業者や集落営農は、地域における農地、農業用施設の管理を行う

主体であり、それらの方の保有する機械は、共同利用施設としての側面も

有しているといえます。

、 、 、このため 本事業においては 担い手の農業用機械施設等の導入に際し

の仕組みを導入しました。「融資残補助」

③地域資源活用国民生活向上対策のうちバイオ燃料地域利用モデル実証事業

バイオ燃料の製造施設の整備に当たり、事業の実行可能性を担保するた

契め、原料生産者、バイオ燃料製造事業者、ガソリン販売業者間において

が成立したことを確認して、関係するソフト助成、施設費約上の連携関係

して行うという事業構成を採用しました。助成を一括



直轄型事業

交付金のメニューにない

革新的施設等の整備

未来志向型技術革新対策＜７つの交付金＞
①新需要創造対策

（ ）①食の安全・安心確保 施設等の開発を行いながら整備

②技術革新波及対策交付金

（実証実験段階の施設等の整備）

①は多元的政策手法活用型事業②強い農業づくり交付金

全国的な観点から重点地区を③元気な地域づくり交付金

選定し集中的に事業を展開

地域担い手経営基盤強化総合対策④地域バイオマス利活用

交付金

融資残補助手法の活用

⑤森林づくり交付金

地域資源を活用して

国民生活の向上に貢献⑥強い林業・木材産業づく

地域資源活用国民生活向上対策り交付金

①バイオ燃料地域利用モデル実証

事業⑦強い水産業づくり交付金

②広域連携共生・対流等対策

①は連携契約一括助成型事業

政策効果の波及

（成熟度に応じて交付金のメニューに追加）

(注 「地域バイオマス利活用交付金」は、１８年度までの「バイオマスの環づくり交付）

金」である。

相
互
連
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６．公共事業改革

農林水産公共事業については、これまでも事業の重点化やコスト縮減など

、 、の様々な改革に取り組んできましたが 歳出・歳入一体改革の趣旨を踏まえ

以下の５つの基本方向に則し、更なる改革に取り組みます。

（１）非公共施策との連携

公共事業によるハード整備とソフト施策を一体的に実施することによっ

て、農林水産政策の重要課題に対応していきます。

① 基盤整備を契機とした農業の構造改革の加速化

農業の生産性を高める基盤整備と、担い手育成のための関連支援施策

とを一体的に実施します。これにより、地域が定めるアクションプログ

ラムの担い手目標の達成に貢献します。また、基盤整備を契機とした農

業生産法人の育成にも取り組みます。

② 「１００年の森林づくり」の総合的な取組の推進

広葉樹林化や長伐期化などの多様な森林づくりと、低コストで効率的

な作業システムの構築等のためのソフト施策の連携により、１００年先

を見据えた森林づくりを進めます。

③ 水産物流通構造改革と連携した産地の競争力強化

市場の統廃合などの流通構造改革と連携して、流通の拠点となる漁港

の衛生管理機能を高度化するための整備を行い、産地の競争力を強化し

ます。

④ 公共事業予算の一部を活用した非公共施策の創設

水産基盤整備の予算の一部を活用し、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、漁船漁業の構造改革のための総合対策を重

点的に実施する非公共施策を創設します。これにより、国際競争力ある

漁業経営体を緊急的に育成します。

（２）予算配分のメリハリ

農林水産政策の重要課題に対応するため、予算配分に一層のメリハリを

つけて、事業を重点化していきます。

① 農業水利施設の効率的な更新・保全管理に重点化

今後、農業水利施設の更新需要が増大することを踏まえ、ストックマ

ネジメントに基づく事業に予算を重点的に配分し、農業水利施設を効率

的に更新・保全管理していきます。



② 森林吸収源対策の加速化に向けた森林整備への重点化

林野公共事業において 「１００年の森林づくり」の推進など、森林、

整備関係事業に重点化を図り、森林吸収源対策を加速化します。具体的

には、以下の措置を図ります。

ア 林道の整備に当たって、間伐などの森林施業に直結するものに重点

化

イ 治山事業において、荒廃森林の整備を促進するための事業を新設

③ 水産基盤整備における政策課題に重点化

水産基盤の整備については、新たな漁港漁場整備長期計画（H19.3予

定）の政策課題に対応する事業に重点化し、それ以外の事業にかかる新

設の投資については、当面の間凍結します。

（３）事業内容の見直し

事業の更なる重点化に向けて、国と地方の役割分担の見直しを行うとと

もに、地方の裁量を拡大する取組を実施します。

① 国の関与の見直し

国と地方の役割分担の見直しに基づき、以下の事業の採択基準を引上

げ、国の関与を縮小します。

・集落基盤整備事業

（都道府県営事業） 総事業費１.０億円以上 → ２.０億円以上

（団 体 営 事 業） 総事業費０.５億円以上 → ２.０億円以上

・集落地域整備統合補助事業

総事業費０.５億円以上 → ２.０億円以上

② 補助金改革の推進

地方の自主性・裁量性を高める観点から、予算配分の弾力化や地域独

自の提案に対する支援等を内容とする交付金（漁港漁場機能高度化交付

金）を新たに創設します。

（４）更新コストの縮減

農業水利施設等の老朽化が進む中、今後の更新需要を効率的に施設の機

能を確保するため、ストックマネジメントの考え方を導入します。これに

より、既存の農業水利施設等を効率的に活用し、更新のためのコストを抑

えつつ、施設の長寿命化を図ります。



【ストックマネジメントに基づく事業体系への転換】

、 。基幹的な農業水利施設の機能診断を行い 施設の劣化の状況を把握します

劣化の状況に応じた予防保全計画を作成し、計画に基づく対策工事を実施し

ます。

また、これらの診断・計画作成、予防保全・更新整備を一貫して実施する

仕組みを整備します。

（５）事業方式の改革

各々の事業特性を活かした独自の取り組みにより、入札改革やコスト縮

減などの改革を進めていきます。

① 入札改革による透明性の確保

「今後５年間で一般競争入札を概ね８割（金額ベース）まで拡大」と

いう目標に向け、不良・不適格業者の排除や事務量増大の抑制等のため

の措置を講じつつ、できる限り一般競争入札の拡大に努めます。

また、工事の品質と価格によって優れた調達を確保する観点から、民

間の技術力を積極的に活かす「総合評価落札方式」の拡大に向けた取組

を進めます。

② コスト縮減に向けた取り組みの推進

農林水産公共事業の「コスト構造改革プログラム」に基づき、平成

１９年度までに１５％（平成１４年度比）の総合コスト縮減に向けた取

組を進めます。

【農業農村整備】

地域の意向に応じたオーダーメイド原則の導入や、農家・地域住民等参

加型手法による直営施工方式の拡大を図ります。

【林野公共】

「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」の一環として、現地で発生

した間伐材を木柵工や筋工に活用するなど、木材の利用を引き続き促進

します。

【水産基盤整備】

貝殻等の水産系副産物や浚渫土砂を、魚礁や覆砂等への有効利用を図る

ことによって資源循環を促進し、コスト縮減に取り組みます。



７．事業の集中・重点化

平成１９年度予算の概算要求に際して、新規事業の検討過程や既往の事務事

業の再点検過程を通じて、共通項を持つ複数の事業を政策目的の下に体系的に

整理し、集中的に事業を実施することとしました。

その主な内容は次のとおりです。

（１）農業の担い手育成対策

（２）特定ＪＡＳ規格の検討・普及等

全国約 ヶ所の担い手1,000
育成総合支援協議会に、担

い手支援のためのワンスト

ップ窓口を設置

０．５億円

特定JAS規格検討・普及推進事業

担い手アクションサポート事業

３５億円
認定農業者等担い手育成・確保支

援事業、農地の利用調整活動支援

事業など６事業

４７．９億円

有機 規格、生産情報公JAS
表 規格等の特定 規JAS JAS
格の普及啓発・調査検討を

総合的に実施

有機表示等普及円滑化推進事業、

生産情報公表 規格等普及展開JAS
推進事業、加工食品生産情報調査

検討事業など５事業

０．５億円



（３）農業生産新技術の実用化促進対策

（４）花き対策

（５）農村景観関連諸対策

次世代大規模経営品質管理システ

ム実用化事業、燃料電池農業分野

利活用調査事業など５事業

０．８億円
新技術等の実用化に向け、

取組のステージに応じ機動

的に予算を配分し、新技術

の実用化を促進

景観･自然環境保全形成支援事業

３．０億円

農村景観・自然環境の保全

・形成等の取組やそれらを

活用した地域活性化の取組

を効率的・効果的に支援

魅力ある田園空間支援事業、農村

景観・自然環境保全再生パイロッ

ト事業、農村自然再生活動高度化

事業など６事業

３．７億円

農業生産新技術実用化等促進事業

０．８億円

花き対策総合事業

０．３億円

花の無購買層をターゲット

にした花のあるライフスタ

イルの提案やマーケティン

グ等を一体的に推進

、国産花きの需要拡大支援対策事業

花きの消費者ニーズを捉えた生産

・流通への転換等事業の２事業

０．３億円



（６）木材需要拡大対策

（７）水産養殖対策

養殖水産物ブランド・

ニッポン推進対策事業

養殖水産物ブランド化推進・強化

事業、養殖水産物ブランド化推進

技術開発事業、養殖資機材評価事

業など８事業

１．３億円

持続的養殖生産・供給推進事業

１．２億円

日本の森を育てる木づかい推進

緊急対策事業

１．８億円

各種課題への個別の取組を

木づかい運動に集中化する

とともに、木材利用に関す

る教育（ 木育 ）への取組「 」

を拡充

日本の森を育てる木づかい推進緊

急総合対策事業、暮らしの中の地

域材利用活性化事業など３事業

１．６億円

住宅分野への地域材供給支援事業

２．２億円

地域材の供給拡大を図るた

め、住宅分野における事業

を集中化し、ニーズに対応

した新たな製品・技術の開発

と普及に向けた取組を拡充

、間伐材等地域材実需拡大支援事業

住宅資材総合防災対策事業など５

事業

２．０億円

養殖水産物に関する消費者

への適切な情報提供、漁場

環境に優しい養殖生産技術

開発の推進等を通じて、安

全・安心な養殖生産を推進





８．予算執行改革

（１）民間団体を補助対象とする事業の執行方法の透明化

現在、政府では随意契約の見直しを進めておりますが、農林水産省にお

いては、平成１９年度予算概算要求に当たり、その考え方に準拠して、民

間団体を補助対象とする事業の執行方法の透明化を徹底することとしまし

た。

すなわち、民間団体を対象とする補助事業については、従来は、団体を

特定した事業方式が多く採用されておりましたが、今後は、いわゆる「公

募方式」を原則とすることとしました。

その原則を適用するに当たって、農林水産省として次のような基準を設

定しています。

民間団体を対象とする補助事業の執行方式について

１ 原則として公募方式とする

なお、公募により事業実施主体を決定するに当たっては、担当部局に第

三者委員会（選定審査委員会（仮称 ）を設け、同委員会による審査を経る）

ものとする。

２ 公募方式によりがたい以下の事業については、団体を特定した補助事業

方式を採用することができるものとする。

( ) 法令により事業実施主体が特定されている補助事業1

( ) 特定の継続的な政策を実施するために設立された法人（法人格なき団2
体を含む。以下同じ ）に対して、当該政策を実施するために必要な経。

費を交付する補助事業

( ) 一定の地域的なまとまりをもって事業が実施されることが、補助目的3
を達成する上で不可欠な補助事業であり、当該地域内において当該事業

を実施可能な法人が複数存在することは、事業の性格、又は要件上あり

得ない補助事業

( ) 次のすべての要件に該当することが明らかな補助事業4
ア 営利を目的とする法人が実施することが、著しく公益性を損ない、

事業の円滑な推進に支障をきたすこと

イ 交付先が法人格を有していること

ウ 他の法人には、定款その他の規定上、当該事業を行う権能が与えら

れていないこと



（２）農林水産公共事業における入札改革

農林水産省においては、公共事業についても、執行方式の透明化を図る

ための改革を進んで行うこととしています。

すなわち、農業農村整備、林野公共、漁港漁場整備などの事業の特性に

応じた独自の改革により、一般競争入札の対象を５年間で現状の２～３割

から概ね８割（金額ベース）まで拡大することとしています。

（３）その他の執行方式の改善

以上に加えて、予算執行方式について、次のような改善措置を講ずるこ

ととしています。

① 健全な食生活を実現するためには、米、野菜、果実、牛乳・乳製品など

の様々な食品を適切に組み合わせてバランスよく食べることが効果的で

す。このため、品目別に行われていた事業を品目横断的な事業に見直し、

「 」 「 」食事バランスガイド を活用した栄養バランスの優れた 日本型食生活

の実践を促すための取組を、統一的かつ戦略的に実施することとします。

② 農林水産省の広報啓発の統一感の向上、効率化を図るため、農林水産省

広報と重複する各局庁媒体については、１８年度末をもって廃止し、省広

報へ一元化します。また、国民の目から見れば同様な施策について、個別

事業・制度ごとのパンフレットやイベント等を統合・効率化します。
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