
２ 農業・農村地域の活力を引き出す農政改革の推進

（１） 品目横断的経営安定対策

品目横断的経営安定対策 １，９４４(１，３９５）億円】【

【集落営農・担い手支援対策 ２４０(１７６）億円】

対策のポイント

１９年産からスタートした品目横断的経営安定対策を着実に実施しま

す。また、小規模な農業者も安心して集落営農に参加できるよう、支援を

充実します。

（集落営農と小規模個別経営の比較）

・小規模な農家が集まって共同で営農を行うことにより、農機具費等の経費を大幅に

削減することが可能です。

・これにより所得が大幅にアップするとともに労働時間も大幅に減少します。

※ 約１ｈａの水田作経営１戸当たりの場合

（小規模個別農家） （集落営農参加農家）

経費 ９６万円 → ７２万円

所得 ４万円 → ４７万円

労働時間 ５７８時間 → １３２時間

政策目標

担い手の育成・確保

＜平成１８年＞ ＜農業構造の展望（平成２７年）＞

認定農業者 約２３万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 33万～37万

集落営農 約１万２千 → 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～４万



＜内容＞

１. 品目横断的経営安定対策の推進 別紙１

地域農業の活性化を図るため、将来にわたって地域農業を支える担い手を確

土地利用型農業の担い手を生産条保しながら、水田作及び大規模畑作を中心に、

します。小規模な農業者で件不利補正対策及び収入減少影響緩和対策により支援

あっても、 を活用したり することにより、本規模要件の特例 集落営農組織へ参加

対策に加入できます。

【品目横断的経営安定対策（特会） １９４，３９４（１３９，５４９）百万円】

【生産条件不利補正対策（20年産） １５０，０２３（１３９，５４９）百万円】

【収入減少影響緩和対策（19年産） ４４，３７２（０）百万円】

２．集落営農への参加の促進 別紙２

集落営農に参加する際の不安感や誤解をなくすための意識小規模な農業者が

醸成や合意形成等の取組を支援 融資主体で農業機械等を導入するします。また、

、 。際の自己負担部分の軽減策を拡大し 集落営農における一層の活用を促進します

【みんなが参加できる集落営農推進事業 ５４０（０）百万円】

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 ９，６４１（３，５１５）百万円】

３．集落営農の経営発展への支援 別紙３

それぞれの組織に品目横断的経営安定対策に加入した集落営農組織に対し、

等により、経営の改善と発展をより一層支応じたきめ細かな相談活動や経営診断

援します。

【集落営農フォローアップ事業 ７１０（０）百万円】

４．中小企業政策部局との連携施策 別紙４

中小企業政策部局と連携して 相農業経営の多角化を目指す農業法人に対し、 、

、異業種産業とのマッチングによる 、生産に止まらず加工談窓口の設置 販路拡大

・営業・販売までの経営全般を見据えた します。経営革新の取組を支援

【農業経営創業・事業拡大支援事業 １６８（０）百万円】

５．19年度に創設した「担い手育成・確保支援対策」の着実な実施 別紙５

19年度に創設した （スーパーＬ資金等の無利新たな発想に立った担い手支援策

子化措置や、担い手が新たに麦・大豆を生産する場合の支援等）について、引き

続き着実に実施します。

【担い手育成・確保支援対策（19年度創設） ２２，５９２（１７，６１５）百万円】

［担当課：経営局経営政策課（０３－３５０２－６４４１ ］（直））



○ １９年度からスタートさせた品目横断的経営安定対策を着実に実施するとともに、
小規模な農業者も安心して集落営農に参加できるよう、支援を充実します。

○ 生産コストや収入減少の補てんによる土地利用型農業の担い手への支援
【生産条件不利補正対策（20年産）】
【収入減少影響緩和対策（19年産）】

＊19年度においても、小規模な農業者も規模要件の特例の活用や集落営農組織への参加によ

り加入可能であることや、この対策の必要性等について、原点に立ち返った丁寧な説明や
意見交換を実施。その際、地域における課題を十分に分析･検証し、きめ細やかに対応。

○ スーパーL資金の無利子化措置、担い手が新たに麦・大豆を生産する場合の支援

等 【担い手育成･確保支援対策】

○ 小規模農家の不安や誤解をなくし、集落営農への意識醸成や合意形成を図る取組
への支援 【みんなが参加できる集落営農推進事業（新規）】

○ 融資主体で農業機械等を導入する際の自己負担分の軽減策を拡大し、集落営農に
おける一層の活用を推進 【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業（拡充）】

２．小規模な農家も担い手に参加できる道の確保･後押し

１．これまでの担い手施策の着実な実施

○ 品目横断的経営安定対策に加入した集落営農組織へのきめ細やかな相談活動や経
営診断 【集落営農フォローアップ事業（新規）】

○ 中小企業政策部局と連携した経営相談(専門家派遣)、新商品開発、マーケティン
グなど、農業法人の経営多角化の取組への支援 【農業経営創業･事業拡大支援事業（新規）】

品目横断的経営安定対策の総合的推進

担い手の確保を通じた地域農業の活性化担い手の確保を通じた地域農業の活性化

【課題】
○ 品目横断的経営安定対策は緒に就いたばかりであり、

生産現場では、様々な不安や誤解が存在。

３．担い手の更なる経営発展の支援



別紙１

品目横断的経営安定対策の推進

【 】品目横断的経営安定対策（特会） １９４,３９４（１３９,５４９）百万円

対策のポイント
地域農業の活性化を図るため、将来にわたって地域農業を支える担い手

を確保しながら、水田作及び大規模畑作を中心に、土地利用型農業の担い

手を生産条件不利補正対策及び収入減少影響緩和対策により支援します。

小規模な農業者であっても、規模要件の特例を活用したり集落営農組織

へ参加することにより、本対策に加入できます。

（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、

生産実績に基づく毎年一定額の支払・ 基準となる３年間（16～18年）の

生産量・品質に応じた支払・ その年の

○ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょについて、

最近の平均収入に比べ当該年の収入が減少した場合の補てん・

の３つの支援により、地域の担い手の経営安定を図ります。

（対象となる担い手は）

認定農業者 4ha（北海道は10ha）以上の経営○ 個人や法人の個別経営は、 になって、

する規模を確保

○ する集落営農組織の場合は、20ha以上の経営規模を確保

各種の特例を設けており 意欲のある方ならことが原則ですが、以下に掲げるように 、

としています。誰でも加入できる仕組み

【経営規模要件の特例】

集落の農地が少ない場合の特例 生産調整組織の場合の特例
・集落の農地の規模に応じて概ね
８割（64％）まで緩和 地域の生産調整の実施状況（生基 本 原 則

・中山間地域の集落営農組織は基 産調整率）に応じて緩和
本原則の５割まで緩和

北 海 道 １０ｈａ ６．４ｈａまで認定
農業者

都 府 県 ４ｈａ ２．６ｈａまで

集落営農組織 ２０ｈａ １２．８ｈａまで ７ｈａまで

うち中山間地域 ２０ｈａ １０．０ｈａまで ４ｈａまで

所得確保の場合の ① 農業所得が市町村基本構想の目標農業所得額の１／２を超え、かつ、
特例 ② 対象品目の収入、所得又は経営規模のいずれかが概ね１／３（27％）以上

であれば対策の対象となります。

上記の特例の他にも、その経営を対策の対象としなければならない特別な事情が
特別な事情 ある場合には、都道府県知事からの申請に基づき、国がその特別な事情を審査・公

表した上で対象となります。



＜内容＞

１．販売収入では賄えない生産コストの補てん

（１）過去の生産実績に基づく支払

毎年の作柄にかかわらず、平成16年～18年の間における麦、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生産・出荷実績に応じ

定された を行います。面積単価に基づく一定額の支払

（２）毎年の生産量・品質に基づく支払

品質別の生産量に応当該年の麦、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 を行います。じ 数量単価に基づく支払

【生産条件不利補正交付金（特会） １５０，０２３（１３９，５４９）百万円】

【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 全国平均 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市町村別に設定されてい

ます。

２．販売収入の減少に対する補てん

標準的収入（過去５（１）米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょごとの

年の中庸３か年の平均収入）と当該年の収入の差額を合算・相殺 減収額し、

の範囲内で補てんを行います。の９割

補てんの原資は 生産者と国が（２） 、標準的収入の10％の減収に対応できる額を、

します。１対３の割合で拠出

【収入減少影響緩和交付金（特会） ４４，３７２（０）百万円】

[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
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・



別紙２

集落営農への参加の促進

【みんなが参加できる集落営農推進事業 ５４０（０）百万円】
【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

９，６４１（３，５１５）百万円】
対策のポイント

集落営農への取組が進んでいない地域を中心に、小規模農家等を対象と
したメリットの周知、集落営農への参加に対する不安感や品目横断的経営
安定対策への誤解を払拭するための意識醸成や合意形成等の取組を支援し
ます。

また、集落営農組織が主として融資を活用した機械施設の整備を行う場
合に支援します。

＜内容＞
１．小規模農家等の集落営農への参加を支援
（１）集落営農世話人会の設置

集落内の農業者、市町村、地域担い手育成総合支援協議会等から、集落営農

組織の立ち上げ、その検討等の提案を受けて、 しま集落営農世話人会を設置

す。

（２）集落営農取組方針の策定
集落営農世話人会を中心に、集落の現状や農家の意向を把握するとともに、

集落の実態に既に集落営農を立ち上げた経験者等から意見を聴くなどして、

。合わせた実現性のある将来展望を「集落営農取組方針」(案)として策定します

（３）集落関係者間の合意形成活動
、 、税理士等の専門家への相談 集落営農の先進地視察や講演会の開催等により

「集落営農取組方針 （案）に対する現状の共通認識や理解の醸成を促進し、 」

します。合意を形成

（４）集落営農の規約、定款等の締結
「集落営農取組方針」への合意を確立し、 し集落営農の規約、定款等を締結

て、集落営農経営に向けた体制を確立します。

みんなが参加できる集落営農推進事業 ５４０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（都道府県）

２．機械施設の整備等への支援
融資集落営農組織が経営の発展・改善を図るため、機械施設を整備する際に、

します。残の自己負担部分について補助金を交付

また、融資主体型補助に係る融資の円滑化を図るため、農業信用基金協会への

交付金の積み増しにより、 し金融機関への債務保証（担い手の信用保証）を拡大

ます。

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 ９，６４１（３，５１５）百万円

補助率：融資残額（３／１０上限 、定額）

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（地域）

担当課：経営局経営政策課（０３－６７４４－２１４３（直 ））
構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ））



別紙３

集落営農の経営発展への支援

集落営農フォローアップ事業 ７１０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（都道府県・地域）

対策のポイント

小規模農家や兼業農家等が参加して設立した集落営農組織が、効率的か

つ安定的な経営体へと発展するため、発展段階に応じて、基礎的な体制整

備からお手伝いする集落営農相談員チームや専門的な課題の解決をお手伝

いする専門コンサルティングチームによる相談、助言等により、集落営農

組織の経営の改善や発展を促進します。

＜内容＞

１．きめ細かな営農・組織運営の相談

初期段階の集落営農組織に対して、集落営農相談員チームを派遣し、営農計

画の策定や経理処理など します。基礎的な組織運営や経営の安定化を支援

２．専門コンサルティングの実施

経営の基礎的な体制が整った集落営農組織に対して、経営、労務管理等の専

一層の経営発展を門家を派遣し、経営診断に基づく改善事項の相談、助言など、

します。図るための課題の解決を支援

［担当課：経営局経営政策課（０３－６７４４－２１４３（直 ］））



別紙４

中小企業政策部局との連携施策

農業経営創業・事業拡大支援事業 １６８（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

対策のポイント

農業経営の多角化を目指す農業法人に対し、中小企業政策部局と連携し

て、相談窓口の設置、異業種産業とのマッチングによる販路拡大、生産に

止まらず加工・営業・販売までの経営全般を見据えた経営革新の取組を支

援します。

＜内容＞

１．支援施策の周知徹底

（独）中小企業基盤整備機構との連中小企業レベルの経営相談に応じるため、

の下で、 、 、 や各種支援策等携 経営相談活動 専門家派遣 経営支援セミナーの開催

の を実施します。情報提供

２．異業種産業とのマッチングによる販路拡大等への支援強化

農業法人の販路拡大や人材育成を支援するため以下の取組を実施します。

① 流通、サービス産業分野との を支援コーディネートを果たす機関

フェア開催の企画立案 農業法人の② ビジネスマッチング等の 、各種商談会への

や への支援出展 農村起業新商品ビジネス市開催

新事業展開等に必要な知識等の講座 経営者、管理者等③ 、経営システムを担う

の開催を支援の研さん・教育講座

３．経営全般を見据えた経営革新の取組を支援

多角的なビジネスモデルの創出生産に止まらず加工・営業・販売までを行う

、 、を目指し 農業法人が抱く経営革新への取組テーマを しコンペ形式によって評価

について、その実現に必要な新商品開発やマーケティング優良なビジネスプラン

等の活動を支援します。

担当課：経営局経営政策課 （０３－６７４４－２１４３（直 ））

普及・女性課（０３－３５９１－５８３１（直 ））



別紙５

「担い手育成・確保支援対策（19年度創設 」の着実な実施）

【担い手育成・確保支援対策 ２２６（１７６）億円】

対策のポイント
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・確保に取り組んでいます。
２年目の平成２０年度においても、１９年度に創設した新たな発想に立

った担い手支援策を引き続き着実に実施します。

＜内容＞
． 【 （ ） 】１ 担い手アクションサポート事業 ２５ ３５ 億円

ワ都道府県段階や市町村等の地域段階の担い手育成総合支援協議会に設置した

ンストップ窓口 経営相談、技術指導、法人化支援、農地の利用調整、において、

など、あらゆる担い手向けのサポート活動担い手の組織化支援、再スタート支援

を一元的に行います。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（都道府県・地域）

． （ ）【 （ ） 】２ 地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 再掲 ９６ ３５ 億円
集落営農組織を含む担い手が経営の発展・改善を図るため、機械施設を整備す

る際に、 します。融資残の自己負担部分について補助金を交付

また、融資主体型補助に係る融資の円滑化を図るため、農業信用基金協会への

交付金の積み増しにより、 し金融機関への債務保証（担い手の信用保証）を拡大

補助率：融資残額（３／１０上限 、定額ます。 ）

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（地域）

． （ ） 【 （ ） 】３ 担い手農地集積高度化促進事業 特会 ２５ ２５ 億円
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、担い手へ

する取組などについて支援します。まとまった形で利用集積

補助率：定額、１／２

事業実施主体：市町村

４．スーパーＬ資金等の無利子化措置、無担保･無保証人によるクイック融資
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、 します。迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判断

． 【 （ ） 】５ 担い手経営革新促進事業 ７１ ７１ 億円
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、

補助率：定額策を講じます。

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（都道府県）

［担当課：経営局総務課 （０３－３５０２－６４３２（直 ］））



（２）米政策改革推進対策

【米政策改革推進対策 １，８７２（１，８９２）億円】

対策のポイント

米政策改革を更に推進するための対策を構築します。

これにより、１９年産からスタートした新たな米の需給調整システムの

定着を図ります。また、需要に応じた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、需要に応じた米づくりを行

「消費者重視・市場重視の米うことを基本として、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。づくりの姿」

（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年産から移行しております。

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＞

別紙１１．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）

（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。

【産地づくり交付金 １３２，６６９（１３２，６６９）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。

】【新需給調整システム定着交付金 １５，０００（１５，０００）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。

【稲作構造改革促進交付金（特会） ２７，０２０（２９，０３０）百万円】

別紙２２．水田の飼料作物生産の振興

地域の創意工夫を活かした します。飼料生産の振興に直接つながる取組を支援

これにより、水田における効果的な生産の振興を図り、飼料自給率の向上を目指

します。

【耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（５，４０４）百万円】

３．過去の生産実績がない案件等への対応

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

新たに麦・大豆を生産する場合などの支生産に取り組む意欲的な担い手に対し、

を講じます。援策

担い手経営革新促進事業 ７，１００（７，１００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県担い手育成総合支援協議会

※ このほか、豊作により予定外に生産された過剰米がある場合に、これを出来秋

から主食用等と区分して集荷・保管する取組に係る所要額を措置 （集荷円滑化。

対策）

[担当課：総合食料局食糧部計画課（０３－３５０２－８０９０（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 １，７４７（１，７６７）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。

産地づくり交付金 １３２，６６９（１３２，６６９）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県水田農業推進協議会、地域水田農業推進協議会

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。

新需給調整システム定着交付金 １５，０００（１５，０００）百万円

補助率 定額：

事業実施主体：都道府県水田農業推進協議会



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。

稲作構造改革促進交付金（特会） ２７，０２０（２９，０３０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県水田農業推進協議会、地域水田農業推進協議会

担当課：生産局農産振興課 （０３－３５０２－５９５６（直 ））

総合食料局食料企画課（０３－３５０２－７９４２（直 ））

◎

◎

◎

◎

○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

・ 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

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

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

16～18年度 19～21年度

○産地づくり交付金

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
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）

○ 米政策改革推進対策の見直し

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（５４）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

する事業を支援します。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＞

生産振興助成（地域の創意工夫を活かした飼料生産の取組への支援）１．

地域の創意工夫を活か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に係るした飼料生産振興を支援

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。

組面積助成（地域の水田状況に応じた飼料作物作付への支援）２．取

稲発酵粗飼料など地域の水田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。状況に適した飼料作物の生産や肉用牛放牧等の取組

耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（５，４０４）百万円

補助率：１／２以内、定額

事業実施主体：都道府県水田農業推進協議会、地域水田農業推進協議会等

[担当課：生産局畜産部畜産振興課（０３－３５０２－５９９３(直 ）]）



（３）農地・水・環境保全向上対策

【 ） 】農地・水・環境保全向上対策 ３０４(３０３ 億円

対策のポイント
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します。

（交付金の支払いの対象となる活動の例）

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

・ など、 する活動棚田の石垣積み 農村景観を保全・形成

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

る活動

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

活動

政策目標

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

＜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、 します。さらに、耕地域ぐるみで効果の高い活動を実施する地域を支援

作放棄地の解消に取り組む場合には、追加的支援を行います。

共同活動支援交付金 ２５，７２５（２５，５８８）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会

２．営農活動への支援

環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

します。境負荷を低減する先進的な営農活動等を支援

営農活動支援交付金 ２，９８６（２，９８６）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会

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

推進事務等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

します。の適正かつ円滑な実施を確立

農地・水・環境保全向上活動推進交付金 １，７１２（１，７１２）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会、地方公共団体

［担当課：農村振興局農地整備課（０３－６７４４－２４４７（直 ］））
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