
１．総　括　表

１９ 年 度 ２０ 年 度 対前年
予 算 額 要求・要望額 度　比

　　　　　億円 　　　　 億円 ％

農林水産予算総額 26,927 30,949 114.9

１.公 共 事 業 費 11,397 13,552 118.9

11,205 13,360 119.2

192 192 100.0

２.非 公 共 事 業 費 15,530 17,397 112.0

6,975 7,744 111.0

8,555 9,653 112.8

（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。

区　　　　　分

Ⅰ．平成２０年度 農林水産予算概算要求の骨子

食料安定供給関係費

一 般 公 共 事 業 費

災 害 復 旧 等 事 業 費

一 般 事 業 費



（単位：百万円、％）

１９　　年　　度 ２０　　年　　度

予　　算　　額 要　　望　　額

　　農業農村整備 674,656  809,254  120. 0  

　　林　野　公　共 282,368  334,690  118. 5  

　　　　　　治　　　　 山 112,012  132,772  118. 5  

　　　　　　森 林 整 備 170,356  201,918  118. 5  

　　水産基盤整備 144,148  168,707  117. 0  

　　海　　　　　　岸 19,338  23,353  120. 8  

一般公共事業費計 1,120,510  1,336,004  119. 2  

　　災 害 復 旧 等 19,225  19,225  100. 0  

公 共 事 業 費 計 1,139,735  1,355,229  118. 9  

   

 

 （注）　上記のほか、地域再生基盤強化交付金要望額を内閣府に計上。

２．公共事業費一覧

事　　　　　項 対前年度比

　



３．重点施策推進要望

要望額計 ８４２億円

１．地域活性化 ５９１億円

・農山漁村地域再生対策 ６０億円

（農山漁村プロジェクト交付金特別枠）

・農山漁村地域力発掘支援総合事業 １７億円
ふ る さ と

・鳥獣害防止総合対策事業 ２８億円

・有害生物漁業被害防止総合対策事業 ９億円

・地域活性化集落営農総合対策 １２億円

・広域連携共生・対流等総合対策 ６億円

・地域材生産・物流拠点整備支援対策 ９億円

・山村再生総合対策事業 ３億円

・地域農林水産物輸出促進対策 ２５億円

・漁船漁業構造改革総合対策事業 ５０億円

・村づくり交付金（公共） １１６億円

・農村振興総合整備事業（公共） ２２億円

・中山間地域総合整備事業（公共） ８２億円

・畑地帯総合整備事業（公共） ６８億円

・里山エリア再生交付金（公共） ２０億円

・漁村再生交付金（公共） ２２億円

・水産物流通機能高度化対策事業（公共） ４３億円



２．環境立国 １４４億円

・環境バイオマス総合対策推進事業 ６億円

・環境保全に配慮した産地競争力育成対策 ４億円

・エコフィ－ド緊急増産対策事業 １０億円

・ソフトセルロ－ス利活用総合対策 ４１億円

・生物多様性対応基盤整備促進パイロット

事業（公共） ２億円

・地域水ネットワーク再生事業（公共） ３億円

・森林環境保全整備事業（公共） ７３億円

・磯焼け対策緊急整備事業（公共） ５億円

３．成長力の強化 ５０億円

・新農業展開ゲノムプロジェクト ５０億円

４．生活の安全・安心 ５７億円

・食品に関する国民の信頼確保総合対策 ６億円

・先進的総合生産工程管理体制構築事業 １０億円

・広域防災ため池等整備モデル事業（公共） １億円

・農村災害対策整備事業（公共） １億円

・治山事業(復旧治山、予防治山) 公共) ３１億円(

・海岸事業（公共） ８億円



平成２０年度農林水産予算概算要求の重点事項

Ⅰ 強い農業づくりと地域を元気づける農山漁村の活性化

１．農地政策の見直しに向けた新たな取組

２．農業・農村地域の活力を引き出す農政改革の推進

３．農山漁村地域を守り活性化する施策の推進

（１）農地政策改革関連総合対策

・担い手面的集積加速化支援事業（特会） 90(0)億円
・地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業のうち面的集積タイプ 12(0)億円
・水土里情報利活用促進事業 97(22)億円
・農地情報提供システム構築事業 2.0(0)億円
・面的集積組織支援推進事業（特会） 4.0(0)億円
・農地集積加速化等基盤整備事業（公共） 50(0)億円

（２）耕作放棄地解消緊急対策

・耕作放棄地利活用活動支援事業 4.8(0)億円
・耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業（公共） 10(0)億円
・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 6.1(0)億円
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 399(341)億円
・農地・水・環境保全向上対策のうち共同活動支援交付金 257(256)億円
・中山間地域等直接支払交付金 234(221)億円

（１）品目横断的経営安定対策

・品目横断的経営安定対策（特会） 1,944(1,395)億円
・みんなが参加できる集落営農推進事業 5.4(0)億円
・集落営農フォローアップ事業 7.1(0)億円
・地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 96(35)億円

（２）米政策改革推進対策

・産地づくり対策のうち
産地づくり交付金 1,327(1,327)億円
稲作構造改革促進交付金（特会） 270(290)億円

・耕畜連携水田活用対策事業 54(54)億円

（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

（１）農山漁村活性化に向けた地域の創意工夫の後押し

・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 399(341)億円
・農山漁村地域力発掘支援モデル事業 17(0)億円
・広域連携共生・対流等対策交付金 11(8.0)億円
・山村再生総合対策事業 3.0(0)億円
・村づくり交付金（公共） 392(285)億円
・里山エリア再生交付金（公共） 118(98)億円
・漁村再生交付金（公共） 87(85)億円
・農村振興総合整備事業（公共） 84(53)億円
・中山間地域総合整備事業（公共） 435(305)億円

（２）地域に埋もれている「匠の技」や農林水産物本来の「持ち味」を活かした
農林水産業の活性化

・現場創造型技術（匠の技）活用・普及支援事業 1.5(0)億円
・有機農業総合支援対策 5.0(0.5)億円
・土づくり対策事業 2.5(0)億円
・やさい・くだものおいしさ再発見推進事業 1.0(0)億円

（３）暮らしを守る鳥獣害対策の展開

・鳥獣害防止総合対策事業 28(0)億円
・有害生物漁業被害防止総合対策事業 8.9(8.3)億円

（４）災害に強い農山漁村づくりとコミュニティ復興への支援の展開

・広域防災ため池等整備モデル事業（公共） 1.0(0)億円
・農村災害対策整備事業（公共） 1.0(0)億円
・治山事業（復旧治山、予防治山等）（公共） 595(458)億円
・海岸事業（公共） 234(193)億円

（５）都市農業の振興

・広域連携共生・対流等対策交付金 11(8.0)億円
・強い農業づくり交付金 303(341)億円の内数
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Ⅲ 地球的視野に立った資源・環境対策の推進
～２００８年北海道洞爺湖サミットに向けた地球環境問題への積極的な貢献～

Ⅱ 食と農に関する国家戦略的取組

Ⅳ 未来に向けた「美しい森林づくり」の推進と国産材の復活

（６）農林水産物・食品の輸出の拡大

・輸出促進対策 25(23)億円

（１）国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けたバイオマス利活用の加速化

・環境バイオマス総合対策推進事業 5.5(3.4)億円
・ソフトセルロース利活用技術確立事業 41(0)億円
・地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発 15(15)億円

(2) 温暖化防止策・適応策、国際協力を柱とする地球温暖化対策の加速化

・農業生産地球温暖化総合対策事業 14(0)億円
・地球温暖化による沿岸漁場環境への影響評価・適応策検討調査 1.0(0)億円
・地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発 6.5(2.8)億円
・木材追跡システム実証事業 0.3(0)億円

（３）田園地域、森林、海洋を保全し、生物多様性を重視する農林水産業の推進

・農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発 3.3(0)億円
・地域水ネットワーク再生事業（公共） 3.0(0)億円
・漁場環境・生物多様性保全総合対策事業 3.6(0)億円

（１）国民ニーズを捉えた「美しい森林づくり」に向け多角的な森林整備の推進

・高齢級森林整備促進特別対策事業 10(0)億円
・美しい森林づくり基盤整備交付金（公共） 10(0)億円
・地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業 4.7(1.7)億円
・花粉症対策林整備資金造成事業 26(0)億円

（２）森林資源の利活用による地域の新たなビジネスの創出

・未利用木質資源利用地域再生ニュービジネス創出支援事業 20(0)億円
・間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業 0.6(0)億円

（３）木材の加工流通体制の整備と林業生産コスト削減による国産材の
競争力の向上

・施業集約化・供給情報集積事業 6.2(5.6)億円
・緑の雇用担い手対策事業 67(67)億円
・地域材生産・物流拠点整備支援対策 9.0(0)億円
・住宅分野への地域材供給支援事業 2.7(2.1)億円

（４）流域保全のための効率的かつ総合的な国土保全対策の推進

・治山施設機能強化事業（公共） 16(0)億円

（１）食料自給率向上のための戦略的取組

・食料自給率戦略広報推進事業 20(0)億円
・世界食料需給動向等総合調査・分析対策 1.2(0)億円
・産地生産拡大プロジェクト支援事業 13(0)億円
・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 6.1(0)億円
・エコフィード緊急増産対策事業 10(0)億円

（２）食事バランスガイドの普及と教育ファームの展開による食育の推進

・食育の推進 113(90)億円
・食の安全・安心確保交付金 25(25)億円の内数

（３）新技術の導入支援による川上から川下までの食料供給コストの
戦略的な縮減

・生産性限界打破事業 10(0)億円
・新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業 3.5(0)億円

（４）技術イノベーション・知的財産の力による農林水産業の潜在能力の発揮

・新農業展開ゲノムプロジェクト 50(0)億円
・イノベーション創出基礎的研究推進事業 108(0)億円
・農林水産知的財産発掘・活用促進事業 1.0(0)億円
・農林水産物・食品地域ブランド化支援事業 1.6(0)億円
・東アジア植物品種保護フォーラム推進事業 1.3(0)億円

（５）農場から食卓までの食の安全と消費者の信頼の確保

・食品安全確保調査・試験事業 10(9.8)億円
・先進的総合生産工程管理体制構築事業 10(0)億円
・食品企業信頼確保対策推進事業 2.0(0)億円
・食品産業ＨＡＣＣＰ等普及促進事業 1.7(0)億円
・食への信頼向上活動促進事業 1.8(0)億円
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・地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発 15(15)億円

(2) 温暖化防止策・適応策、国際協力を柱とする地球温暖化対策の加速化

・農業生産地球温暖化総合対策事業 14(0)億円
・地球温暖化による沿岸漁場環境への影響評価・適応策検討調査 1.0(0)億円
・地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発 6.5(2.8)億円
・木材追跡システム実証事業 0.3(0)億円

（３）田園地域、森林、海洋を保全し、生物多様性を重視する農林水産業の推進

・農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発 3.3(0)億円
・地域水ネットワーク再生事業（公共） 3.0(0)億円
・漁場環境・生物多様性保全総合対策事業 3.6(0)億円

（１）国民ニーズを捉えた「美しい森林づくり」に向け多角的な森林整備の推進

・高齢級森林整備促進特別対策事業 10(0)億円
・美しい森林づくり基盤整備交付金（公共） 10(0)億円
・地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業 4.7(1.7)億円
・花粉症対策林整備資金造成事業 26(0)億円

（２）森林資源の利活用による地域の新たなビジネスの創出

・未利用木質資源利用地域再生ニュービジネス創出支援事業 20(0)億円
・間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業 0.6(0)億円

（３）木材の加工流通体制の整備と林業生産コスト削減による国産材の
競争力の向上

・施業集約化・供給情報集積事業 6.2(5.6)億円
・緑の雇用担い手対策事業 67(67)億円
・地域材生産・物流拠点整備支援対策 9.0(0)億円
・住宅分野への地域材供給支援事業 2.7(2.1)億円

（４）流域保全のための効率的かつ総合的な国土保全対策の推進

・治山施設機能強化事業（公共） 16(0)億円

（１）食料自給率向上のための戦略的取組

・食料自給率戦略広報推進事業 20(0)億円
・世界食料需給動向等総合調査・分析対策 1.2(0)億円
・産地生産拡大プロジェクト支援事業 13(0)億円
・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 6.1(0)億円
・エコフィード緊急増産対策事業 10(0)億円

（２）食事バランスガイドの普及と教育ファームの展開による食育の推進

・食育の推進 113(90)億円
・食の安全・安心確保交付金 25(25)億円の内数

（３）新技術の導入支援による川上から川下までの食料供給コストの
戦略的な縮減

・生産性限界打破事業 10(0)億円
・新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業 3.5(0)億円

（４）技術イノベーション・知的財産の力による農林水産業の潜在能力の発揮

・新農業展開ゲノムプロジェクト 50(0)億円
・イノベーション創出基礎的研究推進事業 108(0)億円
・農林水産知的財産発掘・活用促進事業 1.0(0)億円
・農林水産物・食品地域ブランド化支援事業 1.6(0)億円
・東アジア植物品種保護フォーラム推進事業 1.3(0)億円

（５）農場から食卓までの食の安全と消費者の信頼の確保

・食品安全確保調査・試験事業 10(9.8)億円
・先進的総合生産工程管理体制構築事業 10(0)億円
・食品企業信頼確保対策推進事業 2.0(0)億円
・食品産業ＨＡＣＣＰ等普及促進事業 1.7(0)億円
・食への信頼向上活動促進事業 1.8(0)億円



Ⅴ 力強い水産業と豊かで活力ある漁村の確立

（１）水産資源の回復・管理の推進

・我が国周辺水域資源調査推進事業 16(16)億円
・マグロ類新規代替漁場調査事業 2.2(0)億円
・養殖クロマグロ安定供給推進事業 2.5(0)億円
・持続的養殖生産・供給推進事業 1.7(1.1)億円

（２）国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立

・漁船漁業構造改革総合対策事業 50(50)億円
・漁業経営安定対策事業 52(0)億円
・地域漁業担い手育成・確保推進対策事業 8.3(0)億円
・水産高校等を中心とした地域の漁業・水産業の

担い手育成プロジェクト事業 1.5(0)億円
・漁協経営改革支援事業 1.0(0)億円

（３）加工・流通・消費対策や未来を切り拓く新技術の開発

・水産物流通構造改革事業 4.9(4.9)億円
・国産水産物安定供給推進事業 14(14)億円
・水産物流通機能高度化対策事業（公共） 1,294(0)億円の内数

（４）漁港・漁場・漁村の総合的整備、多面的機能の発揮

・フロンティア漁場整備事業（公共） 4.0(1.3)億円
・磯焼け対策緊急整備事業（公共） 1,117(933)億円の内数
・漁村地域力向上事業 1.0(0.8)億円
・離島漁業再生支援交付金 17(17)億円

Ⅴ 力強い水産業と豊かで活力ある漁村の確立

（１）水産資源の回復・管理の推進

・我が国周辺水域資源調査推進事業 16(16)億円
・マグロ類新規代替漁場調査事業 2.2(0)億円
・養殖クロマグロ安定供給推進事業 2.5(0)億円
・持続的養殖生産・供給推進事業 1.7(1.1)億円

（２）国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立

・漁船漁業構造改革総合対策事業 50(50)億円
・漁業経営安定対策事業 52(0)億円
・地域漁業担い手育成・確保推進対策事業 8.3(0)億円
・水産高校等を中心とした地域の漁業・水産業の

担い手育成プロジェクト事業 1.5(0)億円
・漁協経営改革支援事業 1.0(0)億円

（３）加工・流通・消費対策や未来を切り拓く新技術の開発

・水産物流通構造改革事業 4.9(4.9)億円
・国産水産物安定供給推進事業 14(14)億円
・水産物流通機能高度化対策事業（公共） 1,294(0)億円の内数

（４）漁港・漁場・漁村の総合的整備、多面的機能の発揮

・フロンティア漁場整備事業（公共） 4.0(1.3)億円
・磯焼け対策緊急整備事業（公共） 1,117(933)億円の内数
・漁村地域力向上事業 1.0(0.8)億円
・離島漁業再生支援交付金 17(17)億円



Ⅱ．平成20年度農林水産予算概算要求の重点事項

Ⅰ 強い農業づくりと地域を元気づける農山漁村の活性化

「担い手への農地の面的集積」を促進するため、新たな面的集積システムの構築、

農地情報の一元化等を推進するとともに、５年程度を目途に農業上重要な地域を中心

に耕作放棄地を解消することを目指し、地域ぐるみでの取組を支援します。

また、国内農業の体質強化を図るとともに、地域の創意工夫による取組を支援し、

農山漁村を面的に活性化すること等により、産業政策と地域振興政策を車の両輪とし

て一体的に推進します。

これらにより、農業・農村の持つ総合力を最大限に発揮できるよう全力で取り組み

ます。

１．農地政策の見直しに向けた新たな取組
（ 重 は、重点施策推進要望を示す ）。

年度 年度 備考20 19
(億円) (億円)

(1)農地政策改革関連総合対策

面的集積のための参加インセンティブ

90 0①担い手面的集積加速化支援事業（特会）

担い手の投資に対する支援

0.8 0①面的集積条件整備事業

12 0②地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業のうち面的

集積タイプ

面的集積組織の体制整備等に対する支援

4.0 0①面的集積組織支援推進事業（特会）

2.5 0②農用地利用改善団体機能高度化・育成支援事業

面的集積に必要な農地情報の活用・提供に対する支援

97 22①水土里情報利活用促進事業

2.0 0②農地情報提供システム構築事業

（その他関連対策）

面的集積の契機となる基盤整備の実施

50 0①農地集積加速化等基盤整備事業（公共）

○ 農地政策の重点事項として「担い手への農地の面的集積」を促進。このため、農地の出し

手・受け手が新たな面的集積システムに参加するための奨励金の交付や、面的集積に必要な

農地情報の活用・提供等に対する総合的な支援を実施。

[目標]
・平成 年に担い手が経営27
する農地面積の 割程度を7
面的に集積



(2)耕作放棄地解消緊急対策

10 0①耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業（公共）

の内数 の内数②農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 重 399 341
60 0うち重点施策推進要望

234 221③中山間地域等直接支払交付金

257 256④農地・水・環境保全向上対策のうち共同活動支援交付金

4.8 0⑤耕作放棄地利活用活動支援事業

4.4 4.3⑥企業等農業参入支援推進事業（特会）

の内数 の内数⑦広域連携共生・対流等対策交付金 重 11 8.0
6.1 0うち重点施策推進要望

6.1 0⑧粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業

1.7 0⑨耕作放棄地解消推進基礎調査委託

10 0⑩美しい森林づくり基盤整備交付金（公共） の内数

○ 耕作放棄地解消対策の重点事項として、担い手等による農地利用を促進するほか、集落等

での農地の保全管理等、種々の耕作放棄地解消・防止に対する支援を実施。

[目標]
・５年程度を目途に、農業
上重要な地域を中心に耕作
放棄地ゼロを目指す。



２．農業・農村地域の活力を引き出す農政改革の推進

年度 年度 備考20 19
(億円) (億円)

(1)品目横断的経営安定対策

1,944 1,395①品目横断的経営安定対策（特会）

5.4 0②みんなが参加できる集落営農推進事業 重

7.1 0③集落営農フォローアップ事業 重

96 35④地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

1.7 0⑤農業経営創業・事業拡大支援事業

(2)米政策改革推進対策

①産地づくり対策のうち

1,327 1,327・産地づくり交付金

150 150・新需給調整システム定着交付金

270 290・稲作構造改革促進交付金（特会）

54 54②耕畜連携水田活用対策

(3)農地・水・環境保全向上対策

①農地・水・環境保全向上対策のうち

257 256・共同活動支援交付金

30 30・営農活動支援交付金

17 17・農地・水・環境保全向上活動推進交付金

○ 米政策改革を更に推進するための対策を構築。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るとともに、需要に応じた米づくりと水田農業の構造

改革を推進。

○ 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。

○ 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。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。

[目標]
・認定農業者
約23万(18年)→
家族農業経営 33 37万～

・集落営農
約1万2千(18年)→

集落営農経営 2 4万～

[目標]
・平成２２年度に「米づく
りの本来あるべき姿」を実
現

[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）



３．農山漁村地域を守り活性化する施策の推進
（ 重 は、重点施策推進要望を示す ）。

年度 年度 備考20 19
(億円) (億円)

(1)農山漁村活性化に向けた地域の創意工夫の後押し

の内数 の内数①農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 重 399 341
60 0うち重点施策推進要望

17 0②農山漁村地域力発掘支援モデル事業 重
ふ る さ と

の内数 の内数③広域連携共生・対流等対策交付金 重 11 8.0
6.1 0うち重点施策推進要望

1.2 0④賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業

0.2 0⑤農村のつながり再生手法検討調査委託

18 0⑥ストックマネジメント技術高度化事業（公共）

392 285⑦村づくり交付金（公共）重

116 0うち重点施策推進要望

118 98⑧里山エリア再生交付金（公共）重

20 0うち重点施策推進要望

87 85⑨漁村再生交付金（公共）重

2.2 0うち重点施策推進要望

84 53⑩農村振興総合整備事業（公共）重

22 0うち重点施策推進要望

435 305⑪中山間地域総合整備事業（公共）重

82 0うち重点施策推進要望

484 350⑫畑地帯総合整備事業（公共）重

68 0うち重点施策推進要望

1,294 0⑬水産物流通機能高度化対策事業（公共）重 の内数

43 0うち重点施策推進要望

(2)地域に埋もれている「匠の技」や農林水産物本来の「持ち味」を活かした農林水産

業の活性化

1.5 0①現場創造型技術（匠の技）活用・普及支援事業

○ 農山漁村への定住や都市との地域間交流などを通じた、農山漁村の活性化に向けた地域の

創意工夫を積極的に支援。

○ 現場の技術やノウハウを「匠の技」として確立するとともに、農地本来が持つ地力を活か

した土づくりの取組を支援。また、消費者が選択し易い野菜や果物のおいしさインデックス

（仮称）の検討等を推進。

[目標]
・生産現場の「匠の技」の
伝承による競争力のある担
い手・産地の育成

[目標]
・居住者、滞在者の増加に
つながる農山漁村活性化に
向けた取組の創出
1,000市町村以上（23年）



1.0 0②農林水産知的財産発掘・活用促進事業

2.5 0③土づくり対策事業 重

5.0 0.5④有機農業総合支援対策 重

1.4 0うち重点施策推進要望

1.0 0⑤やさい・くだものおいしさ再発見推進事業

(3)暮らしを守る鳥獣害対策の展開

28 0①鳥獣害防止総合対策事業 重

の内数 の内数②有害生物漁業被害防止総合対策事業 重 8.9 8.3
の内数 の内数③農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 重 399 341
60 0うち重点施策推進要望

の内数 の内数④森林・林業・木材産業づくり交付金 117 98
の内数 の内数⑤健全な内水面生態系復元等推進事業 3.2 3.2

(4)災害に強い農山漁村づくりとコミュニティ復興への支援の展開

1.0 0①広域防災ため池等整備モデル事業（公共）重

1.0 0②農村災害対策整備事業（公共）重

595 458③治山事業（復旧治山、予防治山等 （公共）重）

31 0うち重点施策推進要望

73 63④漁業集落環境整備事業（公共）

0.3 0⑤漁業地域の減災モデリング事業

234 193⑥海岸事業（公共）重

8.4 0うち重点施策推進要望

○ 鳥獣被害の深刻化・広域化に対応し、地域の実態に即した被害防止対策の抜本強化を図る

ため、市町村等が策定する鳥獣害防止総合計画に基づく取組等を総合的に支援。

、 。○ 災害による被害の軽減を図るため ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策を推進

また、被害を受けた農山漁村地域のコミュニティ復興を支援。

[目標]
・平成 年にｴｺﾌｧｰﾏｰの認21
定を 万件（平成 年20 15

件）47,766

[目標]
・野菜の消費量（１人１
年あたり）平成 年に27

（ ）100kg 18 94.8kg平成 年

[目標]
・個体数調整、被害防除、
生息環境管理の取組を総合
的に支援

[目標]
・被害の発生するおそれの
ある農用地（延べ81万ha）
について、防災・減災対策
を実施

・周辺の森林の山地災害防
止機能等が確保された集落
数を平成20年度末までに
4,000集落増加

・平成23年度までに、防災
機能の強化が講じられる漁
村の人口比率を21％（平成
16年度）から概ね30％に向
上

[目標]
・平成 年度までに有機農23
業の推進を目的とする体制
が整備されている市町村の
割合が ％以上50



(5)都市農業の振興

の内数 の内数①広域連携共生・対流等対策交付金 重 11 8.0
6.1 0うち重点施策推進要望

の内数 の内数②強い農業づくり交付金 303 341
2.8 2.8③地産地消モデルタウン事業

5.0 5.0④強い農業づくり交付金（地産地消特別枠）

0.1 0.1⑤地産地消推進活動支援事業

の内数 の内数⑥にっぽん食育推進事業 31 38
の内数 の内数⑦食の安全・安心確保交付金 25 25

○ 都市住民のニーズ等を踏まえ、都市農業の振興及び都市農地の保全に係る各種施策を一体

的に推進。

[目標]
・市民農園区画数を6年間で
3万区画増加



Ⅱ 食と農に関する国家戦略的取組

「食料自給率の向上 「食料供給コストを５年で２割縮減 「農林水産物・食品の」、 」、
」 。輸出額を平成２５年までに１兆円規模 といった国家戦略的取組を強力に推進します

また、現場の技術・ノウハウを「知的財産」として評価し、農林水産業の潜在能力
を発揮させるとともに、地域ブランドを確立します。
食の安全と消費者の信頼確保のための取組を支援します。

（ 重 は、重点施策推進要望を示す ）。
年度 年度 備考20 19

(億円) (億円)

(1)食料自給率向上のための戦略的取組

食料自給率に関する国民への情報発信の強化
20 0①食料自給率戦略広報推進事業
1.2 0②世界食料需給動向等総合調査・分析関係費

生産基盤強化に向けた総合的な対策
13 0①産地生産拡大プロジェクト支援事業
10 0②生産性限界打破事業
0.6 0.4③加工・業務用対応型園芸作物生産流通拡大事業

飼料自給率の向上に向けた総合的な取組
6.1 0①粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業
10 0②エコフィード緊急増産対策事業 重

(2)食事バランスガイドの普及と教育ファームの展開による食育の推進

31 38①にっぽん食育推進事業
の内数 の内数②食の安全・安心確保交付金 25 25

(3)新技術の導入支援による川上から川下までの食料供給コストの戦略的な縮減

生産コスト縮減に向けた取組
10 0①生産性限界打破事業

流通コスト縮減に向けた取組
3.5 0①新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業
0.5 0②地域流通モデル構築支援事業

○ 食料自給率の向上を図る上で、影響の大きい４品目（米、飼料作物、油脂、野菜）を重点

に置き、消費と生産の両面からの取組を戦略的に推進。

○ 「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。また、教育ファームの幅広い展開を支援。

○ 「食料供給コスト縮減アクションプラン」に基づき、生産と流通の両面におけるコスト縮

減に向けた取組を、実施状況の検証を行いつつ着実に推進。

[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

[目標]
・食料自給率の向上
ｶﾛﾘｰﾍﾞｰｽ ％（ 年度）39 18

→ ％（ 年度）45 27
（ ）生産額ﾍﾞｰｽ ％ 年度68 18

→ ％（ 年度）76 27

[目標]
・食料供給コストを５年で
２割縮減



(4)技術イノベーション・知的財産の力による農林水産業の潜在能力の発揮

イノベーションを先導する技術開発の加速化
50 0①新農業展開ゲノムプロジェクト 重

108 0②イノベーション創出基礎的研究推進事業
90 0③新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業

知的財産の創造・保護・活用による競争力強化と地域
活性化

①農林水産知的財産発掘・活用促進事業 ０1.0
②農林水産物・食品地域ブランド化支援事業 ０1.6
③東アジア植物品種保護フォーラム推進事業 ０1.3
④農林水産分野知的財産人材育成総合事業 ０0.4

(5)農場から食卓までの食の安全と消費者の信頼の確保

食品の安全確保
10 9.8①食品安全確保調査・試験事業

動植物防疫対策の推進
12 0①アジアにおける鳥インフルエンザ防疫体制強化

プログラム
36 36②家畜伝染病予防費

食の安全と消費者の信頼の確保
2.0 0①食品企業信頼確保対策推進事業 重

1.7 0②食品産業ＨＡＣＣＰ等普及促進事業 重
1.8 0③食への信頼向上活動促進事業 重

生産工程管理（ＧＡＰ手法等の導入）の推進
の内数 の内数①食の安全・安心確保交付金 25 25
10 0②先進的総合生産工程管理体制構築事業 重

(6)農林水産物・食品の輸出の拡大

25 23①輸出促進対策 重
15 13うち重点施策推進要望

（他に強い農業づくり交付金を重点施策推進要望として計上）

○ 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。食品安全や消費者の信頼確保に向けた食品事業者の取組を促進。

[目標]
・知的財産を有効に活用す
る体制を整備

・地域ブランド化の取組を
促進

・育成者権の保護を強化

○ 関係府省、都道府県、民間団体等が参画する農林水産物等輸出促進全国協議会で了承され

た「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿った支援策を展開。

[目標]
・農林水産物・食品の輸出
額を平成２５年までに１
兆円規模とする

[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

[目標]
・家畜伝染病や病害虫等の
海外からの進入防止、国内
でのまん延防止

[目標]
・中小の食品事業者におけ
る企業行動規範等の作成率
の向上

・食品の安全や消費者の信
頼確保に向けて、積極的に
取り組む食品事業者の増加

。 、○ 農林水産業の現場の課題と政策的なニーズに対応した技術開発と成果の普及を促進 特に

ゲノム研究の成果を活用した育種の推進等を実施。また、その成果としての先端的な技術や

植物新品種に加え、農林水産業の現場の技術・ノウハウ、地域ブランド、食文化等の知的財

産を適切に保護し、積極的に創造・活用する体制づくりを推進。

[目標]
・複合病虫害抵抗性イネ、
乾燥・塩害耐性コムギ等
の作物を５年後までに開
発

[目標]
・平成 年度までにおおむ23

2,000ね全ての主要な産地（
産地）においてＧＡＰ手法
を導入



Ⅲ 地球的視野に立った資源・環境対策の推進

「２１世紀新農政２００７」に位置づけられた資源・環境保全対策を積極的に推進

し、北海道洞爺湖サミットにおいても、農林水産業における取組を強力にアピールし

ていきます。
（ 重 は、重点施策推進要望を示す ）。

年度 年度 備考20 19
(億円) (億円)

(1)国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けたバイオマス利活用の加速化

地域における環境保全・バイオマス利活用に係る取組の

一体的な推進

5.5 3.4①環境バイオマス総合対策推進事業 重

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた取組

41 0①ソフトセルロース利活用技術確立事業 重

0.7 0②外食産業バイオマス利用実験事業

1.2 0③地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地

モデル確立事業

54 85④バイオ燃料地域利用モデル実証事業

15 15⑤地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発

1.0 0⑥バイオマス燃料自給型漁船漁業創出事業

(2)温暖化防止策・適応策、国際協力を柱とする地球温暖化対策の加速化

地球温暖化適応策の推進

0.4 0①地球温暖化に適応した安定的な農業生産技術等の実証

・普及

1.5 0②気候変動に伴う農業生産基盤に関する適応策検討調査

(公共)

1.0 0③地球温暖化による沿岸漁場環境への影響評価・適応策

検討調査

4.9 1.2④地球温暖化が農林水産業に与える影響評価・地球温暖

化に適応するための技術開発

国際協力の推進

0.3 0①木材追跡システム実証事業

0.4 0②熱帯林資源動態把握支援事業

○ 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて、５万 の目標達成に向けた取組を進めるとKL
、 、 。ともに セルロース等を活用する技術開発を進め 稲わらなどを利用した実証モデルを確立

［目標］

2011・国産バイオ燃料を

年度に単年度５万 以KL
上導入

・セルロース系原料や資源

作物を活用した国産バイ

オ燃料の大幅な生産拡大

（ ）2030 600 KL年頃に 万

○ 「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」に基づき、これまで実施してきた森林吸収源対策

、 。等の地球温暖化防止策を加速化させるとともに 新たに地球温暖化適応策・国際協力を推進

[目標]
・高温障害の発生低減技
術等の温暖化適応技術
の開発・普及

・我が国の技術を活用し
た国際協力の推進



(3)田園地域、森林、海洋を保全し、生物多様性を重視する農林水産業の推進

田園地域・里地里山、森林、里海・海洋における保全

5.0 0.5①有機農業総合支援対策 重

1.4 0うち重点施策推進要望

10 0②先進的総合生産工程管理体制構築事業 重

28 0③鳥獣害防止総合対策事業 重

3.0 0④地域水ネットワーク再生事業（公共）重

2.0 0⑤生物多様性対応基盤整備促進

パイロット事業（公共）重

0.4 0⑥「世界遺産の森林」保全推進に係る調査事業

0.3 0⑦保護林拡充緊急対策事業

3.6 0⑧漁場環境・生物多様性保全総合対策事業

8.9 8.3⑨有害生物漁業被害防止総合対策事業 重

森・川・海を通じた生物多様性保全の推進

100 100①漁場保全関連特定森林整備事業(公共)

遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進

0.6 0①アジアにおける植物遺伝資源の保全と持続的利用の強

化のための能力開発と地域協力

農林水産業の生物多様性指標の開発

3.3 0①農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発

0.3 0②生物多様性森林総合調査

○「農林水産省生物多様性戦略」に基づき、農林水産業が生物多様性に与える影響を計る指標

を開発。また、地域住民等による生物多様性保全に資する活動への参画を支援。

[目標]
・２０１０年に名古屋で開

催予定の生物多様性条約
第１０回締約国会議にお
いて、生物多様性指標を
公表

・生物多様性保全をより重
視した農林水産業の推進



Ⅳ 未来に向けた「美しい森林づくり」の推進と国産材の復活

地球温暖化防止等の国民ニーズを捉えた「美しい森林づくり」に向け、多角的な森
も り

林整備を推進すると同時に、木材の加工流通体制の整備と林業生産コストの削減によ

り国産材の競争力の向上を図ります。

また、森林の利活用により地域における新たなビジネス創出を図るほか、効率的・

総合的な国土保全対策を推進します。

（ 重 は、重点施策推進要望を示す ）。

年度 年度 備考20 19
(億円) (億円)

(1)国民ニーズを捉えた「美しい森林づくり」に向け多角的な森林整備の推進

「美しい森林づくり」促進対策

10 0①高齢級森林整備促進特別対策事業

10 0②美しい森林づくり基盤整備交付金（公共）

684 465③森林環境保全整備事業（育成林整備事業等）（公共）重

73 0うち重点政策推進要望

美しい森林づくり推進国民運動の展開

4.7 1.7①地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業

1.0 0②森林吸収量確保のための不在村森林所有者対策

花粉発生源対策の推進

26 0①花粉症対策林整備資金造成事業

0.4 0②ミニチュア採種園等緊急整備事業（森林・林業・木材産業づくり交付金）

(2)森林資源の利活用による地域の新たなビジネスの創出

20 0①未利用木質資源利用地域再生ニュービジネス創出支援

事業

3.0 0②山村再生総合対策事業 重

0.8 0.5③特用林産物消費・流通総合支援対策事業

0.6 0④間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業

○ 地球温暖化防止と森林資源の次世代への継承のために 「美しい森林づくり」を推進。、

○ 森林や山村の地域資源を利活用した地域の新たなビジネスを創出し、林業・木材産業の再

生、適切な森林整備、地域の活性化を推進。

[目標]
① ～ 年の 年間2007 2012 6

で 万 の間伐を実330 ha
施

② 年先を見据え、広葉100
樹林化等多様な森林づく
りを推進

→森林吸収目標 万炭素1300
トンの達成

[目標]
・１０年後に 億円規模2,000

のビジネスを創出



(3)木材の加工流通体制の整備と林業生産コスト削減による国産材の競争力の向上

67 67①緑の雇用担い手対策事業

6.2 5.6②施業集約化・供給情報集積事業

2.7 0③がんばれ！地域林業サポート事業

9.0 0④地域材生産・物流拠点整備支援対策 重

2.7 2.1⑤住宅分野への地域材供給支援事業

(4)流域保全のための効率的かつ総合的な国土保全対策の推進

16 0①治山施設機能強化事業（公共）

の内数 の内数②火山防災林の整備の推進（公共） 12 6.5
の内数 の内数③流域全体を対象とした治山対策の推進（公共） 713 580
の内数 の内数④山地災害危険地区情報の再整備 117 98

（森林・林業・木材産業づくり交付金）

○ 林業再生の担い手の育成や森林組合等の林業事業体の活性化の支援を通じて、林業生産コ

ストを削減し、国産材の安定供給体制を確立。また、製材品の品質向上や物流効率化の支援

等を通じて、高品質製品生産体制の確立と流通の改革、国産材の利用拡大を促進。

、 。○ 大規模災害に備えるため 既存の施設や森林等を活用する形で効率的に山地防災力を強化

また、危険地区の情報提供や災害発生時の支援等のソフト対策とも一体となって、総合的な

治山対策を推進。

[目標]
・森林施業の集約化に取り
組む森林組合を拡大

（森林組合員所有森林面積
の 約４割（19年）
→ 約８割（21年 ））

・木材供給・利用量を平成
27年までに35％拡大
（1,700万m3（16年）
→ 2,300万m3（27年 ））

[目標]
・周辺の森林の山地災害防
止機能等が確保された集落
数を平成２０年度末までに
４，０００集落増加



Ⅴ 力強い水産業と豊かで活力ある漁村の確立

新たな水産基本計画に基づき、水産資源の回復・管理を推進するとともに、漁船漁

業構造改革や新たな漁業経営安定対策の導入等により、国際競争力のある経営体を育

成・確保し、国民への水産物の安定供給と、これを支える力強い水産業と豊かで活力

ある漁村の確立を図ります。

（ 重 は、重点施策推進要望を示す ）。

年度 年度 備考20 19
(億円) (億円)

(1)水産資源の回復・管理の推進

資源回復計画等の一層の推進

16 16①我が国周辺水域資源調査推進事業

2.8 2.6②資源管理体制・機能強化総合対策事業

マグロ資源の持続的利用の推進

2.2 0①マグロ類新規代替漁場調査事業

2.5 0②養殖クロマグロ安定供給推進事業

持続的な養殖生産の推進

1.7 1.1①持続的養殖生産・供給推進事業

0.3 0②ＤＮＡチップによる養殖漁場健全度評価手法の

開発事業

(2)国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立

50 50①漁船漁業構造改革総合対策事業 重

52 0②漁業経営安定対策事業

8.3 0③地域漁業担い手育成・確保推進対策事業

1.5 0④水産高校等を中心とした地域の漁業・水産業の担い手

育成プロジェクト事業

1.0 0⑤漁協経営改革支援事業

○ 資源調査・管理の着実な実施、マグロの新規漁場への進出支援、クロマグロの養殖効率化

技術の開発、持続的な養殖生産の推進等。

○ 漁船漁業に関する収益性向上のための総合対策の実施。経営改善の取組への支援や人材の

育成・確保を通じた効率的かつ安定的な漁業経営の育成。漁協の経営再建の支援。

[目標]
・資源管理の徹底による水
産資源の持続的利用

・マグロの安定供給の確保

・平成 年度における海面29
養殖業の生産量 千ト1,268
ンを確保

[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 件以50
上のプロジェクト実施

・効率的かつ安定的な漁業
経営体の育成（平成 年29

万経営体）2.5
・新規就業者を毎年 人1,500
以上確保



(3)加工・流通・消費対策や未来を切り拓く新技術の開発

加工・流通・消費対策

4.9 4.9①水産物流通構造改革事業

14 14②国産水産物安定供給推進事業

1,294 0③水産物流通機能高度化対策事業（公共）重 の内数

43 0うち重点施策推進要望

未来を切り拓く新技術の開発

1.4 1.2①水産業振興型技術開発事業

9.2 9.2②省エネルギー技術導入促進事業

(4)漁港・漁場・漁村の総合的整備、多面的機能の発揮

水産資源の増殖推進と生育環境の保全

4.0 1.3①フロンティア漁場整備事業（公共）

の内数 の内数②磯焼け対策緊急整備事業（公共）重 1,117 933
5.0 0うち重点施策推進要望

安全で活力ある漁村の形成

87 85①漁村再生交付金（公共）重

22 0うち重点施策推進要望

73 63②漁業集落環境整備事業（公共）

1.0 0.8③漁村地域力向上事業

127 105④海岸事業（公共）重

4.6 0うち重点施策推進要望

多面的機能の発揮の促進

1.5 1.5①環境・生態系保全活動支援調査・実証事業

17 17②離島漁業再生支援交付金

○ 産地市場の統廃合や産地・消費地間の安定供給契約の締結促進などを通じた流通の効率

化。マグロ、ウナギの養殖生産技術、省エネルギー技術、水産バイオマスの利活用技術等の

開発。

○ 排他的経済水域等での漁場づくりや藻場・干潟の造成、地域の創意工夫を生かした漁村づ

くり、避難地や汚水処理施設等の整備の推進、離島の漁業再生活動や漁業者が中心となって

行う環境・生態系保全活動を支援。

[目標]
・水産物の産地と消費地の
価格差を１割削減

・国民への水産物の安定供
給に貢献する新技術の開発

[目標]
・平成 年度までに漁場整23

14.5備により水産物を概ね
万トン増産

・平成 年度までに防災機23
能の強化が講じられる漁村
の人口比率を ％（平成21

年度）から概ね ％に16 30
向上

・環境・生態系保全活動へ
の支援方策の確立

・全国の漁業生産額に占め
る離島の漁業生産額の割合

％の確保10



Ⅲ．農林水産主要施策別概算要求の概要

－ 目次 －

Ⅰ 強い農業づくりと地域を元気づける農山漁村の活性化

１．農地政策の見直しに向けた新たな取組

（１）農地政策改革関連総合対策

（２）耕作放棄地解消緊急対策

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

（２）米政策改革推進対策

（３）農地・水・環境保全向上対策

３．農山漁村地域を守り活性化する施策の推進

（１）農山漁村活性化に向けた地域の創意工夫の後押し

（２）地域に埋もれている「匠の技」や農林水産物本来の「持ち味」を活かした

農林水産業の活性化

（３）有機農業の推進

（４）暮らしを守る鳥獣害対策の展開

（５）災害に強い農山漁村づくりとコミュニティ復興への支援の展開

（６）都市農業の振興

（７）農山漁村の場での再チャレンジ支援

Ⅱ 食と農に関する国家戦略的取組

（１）食料自給率向上のための戦略的取組

（２）国産飼料の生産拡大と利用の促進

（３）食事バランスガイドの普及と教育ファームの展開による食育の推進

（４）新技術の導入支援による川上から川下までの食料供給コストの戦略的な縮

減

（５）技術イノベーション・知的財産の力による農林水産業の潜在能力の発揮

① イノベーションを先導する技術開発の加速化

② 知的財産の創造・保護・活用による競争力強化と地域活性化

（６）農場から食卓までの食の安全と消費者の信頼の確保

① 食品の安全確保

② 動植物防疫対策の推進

③ 食の安全と消費者の信頼の確保

④ 生産工程管理（ＧＡＰ手法等の導入）の推進



（７）農林水産物・食品の輸出の拡大

（８）農林水産分野の国際協力の推進

（９）食品産業の競争力の強化

① 東アジア市場全体を見据えた食品産業戦略の推進

② 食料産業クラスターの形成の推進

（10）政策ニーズに即した農林水産統計の実施

Ⅲ 地球的視野に立った資源・環境対策の推進

～２００８年北海道洞爺湖サミットに向けた地球環境問題への積極的な貢献～

（１）国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けたバイオマス利活用の加速化

（２）温暖化防止策・適応策、国際協力を柱とする地球温暖化対策の加速化

（３）田園地域、森林、海洋を保全し、生物多様性を重視する農林水産業の推進

Ⅳ 未来に向けた「美しい森林づくり」の推進と国産材の復活

（１）国民ニーズを捉えた「美しい森林づくり」に向け多角的な森林整備の推進

（２）森林資源の利活用による地域の新たなビジネスの創出

（３）木材の加工流通体制の整備と林業生産コスト削減による国産材の競争力の

向上

（４）流域保全のための効率的かつ総合的な国土保全対策の推進

（参考）緑資源機構関連予算について

Ⅴ 力強い水産業と豊かで活力ある漁村の確立

（１）水産資源の回復・管理の推進

① 資源回復計画等の一層の推進

② マグロ資源の持続的利用の推進

③ 持続的な養殖生産の推進

（２）国際競争力のある経営体の育成確保と活力ある漁業就業構造の確立

（３）加工・流通・消費対策や未来を切り拓く新技術の開発

① 加工・流通・消費対策

② 未来を切り拓く新技術の開発

（４）漁港・漁場・漁村の総合的整備、多面的機能の発揮



Ⅰ 強い農業づくりと地域を元気づける農山漁村の活性化

１ 農地政策の見直しに向けた新たな取組

（１） 農地政策改革関連総合対策

農地政策改革関連総合対策 ２１８(２２）億円】【

対策のポイント

『 』 。農地政策の重点事項として 担い手への農地の面的集積 を促進します

このため、農地の出し手・受け手が新たな面的集積システムに参加するた

めの奨励金の交付や、面的集積に必要な農地情報の活用・提供等に対する

総合的な支援を行います。

（面的集積の必要性）

真のコストダウンを図るためには、経営する農地が分散せずに面的担い手にとって、

です。調査（平成16年産米生産費統計）によれば、農地がにまとまっていることが重要

ばらばらに分散している場合（１団地面積0.2ha未満）に比べて、面的にまとまっている

生産コストで３場合（１団地面積1.0ha以上）は、経営規模拡大等による効果も含めて、

する、との結果になっています。割以上、労働時間で概ね５割以上低減

政策目標

担い手が経営する農地のうち面的集積される割合

平成27年に７割程度を実現

＜内容＞

１. 面的集積のための参加インセンティブ 別紙１

出し手・受け手に 新たな面的集積システムへの参加を地域内農地の 対して、

よう、面的集積促進基金を設置し、奨励金の交付を行います。また、新たな促す

担い手に対して、賃借料一括前払い等のための資金面的集積システムに参加する

ます。を無利子で貸し付け

担い手面的集積加速化支援事業（特会） ９，０００（０）百万円】【

２．担い手の投資に対する支援 別紙２

（１）簡易な「田畑なおし」の支援

低面的にまとまった形で集積された農地に対して、担い手のニーズに応じて、

を支援します。コストかつ機動的な畦畔除去等の「田畑なおし （非公共）」

面的集積条件整備事業 ８１（０）百万円】【



（２）機械施設の整備等への支援

面的集積を契機に、主として 等を行う担い手に融資を活用した機械施設の整備

対し します。支援

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業のうち面的集積タイプ

１，１７０（０）百万円】

３. 面的集積組織の体制整備等に対する支援 別紙３

（１）面的集積組織の体制整備

面的集積を地域で推進する しまコーディネーターの全国での育成・設置を支援

す。また、市町村段階で面的集積に取り組む組織（面的集積組織）の業務運営を

【 （ ） （ ） 】支援します。 面的集積組織支援推進事業 特会 ４０３ ０ 百万円

（２）面的集積のための合意形成への支援

農地の利用に関する意向調査や面的集積のための意識の醸成、合意形成等に取

り組む します。農用地利用改善団体の活動を支援

【農用地利用改善団体機能高度化・育成支援事業 ２５２（０）百万円】

４．面的集積に必要な農地情報の活用・提供に対する支援 別紙４

（１）農地情報の整備・活用

面的集積組織等が活用するため、所有者、耕作者、面積等の農地に関する情報

、 。と地番図 画像等の地図情報を結合した します農地情報図 GIS の整備を支援（ ）

【水土里情報利活用促進事業 ９，６９９（２，２２２）百万円】

【面的集積農地情報整備促進事業 ９８０（０）百万円】

（２）農地情報を提供するシステムの構築

農地の貸出物件や賃借料情報等広域展開する担い手や新規参入者等に対して、

します。を全国的に収集・提供するシステムを構築

【農地情報提供システム構築事業 ２００（０）百万円】

（その他関連施策）

○面的集積の契機となる基盤整備の実施

農地の利基盤整備（公共）を契機とした面的なまとまりを重視した担い手への

を支援します。用集積

農地集積加速化等基盤整備事業（公共） ５，０００（０）百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：地方公共団体、土地改良区、農業協同組合

［担当課：経営局構造改善課（ ］０３－３５０１－３７４１（直））



○ 面的集積組織の体制整備
【面的集積組織支援推進事業（新規）】

○ 面的集積のための合意形成への
支援

【農用地利用改善団体機能高度化・育成支援
事業（新規）】

○ 農地政策の重点事項として『担い手への農地の面的集積』を促進します。このた
め、農地の出し手・受け手が新たな面的集積システムに参加するための奨励金の交
付や、面的集積に必要な農地情報の活用・提供等に対する総合的な支援を行います。

○ 簡易な「田畑なおし」の支援
【面的集積条件整備事業（新規）】

○ 機械施設の整備等への支援
【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

のうち面的集積タイプ（拡充）】

○ 農地の出し手・受け手の参加を
促す奨励金の交付

○ 賃借料一括前払い等のための資
金の無利子貸付

【担い手面的集積加速化支援事業（新規）】

２．担い手の投資に対する支援

３．面的集積組織の体制整備等

に対する支援

１．面的集積のための

参加インセンティブ

○ 農地情報の整備・活用
【水土里情報利活用促進事業（拡充）】
【面的集積農地情報整備促進事業（新規）】

○ 農地情報を提供するシステムの
構築

【農地情報提供システム構築事業（新規）】

４．面的集積に必要な農地情報

の活用・提供に対する支援

新たな面的集積システム

への総合的な支援措置

農地政策改革関連総合対策

担い手への農地の担い手への農地の面的集積の実現面的集積の実現

【課題】
○ 担い手はバラバラになった農地を引き受けて

量的に集積しても、経営の体質強化には必ずし
もつながらず、これ以上の規模拡大にも限界。



別紙１

面的集積のための参加インセンティブ

担い手面的集積加速化支援事業（特会）９，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体： 社）全国農地保有合理化協会（

対策のポイント

地域内農地の出し手・受け手に対して、新たな面的集積システムへの参

加を促すよう、面的集積促進基金を設置し、奨励金の交付を行います。

また、新たな面的集積システムに参加する担い手に対して、賃借料一括

前払い等のための資金を無利子で貸し付けます。

＜内容＞

１．農地の出し手・受け手の参加を促す奨励金の交付

担い手に対し面的にまとまった形で農地の利新たな面的集積システムにより、

、農地の出し手に対する借地料の嵩用集積を行った場合、その集積面積に応じて

上げや受け手に対する借地料の引下げなど、地域の実態に応じ様々な用途に活用

できる します。奨励金を交付

また、出し手の選択として、 であっても、一定期間内当面営農を継続する場合

に農地の利用を市町村段階で面的集積に取り組む組織（面的集積組織）に委任し

貸し付ける場合には、 することもできます。地代上乗せの先払いとして活用

２．賃借料一括前払い等のための資金の無利子貸付

、面的集積される農地の賃新たな面的集積システムに参加する担い手に対して

一括前払いに必貸借契約期間が一定期間以上で、その期間分の賃借料総額以内の

要となる資金や、 農作業受面的集積される農地の農作業受託契約の一定期間分の

ます。託料に相当する資金を無利子で貸し付け

この貸付けは、具体的には農地の出し手に対する賃借料一括前払い資金又は営

農に伴う運転資金や経営規模の拡大に伴う農業用機械・施設の整備資金に活用で

きます。

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ）]）



別紙２

担い手の投資に対する支援

【面的集積条件整備事業 ８１（０）百万円】

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業のうち面的集積タイプ

１，１７０（０）百万円】

対策のポイント
面的にまとまった形で集積された農地に対して、担い手のニーズに応じ

た低コストで機動的な「田畑なおし」を支援します。

面的集積を契機に、主として融資を活用した機械施設の整備等を行う担

い手に対し支援します。

＜内容＞

１．簡易な「田畑なおし」の支援

新たな面的集積システムにより面的に利用集積された農地において、圃場が

畦畔で細分化されていたり、水路で分断されていたりする場合、面的集積の効果

担い手のニーズに応じた簡易な基盤整備が十分に発揮できません。そのため、

します。（ 田畑なおし ）を行うことを支援「 」

その際、面的集積の効果を特に高める畦畔除去や水路の蓋かけなどの工種につ

地域の面的集積の取組状況に応じて段階的に補助率を高くします。いては、

担い手自らがまた、担い手のニーズを速やかに満たすことができるように、

となる事業の仕組みとします。実施主体となることにより機動的な対応が可能

さらに、本事業と「地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業（面的集積タイ

一つの事業計画プ 」については、担い手の手続に要する負担軽減を図るため、）

できるようにします。書でメニュー選択方式にて事業を申請

面的集積条件整備事業 ８１（０）百万円

補助率：１／２、２／３、５／６、10／10

事業実施主体：面的集積組織、農業生産法人、農業者等

２．機械施設の整備等への支援

面的集積に先行的に取り組む地区を対象として支援します。

面的集積を受けた担い手が、経営規模の拡大等に必要となる農業用機械施設を

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

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業のうち面的集積タイプます。

１，１７０（０）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：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ）]）



別紙３

面的集積組織の体制整備等に対する支援

【面的集積組織支援推進事業（特会） ４０３（０）百万円】

【 （ ） 】農用地利用改善団体機能高度化･育成支援事業 ２５２ ０ 百万円

対策のポイント
面的集積を地域で推進するコーディネーターの全国での育成・設置を支

援します。また、市町村段階で面的集積に取り組む組織（面的集積組織）

の業務運営を支援します。農地の利用に関する意向調査や面的集積のため

の合意形成等に取り組む農用地利用改善団体の活動を支援します。

＜内容＞

１．面的集積組織の体制整備

面的集積組織が、農地を面的に集積する計画の作成や、農地の権利移動の手続

等を行う際に、必要となる業務運営費を支援します。

面的集積を推進するためには、農地所有者への働きかけなどで中心的な役割を

コー担うコーディネーターが必要です。このため、面的集積組織の構成員である

します。また、面的集積組織が外部からディネーターの募集・登録や研修を支援

コーディネーターが面的集積のたコーディネーターを委嘱するなどの場合、その

します。めに地域で行う活動について支援

面的集積組織支援推進事業（特会） ４０３（０）百万円

補助率：１／２、６／10、定額

事業実施主体：地方公共団体、面的集積組織

２．面的集積のための合意形成への支援

農地の面的集積による担い手の経営発展を促進するには 「担い手農家（地域、

の認定農業者を含む。）」と「出し手農家」の合意が不可欠です。このため、以下

。の様な しますより高度な利用調整機能 役割を備える農用地利用改善団体を支援・

（１）面的集積に向けた合意形成

農地利用農地の面的集積への意識の醸成、合意形成等を図るため、地域内の

を支援します。の現況調査、農地利用に関する意向調査等

（２）農用地利用規程等の策定

将来の面的集積が円滑に進むよう の設置や、「担い手農家」で構成する部会

合意形成した内容を するための活動を支援規約や農用地利用規程として整備

します。

農用地利用改善団体機能高度化・育成支援事業 ２５２（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）

担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ））

経営政策課（０３－６７４４－２１４３（直 ））



別紙４

面的集積に必要な農地情報の活用・提供に対する支援

【水土里情報利活用促進事業 ９，６９９（２，２２２）百万円】

【面的集積農地情報整備促進事業 ９８０（０）百万円】

【農地情報提供システム構築事業 ２００（０）百万円】

対策のポイント
面的集積組織等が活用するため、所有者、耕作者、面積等の農地に関

する情報と地番図、画像等の地図情報を結合した農地情報図(GIS)の整
備を支援します。

また、広域展開する担い手や新規参入者等に対して、農地の貸出物件
や賃借料情報等を全国的に収集・提供するシステムを構築します。

＜内容＞
１．農地情報の整備・活用

面的集積を促進する際の基礎となる農地情報について、面的集積組織等が活用す

農地に関する情報と地番図、画像等の地るため、所有者、耕作者、面積、地目等の

します。面的集積組織は、農地情図情報を結合した農地情報図(GIS)の整備を支援

報図(GIS)を活用し、地域内の合意形成や面的集積のシミュレーション等の調整活

動を行います。

個人情報の保護に十分留意しながら、農地情また、一元化された農地情報図を、

します。報センターから関係機関に提供する仕組みを構築

（１）地図情報整備の加速化及び基盤整備情報等の整備を支援
面的集積活動に合わせて するとともに、面的集積に必地図情報の整備を加速化

要な 及び します。基盤整備情報等の整備 農地情報図の作成を支援

個人情報の保護に留意 関係機関でまた、 しながら、一元化された農地情報図を

します。共有･活用する仕組みを構築

水土里情報利活用促進事業 ９，６９９（２，２２２）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県土地改良事業団体連合会、

全国土地改良事業団体連合会 （財）日本水土総合研究所、

（２）農地に関する情報と地図情報との結合を支援
面的集積組織等が活用するため、所有者、耕作者、地番、面積、地目及び作付

状況等の します。農地に関する情報と地図情報との結合等を支援

面的集積農地情報整備促進事業 ９８０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地域担い手育成総合支援協議会

２．貸出物件情報等を提供するシステムの構築
個人が特定されない地域レベルの農広域展開する担い手や新規参入者等に対し、

。地の します貸出物件情報や賃借料情報等を全国的に収集･提供するシステムを構築

農地情報提供システム構築事業 ２００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

担当課：経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１４８（直 ））

農村振興局地域整備課（０３－３５０１－８３５９（直 ））



（２）耕作放棄地解消緊急対策

【耕作放棄地解消緊急対策 ７８３（６７１）億円ほか】
対策のポイント

耕作放棄地を解消するため、担い手等による農地利用を促進するほか、集落
での農地の保全管理等、種々の耕作放棄地解消活動に支援を行います。

（耕作放棄地とは）

耕作放棄地とは 「以前耕地であったもので、過去１年間以上作物を栽培せず、しかも、こ、

の数年の間に再び耕作するはっきりとした考えのない土地」のことです。

耕作放棄地は、全国に３８万６千ｈａ（２００５年農林業センサス）存在し、食料の安定

供給や農業の多面的機能の発揮の観点から、その早急な解消が必要です。

政策目標
５年程度を目途に、農業上重要な地域を中心に耕作放棄地ゼロを目指す

＜内容＞
１．耕作放棄地実態調査の実施 別紙１

耕作放棄地の位置、面積、現況等に耕作放棄地の実態把握が困難な地域において、

することで、耕作放棄地解消ついて国が補完的に調査を行い、当該市町村に情報提供

方策の検討を後押しします。

【耕作放棄地解消推進基礎調査委託 １６７（０）百万円】

２．担い手への利用集積等の取組支援 別紙２
農地利用調整に担い手への利用集積等による耕作放棄地の解消・発生防止のため、

し、その取組を支援します。また、従来の基盤整備事業に加え、係る活動費等を交付

耕作放棄地の解消等に必要な基盤整備の機動的実施と併せて、耕作放棄地の利用を促

します。進するための取組を支援

ボランなお、農地の保全管理、景観形成及び農外利用等に関し専門的知識を有する

を行います。ティア等による耕作放棄地解消活動に対しても支援

【担い手アクションサポート事業 ２，４５０（３，５００）百万円の内数】

【担い手農地集積高度化促進事業（特会） ２，５００（２，５００）百万円の内数】

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

【耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業（公共） １，０００（０）百万円】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

【戦略的畑地農業振興支援事業 ２００（１００）百万円】

３．企業等の農業参入円滑化への取組支援 別紙３
企業等の農業参入の円滑化及び参入企業等の地域農業の担い手としての経営発展等

参入を希望する企業等への農地情報の提供、企業等が参入するを支援する観点から、

農地の利用調整活動、企業等にリースする農地の条件整備及び農業用機械・施設のリ

します。ース等を支援

参入企業自らが耕作放棄地を営農可能な状態に回復するための取組についてまた、

します。支援



【企業等農業参入支援全国推進事業 ２０（２０）百万円】

【農地情報提供システム構築事業 ２００（０）百万円】

【特定法人等農地利用調整緊急支援事業 １５（１５）百万円】

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

【企業等農業参入支援推進事業（特会） ４３９（４３０）百万円】

【企業等農業参入支援加速リース促進事業（貸付枠 （特会） ２０年度貸付枠９５４百万円】）

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

４．農地等を集落等が共同で管理する取組を支援 別紙４
中山間地域等において、平地地域との農業生産条件の不利を補正するため、農家等

へ交付金を交付し、農業生産活動の維持を通じて耕作放棄地の発生を防止します。ま

た、集落等を中心とした活動組織の共同活動により耕作放棄地を保全する取組を支援

します。

地域の既存組織等を活用した耕作放棄地の保全・利活用の取組に対して支さらに、

します。援

【耕作放棄地利活用活動支援事業 ４８０（０）百万円】

【中山間地域等直接支払交付金 ２３，４４６（２２，１４６）百万円】

【農地･水･環境保全向上対策のうち共同活動支援交付金

２５，７２５（２５，５８８）百万円】

５．市民農園としての活用への取組を支援 別紙５
市民農園の整備耕作放棄地を都市住民等がレクリエーション目的で利用するための

します。また、 を促し、耕作放棄地の有等に関する取組を支援 滞在型市民農園の開設

効活用を進めます。

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

【広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）百万円の内数】

６．飼料増産・放牧等への取組支援 別紙６
飼料作物、バイオマス作物等の省力作物の作付け促進を図るほか、放牧や鳥獣害対

し、耕作放棄地の解消と発生防止を進めます。策を推進

【粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 ６０５（０）百万円】

【耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（５，４０４）百万円】

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

【草地畜産基盤整備事業（公共） １７，７１３（１３，４１８）百万円】

【生産性限界打破事業 １，００３（０）百万円の内数】

【地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業

１２２（０）百万円】

【粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発 ６０６（５０６）百万円の内数】

【鳥獣害防止総合対策事業 ２，８００（０）百万円】

７．植林転用により森林として管理するための取組支援
転用等により森林として管理する農地としての利用が困難とされる耕作放棄地を、

を行います。場合、耕作放棄地における人工造林等の実施に対して助成

美しい森林づくり基盤整備交付金（公共） １，０００（０）百万円の内数

補助率：定額（１／２相当）

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

［担当課：農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ］））



別紙１

耕作放棄地実態調査の実施

【１６７（０）百万円】

対策のポイント
耕作放棄地の実態把握が困難な地域において、耕作放棄地の位置、面積、現

況等について国が補完的に調査を行い、当該市町村に情報提供することで、耕

作放棄地解消方策の検討を後押しします。

＜内容＞

【 （ ） 】耕作放棄地解消推進基礎調査委託 １６７ ０ 百万円

（１）衛星画像等による耕作放棄地の実態把握

耕作放棄地の実態把握が困難である地域を中心に、複数回の衛星画像撮影をそれぞ

れの地域毎に適切な時期に実施し、衛星画像データの差分処理等により、耕作放棄地

を把握します。得られたデータは該当市町村に提供し、耕作放棄地解消方策の検討を

後押しします。

（２）調査結果等を踏まえた耕作放棄地解消指針の作成

耕作放棄地の状況、農業情勢等を踏まえた耕作放棄地解消指針を作成します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当課：農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ］））



別紙２

担い手への利用集積等の取組支援

【１，２００（１００）百万円ほか】

対策のポイント
担い手への利用集積等による耕作放棄地の解消・発生防止のため、農地利用

調整に係る活動費等を交付し、その取組を支援します。また、従来の基盤整備

事業に加え、耕作放棄地の解消等に必要な基盤整備の機動的実施と併せて、耕

作放棄地の利用を促進するための取組を支援します。

なお、農地の保全管理、景観形成及び農外利用等に関し専門的知識を有する

ボランティア等による耕作放棄地解消活動に対しても支援を行います。

＜内容＞

． 【 ， （ ， ） 】１ 担い手アクションサポート事業 ２ ４５０ ３ ５００ 百万円の内数

地域における担い手の育成・確保、耕作放棄地の有効利用等を推進するため、認定農

業者への農地の利用集積の促進及び、農地監視活動等の農地の利用調整活動等を実施し

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 担い手農地集積高度化促進事業 特会 ２ ５００ ２ ５００ 百万円の内数

耕作放棄地を担い手へ集積した場合、農用地利用改善団体等に促進費を支払います。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：市町村

． 【 ， （ ， ） 】３ 強い農業づくり交付金 ３０ ２９８ ３４ ０６７ 百万円の内数

優良農地利用高度化のための新技術の導入を推進する普及組織の活動を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県（普及組織）

． （ ） 【 ， （ ） 】４ 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 公共 １ ０００ ０ 百万円

耕作放棄地の解消・発生防止に向けた地域の取組を支援するため、基盤整備と関連支

援策を一体的に実施します。

補助率：１／２、定額等

事業実施主体：地方公共団体、土地改良区、農業協同組合

． 【 （ ， ） 】５ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９,９１１ ３４ ０８８ 百万円の内数

（１）耕作放棄地の解消等に必要な基盤整備等の機動的な実施とあわせて、新規参入等を

含めた担い手の確保や土地利用調整等を支援します。



（２）耕作放棄地の解消・再活用に向けた調査・調整活動、実践活動について、地域の実

情、創意工夫に基づいた総合的な支援及び耕作放棄地を活用して農業生産活動等を行

う場合に必要な土地条件整備を支援します。

①ソフト事業

耕作放棄地解消・再活用に向けた調査・調整活動及び多様なボランティア活動に対し

て支援します。

②ハード事業

耕作放棄地を多目的に活用するための土地条件の整備と併せて利用を促進するための

経費に対して支援します。

（３）耕作放棄地等を活用した産地の育成強化のための取組、周辺耕作放棄地等の基本的

整備を実施します。

補助率：定額、１／２等

事業実施主体：地方公共団体、土地改良区、農業協同組合、民間団体等

． 【 （ ） 】６ 戦略的畑地農業振興支援事業 ２００ １００ 百万円

耕作放棄地等を活用した産地の育成強化のための取組に対する支援や耕作放棄地の状

況調査を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

担当課：大臣官房企画評価課 （０３－３５０２－７１３４（直 ））

経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１５１（直 ））

普及・女性課 （０３－３５９３－６４９７（直 ））

農村振興局整備部農地整備課（０３－６７４４－２２０８（直 ））

水利整備課（０３－３５０２－６２３２（直 ））

農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ））



別紙３

企業等の農業参入円滑化への取組支援

【６７４（４６５）百万円ほか】

対策のポイント
企業等の農業参入の円滑化及び参入企業等の地域農業の担い手としての経営

発展等を支援する観点から、参入を希望する企業等への農地情報の提供、企業

等が参入する農地の利用調整活動、企業等にリースする農地の条件整備及び農

業用機械・施設のリース等を支援します。

また、参入企業自らが耕作放棄地を営農可能な状態に回復するための取組に

ついて支援します。

＜内容＞

． 【 （ ） 】１ 企業等農業参入支援全国推進事業 ２０ ２０ 百万円

農業参入促進のための研修会、広報活動、個別相談会を実施し、企業等の農業参入の

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。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

． 【 （ ） 】２ 農地情報提供システム構築事業 ２００ ０ 百万円

広域展開する担い手や新規参入者等に対して、農地の貸出物件や賃借料情報等を全国

的に収集・提供するシステムを構築します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

． 【 （ ） 】３ 特定法人等農地利用調整緊急支援事業 １５ １５ 百万円

耕作放棄地の発生防止･解消に向けた取組を加速化するため、特定法人貸付事業による

企業等の参入の円滑かつ積極的な推進に資するよう、参入希望のある特定法人に関する

情報収集活動を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：全国農業会議所

． 【 （ ， ） 】４ 強い農業づくり交付金 ３０,２９８ ３４ ０６７ 百万円の内数

（ ） 。１ 優良農地利用高度化のための新技術の導入を推進する普及組織の活動を支援します

（２）耕作放棄地の解消を促進するため、農業委員会が、企業が円滑に農業に参入できる

よう企業の意向を把握し必要な情報を提供するとともに、参入希望のある企業等に対

し農地の利用調整活動を実施します。

補助率：定額

事業実施主体： １）都道府県（普及組織 （２）都道府県農業会議、農業委員会（ ）、



． （ ） 【 （ ） 】５ 企業等農業参入支援推進事業 特会 ４３９ ４３０ 百万円

企業等が利用する農地の測量調査等や小作料一括前払及び簡易な基盤整備に必要とな

る経費を支援します。

、 。平成２０年度においては簡易な基盤整備を 企業等自らが整備できるよう拡充します

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：市町村、農地保有合理化法人、特定法人

６．企業等農業参入支援加速リース促進事業（貸付枠 （特会））

企業等への農業用機械・施設リースを支援（貸付枠９５４百万円）し、農業参入の初

期投資を軽減します。

補助率：定額

事業実施主体： 社）全国農地保有合理化協会、農地保有合理化法人（

． 【 （ ） 】７ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９,９１１ ３４,０８８ 百万円の内数

耕作放棄地を活用して、農業生産法人以外の法人に対し農地を貸し付ける場合、市町

村又は農地保有合理化法人が基盤整備するのに要する経費を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、農業協同組合、民間団体

担当課：大臣官房企画評価課 （０３－３５０２－７１３４（直 ））

経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１５１（直 ））

普及・女性課 （０３－３５９３－６４９７（直 ））

農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ））



別紙４

農地等を集落等が共同で管理する取組を支援

【４９，６５１（４７，７３４）百万円】

対策のポイント
中山間地域等において、平地地域との農業生産条件の不利を補正するため、

農家等へ交付金を交付し、農業生産活動の維持を通じて耕作放棄地の発生を防

止します。また、集落等を中心とした活動組織の共同活動により耕作放棄地を

保全する取組を支援します。

さらに、地域の既存組織等を活用した耕作放棄地の保全・利活用の取組に対

して支援します。

＜内容＞

． 【 （ ） 】１ 耕作放棄地利活用活動支援事業 ４８０ ０ 百万円

農地の保全や活用を実施する既存の組織等を活用し、地域に存在する耕作放棄地を保

全・利活用する取組に対し支援します。

補助率：定額

事業実施主体：耕作放棄地利活用協議会

． 【 ， （ ） 】２ 中山間地域等直接支払交付金 ２３ ４４６ ２２,１４６ 百万円

中山間地域等において、平地地域との農業生産条件の不利を補正するため、農家等へ

交付金を交付することにより、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄地の発生を防止

し多面的機能の確保を図ります。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

３．農地･水･環境保全向上対策のうち共同活動支援交付金

【２５,７２５（２５,５８８）百万円】

農地・水・環境保全向上対策を実施する対象活動組織が、耕作放棄地を協定農用地に

位置付け保全する取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会

担当課：農村振興局整備部地域整備課（０３－３５０１－８３５９（直 ））

農地整備課（０３－３５９２－０３０２（直 ））



別紙５

市民農園としての活用への取組を支援

対策のポイント
耕作放棄地を都市住民等がレクリエーション目的で利用するための市民農園

の整備等に関する取組を支援します。また、滞在型市民農園の開設を促し、耕

作放棄地の有効活用を進めます。

＜内容＞

． 【 （ ， ） 】１ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９,９１１ ３４ ０８８ 百万円の内数

（１）多様な主体が遊休農地を活用して市民農園を開設する際に必要となる整備を実施し

ます。

（２）農村地域での滞在型市民農園整備の支援します。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、農業協同組合、土地改良区、民間団体等

． 【 （ ） 】２ 広域連携共生・対流等対策交付金 １,１３２ ８００ 百万円の内数

都市部での市民農園整備等への支援を行います。また、趣味的農業利用の観点から、

滞在型市民農園整備の推進を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

担当課：大臣官房企画評価課 （０３－３５０２－７１３４（直 ））

農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ））

農村政策課（０３－３５０２－００３３（直 ））



別紙６

飼料増産・放牧等への取組支援

【２６，６４４（１８，８２２）百万円ほか】

対策のポイント

飼料作物、バイオマス作物等の省力作物の作付け促進を図るほか、放牧や鳥

獣害対策を推進し、耕作放棄地の解消と発生防止を進めます。

＜内容＞

． 【 （ ） 】１ 粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 ６０５ ０ 百万円

耕作放棄地を草地として活用することにより飼料作物の作付を拡大します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県飼料増産推進協議会

． 【 （ ， ） 】２ 耕畜連携水田活用対策事業 ５,４０４ ５ ４０４ 百万円

水田における創意工夫を活かした飼料生産等への取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内

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

． 【 （ ， ） 】３ 強い農業づくり交付金 ３０,２９８ ３４ ０６７ 百万円の内数

地方の高い自主性と裁量に基づく飼料増産への取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内､１／３以内

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

． （ ） 【 （ ， ） 】４ 草地畜産基盤整備事業 公共 １７,７１３ １３ ４１８ 百万円

飼料基盤の整備等を実施します。

補助率：１／２以内､55/100以内､２／３以内

事業実施主体：都道府県、都道府県農業公社

． 【 （ ） 】５ 生産性限界打破事業 １,００３ ０ 百万円の内数

多収米を用いた超低コスト米生産技術を実証します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体



６．地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業

【１２２（０）百万円】

既存の機械装備や遊休農地を活用した低コストなたね生産技術の実証等により、地産

地消型のバイオディーゼル燃料の利用モデルを確立します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：市町村、民間団体

． 【 （ ） 】７ 粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発 ６０６ ５０６ 百万円の内数

飼料米の省力多収生産や、水田放牧利用の促進のための技術開発を実施します。

事業実施主体：民間団体等

． 【 （ ） 】８ 鳥獣害防止総合対策事業 ２,８００ ０ 百万円

鳥獣被害防止に向けた、個体数調整、被害防除、生息環境管理の取組を総合的に支援

します。

補助率：定額、１／２以内等

事業実施主体：民間団体

担当課：生産局畜産振興課 （０３－３５０２－５９９３（直 ））

農産振興課 （０３－３５０２－５９５６（直 ））

生産技術課 （０３－６７４４－２１１１（直 ））

農林水産技術会議事務局研究開発課（０３－３５０１－０９６６（直 ））



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
物
の

販
売
収
入

【対象品目】
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コ
ス
ト
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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 ］））



３．農山漁村地域を守り活性化する施策の推進

（１）農山漁村活性化に向けた地域の創意工夫の後押し

【農山漁村活性化対策 ２，２９３（１，７５７）億円】

対策のポイント

農山漁村への定住や都市との地域間交流を一層促進するための整備や都

市と農山漁村の共生・対流の国民運動を促進します。また、農山漁村における

豊かな人間関係・社会的なつながりの維持・再生の取組を支援するなど、農山

漁村の活性化に向けた地域の創意工夫を積極的に後押します。

（農山漁村活性化法）

農山漁村の活力が低下していること 農・ 人口の減少、高齢化の進展等により を背景に、

及び を促進することに山漁村における定住や二地域居住 農山漁村と都市との地域間交流

、 。より ことを目的として されました農山漁村の活性化を図る 平成１９年８月１日に施行

（食と農業に関する意識調査）

自分の子供たちに農作業体験をさせたいとする・ 首都圏居住の都市住民の意識として、

人が８１％、気軽に農村と行き来がしたいとする人が６９％、気軽に農家の人たちと交

、多くの人が農村との交流を希望しています。流したいとする人が７３％と

・ 特に、農村と行き来がしたいとする人は しています。９年間で１３％もアップ

政策目標

（ ）平成２３年度までの５年間に全国の市町村の過半 1,000以上

で居住者、滞在者の増加につながる農山漁村の活性化に向けた

新たな取組を創出

＜内容＞

１．農山漁村への定住等及び地域間交流を通じた農山漁村活性化支援

別紙１

農山漁村活性化法に基づき、定住や二地域居住、地域間交流を一層促進する

ために必要な施設整備等の取組をきめ細かく支援します。また、各省連携によ

る子ども達の長期宿泊体験活動の推進、民間主体による共生・対流の国民運動

を自立的・持続的に展開します。

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

【広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）百万円の内数】

【賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業 １１５（０）百万円】



２．地域を支える人のつながりの維持・再生と資源保全の取組への支援

別紙２

農山漁村の豊かな人間関係とつながりを再生し、地域自ら考え行動する力を

向上させる取組や地域資源を適切に維持するための取組を支援します。

【農山漁村地域力発掘支援モデル事業 １，７００（０）百万円】
ふ る さ と

【農村のつながり再生手法検討調査委託 １８（０）百万円】

【農地・水・環境保全向上対策 ３０，４２３（３０，２８６）百万円】

【ストックマネジメント技術高度化事業（公共） １，７８８（０）百万円】

【基幹水利施設ストックマネジメント事業（公共）

９，３８９（４，０００）百万円】

３．中山間地域等条件不利地域への支援 別紙３

中山間地域等において農業生産活動の継続による多面的機能が確保されるよ

う、限界的集落等への支援や災害防止に係る加算措置を創設するとともに、要

件の見直しにより交付の対象となる農用地を拡大します。

【中山間地域等直接支払交付金 ２３，４４６（２２，１４６）百万円】

４．地域の創意工夫をいかした取組への総合的支援

地域食材を活用した戦略食品の創出、食育の一環としての教育ファーム、地

産地消、有機農業への取組や輸出促進への取組、生産基盤・生活環境整備等の

地域の創意工夫をいかした取組を総合的に支援します。

【食料産業クラスター展開事業 ６０９（６０９）百万円】

【にっぽん食育推進事業 ３，０９５（３，８１５）百万円の内数】

【地産地消モデルタウン事業 ２８１（２８１）百万円】

【有機農業総合支援対策 ５０１（５４）百万円】

【村づくり交付金（公共） ３９，２２９（２８，５２８）百万円】

【里山エリア再生交付金（公共） １１，８２７（９，８２２）百万円】

【山村再生総合対策事業 ３００（０）百万円】

【漁村再生交付金（公共） ８，７４２（８，５０５）百万円】

【農林水産物等輸出促進対策 ６００（６００）百万円】

【農村振興総合整備事業（公共） ８，４４８（５，３３５）百万円】

【中山間地域総合整備事業（公共） ４３，４８２（３０，４６７）百万円】

【畑地帯総合整備事業（公共） ４８，４２３（３５，０３３）百万円】

【水産物流通機能高度化対策事業（公共） １２９，４４６（０）百万円の内数】

[担当課：農村振興局農村政策課（０３－３５９１－８６５１(直)）]



別紙１

都市と農山漁村の共生・対流対策

【１，２４７（８００）百万円】

対策のポイント

総務省、文科省等と連携して、小学生１００人規模の宿泊体験の受け入

れが可能な体制づくりに向けたモデルづくりや、民間の力を活用した新た

な共生・対流の国民運動等への支援を行います。

＜内容＞

１．農山漁村への定住等及び地域間交流の促進のための施設整備

子ども達が１００人規模で宿泊体験活動をできるようにするため、農林漁家

の空き家及び廃校などの地域の既存ストックを活用した宿泊体験活動受入拠点

施設の整備等を進めるとともに、農山漁村の地域資源へのアクセスを改善する

「農村のみち」の整備への支援等を拡大します。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

２．都市と農山漁村の共生・対流の国民運動の促進

、農山漁村旅行商品の開発・提供や民間企業が行う社会貢献活動との連携など

民間主体による共生・対流の国民運動の新たな展開を支援します。

賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業 １１５（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．各省連携による小学生の宿泊体験等の全国的な展開

総務省、文科省等との連携により小学生１００人規模の宿泊体験が可能な体

制づくりに向けた受入拡大モデル構築等を支援します （将来は年間１２０万。

人の受入を目標）

広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

[担当課：農村振興局農村政策課（０３－３５９１－８６５１(直 ）]）



別紙２

農山漁村における豊かな人のつながりの維持・再生

【４３，３１８（３４，２８６）百万円】

対策のポイント

に住む人達のつながりを維持・再生し、地域自ら考え行動する力を向農山漁村

上させる施策モデルを構築し、また、農山漁村の持続的な発展の基礎をなす｢農山

漁村生活空間｣や｢地域資源｣を適切に維持・保全するための取組を支援します。

＜内容＞

１．農山漁村生活空間の保全・活用

地域住民に加え、都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体の参画のもと、農

村の伝統文化等の有形無形の資源からなる「農山漁村生活空間」を保全・活用

するモデル的な取組を支援します。

農山漁村地域力発掘支援モデル事業 １，７００（０）百万円
ふ る さ と

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会、民間団体

２．農山漁村における協働力の向上

農山漁村の高齢化や混住化等により衰退しつつある農山漁村の豊かな人のつ

ながりを維持・再生するため、共同活動や寄合等を通じて集落の合意形成や課

。題解決を図る力(協働力)を向上するための施策モデルを構築し普及を図ります

【農村のつながり再生手法検討調査委託 １８（０）百万円】

３．農地・水・環境保全向上対策の推進

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。

【農地・水・環境保全向上対策 ３０，４２３（３０，２８６）百万円】

４．地域資源の保全に向けた新たな政策手法の展開

農業生産に不可欠な水を供給する農業水利施設の機能を最も効率的かつ経済

的に維持するため、既存施設の有効活用・長寿命化を推進していきます。

【ストックマネジメント技術高度化事業（公共）１，７８８（０）百万円】

【基幹水利施設ストックマネジメント事業（公共）９，３８９（４，０００）百万円】

[担当課：農村振興局農村政策課（０３－３５９１－８６５１(直 ）]）



別紙３

中山間地域等条件不利地域への支援

【中山間地域等直接支払交付金 ２３４（２２１）億円】

対策のポイント

耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山

間地域等において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保する

ため、直接支払を実施します。

＜内容＞

１．中山間地域等における農業生産活動等への支援

中山間地域等において農業生産活動の継続による多面的機能が確保されるよ

う、限界的集落等への支援や災害防止に係る加算措置を創設するとともに、要

件の見直しにより交付の対象となる農用地を拡大します。

中山間地域等直接支払交付金 ２３，１００（２１，８００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

２．直接支払の適正かつ円滑な実施

都道府県及び市町村が行う直接支払の適正かつ円滑な実施を確保します。

中山間地域等直接支払推進交付金 ３４６（３４６）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

＜中山間地域の特徴＞

（１）中山間地域は、国土面積の約７割、耕地面積、総農家数及び農業産出額の約４割

を占めるなど我が国農業・農村の中で重要な地域です。

（ ） 、 、２ 中山間地域の農業・農村が有する水源かん養 洪水防止等の多面的機能によって

下流域の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしが守られていま

す。

[担当課：農村振興局地域整備課（０３－３５０１－８３５９(直 ）]）



（２）地域に埋もれている「匠の技」や農林水産物本来の「持ち味」

を活かした農林水産業の活性化

【匠の技関係 ２．５（０）億円】

【土づくり対策関係 ２．５（０）億円】

【有機農業総合支援対策関係 ５．０（０．５）億円】

【やさい・くだものおいしさ関係 １．０（０）億円】

対策のポイント

篤農家等により生み出された現場の技術やノウハウを「匠の技」として確立

。し、「農業の匠」（仮称）等を通じ伝承・普及を図ります

高品質で低コストなたい肥を安定供給できるモデル地区の整備をまた、

通じ、農地本来が持つ地力を活かした土づくりを支援します。

、 （ ）さらに 消費者が選択し易い野菜や果物のおいしさインデックス 仮称

及び栄養成分等自主表示ガイドラインについて検討・策定します。

（篤農家等により生み出された技術・ノウハウの例）

イチゴの省力化栽培技術・収穫後の畝を再利用する

・シクラメンの高品質生産のための （特許）細かな水分調整が可能な給水システム

低樹高剪定・整枝方法・栗の高収量生産のための

土づくりの現状）（

・水田における （451kg/10a(S45)→88kg/10a(H17))たい肥施用量は減少傾向

・たい肥の利用促進は「高品質 「価格 「労力の軽減」がポイント」、 」、

（おいしさインデックスについて）

「おいしい野菜の見分け方」と答えた人：48%・野菜について欲しい情報として、

政策目標

○生産現場の「匠の技」の伝承による競争力のある担い手・産地の育成

○エコファーマーの認定促進

基準年（平成15年）47,766件→目標年（平成21年度）200,000件

○野菜消費量（１人１年当たり）の増加

現状（平成18年度速報値）94.8㎏→目標年（平成27年）100㎏

＜内容＞

１. 生産現場で生み出された「匠の技」の発掘・活用

篤農家や地域で生み出された技術やノウハウを地域で活用可能な「匠の技」



として確立し、 してその優れた技能を有する農業者を「農業の匠」として選定

技能の伝承・普及を図ります。

また、 活用可能なものについては、文書化、権利化、許諾、知的財産として

流通という し、活用を促進します。一連の流れを創り出す手法を開発

現場創造型技術（匠の技）活用・普及支援事業 １５０(０)百万円】【

【農林水産知的財産発掘・活用促進事業 １０３(０)百万円】

２．高品質で低コストなたい肥生産システムの確立

モデル地区において高性能たい肥製造施設を導入 たい肥の利するとともに、

を行うことにより、高品質で低コストなたい肥の安定用促進に必要な経費の支援

供給体制の確立を図ります。

土づくり対策事業 ２５３(０)百万円

補助率：１／２、定額

事業実施主体：民間団体等

３．有機農業の推進

全国段階で有機農業の参入促進・普及啓発に取り組むとともに、全国における

有機農業の振興の核となるモデルタウンを育成します。

有機農業総合支援対策 ５０１(５４)百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

４. やさい・くだもののおいしさの再発見の推進

消費者が選択官能評価及び理化学分析データ等を基に、風味、甘味、食感等

し易いおいしさインデックス及び、栄養成分等自主表示ガイドラインについて検

します。併せて しま討・策定 量販店において情報提供を行うモデル的取組を推進

す。

やさい・くだものおいしさ再発見推進事業 ９８(０)百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当課：生産局種苗課（０３－３５０２－５９６６ ］（直））



（３）有機農業の推進

【有機農業総合支援対策 ５．０（０．５）億円】

対策のポイント

全国段階で有機農業の参入促進・普及啓発に取り組むとともに、全国に

おける有機農業の振興の核となるモデルタウンを育成します。

（有機農業とは）

・ とする環境と調和のとれた農業化学肥料、農薬を使用しないこと等を基本

ＪＡＳ法に基づく有機農産物の格付数量の割合は、・国内農産物の総生産量に占める、

（平成１７年度）０．１６％

政策目標

平成２３年度までに有機農業の推進を目的とする

体制が整備されている市町村の割合が５０％以上

＜内容＞

１．全国段階の活動

参入希望者への指導を行いうる有機農業① 有機農業への参入が図られるよう、

し、 などの情報提供等を行い者を把握 インターネットを活用した研修先の紹介

ます。

シンポジウまた、有機農業に対する消費者等の理解と関心を増進するための

を実施します。ムやメディアを利用した広報キャンペーン

有機農業推進団体支援事業 ８７（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

有望な技術の実証試験を行い、成果② 有機農業に関する技術を確立するため、

します。また、有機農業等の推進に貢献した方の顕彰等を実施します。を提供

有機農業等指導推進事業 ５４（５４）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体



２．地域段階の活動

全国における有機農業の振興の核となる します。具体的にモデルタウンを育成

は、

有機農業への参入希望者に対する技術指導 販路開拓のためのマーケティン① 、

、消費者との交流、技術実証ほの設置グ

② 有機農業に必要な栽培技術の習得、種苗の供給、土壌診断等を行うための拠

点（ ）の整備有機農業技術支援センター

などに取り組む地域を支援します。

【地域有機農業推進事業 ２１１（０）百万円】

【地域有機農業施設整備事業 １３４（０）百万円】

［担当課：生産局農産振興課（ ］０３－３５９１－６４９５（直））

参入促進・普及啓発

全国段階で有機農業の参入促進・普及啓発に取り組むとともに、全国における有機農

業の振興の核となるモデルタウンを育成。

地域段階全国段階

・技術実証ほの設置

・有機種苗供給・土壌

診断の推進

（有機農業技術支援

センター）

・販路開拓のための

マーケティ ング活動

・農産物のＰＲ、流通

販売フェアの開催

・消費者との交流

イベント

技術の習得
販路の確保

消費者との交流

経営基盤の安定

・インターネットを活用した

研修先等の情報の提供

・有機農業等の推進に貢献

した者の顕彰

・シンポジウムやメディアを

活用した広報活動

・有機農業技術の実証試験

・ 有機農業は環境と調和し、消費者ニーズの高い取組

・ 一方、慣行農業と比べて技術の確立・普及が遅れており

未だ取り組みは少ない（有機農産物の割合：０．１６％）

有機農業の現状

有機農業（オーガニック）

モデルタウンの育成

・有機農業技術支援

センターの整備

・技術指導の実施

・有機農業の推進に関する基本方針の策定(H19.4)

有機農業推進法の施行（H18.12）

有

機

農

業

の

普

及

・

定

着



（４）暮らしを守る鳥獣害対策の展開

【鳥獣害防止総合対策 ２８（１．９）億円】

対策のポイント

鳥獣被害の深刻化・広域化に対応し、地域の実態に即した被害防止対策

の抜本強化を図るため、市町村等が策定する鳥獣害防止総合計画に基づく

取組等を総合的に支援します。

（野生鳥獣による農林水産業被害の現状）

・野生鳥獣の しています。生息分布域が全国的に拡大

10年前と比較してイノシシは5.1倍、ニホンジカは3.2倍、ニ・有害鳥獣の捕獲数が、

に増加しています。ホンザルは2.0倍、カワウは7.5倍

・しかしながら、 円で高止まり、 で農作物被害金額は約200億 森林被害面積は6～8千ha

推移しているほか、 発生しています。トド等による漁業被害が毎年10億円以上

農山漁村の暮らしに深刻・野生鳥獣による被害は、営農意欲の減退をもたらすなど、

を与えています。な影響

政策目標

野生鳥獣による農林水産業被害の軽減

＜内容＞

１．鳥獣害防止総合対策の推進

被害現場において、被害実態に即した主体的な対策が実施できるよう、市町

村等地域による鳥獣害防止総合計画の策定を推進します。

個体数調整、被害防除、生息環境管理の取組計画を策定した地域等において、

します。を総合的に支援

特に、以下の対策を重点的に推進します。

市町村職員、農林水産業団体職員等による捕獲体制① 狩猟者の減少に対応し、

の整備

箱ワナなど、捕獲機材の導入② 安全で効果的な捕獲に役立つ

処理加工施設の整備③ 捕獲鳥獣を地域資源として活用するための

侵入防止柵の整備④ 広域地域が一体となった

⑤ 等被害防除技術の導入・実証犬を活用した追い払い

緩衝帯の設置 広葉樹林の⑥ 、食害の防除及び野生鳥獣の生息環境にも配慮した

等多様な森林づくり活動育成



サルの被害対策専門組織の育成⑦ 対策の困難性が高い

【鳥獣害防止総合対策事業 ２，８００（０）百万円】

【有害生物漁業被害防止総合対策事業 ８９０（８３０）百万円の内数】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

【森林・林業・木材産業づくり交付金 １１，６８１（９，７５６）百万円の内数】

【健全な内水面生態系復元等推進事業 ３２２（３２２）百万円の内数】

２．関連対策

（１）技術開発

イノシシの効率的な捕獲技術の開発や鳥獣を引き寄せにくい営農管理技術の

効果的な被害防除技術の開発、カワウによる漁業被害防除技術の開発など、

を推進します。開発

８，９６９（注）百万円の内数新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業

事業実施主体：民間団体等

注：平成１９年度は 「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」で実施、

（２）公共事業における被害防止施設の整備

各種公共事業の目的に応じ、被害防止施設の整備を推進します。

（３）その他

各地域における取組みを支援する観点から、①鳥獣害対策アドバイザーの登

録・紹介、②被害防止マニュアルの作成・配布、③指導者育成のための研修

を実施します。

［担当課：生産局農産振興課（ ］０３－３５９１－４９５８（直））
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イノシシ

5,508

シカ

4,316



個体数調整、被害の防除、生
息環境管理を総合的に実施で
きる鳥獣害防止総合対策事業
を創設

○ 市町村等地域が主体的に対策に取り組むことができるよう、各地域において
鳥獣害防止総合計画を策定

○ 個体数調整、被害の防除、生息環境管理を総合的に実施できる鳥獣害防
止総合対策事業（新規）を創設

○ 計画を策定した地域に対し、捕獲対策等のソフト面の取組、防護柵の整
備等のハード面の取組を一体的かつ強力に支援

市町村・複数市町村レベルにおいて鳥獣害防止総合計画の策定

以下の対策を重点的に推進

狩猟者の減少に対応して

市町村職員、農林水産業関係団体職員等
による有害鳥獣捕獲体制の整備

捕獲鳥獣の適切な処分を推進するため

捕獲鳥獣の地域資源としての活用促進

広域地域が一体となって侵入を防止するため

広域的な防護柵の整備促進

被害防除の取組を強化するため

犬を活用した追い払い等
被害防除技術の導入・実証

安全で効果的な捕獲を推進するため

箱ワナの普及促進

地域の計画に基づく総合的な対策を強力に推進

【ハード対策】

【ソフト対策】

鳥獣害防止総合
対策事業（新規）

ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
一
体
的
な
取
組
を
支
援

被害防止施設の整備

処理加工施設の整備等

捕獲対策
体制整備
追い払い対策
緩衝帯設置 等

計画的・総合的な被害対策の実施

人と鳥獣の棲み分けに配慮して

緩衝帯の設置、食害の防除、野生鳥獣の生
息環境にも配慮した広葉樹林の育成活動等

個

体

数

調

整

被

害

防

除

生
息
環

境
管
理

・効果的な捕獲技術や防除技術の開発
・各種公共事業の目的に応じ、鳥獣害対策の取組を支援
・アドバイザーの登録・紹介、被害防止マニュアルの作成・配布、普及指導員等に対する研修

連 携
関連対策

暮らしを守る鳥獣害対策の展開

サルの被害対策においては特に困難性が高いため、

サルの被害対策専門組織の育成



（５）災害に強い農山漁村づくりとコミュニティ復興への支援の展開

【 ， （ ） 】安全・安心な農山漁村づくりの推進 １ １１９ ８６１ 億円

対策のポイント

農山漁村地域の安全度を高め、災害による被害の軽減を図ります。具体

的には、ハード整備とソフト対策等が一体となった防災・減災対策を推進

します。また、被害を受けた地域の農山漁村の機能の回復によるコミュニ

ティの復興を支援します。

（災害に係る農山漁村の現状）

近年甚大な自然・ 平成１９年に発生した台風４号や新潟県中越沖地震などのように、

しています。災害が多発化

被災リスク・ 地球温暖化の進行に伴って大雨の頻度や熱帯低気圧の強度が高まるなど

しています。が増大

・ 農村の過疎化、農家の減少・高齢化に伴い、農地・農業用施設を管理する農家の防

農村の災対応能力が低下する一方、混住化の進展等に伴い被災リスクが増大するなど

しています。地域防災力が低下

・ 里山等における竹林の拡大等による荒廃森林の増加が懸念されており、森林の整備･

保全を通じて させることが重要となっています。山地災害防止機能等を向上

・ 漁村は、概して、前面が海、背後が山という狭隘な土地に立地するなど地震・津波

等の 。災害に対して脆弱な面を有しています

政策目標

（ ）○ 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８１万ha

について、防災・減災対策を実施

○ 周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された集落数を平成２０年度

末までに４，０００集落増加

○ 平成２３年度までに、防災機能の強化が講じられる漁村の人口比率を

２１％（平成１６年度）から概ね３０％に向上

＜内容＞

１．安全・安心な農村づくりの推進

ハード整備とソフト対策が一体となった防災・減災対策を行うことにより、

農村地域の安全度の向上と災害による被害の軽減を図ります。また、甚大な被害

を受けた農村地域のコミュニティ復興対策を推進します。

【広域防災ため池等整備モデル事業（公共） １００（０）百万円】

【農村災害対策整備事業（公共） １００（０）百万円】



【ため池等整備事業（一般 （公共） ２１，５１５（１４，７１８）百万円】）

【海岸事業（農地 （公共） １０，６３４（８，８０６）百万円】）

２．里山等における荒廃地・荒廃森林の整備・保全の推進

竹林の拡大等により荒廃した里山等の集落周辺において、治山施設の設置に

よる荒廃地等の整備に加え、本数調整伐等の森林整備を併せて行うことにより、

山地災害による被害の防止・軽減を図る治山事業を効果的に推進します。

【治山事業（復旧治山、予防治山等 （公共））

５９，４９５（４５，７５７）百万円】

３．災害に強い漁村づくりの推進

効率的な緑地・広場施設（避難地 、防災情報伝達施設等の整備や早期復興に）

向けた被災後の時間経過に応じた減災対策手法マニュアルの策定・普及により漁

業地域の防災・減災対策を推進します。また、台風等により被災を受ける恐れの

高い地域等において地震、津波、高潮対策を緊急に実施します。

【漁業集落環境整備事業（公共） ７，３０２（６，２７４）百万円】

【強い水産業づくり交付金 ８，９８２（８，７６２）百万円の内数】

【漁業地域の減災モデリング事業 ３０（０）百万円】

【海岸事業（漁港 （公共） １２，７１９（１０，５３２）百万円】）

農林水産業被害年次別一覧（過去５カ年）

（ ）単位：百万円

主 な 災 害年 次 被 害 額
うち施設うち農林水産物

14 199,844 45,065 154,779 台風6･7号、台風15号、台風21号

15 650,172 420,724 229,448 宮城県沖地震、宮城北部地震、7月梅雨前線豪雨、台風10号、

台風14号、十勝沖地震、冷害

16 1,000,469 239,687 760,782 台風6号、7月梅雨前線、台風10･11号、台風15号、台風16号、

台風18号、台風21号、台風22号、台風23号、新潟県中越地震

17 190,800 18,200 172,500 福岡県西方沖地震、梅雨前線豪雨、台風第14号

18 289,300 50,600 238,700 豪雪、梅雨前線豪雨、台風第13号、10月初旬の低気圧

注）被害額については、農林水産業被害報告取りまとめ要領（昭和48年5月21日48総第382号農

林水産事務次官依命通知）に基づき集計したもの。

担当課：農村振興局防災課 （０３－６７４４－２２１０（直 ））

林野庁治山課 （０３－６７４４－２３０７（直 ））

水産庁防災漁村課 （０３－３５０２－５６３３（直 ））



（６）都市農業の振興

都市農業振興対策 ８（８）億円】【

対策のポイント

都市住民のニーズ等を踏まえ、都市農業の振興及び都市農地の保全に係る

地方公共団体の計画的な取組を促進するため、各種施策を一体的に推進し、ま

た、都市農業に関する窓口を設け、各種事業についての連絡調整を行います。

（地方公共団体の取組状況）

○ （平成18年12月策定）練馬区： みどり３０推進計画「 」

緑被率 敷地の面積に対して 「農（ 「樹木の覆っている部分 「樹林 「草地、 」 」 」

地」の面積の占める割合 30％ 30年後に実現） を

○ の制定の動き大阪府：大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例（仮称）

政策目標

○ 都市農地の保全と活用を図り、新鮮で安全な農産物の供

給や体験・交流の場の提供を求める都市住民の期待に対応

○ 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）

＜内容＞

１．新鮮な農産物の供給に関する支援

（１）農産物の供給に必要な施設等の整備

新鮮な農産物供給等の観点から、耕土改良等の基盤整備や農産物加工処理施

設の整備など、都市農業振興に必要な施設等の整備を支援します。

【広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）百万円の内数】

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

（２）都市部における地産地消の推進

都市部での地産地消推進の観点から農産物直売所の整備や地産地消モデルタ

ウン構想への取組活動、コーディネーターの育成等を支援します。

【広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）百万円の内数】

【地産地消モデルタウン事業 ２８１（２８１）百万円】

【強い農業づくり交付金（地産地消特別枠） ５００（５００）百万円】

【地産地消推進活動支援事業 １３（１３）百万円】



２．農業体験や交流の場等の提供に関する支援

（１）都市農業の機能を活用した体験・交流活動の推進

都市農業の振興及び都市農地保全に資するモデル的取組や援農ボランティア

養成施設等の整備を支援します。

広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）教育ファームの推進

食育の推進の一環として、教育ファームが全国で幅広く継続的に展開される

ようにするための支援や、教育ファーム推進計画の作成及び優良事例の情報提

供等の支援を行います。

【にっぽん食育推進事業 ３，０９５（３，８１５）百万円の内数】

【食の安全・安心確保交付金 ２，５３４（２，５１３）百万円の内数】

３．緑地・防災空間の提供や自然循環機能の増進に関する支援

（１）緑地・防災空間に必要な施設整備

既存の農業用用排水施設の改修や親水・景観保全施設等の整備を支援し、農

地保全を通じ、ヒートアイランド対策を推進します。また、防災施設の整備と

して、防災兼用井戸の整備や、災害を未然に防止するため、農業用ため池の改

修を実施し、親水・緑地空間としての活用も推進します。

【広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）百万円の内数】

【ため池等整備事業（一般 （公共） ２１，５１５（１４，７１８）百万円の内数】）

（２）バイオマスの利活用の促進

バイオマス資源を循環利用する総合的利活用システムを構築するため

のバイオマスタウン構想の策定、バイオマス変換・利用施設等の一体的

な整備等を支援します。

地域バイオマス利活用交付金 １３，６９５（１４，３４６）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

［担当課：農村振興局農村政策課（０３－３５０２－００３３（直 ］））



（７）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 １１８（１１２）億円ほか】

対策のポイント
農山漁村地域に新たな活力をもたらすため、国民の二地域居住やＵＪＩタ

ーン等の「暮らしの複線化」の実現を、農林漁業への就業支援等により後押

しします。

（暮らしの複線化とは）

・ 都市住民の地方への中・長期滞在、二地域居住、ＵＪＩターンなど、異なる場で暮ら

す、又は年代によって生活の場を変えるという多様な暮らし方のこと。

(現状)

・ 都市部の若者や団塊世代等の農山漁村への関心は高く、

都市住民の約４割 二地域居住の願望を持っています。① が、都市と農山漁村との

都市住民の約２割 定住願望を持っています。特に、２０歳代、５② が、農山漁村への

と高くなっています。０歳代で３割

・ 2007年から を迎えていますが、大半の方が定年後団塊世代(680万人)が大量に定年退職

も働く意欲を持っています。

・ となっています。政府では2010年までにピーク時の８フリーターは2006年には187万人

を設定しています。割に減らす目標

政策目標
60歳以上の離職就農者数を5割増（4.2万人（15年度）→6万人（23年度)）

新規就農者数(39歳以下) 毎年12千人程度

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等によ

り、団塊世代、若者等が します。農山漁村の場で活躍するための情報提供

スローじんせい二毛作再チャレンジ支援事業 ７６（８０）百万円

事業実施主体：民間団体等

※・人 生 二 毛 作 ：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＆ｼﾞｮﾌﾞ ：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。

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、体験団塊世代、若者等が経験がなくても農業に就けるよう、

を行います。・研修、参入準備、定着の各段階に対応したきめ細かな支援

新たな発想・アイデアに基づく新分野への進出さらに、再チャレンジ就農者の

等を充実し、若者等の農業参入・定着を後押しします。への支援

【 （ ） 】農業再チャレンジ支援事業 ６８７ ６４１ 百万円

【強い農業づくり交付金(再チャレンジ優先枠) ５００（５００）百万円】

ほか



（２）林業における再チャレンジ
森林施業をより効率的に実施す林業への就業に必要な技術に関する実地研修や

るための研修等 地域の林業をビジネスとして展開する人材を支援します。また、

や、Ｕターン森林所有者に対する情報提供等への支援を行います。の養成

林業再チャレンジ支援事業 ６，７７２（６，７６０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：全国森林組合連合会、民間団体

（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、 、 、

など、異業種からの参入も含めて、各段階に対応現場における体験、研修の実施

したきめ細やかな支援を行います。

漁業再チャレンジ支援事業のうち漁業就業者促進情報整備事業及び

新規就業者確保・育成支援事業 ２７５（２７５）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

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・能力を有する団塊世代等を農林漁業経営体に対する研修の講

することにより、団塊世代等の持つ能力を農林漁業経営体で発揮できる師として活用

環境を整備します。

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 １８８（２０７）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

４．農山漁村での二地域居住・起業等の支援
農山漁村への定住や滞在、都市との交流等の国民的な運動の一層の推進、定住・

二地域居住に向けた新たな手法の検討、宿泊体験活動の受入体制整備への支援、滞

在型市民農園等の整備促進のための技術的支援等を実施します。

また、農山漁村における新たな産業の創出や、産業振興を担う人材の育成等への

支援を行います。

【賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業 １１５（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（１,０００）百万円】

【広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）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】

【山村再生総合対策事業 ３００（０）百万円】

【漁村地域力向上事業 １０３（７５）百万円】

【人づくりによる農村活性化支援事業 １７（１７）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（２８０）百万円】

ほか

[担当課：経営局普及・女性課（０３－３５０２－１９６２（直 ）]）



・農林漁業等地域での活躍・定着
に向けた研修・起業等の支援

・滞在・交流の拠点の整備や、Ｎ
ＰＯ等のボランティア活動の支援

農林漁業再チャレンジ支援対策
総額：１１８(１１２)億円ほか

・経験ゼロの人が安心して就業･定住できるよう､きめ細かな対策を実施

・地域活性化に資するため、二地域居住･農山漁村での起業等を支援

スローライフ
＆ジョブ
人生二毛作
の啓発・普及
０.８(０.８)

億円
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再チャレンジ支援総合プラン
（H18.12）

スローライフ＆ジョブ

人生二毛作

農
業

このほか、
○ 就農後の技術指導
○ 女性の経営参画促進

１.４(１.４)億円
強い農業づくり交付金
３０３(３４１)億円の内数

○ 情報提供・相談
○ 体験・研修
○ 参入準備
○ 定着

林
業

《森林所有者向け》
○ 情報提供・相談
○ 学習会・短期研修

《林業就業者向け》
○ 情報提供・相談

６８（６８）億円

漁
業

○ 情報提供・相談
○ 体験・研修
○ 漁業就業・参入準備

２.７ (２.７)億円

このほか、
○ 漁船員スキルアップ対策

０.３(０.２)億円

○ 二地域居住・定住の推進
○ 都市との交流推進

○ 起業支援 総額 ２２（１６）億円
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
（優先枠） １０（１０）億円

二地域居住・農山漁村での起業等支援

農林漁業への就業支援
都市 農山漁村

都会の若者・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

再チャレンジ支援策の今後の方
向性（H19.5）

・地域における若者支援の拡充

・「暮らしの複線化」の推進

若者や団塊世代の農林漁業への就業
支援等

ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
＆
ジ
ョ
ブ
、

人
生
二
毛
作
の
実
現

・農山漁村における新たな産業創出

・産業振興を担う人材の育成 等

･地域林業ビジネス
リーダーの養成

･就農者の新たな発想・アイデ
アに 基づく新分野進出の支援

･遠洋漁業船員養成講習

農
山
漁
村
の
活
性
化

･施業の効率化等のための
長期実地研修

・国民運動の展開
・促進手法の検討
・農林漁家民宿の受け入れの体制整備 等

６.９(６.４)億円
強い農業づくり交付金(優先枠)５.０(５.０)億円

破線囲みは拡充事項

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 １.９（２.１）億円



Ⅱ 食と農に関する国家戦略的取組

（１）食料自給率向上のための戦略的取組

食料自給率向上対策 １７２(６５）億円】【

対策のポイント
食料自給率の向上を図る上で、影響の大きい４品目（米、飼料作物、油脂、

野菜）を重点に置き、消費と生産の両面からの取組を戦略的に推進します。

（現状）

・ 我が国の食料自給率（カロリーベース）は、主要な先進国の中で最低水準（オー

ストラリア２３７％、アメリカ１２８％、フランス１２２％、イギリス７０％（以

上平成１５年 、日本３９％（平成１８年度 。） ））

・ 世論調査では、現在の我が国の食料自給率の水準について、約７割の人が「低い」

と回答。また、我が国の将来の食料供給について、約８割の人が「不安がある」と

回答（平成１８年１２月内閣府特別世論調査 。）

政策目標

食料自給率の向上

カロリーベース ３９％（平成１８年度） → ４５％（平成２７年度）

生産額ベース ６８％（平成１８年度） → ７６％（平成２７年度）

＜内容＞

１. 食料自給率に関する国民への情報発信の強化

① 国民の食料自給率向上への関心が深まるよう、メディアミックス（多様なメ

ディアを効果的に組み合わせた広報）の手法を活用するなどの戦略的な広報

、「 」 「 」活動を実施するとともに 食事バランスガイド を活用した 日本型食生活

の普及・啓発を推進します。

【食料自給率戦略広報推進事業 ２，０００（０）百万円】

【にっぽん食育推進事業 ３，０９５（３，８１５）百万円】

【新規米加工品需要開発事業 １２０（０）百万円】

② 途上国の経済発展、バイオ燃料の生産拡大等による農産物需要の増大など、

国際的な食料需給の動向変化やそれに伴う穀物価格の高騰等に的確に対応す

るため、これら国際食料事情の変化に関する迅速な情報の収集、正確な要因

分析、効果的な分析結果の提供などそれぞれの面での取組を強化します。

（ ） 】【世界食料需給動向等総合調査・分析関係費 １２２ ０ 百万円

③ 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。

また、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。



地産地消特別対策 ７９４（７９４）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

２．生産基盤強化に向けた総合的な対策

① 市町村内の農業関係者が一丸となって行う、農業産出額の増加を目標とした

産地づくりを総合的に支援します。

産地生産拡大プロジェクト支援事業 １，２６９（０）百万円

補助率：１／２、１／３等

事業実施主体：民間団体、地域協議会、市町村

② 需要に応じた生産量の確保、生産コストの削減、品質の向上など産地の競争

力の強化を図るための取組を支援します。

強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数

補助率：１／２、１／３等

事業実施主体：民間団体

③ 新技術等の導入と未活用労働力・資本の活用等による生産性の限界を打破す

る営農システムのモデルの構築・普及を推進します。

生産性限界打破事業 １，００３（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

④ 加工・業務用需要に対応した国産野菜・果物の安定供給体制の整備のため、

栽培体系の確立や契約取引の推進に必要な産地指導者の育成等を行います。

加工・業務用対応型園芸作物生産流通拡大事業 ６０（４３）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３. 飼料自給率の向上に向けた総合的な取組

① 地域の関係者が連携した、緑肥作物の飼料への転換、耕作放棄地の草地とし

ての有効活用の普及・促進を支援します。

粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 ６０５（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県飼料増産推進協議会

② 耕種農家と畜産農家の連携により、稲わらや稲発酵粗飼料（稲ホールクロッ

プサイレージ）の利用拡大に加え、新たに、中核的な担い手であるコントラ

クター等による水田の裏作としての飼料作物を作付けし、畜産農家へ供給す

る取組を支援します。

国産粗飼料増産対策事業 １，９８９（１，７２２）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体



③ 短期間に配合飼料原料としてのエコフィードの生産量と利用量を拡大するた

め、地域の食品残さ飼料化業者と配合飼料メーカーが連携したエコフィード

の生産の増加や原料の品質確保に必要な集荷体制の構築を支援します。

エコフィード緊急増産対策事業 １，０３０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会

④ 配合飼料価格の急激な上昇が、国産飼料を活用する畜産農家に及ぼす影響を

緩和するよう、国と民間による計画的な「異常補てん基金」の積立や「通常

補てん基金」に財源不足が生じた際の借入に対する利子助成を行います。

配合飼料価格安定資金造成事業 ５，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体： 社）配合飼料供給安定機構（

⑤ 食品残さの飼料化等バイオマスの利活用を加速化する施設の整備や体制の確

立等を支援します。

【地域バイオマス利活用交付金 １３，６９５（１４，３４６）百万円の内数】

【バイオマス利活用加速化事業 ８２（４１）百万円の内数】

⑥ 事業者と農業者等が連携して行う 食品廃棄物の肥料化・飼料化を通じた リ、 「

サイクル・ループ」の形成等のための認証ルールづくり等を支援します。

【食品資源循環形成推進事業 ４２（４２）百万円】

【食品循環資源経済的処理システム実証事業 ７０（７０）百万円】

［担当課：総合食料局食料企画課（０３－３５０２－７９４２（直 ］））



平成１８年度の食料自給率は９年ぶりに低下し３９％（カロリーベース）。自給率向上につながる取組を強化する必要

【取組強化に向けた視点】

① 成果を意識した戦略的な取組の強化

② 大きな影響を与える４品目（米、飼料作物、油脂、野菜）に施策を集中、消費・生産の両面から危機感を持って検討

③ 消費者・実需者を巻き込んだ国民運動の展開、食品産業の需要に応じた生産・流通・消費対策の確立、農林水産物の輸出促進等の視点を反映

④ 自給率の向上は、全ての関係者が一致団結し、国家としての長期展望・戦略を持って取り組むべき重要課題

食料自給率向上のための戦略的取組
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《生産面》

○ 加工・業務用需要に応える野菜の産地づくりの取組の強化

《消費面》
○ 国民の食料自給率向上への関心が深まるよう、メディアミックス（多様なメディアを効果的に組み合わせ

た広報）の手法を活用するなどの戦略的な広報活動を実施するとともに、「食事バランスガイド」を活用
した「日本型食生活」の普及・啓発を推進

【食料自給率戦略広報推進事業等 ２，１２０（０）百万円】

【にっぽん食育推進事業 ３，０９５（３，８１５）百万円】

○ 国際食料事情の変化に関する迅速な情報の収集、正確な要因分析、効果的な分析結果の提供などそ
れぞれの面での取組を強化するとともに、情報を一元的に収集・分析するための体制の整備

【世界食料需給動向等総合調査・分析関係費 １２２（０）百万円】

【２０年度組織・定員要求】

２０年度の追加的な取組

○ 飼料自給率の向上に向けた取組の強化

１９年度中の取組
《消費面》

○ 食育等における重点品目についての集中的な取組の実施
・ 米の消費拡大が期待される「朝ごはんビジネス」の支援や米粉の新

規需要の開拓の推進（関係業界等とも連携）

・ 脂質の過剰摂取の抑制に重点を置いた普及・啓発資材の作成（長
州小力パンフ）

○ 情報発信の取組の強化

《生産面》

○ 加工・業務用需要に応える野菜の産地づくりの取組

・ 新たな加工・業務用野菜のモデル産地の形成

・ 加工・業務用野菜の需要に取り組む産地への支援・指導の重点化

・ 学校給食における地場産の米・野菜等の活用実態等に即した地方
公共団体等との意見交換の実施

・ 商社・在外公館等との国際食料需給に関する情報共有の強化

○ 飼料自給率の向上に向けた取組

○ 「我が国農産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿った支援策の展開

・ 水田における地域の創意工夫を活かした飼料生産を支援

・ 食品関連業者と畜産農家等とのマッチングの実施による飼料化の推
進

・ 加工・業務用野菜の需要に取り組む産地については、強い農業づくり交付金により共同利用施設の整
備等の支援

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

・ 加工・業務用需要に対応した国産野菜・果物の安定供給体制の整備のため、栽培体系の確立や契約
取引の推進に必要な産地指導者の育成等の支援

【加工・業務用対応型園芸作物生産流通拡大事業 ６０（４３）百万円】

・ 緑肥作物の飼料への転換、耕作放棄地の草地としての有効活用の普及・促進の取組の支援

【粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 ６０５（０）百万円】

・ 地域の食品残さ飼料化業者と配合飼料メーカーが連携したエコフィードの生産拡大の支援

【エコフィード緊急増産対策事業 １，０３０（０）百万円】

追加的取組として、関係団体等の取組と併せ食料自給率向上協議会の場に報告

食料の未来を描く戦略会議の場も活用、国民に向けたメッセージの発信

○ 飼料自給率の向上に向けた取組の強化



世界食料需給動向等総合調査・分析

新たな情報収集システム
の構築による情報把握

省内での情報共有を図り独自の情報
を適時施策へ反映することが可能

情報分析の多角化・高度化
効果的な分析結果の提供
（分析レポートの作成）

多様な観点からの分析や変動要因相互
の関連など総合的な影響分析が可能

施策への的確な反映、国民全体での
認識共有、民間調達の円滑化等が可能

商社、食品製造業等とのネットワーク

海外現地コンサルタントの活用

職員による現地調査の実施（ノウハウ蓄積）

他産業の市場分析等ノウハウを活用し分析
（職員では困難な専門分野に限定）
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分析結果の検証委員会の開催
（食料需給の専門家などによる検証）
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（２）国産飼料の生産拡大と利用の促進

【 （ ） 】国産飼料生産拡大・利用促進対策 ３７２ ２６０ 億円

対策のポイント
国際的な穀物価格の上昇に対応するため、配合飼料価格の安定を図りつつ、

国産飼料の一層の生産と利用の着実な拡大による飼料自給率向上を進め、飼料

をめぐる新たな国際環境に対応できる力強い畜産経営を確立します。

（飼料の種類）

飼料は、粗飼料と濃厚飼料に分けられます。

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、稲粗飼料

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 、粕類濃厚飼料 ） ）

（大豆油粕、ビール粕、豆腐粕 、魚粉、エコフィード等）

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。

食品工場やスーパーで発生するパンくずや売残り弁当等食品残さを家畜の飼料としまた、

。て加工、再利用しています（エコフィード：環境にやさしい家畜飼料です！）

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．配合飼料価格の安定対策

配合飼料価格の急激な上昇が、国産飼料を活用する畜産農家の経営に及ぼす影響を

緩和するため、 とと国と民間の協力の下に計画的に「異常補てん基金」を積み立てる

「通常補てん基金」に財源不足が生じた際に必要な基金財源の借入に対もに、新たに

を行います。する利子助成

配合飼料価格安定資金造成事業 ５，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：(社)配合飼料供給安定機構

２．国産飼料増産の取組強化

（１）粗飼料の生産拡大

飼料作物の作付けを緊急的に促進する観点から、地域の関係者が連携し、有効利①

緑肥作物（ソルゴー、えん麦等）の飼料への転換 耕用されずに鋤き込まれている 、

します。作放棄地の草地としての有効活用を普及・促進する取組を支援

粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 ６０５（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県飼料増産推進協議会



耕種農家と畜産農家の連携により、稲わらや稲発酵粗飼料の利用拡大に加え、新②

地域における飼料生産の中核的な担い手であるコントラクター等が、水田のたに、

します。裏作として飼料作物を作付けし、畜産農家へ供給する取組を支援

国産粗飼料増産対策事業 １，９８９（１，７２２）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

③ 地域の水田地帯における生産性の向上や生産コストの低減、作付規模の拡大等、

、飼料増産に向けた草地や飼料畑の造成創意工夫を活かした飼料生産振興への取組

基盤の整備、飼料の生産・収穫・調製・流通保管のため・改良等を促進するための

します。の機械・施設の整備等へ支援

飼料作付面積また、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。に応じた支援

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

【耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（５，４０４)百万円】

【草地畜産基盤整備事業(公共) １７，７１３（１３，４１８）百万円】

【未来志向型技術革新対策事業 ６，３５７（５，８８２）百万円の内数】

【酪農飼料基盤拡大推進事業 所要額 ５，４４６（５，４４６）百万円】

（２）エコフィードの生産拡大と利用の促進

短期間に配合飼料原料としてのエコフィードの生産量と利用量を拡大するととも①

地域の食品残さ飼料化業者と配合飼料メに、畜産農家にその有効性を広めるため、

ーカーの両者が連携してエコフィードの生産量を増加させる取組 原料の品質確及び

します。保に必要な集荷体制を構築する取組に対し支援

エコフィード緊急増産対策事業 １，０３０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会

の取組への支援によ② エコフィードに関わる技術情報等の普及や認証制度の検討等

り、食品残さの飼料化を推進します。

エコフィード対策推進事業 ２８（２８）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

国の直接採択によりエコフィード原料や製品の収集・運搬が県域を越えるような③

します。大規模な整備の取組を支援

未来志向型技術革新対策事業 ６，３５７（５，８８２）百万円の内数

補助率：１／２

事業実施主体：民間団体

担当課：生産局畜産部畜産振興課(０３－３５０２－５９９３(直))

〃 畜産企画課(０３－３５０２－０８７４(直))



（３）食事バランスガイドの普及と教育ファームの展開による食育の

推進

食育の推進 １１３（９０）億円】【

対策のポイント

① 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。

② 教育ファームの取組を推進し、自然の恩恵の上に我々の食生活が成り立

っていることについての国民の理解を深めます。

（食育の推進）

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々

の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ 「食」に関して適切な判断を行う能力を身、

に付けることによって、健全な食生活を実践することが重要です。

（食事バランスガイドとは）

食事の望ましい組合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。

（栄養バランスが優れた日本型食生活とは）

、 、 、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「日本型食生活」は、健全で豊かな食生活を実現する上で効果的で

す。



（教育ファームとは）

自然の恩恵の上に我々の食生活が成り立っていることへの理解を深めること等を目的と

して、農林漁業者などが一連の農作業等の体験の機会を提供する取組のことです。なお、

一連の農作業等の体験とは、農林漁業に実際に携っている者による指導を受けて、同一人

物が同一作物について２つ以上の作業を年間２日間以上行うことです。

政策目標

「 」 （ ）○ 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：３０％ ２２年度

○ 市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主体による教育ファームの取組がな

されている市町村の割合：６０％（２２年度）

＜内容＞

１ 「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の普及・啓発．

、 、食育に熱心に取り組もうとしている地区を全国から選定し 関係者の連携の下

外食・小売業等の店舗、交通機関、公共施設等の場を利用して、集中的・重点的

に「食事バランスガイド」を活用した活動を展開し 「日本型食生活」の効率的、

・効果的な普及・啓発を図ります。

また 「日本型食生活」が健康にどのような効果を及ぼすのかを科学的に検証、

するための調査を実施します。

２ 「教育ファーム」の推進．

点的な取組に止まっている教育ファームが、全国で幅広く継続的に展開され

るようにするため、教育ファームの実施主体に対する研修の実施や運営マニュア

ルの作成を行うとともに、参加者の理解を助けるための教材の作成などを行いま

す。

また、市町村、教育関係者、農林漁業者等が連携して教育ファームに取り組む

モデル事業の実施により、自然の恩恵への感謝の念や「食」に関わる人々の活動

への理解を深める上でどのような手法が効果的なのかについて検証等を行いま

す。

【にっぽん食育推進事業 ３，０９５（３，８１５）百万円】

【食の安全・安心確保交付金 ２，５３４（２，５１３）百万円の内数】



（関連施策）

３．食料自給率に関する国民への情報発信の強化

① 国民の食料自給率向上への関心が深まるよう、メディアミックス（多様なメ

ディアを効果的に組み合わせた広報）の手法を活用するなどの戦略的な広報

活動を実施します。

食料自給率戦略広報推進事業 ２，０００（０）百万円

事業実施主体：民間団体

② 国際的な食料需給の動向変化やそれに伴う穀物価格の高騰等に的確に対応す

るため、これら国際食料事情の変化に関する迅速な情報の収集、正確な要因

分析、効果的な分析結果の提供などそれぞれの面での取組を強化します。

世界食料需給動向等総合調査・分析関係費 １２２（０）百万円】【

４．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

３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

【その他 １，３２５（９８０）百万円】

５．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（７９４）百万円】

６．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。

【３７６（１６７）百万円】

７．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 １３，６９５（１４，３４６）百万円の内数】

【その他 ３，５９９（３，２３６）百万円】

［担当課：消費・安全局消費者情報官（ ］０３－５５１２－２２９２（直））



~食事バランスガイドの普及と教育ファームの展開による食育の推進~
－ 「食育基本法」に基づき、食について自ら考え、判断できる力を育む食育を推進－

１ 全国段階の取組（にっぽん食育推進事業）

・点的な取組に止まっている教育ファームが、全国で幅広く継続的に展開され
るようにするため、教育ファームの実施主体に対する研修の実施や運営マニ
ュアルの作成、参加者の理解を助けるための教材の作成

・市町村、教育関係者、農林漁業者等が連携して教育ファームに取り組むモデ
ル事業の実施により、自然の恩恵への感謝の念や「食」に関わる人々の活動
への理解を深める上でどのような手法が効果的なのかについて検証

「教育ファーム」の推進

・食育推進リーダーによる「食事バランスガイド」等に係る活動(講習会等の開催)の促進

・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

・食育に熱心に取り組もうとしている地区を全国から選定し、関係者の連携
の下、外食・小売業等の店舗、交通機関、公共施設等の場を利用して、集
中的・重点的に「食事バランスガイド」を活用した活動を展開し、「日本
型食生活」を効率的・効果的に普及・啓発

・「日本型食生活」が健康面にどのような効果を及ぼすのかを科学的に検証
するための調査

・ポスター、パンフレットやマスメディア等の多様な媒体等を活用した普及
・啓発

・食育月間（６月）を中心に、「日本型食生活」や「教育ファーム」等を
テーマとしたシンポジウムやイベント、優良事例コンクール等の開催

「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の普及・啓発

２ 地域段階の取組（食の安全・安心確保交付金）

１ 全国段階の取組（にっぽん食育推進事業）

２ 地域段階の取組（食の安全・安心確保交付金）

・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



（４）新技術の導入支援による川上から川下までの食料供給コスト

の戦略的な縮減

【食料供給コスト縮減対策 １１５（９９）億円】

対策のポイント
「食料供給コスト縮減アクションプラン」に基づき、生産と流通の両面

におけるコスト縮減に向けた取組を、実施状況の検証を行いつつ着実に推

進します。

（分野ごとの取組）

・ 生産コスト縮減に向けて、低価格資材の供給、生産資材の流通の合理化、生産資

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．生産コスト縮減に向けた取組

① 新技術等の導入と未活用労働力・資本の活用等による生産性の限界を打破す

る営農システムのモデルの構築・普及を推進します。

生産性限界打破事業 １，００３（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

② 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、

生産資材の合理的な利用体系を確立します。

生産資材コスト低減成果重視事業 ２３（２３）百万円

補助率：１／２

事業実施主体：民間団体

③ コスト縮減に資する農業機械の実用化に向けた研究開発を推進します。

（独）農業・食品産業技術総合研究機構運営費交付金の一部

１，９３６（１,８８９）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

④ 直播栽培や不耕起栽培などの技術を組み合わせ、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、労働力配分や土地利用の合理

化、資本装備の最適化等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（１，７００）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



⑤ 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

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。

【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

３０，２９８（３４,０６７）百万円の内数】

【未来志向型技術革新対策事業 ６，３５７（５，８８２）百万円の内数】

⑥ 新技術（魚倉のコンテナ化、省エネルギーエンジン等）を漁業活動に導入し

経営改善を図るための、法人化等を志向するモデル的な取組を支援します。

効率的・安定的沿岸漁業促進事業 １９２（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

２．流通コスト縮減に向けた取組

① 食品流通における電子タグ等の新技術や通い容器の普及に向け、新技術を活

用するビジネスモデルや通い容器の新たな流通管理システムを構築します。

新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業 ３５０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

② Ｕターン転送のような非効率な食品流通を解消するため、流通業者のノウハ

ウ・知見を活用しつつ、新たな地域流通モデルを構築します。

地域流通モデル構築支援事業 ５０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

③ 卸売市場の再編や市場機能の充実に資するための施設整備、農業者と食品産

業等の実需者が広域連携し農畜産物等を配送・販売するための加工・流通拠

点施設の整備等を実施します。

【強い農業づくり交付金のうち卸売市場施設整備対策

３０，２９８（３４,０６７）百万円の内数】

【広域連携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

１，０７６（８９５）百万円の内数】

④ 加工業者、小売業者等と連携した新たなビジネスモデルを開拓。特に、市場

統廃合（ITを活用したセリ機能の統合を含む 、買参人の参入自由化等に取。）

り組む産地市場における産地・消費地間の直接取引を積極的に推進します。

水産物流通構造改革事業 ４９１（４９１）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

３．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～ 、科学的知見等を踏まえた化学肥料の登録有効期限の延長等の規制の見直）

しや、農協の経済事業改革の推進等を実施します。

［担当課：総合食料局食料企画課（０３－３５０２－７９４２（直 ］））



（５）技術イノベーション・知的財産の力による農林水産業の潜在能

力の発揮

イノベーションを先導する技術開発の加速化①

【技術イノベーション対策 ２５５（１２８）億円】

対策のポイント

農林水産業の現場の課題と政策的なニーズに対応した技術開発を

強化し、その成果を現場に迅速に還元します。特に、これまでのイネゲ

ノム研究の成果を活用した育種の推進等、食料、環境、エネルギーを

めぐる課題に対応した農業の新たな展開を図る技術開発に取り組みま

す。

（イネゲノム研究とは）

・日本中心の国際プロジェクトによりイネゲノム情報を２００４年までに解読。

・さらに、多収性に関与する遺伝子や乾燥耐性に関与する遺伝子などの農業上重要な遺伝子の

機能を解明。

・今後、これらの研究の成果を活用して、画期的な作物開発や作物開発期間の短縮が期待。

・コムギ、トウモロコシ等の遺伝子機能の大半はイネと共通しており、これらのイネ以外の作

物開発にも研究成果の利用が可能。

政策目標

○ 農林水産業の現場の技術的課題の解決と農林水産政策の推進に貢献

○ 複合病虫害抵抗性イネ、乾燥・塩害耐性コムギ等の作物を５年後までに開発

＜内容＞

１．ゲノム研究の成果を活用した育種の推進

国内外の食料、環境、エネルギーを巡る課題に対応した新たな農業の展開を図るた

め、イネゲノムの完全解読、約100個の農業上重要な遺伝子の機能解明等これまでの

イネゲノム研究の成果を活用して、画期的な作物の開発等を行います。

新農業展開ゲノムプロジェクト ５，００４（０）百万円

事業実施主体：民間団体等

２．競争的研究資金の再編充実

民間、大学、都道府県、独立行政法人等の研究機関・生産現場から課題を募り、農



林水産業・食品産業の発展に貢献する革新的基礎・基盤技術の開発や現場の課題に対

応した実用技術の開発を促進します。

【イノベーション創出基礎的研究推進事業 １０，７６０（０）百万円】

【新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 ８，９６９（０）百万円】

３．研究成果の実用化促進

既存の研究成果のうち、農業の生産現場での実用化に向け解決すべき課題を有する

ものについて、地域の関係機関相互の連携の下、さらに改善を加え、生産現場でより

実践的に活用を図る研究を行います。

研究成果実用化促進事業 ３００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地域農業研究・普及協議会（仮称）

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



イノベーションを先導する技術開発の加速化

農林水産業の新たな展開に向けた技術開発

農業

環境

農林水産技術開発を取り巻く情勢

民間、大学、都道府県、独立行政法人等の研究機関・生産現場から課題を募り、農林
水産業・食品産業の発展に貢献する革新的基礎・基盤技術の開発や現場の課題に対
応した実用技術の開発を促進

新農業展開ゲノムプロジェクトの推進新農業展開ゲノムプロジェクトの推進

○○地球温暖化の進行地球温暖化の進行
・過去１００年で０．７４度の気温上昇
・今世紀末までに１．１～６．４度の気温上昇
（予測）

食料・環境・エネルギーをめぐる課題に対応した農業の新たな展開を図るため、これまで
蓄積したイネゲノム研究の成果を活用して、画期的な作物の開発等を実施（超多収バイ
オマス作物、複合病虫害抵抗性イネ、乾燥・塩害耐性コムギなど）

技術開発の進行管理の徹底技術開発の進行管理の徹底
生産現場と行政の生産現場と行政の

ニーズへの的確な対応ニーズへの的確な対応

エネルギー
研究成果の実用化の促進研究成果の実用化の促進

○○耕作放棄地の増大耕作放棄地の増大
(平成７年) (平成17年)
２４万ha → ３９万ha

○○原油価格の高騰原油価格の高騰

過去４年で２倍以上の高騰

研究者・生産現場の創意工夫を活かす競争的研究資金の再編充実研究者・生産現場の創意工夫を活かす競争的研究資金の再編充実
○○農業労働力農業労働力の減少の減少・高齢化・高齢化

・基幹的農業従事者数

(平成7年) (平成17年)
２５６万人 → ２２４万人

・65歳以上の基幹的農業従事者

(平成7年)  (平成17年)
４０％ → ５７％

国産バイオ燃料生産の目標
（2005年度） （2011年度） （2030年頃）

30ＫＬ → 5万ＫＬ → 600万ＫＬ

研究成果について実用化
を促進するとともに、既存
の研究成果のうち、未活
用のものの実用化を促進
する研究を実施

関係行政部局の参画の下、
プログラムオフィサー（Ｐ
Ｏ）が各研究の進行管理
を的確に実施

生産現場や行政部局か
らの提案を踏まえて研究
課題を具体化・選別（地
域研究・普及連絡会議
等を開催）

○○バイオ燃料への期待の高まりバイオ燃料への期待の高まり

研究成果の実用化の促進研究成果の実用化の促進

既存の研究成果のうち、農業の生産現場での実用化に向け解決すべき課題を有するも
のについて、地域研究・普及連絡会議を通じて関係機関相互の連携の下、さらに改善を
加え、生産現場でより実践的な活用を図る研究を実施

研究サイドと行政サイドとの連携強化と技術開発の進行管理



② 知的財産の創造・保護・活用による競争力強化と地域活性化

【知的財産対策関係 ２３（１８）億円】

対策のポイント
先端的な研究開発の成果、植物新品種や家畜遺伝資源、地域ブランド、農林

水産業の現場の技術・ノウハウなどの知的財産を適切に保護し、積極的に創造

・活用する体制づくりを早急に進めます。

、 、農林水産業の産業としての潜在能力を発揮させるためには 先端的な技術や植物新品種に加え

農林水産業の現場の技術・ノウハウ、地域ブランド、食文化等の知的財産を適切に保護し、積極

的に創造・活用することが重要です。これにより、農林水産業・食品産業の競争力強化と地域活

性化を目指します。

（農林水産分野の知的財産とは）

政策目標

○ 研究技術開発成果や農林水産業の現場における技術・ノウハウ、植物品種

等の知的財産を農林水産業の競争力強化のために有効に活用する体制を整備

○ 農林水産物・食品の地域ブランド化の取組を促進

○ 植物新品種の育成者権保護を国内外において強化

＜内容＞

１．農林水産分野の知的財産の活用促進

（１）農林水産知的財産の創造・発掘・活用の促進

農林水産業・食品産業分野において、研究・技術開発の成果等の実用化を一層効

し、大学、独立行果的に実施していくため、農林水産知的財産ネットワークを構築

政法人研究機関、公立試験研究機関等の間で情報を共有し、保有する特許、育成者

権等をまとめたデータベースの作成・公開により民間企業等による活用を促進しま

現場の技術・ノす。また、農林水産業の現場の知的財産の円滑な活用を図るため、

しウハウ等の文書化、権利化、許諾、流通という一連の流れを創り出す手法を開発

ます。

農林水産業の現場で使われている技術・ノウハウ

保護の一手段
（知的財産権制度）

● 育成者権

● 特許権

● 実用新案権

● 意匠権

● 商標権

ブランド（地域ブランド、日本ブランド、企業ブランド等）

食文化、伝統文化

人々の手によってつくられた農山漁村景観

植物品種、動物品種、遺伝資源

農林水産分野の研究成果（農業技術等）

農林水産業の現場で使われている技術・ノウハウ

保護の一手段
（知的財産権制度）

● 育成者権

● 特許権

● 実用新案権

● 意匠権

● 商標権

保護の一手段
（知的財産権制度）

● 育成者権

● 特許権

● 実用新案権

● 意匠権

● 商標権

ブランド（地域ブランド、日本ブランド、企業ブランド等）

食文化、伝統文化

人々の手によってつくられた農山漁村景観

植物品種、動物品種、遺伝資源

農林水産分野の研究成果（農業技術等）



【農林水産知的財産発掘・活用促進事業 １０３（０）百万円】

【農林水産研究機関広域連携促進事業 ３０（０）百万円】

【現場創造型技術（匠の技）活用・普及支援事業 １５０（０）百万円】

（２）研究成果の活用

研究成果等の実用化に当たって、独立行政法人研究機関に加え、国公立大学や公

立試験研究機関が開発した新品種・新技術も活用し、これらの研究機関と産地・企

業の連携による新食品・新素材の安定供給システムの確立を支援します。

、 、また 普及組織が中心となって関係機関が普及・実用化のための実証を行う取組

ＴＬＯ（技術移転機関）による産業界への技術移転を引き続き支援します。

【新需要創造対策 １，０３０（１，０１０）百万円】

【産学官連携経営革新技術普及強化促進事業 ２３０（２３０）百万円の内数】

【農林水産技術移転促進事業 ５０（５０）百万円】

２．地域ブランド・日本ブランドの戦略的推進

地域が『真に力のある地域ブランド』を確立農林水産物・地域食品を対象として、

できるよう、生産・品質管理、名称管理、マーケティング力向上等の一貫した取組に

対しアドバイスするプロデューサーの派遣や専門家の招へい、機器や施設の整備等を

し、先進的な産地形成を促進します。また、知的財産としての保護活用事例を調支援

査します。

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、現地組織によ

る情報収集等を支援することにより、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。

【農林水産物・食品地域ブランド化支援事業 １５７（０）百万円】

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

【水産物流通構造改革事業 ４９１（４９１）百万円の内数】

【食料産業クラスター展開事業 ６０９（６０９）百万円の内数】

【海外日本食優良店調査・支援事業 ２３１（２７６）百万円】

【海外日本食優良店普及促進事業 ４５（０）百万円】

３．我が国の植物新品種、ブランド名称等の保護の強化

（１）東アジア植物品種保護フォーラムの設置

東アジア地域におい我が国の植物新品種を海外においても適確に保護するため、

て、制度の共通の基盤作りを目指し、各国が共同で調和のとれた制度の整備・充実

し、技術協力、人材育成を進めるため、｢東アジア植物品種保護フォーラム」を設置

等を推進します。

【東アジア植物品種保護フォーラム推進事業 １２９（０）百万円】

【アジア地域植物新品種保護制度整備推進事業 ２３（１５）百万円】



（２）ＤＮＡによる品種識別の促進

我が国のオリジナル品種保護のためのＤＮＡ品種識別技術の開発、登録品種の標

本・ＤＮＡの保存等を行います。

【登録品種の標本・ＤＮＡ保存等事業 ２４（０）百万円】

【農林水産物等輸出促進支援事業のうち品種保護に向けた環境整備 ７２（７２）百万円】

【品種登録予備審査促進データ構築提供 ３７（０）百万円】

（３）家畜遺伝資源の保護・活用体制の強化

海外の追随を許さない優れた和牛の生産体制を構築するため、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。また、遺伝子

情報に基づいた速度と多様性に優れる和牛の改良技術（遺伝子育種）の早期実用化

を図るため、和牛遺伝子解析等研究開発の促進のための取組を支援します。

【和牛精液等流通管理体制構築推進事業 １０９（１０９）百万円】

【畜産新技術実用化対策推進事業 ５９０（５５９）百万円の内数】

（４）海外の商標権等に関する情報収集・提供体制の強化

我が国食品産業の東アジア地域への投資を促進するため、海外現地連絡協議会の

拡充、情報収集・提供体制の強化等を進めます。

【食品産業国際競争力強化対策事業のうち東アジア産学官ネットワーク構築支援事業

９２（５８）百万円の内数】

４．人材育成・普及

普及指導員及び地方知的財産に関する農林水産現場の指導的人材を育成するため、

公共団体職員や農協の営農指導員等の指導的立場にある者に対し、知財専門研修を行

とともに、相談に対応できる体制を充実します。う

、 、 、また、農林水産業者に対して 知的財産の意識を広く啓発するため 地域ブランド

します。現場の技術・ノウハウの活用方法等知的財産に関するセミナーを実施

【農林水産分野知的財産人材育成総合事業 ４４（０）百万円】

[担当課：大臣官房企画評価課（０３－３５０２－５５２５(直 ）]）



知的財産の創造・保護・活用による競争力強化と地域活性化

知的財産の創造・発掘・活用知的財産の創造・発掘・活用 知的財産の保護知的財産の保護

○ 海外での保護の強化を目指し、東アジ
ア地域各国における調和的な品種保護制
度の整備・充実を推進するため、「東アジ
ア植物品種保護フォーラム」を設置。

○ 権利侵害への迅速な対応を目指し、
DNA識別技術の向上、鑑定可能な登録品
種の保管体制の整備等。

○ 我が国食品産業の東アジア地域への投
資を促進するため、情報収集・提供体制を
強化。

○ 家畜遺伝資源の保護・活用体制の強化

人材育成・知識の普及人材育成・知識の普及
○ 普及指導員や地方公共団体職員、農協の営農指導員等への研修による指導的人材育成
○ 農林水産業者等に対し、知的財産の意識を広く啓発

農林水産業・食品産業
の競争力強化
農山漁村の活性化

先端的な研究開発の成果、植物新品種や家畜遺伝資源、地
域ブランド、農林水産業の現場の技術・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。

○ 農林水産知的財産ネットワーク
の構築により、研究成果や現場の
技術・ノウハウ・植物新品種等の
知的財産の情報を共有し、マッチ
ング等の活用の体制を整備。これ
により、更なる知財創造を喚起。

○ 公的研究機関の研究成果
を幅広く活用し、新食品・新素
材の実用化により新需要を創造。

知財の創造・発掘・活用の促進

○ 『真の地域ブランド』を確立する
ための品質管理、生産体制の整
備、名称管理、マーケティング力
向上等を行うプロデューサーを派
遣

○ 地域ブランドを世界に発信

地域ブランド化の戦略的推進

支
え

支
え

支え支え支え支え （下地づくり）

植物新品種の国内外における
保護強化

その他知的財産の保護強化

紀州南高
梅干し

夕張メロン

関さば・関あじ

アントシアニ
ンを多く含む
紫イモ

紫外線を受け発光する生糸

電子基盤への応用



（６）農場から食卓までの食の安全と消費者の信頼の確保

① 食品の安全確保

【食品安全確保対策 ２５（１２）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

家庭での取扱いが適切でなければ、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、 する取組を進生産段階から加工・流通及び食卓にいたるまで安全を確保

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、適切な安全管食品に由来する健康リスクがどの程度あるのかを予測

理をするのに を行います。具体的には以下の取組必要な技術の開発や調査・研究

を行います。

① 有害微生物について、 を拡充し微生食品や生産環境の汚染実態の調査・分析

食品や飼物によるリスクへの対応を強化するとともに、有害化学物質による

料の汚染実態に関する調査・分析 使用基準や残留基準値などのや生産資材の

を引き続き実施。策定・見直しのための調査・試験

② 生産段階から流通・加工段階に至る様々な危害要因についてのリスク低減技

食品安全だけでなく、動物衛術の開発等、行政ニーズや社会ニーズに即して

を推進。生及び植物防疫も向上させるための研究

【食品安全確保調査・試験事業 １，０３３（９７９）百万円】

生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明と【

リスク低減技術の開発 １，０９９(０)百万円】

【新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 ８，９６９（注）百万円の内数

注：平成１９年度は 「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」で実施】、



２．国際基準等の策定への積極的な対応

コーデックス等の国際基準に我が国の実情を的確に反映させるため、関係国

との意見交換等を充実強化します。

【 （ ） 】ＳＰＳ関連調査・推進活動費 ２３ １３ 百万円

３．安全な農畜水産物の供給

農薬や飼料・飼料添加物、動物用医薬品などの安全性の確保や適正な使用等

により安全な農畜水産物の供給を確保します。

具体的には、自治体や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 するとともに、食の安全確保の観点から農薬の適正使用に関する指導を徹底

農作物の栽培・出荷方法に関する指針を策定・検証

② 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

ガイドラインの整備 国③ 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

適正製造指針の策定④ 有害物質混入防止のための飼料製造工場における

飼料及び動物用医薬品の安全性確保のための調査、指導⑤ 地域における

適正養殖規範を策定・普及⑥ 養殖水産物の安全性を確保するため、

、 、⑦ 二枚貝の安全性を確保するため を行うとともに貝類の毒化状況の実態調査

新たに を実施ノロウイルスの監視

⑧ 産業動物獣医師を育成・確保するため、 を実施就業体験や臨床研修

【食の安全・安心確保交付金 ２，５３４（２，５１３）百万円の内数】

【動物用医薬品対策事業費補助金 ６３（６３）百万円】

【流通飼料対策事業費補助金 ５３（５３）百万円】

【養殖衛生対策推進事業委託費 １０８（９９）百万円】

【貝毒安全対策事業委託費 １５（１０）百万円】

【獣医師育成・確保等支援対策事業費補助金 ６０（６）百万円】

担当課：消費・安全局消費・安全政策課（０３－３５０２－５７２２（直 ））

国際基準課 （０３－３５０２－８７３２（直 ））

農産安全管理課 （０３－３５０１－３７６７（直 ））

畜水産安全管理課（０３－３５０２－８２０６（直 ））

農林水産技術会議事務局研究開発課（０３－３５０２－７４３５（直 ））



② 動植物防疫対策の推進

動植物の防疫の強化 ９５(６８）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の海外からの侵入を防止するため、全国の植物防疫所で ８ ５ ０

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．アジアにおける高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の推進

鳥インフルエンザが国境を越え拡散している現状を踏まえ、家きん段階で早

期に撲滅し、新型インフルエンザの発生防止にも資するよう、アジア各国の防疫

対策を推進します。また、アジア各国で発生したウイルス検体の分析を実施する

中核診断施設を動物検疫所に新たに整備します。

【アジアにおける鳥インフルエンザ防疫体制強化プログラム

１，１５１（０）百万円】



２．家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止

動物検疫所において、輸出入動物及び畜産物の検査を実施し、海外からの家

畜の伝染性疾病の侵入を防止します。平成２０年度からは、国際基準を踏まえた

、 、 。検査手法の導入 靴底消毒の徹底などにより 一層の検査体制の強化を図ります

【動物検疫所充実強化対策費 ３１６（２２８）百万円の内数】

３．家畜の生産段階における疾病の清浄化等

。 、地域におけるオーエスキー病の清浄化へ向けた取組を集中的に推進します また

ワクチン接種の推進や死亡牛検査等により、各種疾病の清浄化を図ります。

、 。ＨＡＣＣＰ方式を活用した衛生管理を推進し 畜産物の安全性の向上を図ります

家畜衛生対策事業 ３，１６５（２，９４７）百万円

補助率：定額、１／２

４．家畜伝染病予防法に基づく家畜防疫の着実な実施

家畜伝染病予防法に基づき、都道府県が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を行います。また、防疫資材の開発や診断

薬等の備蓄・配布を行うことにより、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。

【家畜伝染病予防費 ３，５９１（３，５９０）百万円】

【家畜円滑処理体制強化整備事業 １４５（０）百万円】

【家畜伝染病早期診断体制整備事業委託費 １０３（０）百万円】

５．水産動物の伝染性疾病の侵入・まん延防止

① 動物検疫所において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 平成２０年度からは、冷凍エビなど水産物を介した疾病まん延リスクの評価

を進めるとともにＯＩＥ指定疾病の国内浸潤調査を実施し、新たな疾病リス

クへの対応を強化します。

【動物検疫所充実強化対策費 ３１６（２２８）百万円の内数】

【水産防疫技術対策事業委託費 ４６（３９）百万円】

【養殖衛生対策推進事業委託費 １０８（９９）百万円】



６．植物検疫体制の強化

① 作物に有害な病害虫の海外からの侵入を防止するため、植物防疫所で検査を

行うとともに、国内において重要病害虫の防除を推進します。

② また、検疫処理技術の国際基準策定のための国際会議を我が国へ誘致するほ

か、輸出促進を図るための輸出先国との検疫協議を加速化します。

【植物防疫所の検疫事業費 １，６８０（１，７９６）百万円の内数】

【植物検疫処理技術の世界標準化への戦略的対応推進事業 ２８（０）百万円】

【植物防疫対策事務費 ５０（４１）百万円の内数】

７．環境に配慮した病害虫管理体制の構築

① 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

わせた総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）を推進します。

② マイナー作物の防除対策の推進のため、農薬登録に必要なデータ収集等を支

援します。

【ＩＰＭ技術評価基準策定・情報提供事業委託費 １１２（１１２）百万円】

【食の安全・安心確保交付金 ２，５３４（２，５１３）百万円の内数】

８. 鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症対策技術の高度化

鳥インフルエンザやＢＳＥ等の人獣共通感染症について、科学的知見を集積

し、病原体の検査技術の高精度化・効率化等、効果的な防疫対策技術の確立を図

ります。

鳥インフルエンザ、ＢＳＥ等の高精度かつ効率的なリスク管理技術の開発

１，０９６（０）百万円

事業実施主体：民間団体等

担当課：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－５９９４ （直 ））

畜水産安全管理課 （０３－３５０２－８２０６ （直 ））

植物防疫課 （０３－３５０２－５９７６ (直)）

農林水産技術会議事務局研究開発課 （０３－３５０２－０９６６ （直 ））



③ 食の安全と消費者の信頼の確保

【食品に対する国民の信頼確保策 １９(１０）億円】

対策のポイント
① 食品事業者のコンプライアンス（法令の遵守及び企業倫理の保持）の

徹底、食品の製造・加工段階でのＨＡＣＣＰ手法の導入促進、食品事故

発生時の的確な対応が可能となるトレーサビリティの普及を図ります。

② 食品事業者による食品の安全や消費者の信頼確保に向けた積極的な取

組を促すため、意欲的な取組を行っている食品事業者やその食品を、民

間の多様な主体が適正に評価する仕組みをつくります。

③ 食品表示について監視・指導を徹底するとともに、表示制度の啓発を

実施します。

（ＨＡＣＣＰ手法とは）

ＨＡＣＣＰ手法とは、食品安全にとって重要な危害要因を、特定し、評価し、管理

する手法です。

（食品表示の適正化に向けて）

ＪＡＳ法により、我が国において消費者に販売される生鮮食品には、名称及び原産地

を、加工食品には、名称や原材料などを表示すべきことが義務付けられています。

また、加工食品の中でも加工度が低く生鮮食品に近い２０食品群については、その

原料の原産地も表示することが義務付けられています。

農林水産省では、適正な表示が行われるよう、全国の農政局及び農政事務所で監視

活動を行っています。

（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

か把握できることです。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

や食品回収などがより迅速に行えるようになります。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。

政策目標
○ 中小の食品事業者における企業行動規範、衛生管理マニュアル及び事

故対応マニュアルの作成率の向上

○ 食品の安全や消費者の信頼確保に向けて、積極的に取り組む食品事業

者の増加

○ 食品の不適正表示の改善

○ 食品事故発生時の的確な対応が可能となるトレーサビリティの普及



＜内容＞

１．行動規範の策定等コンプライアンスの徹底

コンプライアンスの徹底に向け、食品事業者による自主的な行動規範等の策

定を促すためのセミナーの開催や自己診断プログラムの提供等を行います。

食品企業信頼確保対策推進事業 ２００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．工程管理手法の積極的な導入による食品の品質・衛生管理の徹底

ＨＡＣＣＰ手法やＩＳＯ２２０００（ＨＡＣＣＰなどの工程管理手法と社内

） 、管理体制を一体的に確保する食品安全マネジメントシステム の導入を促すため

食品企業の経営者や現場責任者に対する研修会、セミナー、シンポジウムの開催

等を行います。

食品産業ＨＡＣＣＰ等普及促進事業 １７０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．食品事業者による食品の安全や消費者の信頼確保に向けた取組の促進

食品事業者による食品の安全や消費者の信頼確保に向けた積極的な取組を促

すため、意欲的な取組を行っている食品事業者やその食品を、民間の多様な主体

が適正に評価する仕組みをつくります。

食への信頼向上活動促進事業 １８４（０）百万円

事業実施主体：民間団体等

４．食品表示の監視指導・啓発の推進

消費者、製造業者等への表示制度の啓発を実施するとともに、食品表示の監視

指導を徹底し、食品表示の適正化を推進します。また、表示監視に当たる職員の

能力向上を図るとともに、監視に必要な機器を農林水産消費安全技術センターに

整備することにより、監視体制を強化します。

【特定ＪＡＳ規格検討・普及推進事業委託費 ４７（４７）百万円】

【食品表示適正化総合対策事業 ３５５（２６９）百万円】

【 独）農林水産消費安全技術センターの施設整備 ８５０（７３１）百万円】（

５．食品トレーサビリティの普及

食品事故発生時の的確な対応が可能となるトレーサビリティの普及を図るた

め、食品事業者の取組状況を調査･分析するとともに、事業者が現場で取り組む

ためのガイドの作成･実証を行います。

食品トレーサビリティ向上対策委託費 ６０（０）百万円

事業実施主体：民間団体等

担当課：消費･安全局表示･規格課 （０３－３５０２－５７２４（直 ））

消費･安全政策課 （０３－３５０２－８５０３（直)）

総合食料局 食品産業企画課 （０３－３５０２－５７２４（直 ））

食品産業振興課 （０３－３５０２－８２６０（直 ））



食品に対する国民の信頼確保策について

食品の安全・信頼確保のための取組の促進
食品事業者とその食品が

適正に評価される仕組みの構築

食品事業者の安全、信頼確保
の積極的な取組が評価される
環境の整備

監視指導の充実・強化

○国民からの情報提供等への職員の対
応能力の向上
地方農政事務所職員の情報提供等に対する対応

能力を向上させるための研修プログラムの開発、実
践的な研修等を実施

○加工食品の検査・分析の充実
農林水産消費安全技術センターの買い上げによる

抜き打ち検査の実施及びそのために必要な分析施
設を整備
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○法令遵守体制の整備、緊急時の対応方針の策定、
情報伝達体制の整備等を食品企業が実践することを
促進

○ＨＡＣＣＰ手法とＩＳＯ22000（食品安全マネジメント

システム）の導入を促進するための研修会、セミナー
の開催等

○食品事業者の取組状況の調査･分析、事業者
が現場で取り組むためのガイドの作成･実証

工程管理手法の積極的な導入

コンプライアンスの徹底

トレーサビリティの普及

○消費者の視点に立った食品事業者
の意欲的な取組が多様な主体により
適正に評価されるための指標を策定

○この指標の普及・啓発を行うことによ
り、食の安全と消費者の信頼確保に向
けた食品事業者の取組を促進

表示制度の充実を検討

食品の業者間取引について、ＪＡＳ法の品質表
示義務の適用の可能性を含め、表示のあり方
を幅広く検討

食品の業者間取引の表示のあり方検
討会の開催



④ 生産工程管理（ＧＡＰ手法等の導入）の推進

生産工程管理体制の構築 １０（０）億円】【

対策のポイント
生産から食卓までの食品安全を確保するため、全国の農業生産現場にお

いてＧＡＰ手法の積極的な導入・推進を図るとともに、川上（生産）から

川下（加工）まで一貫した生産工程管理体制を構築します。

（ＧＡＰ手法とは）

は、農産物の食品としての安全性の確保のみＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）

農業生産工程全体を管理し、ならず、環境の保全、労働安全の確保等様々な目的で、

です。適正な農業生産を実現するために有効な手法

我が国の多くの産地や農業者が取り入れ、自らの営農・生産条件や実力に応じて取

り組むことで、産地の競争力強化や農業経営の改善、効率化に資するとともに、農産

物の食品としての安全性等について します。消費者や食品事業者等の信頼の確保を推進

政策目標

平成２３年度までにおおむね全ての主要な産地（2,000産地）

においてＧＡＰ手法を導入

＜内容＞

１. 産地実証等への支援

都道府県や産地段階におけるＧＡＰ手法導入の 、産地の推進体制の整備・強化

普及マニュアルの作成 産地農業実態に即したＧＡＰ手法 、マニュアルを元にした

等に対する支援を行い、ＧＡＰ手法に取り組みやすい環境を整備し、農業者実証

や産地の取組の拡大を図ります。

食の安全・安心確保交付金 ２，５３４（２，５１３）百万円の内数

補助率：１／２以内

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

２. 先進的総合生産工程管理体制の構築

生産から加工まで 、工程管理の効果的な実施に対一貫した工程管理体制の確立

応できる に対する支援を行い、モデル的な取組の構築を通じ先進的な施設の整備

て、工程管理手法の普及を図ります。

先進的総合生産工程管理体制構築事業 １，０２７（０）百万円

補助率：１／２以内、定額

事業実施主体：民間団体

〔担当課：生産局生産技術課（０３－６７４４－２１１０（直 〕））



（７）農林水産物・食品の輸出の拡大

【輸出促進対策 ２５（２３）億円】

対策のポイント

農林水産物・食品の輸出の拡大に取り組みます。このため、関係府省、都道府

県、民間団体等が参画する農林水産物等輸出促進全国協議会で了承された「我が

国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿った支援策を展開します。

（輸出額の国別割合（１８年）） （輸出額が大きく伸びている主な品目）

輸出額
14年比 拡大の背景

（18年）

りんご 57億円 2.1倍 台湾で好評

緑 茶 31億円 2.2倍 欧米で流行

さ ば 126億円 22.0倍 中国で消費拡大

政策目標

農林水産物・食品の輸出額を平成２５年までに１兆円規模とする

＜内容＞

１．品目別の戦略的な輸出促進

（１）品目ごとの輸出実行プランの検討・普及等

輸出を拡大するに当たっての 、他の農林漁業者等にとって課題と対応方策の明確化

見本となる により、農林漁業者等の輸出活力を誘発します。先進的な取組の確立

みなぎる輸出活力誘発事業 ８６（６４）百万円

事業実施主体：民間団体

台湾
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（２）品目ごとの市場実態等調査等

個々の品目に係る 、 により、輸出の円滑化を市場実態等調査 海外貿易情報の収集等

推進します。

農林水産物貿易円滑化推進事業 １１０（２１５）百万円

事業実施主体：民間団体

（３）品目ごとのＤＮＡ分析技術の開発

品種を識別するための することにより、我が国のオリＤＮＡ分析技術の開発を支援

ジナル品種を保護し、輸出の促進を図ります。

農林水産物等輸出促進支援事業のうち品種保護に向けた環境整備 ７２（７２）百万円

補助率：１／２

事業実施主体：民間団体

２．意欲ある農林漁業者等に対する支援

（１）農林漁業者等の販売促進活動に対する支援

明確な目標を設定した農林漁業者等による や、戦略的な取組に対する総合的な支援

他の農林漁業者等にとって見本となる により、農先進的な取組に対する重点的な支援

林漁業者等による輸出の取組を促進します。

農林水産物等輸出促進支援事業のうち

農林水産物等輸出促進対策 ６００（６００）百万円

補助率：１／２、２／３

事業実施主体：民間団体

（２）海外における展示・商談会の開催、常設店舗の設置

海外 商談の場の提供 アンテナシにおけるバイヤーとの 、海外高級百貨店等における

により、農林漁業者等の販路の創出・拡大を支援します。ョップの設置

農林水産物等海外販路創出・拡大事業 ７４７（６１０）百万円

事業実施主体：民間団体

（３）国内における展示・商談会、輸出促進セミナー等の開催

における により、農林漁業者等が国内外のバ国内 商談の場、情報収集の場等の提供

イヤーや輸出先駆者等から活きた輸出情報を収集するためのネットワークを構築しま

す。

活きた輸出情報ネットワーク構築事業 ６１（５１）百万円

事業実施主体：民間団体

３．日本食・日本食材等の海外への情報発信

（１）各種イベントや広報活動を通じた情報発信

外国人オピニオンリーダー等に対する 、海旬の高品質な日本食・日本食材等の提供

外に日本食・日本食材等や日本食文化の魅力を伝える 、マスメシンポジウム等の開催

ディアを活用した により、日本食・日本食材等の魅力を海外に各種広報活動等の展開

発信します。



日本食・日本食材等海外発信事業 ４９９（３９７）百万円

事業実施主体：民間団体

（２）海外日本食優良店の普及を通じた情報発信

海外日本食優良店の 、現地における優良店の 、現地組織によ調査 基準の策定・普及

る することにより、海外における日本食の信頼性を高め、日本食フ情報収集等を支援

ァンを世界に拡げます｡

【海外日本食優良店調査・支援事業 ２３１（２７６）百万円】

【農林水産物等輸出促進支援事業のうち海外日本食優良店普及促進事業 ４５（０）百万円】

４．その他輸出促進関連予算

（１）農産物の輸出検査体制の強化

輸出品目の特性等に応じて 、品質の保持や物流の農産物の輸出検査を集荷地で行い

円滑化を図ります。

【農産物輸出増大に伴う植物検疫迅速化等特別対策事業費 ４４（０）百万円】

（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 や水産加工施設におけ輸出にも対応し得るＧＡＰ手法

る により、輸出促進に資する安全確保への品質管理のためのＨＡＣＣＰ手法の導入等

対応を図ります。

【先進的総合生産工程管理体制構築事業 １,０２７（０）百万円】

【食の安全・安心確保交付金 ２,５３４（２,５１３）百万円の内数】

【水産物品質管理対策推進支援事業 １２１（１２１）百万円】

（３）日本茶のブランド戦略の推進

により、日本茶のブランド戦略を推進します。品質管理認証システムの構築

日本茶品質管理認証システム構築事業 ２０（２０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（４）輸出振興のための生産、流通、加工技術の開発促進

輸出促進に資する生産、加工、流通技術に関する技術開発を促農林水産物・食品の

します。進

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 ８,９６９（注）百万円の内数

注：平成１９年度は「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」で実施

事業実施主体：民間団体等



（５）輸出力の強化に必要なインフラの整備

農林水産物・食品の安定的な供給の基礎となる します。また、インフラ整備を推進

強い農業づくり交付金に２,５００百万円、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

に１,３００百万円の します。輸出対策枠をそれぞれ設定

【国営かんがい排水事業費等（公共） ４９０，０４３（４１９，３８３）百万円の内数】

【水産物流機能高度化対策事業（公共） １２９,４４６（０）百万円の内数】

【強い農業づくり交付金 ３０,２９８（３４,０６７）百万円の内数】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９,９１１（３４,０８８）百万円の内数】

【森林・林業・木材産業づくり交付金 １１,６８１（９,７５６）百万円の内数】

【強い水産業づくり交付金 ８,９８２（８,７６２）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】

（６）輸出への取組等幅広い経営相談の実施

（独）中小企業基盤整備機構と連携し、輸出部門の新たな創設や事業拡大に向けた

、海外を含めた流通・サービス産業分野との を実施します。経営相談 マッチング

農業経営創業・事業拡大支援事業 １６８（０）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（７）事業者に対する海外でのサポート体制の整備

「東アジア食品産業活性化戦略」の一環として、東アジア各国主要都市に設置され

た協議会を通じ、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 を行います。情報提供等のサポート

食品産業国際競争力強化対策事業 ３４２（３０８）百万円の内数

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

［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））］



（８）農林水産分野の国際協力の推進

【政府開発援助 ４９（４８）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
○我が国及び世界の食料安全保障確保への貢献
○「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

○我が国へも影響を及ぼす地球規模での環境問題、越境性疾病への対応

＜内容＞
１．アジアにおける鳥インフルエンザ防疫体制強化に向けた支援

アジア地域の鳥インフルエンザのまん延防止に向け、アジア域内の早期通報体制の

整備、獣医行政組織の能力向上、ウイルス伝播ルートの解明に対する取組を行います。

アジアにおける鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ防疫体制強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ １５３（０）百万円

拠出先：国際獣疫事務局（ＯＩＥ）

２．持続的水資源の利用に向けた支援
利水者間の利用調整や基幹的灌漑施設の維持管理状況などに応じた実行可能な配

水計画を策定・実施するための政策提言を行います。

持続的水資源利用分析検討調査 ７３（０）百万円

拠出先：国連食糧農業機関（ＦＡＯ）、メコン河委員会（ＭＲＣ）

３．海外農業青年への日本型農業技術移転・人材育成事業
開発途上国の農業青年を対象に我が国の持つ環境にも配慮した日本型農業技術の

移転を行い、地域リーダーとしての人材育成を図ります。

海外農業青年日本型農業技術移転・人材育成事業 ５７（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：(社)国際農業者交流協会

４．アジア地域の植物新品種保護制度の整備推進
アジア地域の植物品種保護制度の整備・拡充のための人材育成や、地域内の各国

間の協力に向けた取組を支援します。

アジア地域植物新品種保護制度整備推進事業 ２３（１５）百万円

拠出先：植物新品種保護国際同盟（ＵＰＯＶ）

５．水産資源管理の強化に向けた支援
世界的な規模での水産資源の確保に向け、地域漁業管理機関間の連携を強化して、

開発途上国の資源管理を支援します。

地域漁業管理機関機能強化等促進事業 １６（０）百万円

拠出先：国連食糧農業機関（ＦＡＯ）

［担当課：大臣官房国際部国際協力課 （(０３)３５０２－５９１３（直））］



（９）食品産業の競争力の強化

【食品産業競争力強化対策 ９．５（９．２）億円】

① 東アジア市場全体を見据えた食品産業戦略の推進
【３．４（３．１）億円】

対策のポイント
我が国食品産業の東アジア地域における展開を促進することにより、東アジ

ア地域の活力を活かした国際競争力の強化を図る「東アジア食品産業活性化戦

略」を推進します。

（我が国食品産業と東アジア各国の現状）

・国内市場の量的飽和と成熟化。国際化への取組の遅れが欧米系との売上高の格差要因。

・一方、東アジア各国は、人口増加と高い経済成長による魅力的な市場。

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

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を

食品産業の海外展開支援マニュアルを作成 東アジア各調査・分析し、 します。また、

国主要都市に協議会を増設 東し、我が国食品企業へのきめ細かなサービスを行う等、

します。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

食品産業分野における専門知識・経験を有した方々の人材バンクへの登録と派遣等

を行い、 を支援します。海外現地法人の技術者・経営者等の人材育成・確保

【東アジア産学官ネットワーク構築支援事業 ９２（５８）百万円】

【食品産業海外人材育成支援事業 ５０（５０）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。を実証し、定着を図る

【新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 ８，９６９（注）百万円の内数】

注：平成１９年度は 「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」で実施、

【食品産業技術海外展開実証事業 ２００（２００）百万円】

３．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。

【輸出促進対策 ２，４５３（２，３３７）百万円の内数】



② 食料産業クラスターの形成の推進
【６．１（６．１）億円】

対策のポイント
地域の食品産業が中核となり、農林水産業やその他関連産業等との連携に

よる「食料産業クラスター」の形成を促進し、地域の食材を活用した戦略食品

の開発や販路開拓の取組等への支援を実施します。

食料産業クラスターによる主な取組状況）（

． 「 」 、 （ ）１ 鶏内臓肉を有効活用した高濃度アミノ酸発酵調味料 鶏醤 の開発 販売展開 北海道

． 「 」 （ ）２ 鹿沼市特産のハトムギ焼酎等を使用した 美たまるカステラ の開発､販売展開 栃木県

３．加賀野菜を微粉砕した加賀野菜パウダーの開発と微細粉末化装置の開発（石川県）

政策目標
食料産業クラスターに参画している食品製造企業の製品出荷額が

前年度実績を上回ること

＜内容＞

１．地域の食料産業クラスターによる戦略食品の創出

新たな戦略食品を創出するため、地域の食品企業と農林水産業やその他関連産業等

コーディネーターの確保、関係者の交流の促進、人材育成、地域食材をを結びつける

を推進します。また、戦略食品を安定販売するため、活用した新たな戦略食品の開発

大規模な商談会への参加 販路開拓 原材料の安定調達を可能とするための取組等の や、

等を推進します。

地域食料産業クラスター機能高度化促進費 ２３７（２３７）百万円

補助率：１／２

事業実施主体：民間団体

２．地域の食料産業クラスターに対する側面的支援

全国食料産業クラスター協議会 開発製品の販路拡大に資するマーケティンを通じ、

します。また、 や、グ情報を提供 大学、試験研究機関等の食品分野の技術開発の促進

等を行います。外食事業者と農業者等との交流会の開催

食料産業クラスター機能高度化支援費 ２０９（２０９）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．地域食品ブランドの育成・管理の推進

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、食品企業

等の を推進します。ブランド管理能力の向上等

地域食品ブランド育成・管理支援費 １６３（１６３）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当課：総合食料局食品産業企画課（０３－３５０２－５７４２（直 ］））



（１０）政策ニーズに即した農林水産統計の実施

【政策ニーズに即した農林水産統計 ７３（５９）億円】

（うち農林漁業センサスを除く額 ５８（５６）億円）

対策のポイント

統計調査業務の効率化・合理化を推進しつつ、強い農業づくりと農山漁

村の活性化に資する統計調査を着実に実施します。

（農林水産統計の課題）

○ 農林漁業・農山漁村の基本的な状況や農林水産政策の推進に直結するデータ等政策

の基礎となる統計調査を確実に実施するとともに、国民へより分かりやすく、理解し

やすい形で統計データを提供

○ 新統計法に基づく政府統計基本計画の策定に対応しつつ、農林水産統計を再構築

○ 総人件費改革に対応するため、統計調査を効率化・合理化（農林水産統計地方組織

の定員を4,132人（平成17年度）から平成22年度までに2,228人へ半減）

政策目標

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

を実施し、国民へ提供

＜内容＞

１．強い農業づくりに向けた農政改革の推進に資する統計の実施

、① 品目横断的経営安定対策に対応して 生産コスト等を把握する、 農業経営統計

します。集落営農関係の統計を拡充

② 米政策改革推進対策に関連して、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 します（現在、温暖化米の作況調査等各種生産統計を実施

が水稲の平年収量にどのような影響を与えるのか検討中（今秋に結論 。））

２．農山漁村地域活性化に資する施策のための統計の実施

① を実施し、その中で、漁業体験の参加人数、水2008年漁業センサスの本調査

産物直売所の利用者数といった都市との交流状況等地域活性化の取組を把握

します。

② を実施します（2010年に実施する農2010年農林業センサスに向けた試行調査

林業センサスの本調査の中では地域活性化の取組を調査 。）

③ によりバイオマスの利活用の状況を把握食品循環資源の再生利用等実態調査



します。

※ また、市町村ごとの農林水産業の状況を提供する デ「わがマチ・わがムラ」

ータ、集落データ等をホームページに分かりやすく掲載するなど、統計デー

タをより分かりやすく利用しやすい形で国民へ提供します。

３．新たな施策に対応した統計の実施

① を実施します（食料供給コスト縮減アクショ食料供給コストを把握する調査

ンプラン関連 。）

② を把握する調査を海外（東アジア諸国）における我が国食品産業の進出状況

実施します（東アジア食品産業活性化戦略関連等 。）

４．アウトソーシング 民間委託 、IT化による統計調査の合理化・効率化( )
（ ）。① します 公共サービス改革法に基づく包括的民間委託市場化テストを導入

・ 牛乳乳製品統計調査、生鮮食料品価格･販売動向調査、木材流通統計調査

② 等を推進します。民間調査員調査化･郵送調査化

・ 民間調査員の確保・育成(登録調査員制度、指導・研修会の充実)

・ 経営収支をパソコン上で管理できるソフトを調査キットとして貸与する

ことにより､調査対象農家の記帳負担の軽減､郵送調査による合理化を両立

・ 調査票のプレプリント化等により調査対象者の負担を軽減

③ した母集団整面積調査における衛星画像と地理情報システム（GIS）を活用

備の効率化を図ります。

［担当課：大臣官房統計部管理課（０３－３５０２－５６２１（直 ］））



政策ニーズに即した農林水産統計の実施 概算要求７３億円政策ニーズに即した農林水産統計の実施 概算要求７３億円

○○統計調査の統計調査の

① 市場化テストの導入（公共サービス改革法に基づく包括的民間委託）

・ 牛乳乳製品統計調査等の３調査について市場化テストを実施

② 民間調査員調査化・郵送調査化等の推進

・ 民間統計調査員の確保・育成

農山漁村地域活性化に資する施策のための統計の実施農山漁村地域活性化に資する施策のための統計の実施

○○新統計法に基づく新統計法に基づく

・ 食料供給コストを把握する調査（食料供給コスト縮減アクションプラン関連）

強い農業づくりに向けた農政改革の推進に資する統計の実施強い農業づくりに向けた農政改革の推進に資する統計の実施

・ 農業経営統計、集落営農関係の統計の拡充（品目横断的経営安定対策等関連）

・ 農林漁業・農山漁村の

〈総人件費改革への対応〉

・ 農林水産統計職員を大幅に
アウトソーシング、ＩＴ化による調査の効率化の推進アウトソーシング、ＩＴ化による調査の効率化の推進

新たな施策に対応した統計の実施新たな施策に対応した統計の実施

・ 2008年漁業センサス本調査の中で地域活性化の取組を調査

③ 面積調査における衛星画像と地理情報システム（ＧＩＳ）の活用

・ 米の作況調査等各種生産統計（米政策改革推進対策関連）

直結するデータの提供

の基本的な状況の把握

○○農林水産政策の基本農林水産政策の基本

4,132人

（H17年度）

2,228人

（H22年度）

4年で半減

（※ 温暖化が水稲の平年収量にどのような影響を与えるのか検討中）

（東アジア食品産業活性化戦略関連等）

削減し、他府省へ配置転換

・ 農林水産政策の推進に

農林水産統計を再構築農林水産統計を再構築

となる統計を実施となる統計を実施

の策定に対応しつつ、の策定に対応しつつ、

＜地方統計職員＞

農林水産統計の課題農林水産統計の課題 平成２０年度の主要調査平成２０年度の主要調査

・ 2010年農林業センサスに向けた試行調査の実施（※ 農林業センサスの中では地域活性化の取組を調査）

・ 食品循環資源の再生利用等実態調査（バイオマス利活用）

（※ 漁業体験の参加人数、水産物直売所の利用者数といった都市との交流状況等）

・ 海外（東アジア諸国）における我が国食品産業の進出状況を把握する調査

・ より分かりやすく利用しやすい統計データの国民への提供
（※ 「わがマチ・わがムラ」データ、集落データ等をホームページにわかりやすく掲載）

政府統計基本計画政府統計基本計画

効率化・合理化効率化・合理化

職員調査 19本 → (2本)

調査員調査 ７本 → 1１本

６本 → 1７本
郵送調査・オンライン調査

（Ｈ（Ｈ1717年度年度 →→ ＨＨ2020年度）年度）

（一部のみ職員調査）



Ⅲ 地球的視野に立った資源・環境対策の推進
～２００８年北海道洞爺湖サミットに向けた地球環境問題への積極的な貢献～

（１）国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けたバイオマス利活用の

加速化

国産バイオ燃料導入促進対策】【

【重点施策推進要望 ４６（３）億円】

対策のポイント
国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表に基づき、２０１１年度に

や資５万ＫＬ生産する目標の達成に向けた取組を進めます。また、セルロース

を活用する技術開発を進め、稲わらなどを利用した実証モデルを確立し源作物

ます。

（国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表とは）

２００７年２月、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて、２０３０年頃までの

工程表を関係７府省でとりまとめ、農林水産大臣から総理に報告しました。

① は、 を用いて、２０１１年度に単年度５万ＫＬの当面 規格外農産物等の安価な原料

生産を目指し、

中長期的 稲わら、間伐材等のセルロース系原料や資源② には、食料供給と競合しない

して、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を図ることとしています。作物を活用

政策目標

○ 国産バイオ燃料を２０１１年度に単年度５万ＫＬ以上導入

○ セルロース系原料や資源作物を活用した国産バイオ燃料の

大幅な生産拡大（２０３０年頃に６００万ＫＬ）

＜内容＞

１. 地域における環境保全・バイオマス利活用に係る取組の一体的な推進

に地域に眠る未利用のバイオマス、地球温暖化の影響、生物多様性の保全状況

実地調査 普及・啓発 地域での農林水産業を通ついての やシンポジウム等による 、

を一体的に支援します。じた地球環境保全に関する取組

環境バイオマス総合対策推進事業 ５５０（３３７）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２. 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた取組

（１）ソフトセルロースからバイオ燃料を製造する技術の確立

原料の収集・運搬、バイオ燃料製造、自動車等走行モデル地区において、

を一体的に行い、 します。の技術実証 ソフトセルロースの利活用技術を確立



具体的には、以下の活動に対して支援を行います。

・ 民間団体によるモデル地区の選定・管理・評価

・ バイオ燃料製造施設の整備

・ 原料の収集・運搬、バイオ燃料製造、自動車等走行の技術実証

ソフトセルロース利活用技術確立事業 ４，０６２（０）百万円

補助率：定額、２／３

事業実施主体：民間団体、地方公共団体

（２）バイオ燃料の地域利用モデルの確立

① 外食産業で廃棄処分される する試行的な「割り箸」をバイオ燃料等に再利用

取組を支援します。

外食産業バイオマス利用実験事業 ７０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

バイオディーゼル燃料を農業機械に安定的かつ継続② 地域において生産された

を行います。的に利用するための技術の実証

地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業

１２２（０）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：市町村、民間団体

③ を行うモデル原料調達からバイオ燃料の製造・販売まで一貫した大規模実証

性の高い取組に対し、ハード・ソフト両面での支援を行います。

バイオ燃料地域利用モデル実証事業 ５，４３５（８，５４４）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（３）資源作物の導入等に向けた技術開発等

資源作物の導入 低コスト・① 中長期的な視野に立ち、 等に向けたバイオ燃料の

等を行います。高効率生産技術の開発

地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発

１，４９３（１，５００）百万円

事業実施主体：民間団体等

海洋の未利用バイオマス資源を用い、船上でのバイオディーゼル燃料高効率②

を行うシステムの開発等を行います。生産・利用

バイオマス燃料自給型漁船漁業創出事業 ９８（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当課：大臣官房環境バイオマス政策課 （ ］０３－３５０２－８４６６（直））



国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けたバイオマスの利活用の加速化

○ 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表に基づき、２０１１年度に５万ＫＬ生産する
目標の達成に向けた取組を進めます。また、セルロースや資源作物を活用する技術開発を進
め、稲わら利用の実証モデルを確立します。

・H19.3時点の生産量は30KL※と推計

国産バイオ燃料の生産動向

・H19年度から大規模実証を実施（合計で3.5万KL）

国産バイオ燃料生産拡大の課題

地域における環境保全・バイオマス利活用に係る取組の一体的な推進

バイオマスの利活用、地球温暖化の防止、生物多様性の確保のための実地調査や普及・
啓発、 地域での農林水産業を通じた地球環境保全に関する取組を一体的に支援

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた取組

（１）ソフトセルロースからバイオ燃料を製造する技術の確立

（２）バイオ燃料の地域利用モデルの確立

モデル地区において、原料の収集・運搬、バイオ燃料製造、自動車走行の技術実証を一体
的に行い、ソフトセルロースの利活用技術を確立

（３）資源作物の導入等に向けた技術開発等

２０年度国産バイオ燃料導入促進対策

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大へ

地域に「広く」「薄く」未利用のバイオマスが
存在

・ ・ 収集・運搬コストの低減や変換効率の
向上等が不可欠

2011年度に５万KL

2030年頃には600万KL「工程表」の着実な推進

北海道清水町
北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

北海道清水町
北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

北海道苫小牧市
オエノンホールディングス株式会社

北海道苫小牧市
オエノンホールディングス株式会社

新潟県新潟市
全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

新潟県新潟市
全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

北海道清水町
北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

北海道清水町
北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

北海道苫小牧市
オエノンホールディングス株式会社

北海道苫小牧市
オエノンホールディングス株式会社

新潟県新潟市
全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

新潟県新潟市
全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

※バイオエタノール分。この他、バイオディーゼル燃料は全国で
4,000～5,000KLと推計。

北海道
十勝地区

山形県新庄市

大阪府堺市

岡山県真庭市

沖縄県伊江村

沖縄県
宮古島

福岡県北九州市

北海道
十勝地区

山形県新庄市

大阪府堺市

岡山県真庭市

沖縄県伊江村

沖縄県
宮古島

福岡県北九州市

この他、バイオ
ディーゼル燃料
事業で５地区を
採択（0.4万KL）

バイオエタノール事業採択地区（3.1万KL）



（２）温暖化防止策・適応策、国際協力を柱とする地球温暖化対策の

加速化

【地球温暖化適応策、国際協力 １８（１１）億円】

対策のポイント
「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」に基づき、これまで実施してき

た森林吸収源対策等の地球温暖化防止策を加速化させるとともに、新たに

地球温暖化適応策及び国際協力を推進します。

（農林水産省地球温暖化対策総合戦略とは）

地球温暖化は加速的に進行しており、地球温暖化対策は喫緊の課題となっています。

このため、農林水産省では を平成１９年６月「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」

に策定し、

① 京都議定書の６％削減約束の確実な達成に向けた森林吸収源対策、バイオマスの

地球温暖化防止策利活用や施設園芸・農業機械等の省エネルギー対策等の

② 今後避けることができない地球温暖化の農林水産業への影響に対応するための品

地球温暖化適応策種の開発や栽培体系の見直し等の

国際協力③ 農林水産分野の地球温暖化防止策及び適応策の技術を活用した

を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業の実現を図ります。

政策目標

○ 高温障害の発生低減技術等の温暖化適応技術の開発・普及

○ 我が国の技術を活用した国際協力の推進

＜内容＞

１. 地球温暖化適応策の推進

（１）農業生産分野における適応策

を踏まえ、水田作、野菜生産等にお「品目別地球温暖化適応策レポート」

ける地球温暖化の影響に適応しうる を実施し農業生産技術・取組の導入実証

ます。

農業生産地球温暖化総合対策事業 総額 １，３９２（０）百万円

このうち地球温暖化に適応した安定的な

農業生産技術等の実証・普及分 ４３（０）百万円

補助率：１／２

事業実施主体：民間団体

（２）農地・農業用水・農業水利施設等における適応策

気候変動により し、必要農地・農業用水・土地改良施設が被る影響を評価

となる 及びその を行います。適応策 推進方策の検討

【気候変動に伴う農業生産基盤に関する適応策検討調査（公共）

１５０（０）百万円】



（３）水産分野における適応策

沿岸・内湾のモデル海域において、自動観測ブイ等を用いて海水中の温度

データベース化 影響評価手法を変化等を把握・ し、養殖業や磯根資源等への

するとともに、有効な適応策を検討します。開発

地球温暖化による沿岸漁場環境への影響評価・適応策検討調査

９８（０）百万円

事業実施主体：民間団体等

（４）適応策に関する技術開発

高温障害等に適応する生産安定技術生産現場において短期的に解決すべき

を行います。等の開発

地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発

総額 ６５０（２７６）百万円

このうち地球温暖化が農林水産業に与える影響評価・

地球温暖化に適応するための技術開発 ４９１（１１７）百万円

事業実施主体：民間団体等

２．国際協力の推進

（１）違法伐採対策等の持続可能な森林経営に向けた取組

を行い、木２次元バーコードによる木材トレーサビリティ技術の現地実証

違法伐採問題への対策を推進材生産国において早急な対策が求められている

します。

木材追跡システム実証事業 ３２（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）森林減少・劣化対策の推進

森林資源動態の要因分析 経年変化を把握で衛星画像等によって途上国の や

を行います。また、 や途上国での を通じきるモデルの開発 技術移転 人材育成

て、森林減少・劣化問題に取り組みます。

熱帯林資源動態把握支援事業 ４０（０）百万円

事業実施主体：民間団体

〈地球温暖化防止策の加速化〉
上記のほかに、京都議定書の６％削減約束の確実な達成に向けて、森林吸

収源対策、バイオマスの利活用、食品産業・施設園芸・農業機械における温

室効果ガス排出削減対策、漁船の省エネルギー対策、温暖化防止技術の開発

等の地球温暖化防止策を加速化させます。

［担当課：大臣官房環境バイオマス政策課（ ］０３－６７４４－２０１６（直））



①①違法伐採対策等の持続可能な森林経違法伐採対策等の持続可能な森林経

営の推進営の推進

・ 違法伐採問題の解決に向けた取組

・ 途上国における持続可能な森林経営

の推進に向けた支援

・ 国際ルールづくりへの積極的な参加・

貢献

②②我が国の我が国の人材・技術を活用した人材・技術を活用した協力協力

①①地球温暖化適応策の推進地球温暖化適応策の推進

・ 既存技術の生産現場への普及・指導
・ 新たな技術の導入実証
・ 影響評価に基づく適応策の検討

②②技術開発等技術開発等の推進の推進

・ 生産安定技術の開発
（高温耐性品種の育成など）

・ 農林水産業への影響に関する予測研究
・ 影響予測に基づく適応技術の開発

○○ 京都議定書京都議定書66％削減約束の達成は難しい状況％削減約束の達成は難しい状況

・ 2005年度は基準年比で約7．8％増加

○○ IPCCIPCC（気候変動に関する政府間パネル）（気候変動に関する政府間パネル）報告書報告書

・地球温暖化は加速的に進行していると断定

・農林水産業にも深刻な影響が生じると予測

○○ 世界全体で地球温暖化対策を推進する必要世界全体で地球温暖化対策を推進する必要

①①削減目標値削減目標値の達成に向け施策を加速化の達成に向け施策を加速化

・ 森林吸収源対策
・ バイオマス資源の循環利用
・ 食品産業等の環境自主行動計画

②②新たな削減目標値新たな削減目標値のの設定設定とと達成に向けた施策を推進達成に向けた施策を推進

・ 施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策
・ 環境保全型農業の推進による施肥量の適化・低減
・ 漁船の省エネルギー対策

③③その他の排出削減の取組を推進その他の排出削減の取組を推進

農林水産省地球温暖化対策総合戦略の推進農林水産省地球温暖化対策総合戦略の推進

ⅠⅠ 地球温暖化防止策地球温暖化防止策 ⅢⅢ 農林水産分野の国際協力農林水産分野の国際協力ⅡⅡ 地球温暖化適応策地球温暖化適応策

農林水産分野における対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現農林水産分野における対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現

地球温暖化問題の現状地球温暖化問題の現状

農林水産省地球温暖化対策総合戦略の策定（平成農林水産省地球温暖化対策総合戦略の策定（平成1919年年66月）月）

現 在

全国平均３度上昇

2060年代

＜温暖化による着色障害＞＜温暖化による着色障害＞
着色期に高温が続くと、着色
の進行が遅れることが確認
されている。

温暖化によるリンゴの栽培適地の移動

北海道はほぼ全域が適地になる一
方、関東以南はほぼ範囲外となる。

適 地
より高温の地域
より低温の地域



（３）田園地域、森林、海洋を保全し、生物多様性を重視する農林水

産業の推進

生物多様性保全対策 ３６５（２０４）億円】【

対策のポイント
「農林水産省生物多様性戦略」に基づき、農林水産業が生物多様性に与

える影響を計る指標を開発します。また、地域住民等が生物多様性保全に

資する活動に参画するための支援を行います。

（生物多様性条約とは）

は、地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること等を目生物多様性条約

的に１９９２年に採択されました。２００２年に開催された生物多様性条約第６回締約

「２０１０年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させ国会議（ＣＯＰ６）では、

という目標が採択されました。る」

（農林水産省生物多様性戦略とは）

、 、農林水産省生物多様性戦略とは 農林水産業が生物多様性に与える負の影響を見直し

生物多様性保全を重視した農林水産業を強力に推進するための指針として平成１９年７

月に策定したものです。

政策目標

○ ２０１０年に名古屋で開催予定の生物多様性条約第１０回締約

国会議（ＣＯＰ１０）において、日本から世界に向け農林水産業の

生物多様性指標を公表

○ 生物多様性保全をより重視した農林水産業の推進

＜内容＞

１．田園地域・里地里山における保全

① 全国段階で有機農業の参入促進・普及啓発に取り組むとともに、全国におけ

る有機農業の振興の核となるモデルタウンを育成します。

有機農業総合支援対策 ５０１(５４)百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

② 地域の生物多様性、水質、景観、生活環境等を保全し、地域住民と農業者が

一体となって農業水利施設を維持・保全管理していくようにするため、環境

用水等新たな用水の取得とその利活用に必要な施設整備等を支援します。

地域水ネットワーク再生事業（公共） ３００(０)百万円

補助率：１／２、定額

事業実施主体：地方公共団体、土地改良区等



③ 農家や地域住民の理解を得ながら 「保全シンボル種」を設定し、生物多様、

性保全の視点を取り入れた基盤整備を実施します。

生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業（公共） ２００(０)百万円

補助率：１／２、定額

事業実施主体：地方公共団体、土地改良区等

２．森林における保全

① 我が国の世界遺産候補地における森林の世界的な価値の保全・向上のため、

森林生態系の新たな保全管理手法の開発等を実施します。

「世界遺産の森林」保全推進に係る調査事業 ４０(０)百万円

事業実施主体：民間団体

② 原生的な森林生態系や貴重な動植物が生息・生育する森林を維持・保全する

保護林の設定の推進を図ります。

【保護林拡充緊急対策事業 ３１(０)百万円】

３. 里海・海洋における保全

漁場環境に深く関わる生物多様性を保全するため、海洋生物の多様性の定量

的評価手法の開発、赤潮・貧酸素水塊対策、希少水生生物の保全手法の開発等を

図ります。

漁場環境・生物多様性保全総合対策事業 ３６３(０)百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

４．森・川・海を通じた生物多様性保全の推進

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、栄養塩類の供給・濁水の緩和等の漁場保全に資する森づくりを進

めます。

漁場保全関連特定森林整備事業（公共） １０，０００(１０，０００)百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：地方公共団体等

５．遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進

アジア地域諸国における植物に関連した生物多様性の保全、植物遺伝資源の

持続的利用のための技術を確立します。

【アジアにおける植物遺伝資源の保全と

持続的利用の強化のための能力開発と地域協力 ５６(０)百万円】

６．農林水産業の生物多様性指標の開発

環境保全型農業をはじめとする農林水産関連施策を効果的に推進するための

生物多様性指標とその評価手法を開発します。

【農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発 ３２６(０)百万円】

【生物多様性森林総合調査 ３０(０)百万円】

［担当課：大臣官房環境バイオマス政策課（ ］０３－６７４４－２０１６（直））



農林水産省
生物多様性戦略

(平成19年７月策定)

農林水産省生物多様性戦略のポイント

○農林水産業は、人間の生存に必要な食料や生活物資などを供給する必要不可欠な活動であるとともに、
多くの生きものにとって、貴重な生息生育環境の提供、特有の生態系の形成・維持など生物多様性に貢献。

○しかし、不適切な農薬・肥料の使用、経済性や効率性を優先した農地・水路の整備、埋め立て等による藻
場・干潟の減少など一部の農林水産業の活動などが生物多様性に負の影響。

○また、担い手の減少などによる農林水産業の活動の停滞に伴い身近に見られた種の減少や鳥獣被害が深刻化。

○これらの負の影響を見直し、生物多様性の保全を重視した農林水産業を強力に推進するための指針として位
置づけるべく戦略を策定。

戦略の策定と位置づけ

農
林
水
産
省
生
物
多
様
性
戦
略

に
基
づ
く
施
策
の
推
進

○新しい生物多様性国家戦略への反映。

○平成２２年(2010年)に我が国(愛知県名古屋市)で開催予定の第１０回締約国会議において、本戦略に基づく農林水産省の取組を積極的にＰＲ。

○種の減少
○鳥獣被害の深刻化

○不適切な農薬・肥料の使用

○経済性や効率性を優先した農地・水路の整備

○埋め立て等による藻場・干潟の減少

〔磯焼けによる藻場の消失〕

これまで これから

・間伐等適切な森林の整備・保全

・優れた自然環境を有する森林の保全・管理 等

平成２０年度
予算に反映

〔三面張りの水路〕

①農林水産業の活動が生物多様性に与える負の影響

②担い手の減少による農林水産業の活動の停滞
(耕作放棄地の増加等)に伴う生物多様性に与える
負の影響

○田園地域・里地里山の保全

○森林の保全

○里海・海洋の保全

・生物多様性に配慮した生産基盤整備
(環境との調和に配慮した水路) 等

・野生鳥獣被害対策(鳥獣の隠れ場所となる農地
に接する藪などを刈り払い) 等

・有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進
(冬期湛水による生物多様性保全) 等

○農林水産分野における地球環境保全への貢献

○森・川・海を通じた生物多様性保全の推進

○遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進

○農林水産業の生物多様性指標の開発

・藻場・干潟の保全
・生物多様性に配慮した海洋生物資源の
保存・管理 等

〔田んぼに集う生きもの〕



Ⅳ 未来に向けた「美しい森林づくり」の推進と国産材の復活

（１）国民ニーズを捉えた「美しい森林づくり」に向け多角的な森林
も り

整備の推進

【 ， （ ， ） 】森林整備事業・治山事業 ３ ３４７ ２ ８２４ 億円の内数

【 （ ） 】美しい森林づくり推進国民運動の展開 １７ １１ 億円の内数

【 （ ． ） 】花粉発生源対策プロジェクト ３２ ０ ８ 億円の内数

対策のポイント

地球温暖化防止と森林資源の次世代への継承のために 「美しい森林づ、

くり」を推進します。

、 「 」 、その内容は 総合的な間伐推進のための 美しい森林づくり 促進対策

美しい森林づくり推進国民運動の展開、花粉発生源対策などです。

（我が国の森林・林業の現状）

）・森林吸収目標達成を図るために間伐実施が必要な330万haのうち、高齢級（10齢級以上

の森林が約150万ha（45% 。）

・私有林の４分の１を不在村森林所有者が所有（327万ha 。）

・平成17年の木材の自給率が７年ぶりに２割台に回復。

政策目標

① 2007年～2012年の６年間で330万haの間伐を実施し間伐の遅れを解消

② 100年先を見据え、広葉樹林化、長伐期化、針広混交林化等多様な森

林づくりを推進

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

＜内容＞

１. 「美しい森林づくり」推進総合対策

（１ 「美しい森林づくり」促進対策）

森林所有者の負担、地方財政事情など森林整備を巡る情勢に対処し、また、人

工林の資源内容の変化等に対応するため、制度の充実を図るなど、総合的な取組

を展開します。



充実内容１ 高齢級森林の利用間伐を進めます。

10齢級以上（46年生以上）の森林の間伐について、民間資金の活用、事後

精算という全く新しい方式で助成します。

間伐実施者が、短期資金を民間金融機関から借り入れる際に、これに要す

る利子を国が全額負担します。返済は間伐による収入で行い、間伐実施によ

り損失が発生した場合は、損失額の2/3（間伐経費の1/2以内）を国が補填し

ます。間伐実施者はリスク軽減により意欲的な事業実施が可能となります。

高齢級森林整備促進特別対策事業 １，０００（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：都道府県協議会

充実内容２ ７～９齢級の間伐への補助を本格的に実施します。

人工林の高齢級化に対応して、以下のとおり補助対象を拡充し、団地的な

森林整備を推進します。

① ８，９齢級（36～45年生）の割合が多い団地の間伐を実施します。

② ７齢級の間伐は、水源かん養や山地災害防止などの機能の程度にかかわ

らず補助の対象とします。

育成林整備事業等（公共） ４４，０７４（３５，０６５）百万円の内数

補助率：３／１０

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

充実内容３ 現場の創意工夫が活かせる柔軟な助成を行います。

国から市町村に交付金を直接交付する仕組みを創設します。

間伐、耕作放棄地等への植林、非皆伐施業などに取り組むとともに、地域

提案枠（事業費の２割）を活用した事業を実施することができます。

美しい森林づくり基盤整備交付金（公共） １，０００（０）百万円

補助率：定額（１／２相当）

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

充実内容４ 定額助成方式による森林整備を引き続き実施します。

自治体や森林組合等が、集約化等の取組を行いつつ、森林所有者等の自己

負担を軽減することができるよう、定額助成方式の間伐を推進します。

未整備森林緊急公的整備導入モデル事業（森林・林業・木材産業づくり交付金）

２，１６９（１，９７１）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等



充実内容５ 森林整備法人等による｢非皆伐施業｣を推進します。

間伐等を繰り返す非皆伐施業への転換に地域一体で取り組めるよう、合意

形成、分収林契約の変更、協定締結等の取組を支援します。

｢美しい森林｣共同整備特別対策事業 ７００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県協議会

充実内容６ 水土保全機能の低下した保安林を整備するため治山事業を充

実します。

過密化等が進んでいる保安林の水源かん養機能や山地災害防止機能を回復

するため、健全な成長促進を図る森林整備の対象齢級を引き上げ、また、え

ん堤等の治山施設の整備と併せて行う森林整備の制度を導入します。

保育事業、復旧治山事業等（公共）

７５，２２８（５９，５３３）百万円の内数

補助率：１／２、１／３等

事業実施主体：国、都道府県

充実内容７ 路網の整備、間伐材の利用促進等を進めます。

低コスト作業システムに対応した路網整備を計画的に行うとともに、林業

用機械の整備、間伐材の用途開拓等により間伐実施の条件を整えます。

【林道改良統合補助事業（公共） ６８９（５５０）百万円】

【森林・林業・木材産業づくり交付金 １１,６８１（９，７５６）百万円の内数】

【間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業 ６０（０）百万円】

充実内容８ 利用間伐を推進する融資制度を創設します。

利用間伐に係る計画を策定し、これに基づき利用間伐を推進する者（林業

を営む個人、法人等）に対する資金を創設します。

【金融措置要望（財務省 】）

充実内容９ 地方財政措置を充実します。

森林整備事業を円滑に進めるため、地方負担分についての財政措置を充実

します。

【地方財政措置要望（総務省 】）

充実内容10 効率的な森林整備が可能な担い手を確保します。

低コスト作業等に必要な技術を有する人材の育成・定着、森林組合等の林

業事業体における「森林施業プランナー」の養成の加速化、高性能林業機械

のリースによる導入を支援し、低コストで効率的な森林整備を担いうる林業

就業者、林業事業体を確保します。

【緑の雇用担い手対策事業 ６，７００（６，７００）百万円】

【施業集約化・供給情報集積事業 ６２１（５５９）百万円】

【がんばれ！地域林業サポート事業 ２７０（０）百万円】



（２）美しい森林づくり推進国民運動の展開 別紙１

美しい森林づくりに向けた森林の整備・保全に取り組むため、民間組織・企

業・個々の国民と一体となった「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を

図ります。

【美しい森林づくり推進国民運動の展開 １，７４７（１，１１８）百万円の内数】

（３）森林病虫害対策の推進

松くい虫被害の北上阻止のための防除対策やトキの野生復帰に向けた松林の

。 、 。保全対策を推進します また ナラ枯れ被害の効果的な防除手法を開発します

【森林害虫駆除事業委託 １５１（１５１）百万円】

【営巣木等保全整備事業 ４１（４１）百万円】

【ナラ枯れ被害の総合的防除技術高度化調査 １０（０）百万円】

別紙２２. 花粉発生源対策の推進

花粉症対策品種の開発、苗木の生産量の増大に向けた供給体制の整備を図り

ます。また、少花粉品種への更新・広葉樹林等への誘導を重点的に促進します。

【 ， （ ） 】花粉発生源対策プロジェクト ３ １７３ ７８ 百万円の内数

３. 緑資源幹線林道事業の廃止と新たな交付金の創設

緑資源幹線林道事業について、独立行政法人の事業としては廃止し、平成20

年度からは、地方公共団体等が実施する奥地森林地域における路網の骨格となる

「山のみち」の整備に対して助成を行い、地域活性化を推進します。

山のみち地域づくり交付金等（公共） ８，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

［担当課：林野庁計画課（ ］０３－３５０１－３８４２（直））



美しい森林づくり推進国民運動の展開
も り

対策のポイント

美しい森林づくりに向けた森林の整備・保全に取り組むため、民間組織・企業・

個々の国民と一体となった「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を図ります。
も り

、 。このために必要な活動やＰＲなどの経費について 民間の運動を支援していきます

美しい森林づくり推進国民運動」とは、本年２月の美しい森林づくりのための関係閣僚による・「
も り も り

会合で合意され、幅広い国民の理解と協力を得て、以下の政策目標を推進するための運動です。

本年６月１日には、民間主導で「美しい森林づくり全国推進会議 （代表：出井伸之（株）クオン」
も り

タムリープ代表取締役）が設置されています。

・この運動は、かけがえのない日本の国土を守り、美しい森林を子孫に伝えていくものです。
も り

・このため、企業、ＮＰＯ、森林所有者、都市住民等幅広い主体の参画を進めます。

政策目標

以下の事項を目標として、取組を推進します。

、 「 」○ 毎年55万ha ６年間で330万haの間伐により間伐対象森林の８割を 美しい森林
も り

にします。

○ 100年先を見据えた広葉樹林化等多様で美しい森林づくりを推進します。
も り

＜内容＞

１．国民全般、企業、ＮＰＯを対象とした取組

（１）緑化行事の開催や「美しい森林づくり推進国民運動」の展開による国民への普及啓発、
も り

企業等の森林づくり活動への参加を促進するための環境整備等を推進します。

地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業 ４７５（１６９）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）我が国の世界遺産候補地における森林の世界的な価値の保全・向上のため、森林生態系

の新たな保全管理手法の開発等を実施します。

「世界遺産の森林」保全推進に係る調査事業 ４０（０）百万円

事業実施主体：民間団体

（３）原生的な森林生態系や貴重な動植物が生息・生育する森林を維持・保全する保護林の設

定の推進を図ります。

保護林拡充緊急対策事業 ３１（０）百万円

事業実施主体：国

別紙１



２．地域の森林づくりの推進役となる森林所有者等を対象とした取組

（１）地域の林業をビジネスとして展開する経営感覚に優れた森林所有者の養成や、故郷に回

帰する団塊の世代等を対象とした所有森林の経営・管理のための支援、林業後継者等に対

する林業体験学習等を通じた普及・啓発活動等を実施します。

林業後継者活動支援事業 １０８（９７）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）森林所有者、市町村、地域住民等を構成員とする協議会を設置し、協議会が行う多様な

森林づくりのための計画の策定や、これに基づく森林の管理・保全などの取組に対して支

援します。

地域住民等との協働による美しい森林づくり推進事業 ２０（０）百万円
も り

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

３．不在村森林所有者を対象とした取組

（１）森林吸収量確保に向けて、未整備森林を対象に森林整備を進める必要があるため、森林

整備に関心の薄い不在村森林所有者への効果的・効率的な働きかけを推進します。

森林吸収量確保のための不在村森林所有者対策 ９９（０）百万円

事業実施主体：民間団体

（２）都道府県庁所在地等における「ふるさと森林会議」の開催に加え、司法書士団体と森林

組合系統との連携を通じた都市部在住の不在村森林所有者への森林施業の働きかけの強化

等により施業の集約化を図り森林整備を推進します。

施業集約化・供給情報集積事業 ６２１（５５９）百万円の内数

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

４．間伐・間伐材利用の推進

間伐・間伐材利用の推進のため、間伐材の用途開拓、環境貢献ビジネスモデルの構築等の

推進、間伐・間伐材利用コンクールを実施します。

間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業 ６０（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体



花粉発生源対策プロジェクトの推進

対策のポイント

スギ花粉発生源対策を飛躍的に加速化させます。

このため、スギ花粉の少ない森林への転換等を重点的に促進します。また、

少花粉スギ等の苗木の供給量を大幅に増大します。

・スギ花粉症の罹患率は総人口の10％を超えると推計されています。

・これまでに開発された少花粉スギ品種は121品種、無花粉スギ品種は１品種です。

・少花粉スギ苗木の供給量は、９万本（17年）でスギ苗木全体（約1,500万本）の僅か0.6%

に過ぎません。

・全国のスギ人工林面積は約450万ha。最近のスギ造林面積は年に約6,000ha程度で、全国の

スギ林の更新を図った場合には、現在の苗木の供給体制では700年以上が必要です。

政策目標

○ 首都圏等へのスギ花粉の飛散に強く影響を与えると推定されるスギ林につい

て、少花粉スギ林等への転換を進め、10年間でおおむね５割減少させます。

○ 少花粉スギ等の苗木の供給量を10年後（平成29年）にはおおむね1,000万本に

増大します （これまでの目標は、平成28年に100万本）。

＜内容＞

１．無花粉スギ品種等の開発

（１）無花粉スギと精英樹の人工交配による新品種の開発と花粉症対策苗木の早期・大量生

産技術の開発を進めます。

花粉症対策品種開発促進事業 ３０（０）百万円

事業実施主体：民間団体

（２）無花粉スギに関する遺伝的特性を解明し、また、遺伝子組換えによる花粉発生制御技

術の開発を進めます。

【（ ） ， （ ， ） 】独 森林総合研究所運営費交付金 １０ ２１１ １０ ３１７ 百万円の内数

【遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開発 １００（０）百万円】

２．花粉症対策苗木の生産供給体制の整備

（１）花粉症対策苗木の増産に不可欠なミニチュア採種園等の整備を推進します。また、花

粉症対策品種間の人工交配を行い、花粉症対策苗木の増産を進めます。

ミニチュア採種園等緊急整備事業（森林・林業・木材産業づくり交付金）４３（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県

別紙２



（ ） ）２ 花粉症対策苗木の供給量の増大を図るため、新たな挿し木生産（マイクロカッティング

の導入に必要な条件整備を進めます。

広域連携優良苗木確保対策のうちマイクロカッティング生産促進事業 ３０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（３）無花粉スギ等を短期間で普及させるため、組織培養により増殖等を行い、都道府県に

対し、無花粉スギ等の苗木を供給します。

抵抗性品種等緊急対策事業 ４８（４８）百万円の内数

事業実施主体：民間団体

３．花粉発生抑制のための林種転換等の促進

（１）首都圏等へのスギ花粉飛散量が多いと推定される発生源地域を対象に少花粉スギ林や

広葉樹林等への転換を促進するとともに、少花粉スギ苗木の着実な増産を図ります。

花粉症対策林整備資金造成事業 ２，６４６（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）花粉症対策苗木の安定的な確保、少花粉スギ林等への林種転換を円滑に誘導するため

の協議会の開催、森林所有者への普及・啓発、実施箇所の調査等の活動を推進します。

花粉症対策林整備推進事業 ８１（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（３）都市部を対象に、スギ花粉が多く飛散している発生源地域を推定する手法を用いて調

査を実施し、花粉発生源対策の重点化を図ります。

【スギ花粉発生源調査事業 ３０（３０）百万円】

【スギ花粉発生源マップ作成事業 １５（０）百万円】

（ ） 、 、４ 都市周辺のスギ人工林等において 広葉樹林や針広混交林へ誘導するための抜き伐り

雄花の多いスギ林分の間伐等を推進します。

森林環境保全整備事業等（公共） ８４，２０７（７１，７２９）百万円の内数

補助率：３／１０等

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

４．国民参加による花粉発生源対策の推進

（１）花粉発生源対策により伐採された木材の有効利用を図るため、単板製造施設、ラミナ

製造施設等をリースにより導入する場合のリース料の一部を助成します。

木材供給高度化設備リース促進事業 ２３４百万円のうち１５０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）都市住民等による花粉症対策に効果的な森林づくり活動を支援します。

地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業 ４７５（１６９）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：民間団体



（２） 森林資源の利活用による地域の新たなビジネスの創出

（ ． ） 】【森林資源利活用新産業創出対策 ２４ ０ ５ 億円

対策のポイント

森林や山村の地域資源を利活用した地域の新たなビジネスを創出すること

、林業・木材産業の再生と適切な森林整備、地域の活性化を図ります。により

（木質資源利用の可能性）

・林地残材や製材工場残材など木質資源の年間発生量は3,120万m （推計 。3 ）

・うち、熱エネルギー等としての利用量1,840万m 、未利用量1,280万m （41%)。林地残3 3

材の発生量860万m （推計）のほとんどが未利用。3

・2030年頃までに達成すべき生産目標である国産バイオ燃料600万klのうち、木質系か

らの生産可能量は200万klから220万klと試算（国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に

向けた工程表 。）

・プラスチックの生産量は1,400万t。バイオプラスチックの生産量は8.7万t（推計 。）

政策目標

１０年後に2,000億円規模のビジネスを創出

＜内容＞

１. 未利用木質資源を利用した新たな産業の創出への支援

地域の供給者と需要者が一体 未利用木質資源を利となって行う林地残材等の

用する取組への支援 エネルギー、マテリや、先進的な技術を活用した木質からの

すること等により、新たなビジネスを創出し、地域をアルの製造システムを構築

活性化します。

① 林地残材等利用計画の策定と評価、新たなビジネスモデルの構築

② 未利用森林資源活用のための、エネルギーやマテリアル利用に向けた製造シ

ステムの構築

③ 導入促進に向けたボイラー利用機器等の改良及び木質ペレットの安全性や燃

焼効率等の調査

未利用木質資源利用地域再生ニュービジネス創出支援事業

１，９８０（０）百万円

事業実施主体：民間団体等



２．森林・山村資源を活用した新たな産業づくり

森林やこれに関連する自然的・文化的資源及び広葉樹、竹などの資材を幅広

します。く活用した新たな産業の創出等を支援し、山村を活性化

山村再生総合対策事業 ３００（０）百万円】【

特用林産物消費・流通総合支援対策事業 ８０（５１）百万円】【

３. 間伐・間伐材利用の推進

間伐材の用途開拓、環境貢献ビジネスモデ間伐・間伐材利用の推進のため、

、間伐・間伐材利用コンクールを実施します。ルの構築等の推進

間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業 ６０（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

［担当課：林野庁木材利用課（ ］０３－６７４４－２２９６（直））



（３）木材の加工流通体制の整備と林業生産コスト削減による国産

材の競争力の向上

【 （ ） 】国産材の競争力の強化 １６４ １５９ 億円

【 （ ） 】森林・林業・木材産業づくり交付金 １１７ ９８ 億円の内数

対策のポイント
林業再生の担い手の育成や森林組合等の林業事業体の活性化の支援を通

じて、林業生産コストを削減し、国産材の安定供給体制を確立します。ま

た、製材品の品質向上や物流効率化の支援等を通じて、高品質製品生産体

制の確立と流通の改革、国産材の利用拡大を進めます。これらにより、国

産材の競争力の向上を図ります。

（我が国の素材生産の労働生産性）

・我が国の だが、低コスト作業システム素材生産の労働生産性は全国平均で4.7m /人日3

（作業路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率な作業システム）を

採用し、 。8.0m /人日の生産性をあげている事業体も存在3

（我が国の木材利用）

・平成17年の 。木材の自給率が７年ぶりに２割台に回復

・平成18年の建築基準法改正等により、品質・性能の確かな木材製品の安定的な供給

乾燥材の割合は約２割に対するニーズが更に高まっているが、建築用製材品に占める

。どまり

梁・桁では１割弱、柱は約５割ど・木造住宅の構造材に使用される国産材のシェアは、

。まり

政策目標

森林施業の集約化に取り組む森林組合の拡大

森林組合員所有森林面積の約４割（19年）→約８割（21年）

木材供給・利用量を平成27年までに35％拡大

1,700万m （16年） → 2,300万m （27年）3 3

＜内容＞

１．林業再生の担い手の支援と地域の活性化

（１）多様な技術を有する人材の育成・定着の促進

し、 に「緑の雇用」を拡充 低コスト施業等に必要な技術の向上に向けた取組

対して支援することにより、多様な技術を有する人材の育成・定着を促進し

ます。

緑の雇用担い手対策事業 ６，７００（６，７００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体



（２）提案型集約化施業の推進と不在村森林所有者への働きかけの強化

における を森林組合等の林業事業体 「森林施業プランナー」の養成の加速化

集約化した施業の安定的な受託支援し、森林所有者への積極的な提案により

します。また、 による都市部在を推進 司法書士団体と森林組合系統との連携

住の不在村森林所有者への森林施業の働きかけを強化します。

施業集約化・供給情報集積事業 ６２１（５５９）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（３）地域のニーズへのよりきめ細かな対応

森林づくり交付金と強い林業・木材産業づくり交付金の一体化 本交付金を、

により、地域のニーズによりきめ国から市町村に直接交付する仕組みの導入

細かく対応した取組を支援します。

森林・林業・木材産業づくり交付金 １１，６８１（９，７５６）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体等

２．低コスト作業システムの普及・定着の促進と低コスト育林システムの構築

路網と高性能林業機械の組合せによる低コスト作業システムの普及・定着を図

るため、 を支援します。また、苗木の運搬か高性能林業機械のリースによる導入

育林システムを構ら造林、間伐に至るまでの作業工程の低コスト化を図るため、

します。築

【がんばれ！地域林業サポート事業 ２７０（０）百万円】

【 】低コスト育林システム構築事業 ３７（０）百万円

３．品質向上と流通効率化による木材産業の競争力強化

乾燥度合いや寸法精度等の と品質管理の徹底による高品質製品の生産体制整備

による流通の改革を進め、地域材利用量の増邸別配送に対応した物流拠点の整備

大を図ります。

地域材生産・物流拠点整備支援対策 ８９５（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

４．住宅分野における地域材利用の推進

住宅の構造材における地域材住宅分野における地域材の利用を拡大するため、

の新たな利用技術の開発 森林所有者、製材工場、工務店などの連携 地や、 による

を図ります。域材を活用した家づくりの普及

住宅分野への地域材供給支援事業 ２６６（２０９）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

［担当課：林野庁経営課（０３－３５０１－３８１０（直 ］））



（４）流域保全のための効率的かつ総合的な国土保全対策の推進

～ 大規模山地災害総合対策 ～

【治山事業 １，３２８（１，１２０）億円】

対策のポイント

大規模災害に備えるため、既存の施設や森林等を活用する形で効率的に

山地防災力を強化します。また、危険地区の情報提供や災害発生時の支援

等のソフト対策とも一体となって、総合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等）

・ 非常に激しい雨（1時間降水量50mm以上 」のアメダス100地点当たり年間発生回数「 ）

（昭和51年～昭和60年平均） → （平成8年～平成17年平均）16.6回 21.8回

（気象庁資料より）

・山地災害危険地区数 （平成17年度末）約23万6千箇所

・山地災害発生箇所数 （平成18年）約3,300箇所

・強い降雨現象は頻度が増す可能性が非常に高く、洪水リスクを増加させる

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）作業部会報告書（平成19年4月6日公表 」より抜粋）

政策目標

周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された

集落数を平成20年度末までに4,000集落増加

約４万８千集落（15年度） → 約５万２千集落（20年度）

＜内容＞

１．既存施設の機能強化の推進

既存の治山施設の防災機能を強化する山地災害の危険性の高い地区において、

ことにより、大規模な崩壊や土石流等の山地災害による被害を効果的・効率的に

します。防止・軽減

治山施設機能強化事業（公共） １，６００（０）百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

２．火山防災林の整備の推進

泥流等の流出抑制を図る緩衝帯としての機能火山山麓部の森林地帯において、

を発揮させるための森林の整備 泥流等を安全に下流に誘導する土塁の設置等や、

し、火山活動による被害を防止・軽減します。を総合的に実施

土砂流出防止林造成事業等（公共） １，１６２（６４５）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県



３．流域全体を対象とした治山対策の推進

国有林と民有林とが連携して一体的な整備を行う特定流域総合治山事業等によ

し、大規模な山地災害の復旧等を効果り、流域全体を対象とした治山対策を推進

的・効率的に進めます。

特定流域総合治山事業等（公共） ７１，２８５（５７，９８８）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

４．山地災害危険地区情報の再整備

山地災害危険地区に関する情報を山地災害危険地区の再点検の結果を活用し、

し、大規模な山地災害によ地域住民等へ提供することにより、迅速な避難を助長

る被害を軽減します。

森林・林業・木材産業づくり交付金 １１，６８１（９，７５６）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：都道府県

５．森林管理局による迅速・円滑な支援の実施

大規模山地災害発生時における被害箇所の調査や、災害復旧対策についての助

森林管理局による都道府県に対する支援を引き続き言を行う専門家の派遣など、

します。迅速・円滑に実施

［担当課：林野庁治山課（０３－６７４４－２３０７（直 ］））



　緑資源機構については、「緑資源機構談合等の再発防止のための第三者委員会」の中間とりまとめ

を踏まえ、平成１９年度限りで廃止するとともに、緑資源幹線林道事業については地方公共団体の補

助事業として実施。

　水源林造成事業、特定中山間保全整備事業、農用地総合整備事業については、経過措置法人（森

林総合研究所を予定）において実施し、海外農業開発事業（ＯＤＡ事業）については、公募方式により

実施することとし、これらの事業や円滑な承継に必要な経費を措置。

（参考）　緑資源機構関連予算について

緑資源幹線林道事業

水源林造成事業

農用地総合整備事業

海外農業開発事業

特定中山間保全整備事業

緑　資　源　機　構 １９年度限りで組織廃止

※　地方公共団体の判断により必要な区間について実施できるよう、新たに「山のみち地域づくり交付金」
　　　等を創設するとともに、既設道を円滑に移管するために必要な経費等を措置

事業の透明性、効率性を確保しつつ、
経過措置法人（森林総合研究所）が実施

農林道等について必要な見直しを行い、
経過措置法人（森林総合研究所）が実施

ＯＤＡ事業については、効果的・効率的な実施
を徹底しつつ、公募方式により実施

　※完了事業に係る債権債務等は、経過措置法人
　　（森林総合研究所）が承継・管理

独法事業としては廃止

実施中の事業終了（２５年度）で廃止

※　奥地水源地域における水源かん養機能の維持増進を図るとともに、地球温暖化防止のための森林吸
　　収源対策を着実に推進するため、間伐等を一層促進

実施中の事業終了（２４年度）で廃止

経過措置法人（森林総合研究所）が実施

　　　　　　　【３，１８７（２，５８７）百万円】

　　　　　【１０，０５４（１３，７８８）百万円】

　　　　　　　　【４９４（４９４）百万円】

　　　　　【山のみち地域づくり交付金等　８，０００（０）百万円】

　　　　　【３６，５８６（２９，７０１）百万円】

　【幹線林道事業移行円滑化対策交付金　７０６（０）百万円】

※　計画の見直し、コスト縮減を図りつつ、事業効果の早期発現を推進

※　着実な事業終了に向け、適切に実施

　注：緑資源機構の海外農業開発関連業務の承継先と
　　　しては国際農林水産業研究センターとする予定。



Ⅴ 力強い水産業と豊かで活力ある漁村の確立

（１）水産資源の回復・管理の推進

① 資源回復計画等の一層の推進

【資源回復計画等の推進 ２９（２８）億円】

強い水産業づくり交付金 ９０（８８）億円の内数】【

対策のポイント

科学的根拠に基づく資源管理を行うための資源量の推定、資源回復計画の

す。作成、漁獲可能量（ＴＡＣ）の適切な管理を行いま

（ とは）資源回復計画

とは、 などを行うこ資源回復計画 減船や休漁、漁具改良、種苗放流、漁場環境の保全

とにより、資源の維持・回復を図る取組です。

（ とは）漁獲可能量

マイワシ、マサバ等の７魚種については、資源の維持・回復を目的として資源動向や

漁業経営を考慮した上で、 が決められます。その量を漁獲その年に獲ってもよい上限量

可能量（ＴＡＣ）と言います。

政策目標

資源管理の徹底による水産資源の持続的利用

＜内容＞

１．資源調査の着実な実施

マイワシ、マサバ等の主要な水産資源について、科学的知見に基づく適切な資

源管理に必要な資源評価等を実施します。

【我が国周辺水域資源調査推進事業 １，６２３（１，６１３）百万円】

【国際資源対策推進事業 ９５３（９５３）百万円】

２. 資源管理の着実な実施

我が国排他的経済水域における資源回復計画の作成、漁獲可能量の適切な管理

を実施します。また、TAC対象魚種等に関し、漁期別、海域別に収益を改善する

ための合理的操業モデルを提示します。

【資源管理体制・機能強化総合対策 ２７５（２６１）百万円】

【強い水産業づくり交付金 ８，９８２（８，７６２）百万円の内数】

［担当課：水産庁管理課（０３－３５０２－０９９３（直 ］））



② マグロ資源の持続的利用の推進

マグロ資源の持続的利用の推進 ５（０）億円】【

対策のポイント
① 我が国遠洋カツオ・マグロ漁業の新規漁場への進出を支援します。

② 天然資源に依存している養殖用マグロ種苗に、安定的に供給可能な

人工種苗を導入するための技術開発を行います。

まき網で漁獲される小型マグロの有効利用やクロマグロ養殖の積極的③

な展開に必要な技術開発を行います。

（マグロ類をめぐる情勢）

・地域漁業管理機関における と 。マグロ類の漁獲枠削減 国際的な漁獲競争の高まり

・欧米、中国等における魚介類の需要増大に伴う 。マグロ需給の逼迫

・養殖に適した海面の不足。

政策目標

マグロの安定供給の確保

＜内容＞

１. カツオ・マグロ漁業の新規漁場への進出支援

大西洋・インド洋沿岸諸国のEEZ内において、メバチマグロ等の新規漁場を開

拓・調査します。

マグロ類新規代替漁場調査事業 ２１７（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

２．マグロ類の人工種苗による新規養殖技術の開発

天然からの採取に依存している養殖用マグロ種苗について、安定的に供給可

能な人工種苗を導入するため、優良な親魚養成及び種苗生産技術を開発します。

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 ８，９６９（注）百万円の内数

（注 ：平成１９年度は 「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」で実施） 、

事業実施主体：民間団体等

３. 小型マグロの有効利用モデルの実証とクロマグロの養殖効率化技術の開

発

海象条件の厳しい沖合域等の未利用海域でクロマグロ養殖を可能とする生け簀

の開発を行うほか、マグロ養殖用の人工餌料を開発します。また、まき網で漁獲

される小型魚を養殖に効率的に活用するための運搬技術等を開発します。

養殖クロマグロ安定供給推進事業 ２４７（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

［担当課：水産庁遠洋課（ ］０３－３５０２－８４７８（直））



③ 持続的な養殖生産の推進

持続的な養殖生産の推進 ２（１）億円】【

対策のポイント
魚粉使用を減らした安価な飼料や、効率的な給餌方法等を開発し、コス

ト削減を進めます。

養殖業への新規参入や規模拡大等による効率的な生産体制の構築を支援

します。

漁場環境の汚染程度を簡便に評価する手法を開発し、環境に優しい養殖

を一層促進します。

（養殖業をめぐる情勢）

・ を占め、中でもマダイ、ブリ、ヒラメなどの主養殖業は、我が国漁業生産額の３割

要な魚種の供給の大部分を担っています。

餌料代が、主要原料である南米産魚粉の高騰・魚類養殖業の支出の半分以上を占める

する一方、 や となっにより値上がり 生産コストの削減 効率的な生産体制の構築が課題

ています。

安全かつ信頼される養殖生産を求める動きに応える 漁場改善の取組が生・ とともに、

産者によって進められています。

（ＤＮＡチップとは）

ＤＮＡをスライドガラス上等にスタンプしたものの総称で、目的とするＤＮＡ等を定

量的もしくは定性的に解析することが可能です。

政策目標

平成29年度における海面養殖業の生産量1,268千トンを確保

＜内容＞

１. 持続的な養殖生産の推進

し利用希望者とのマッチングを促進す養殖海面の利用状況をデータベース化

るほか、 のためのプラン作りを支援新規参入等による低未利用海面の利用の促進

魚粉以外の原料を多用する安価な飼料を開発するほか 複数の魚します。また、 、

します。介類を組み合わせた複合養殖技術を開発

【持続的養殖生産・供給推進事業 １７０（１０７）百万円】

２. 良好な漁場環境の確保に資する技術の開発

養殖漁場底泥の汚染程度を簡便に評価するDNAチップを開発します。

ＤＮＡチップによる養殖漁場健全度評価手法の開発事業 ２５（０）百万円

事業実施主体：民間団体等

［担当課：水産庁栽培養殖課（０３－３５０２－０８９５（直 ］））



（２）国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構

造の確立

【漁船漁業構造改革 ５０（５０）億円】

【漁業経営安定対策 ５２（０）億円】

【漁業の担い手確保・育成対策 ２０（１０）億円】

【漁協経営改革関係 ２（１）億円】

対策のポイント
漁船漁業に関して収益性向上のための総合対策を講じます。また、経営

人材の育成・確保を通じて、効率的かつ安定的な漁業改善の取組への支援や

経営を育成します。あわせて、漁協の経営再建を支援します。

（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

水産物の安定供給の確保において重要な位置付け。漁業生産の約７割を担い、

収益・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

性悪化。

・漁業就業者は、この 。10年間で3割減少し21万人まで減少

・漁業就業者の高齢化も進行しており、 。65歳以上が約1/3

・一方、漁業への で推移。新規就業者は年間1,200～1,500人

・将来にわたり水産物を安定的に供給するには、漁業就業者の確保を促進するとともに

漁業の将来を担う人材の確保・育漁業者による自主的な経営改善の取組促進等による

。成が急務

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

（ ）○ 効率的かつ安定的な漁業経営体の育成・確保 平成29年2.5万経営体

○ 新規就業者を毎年1,500人以上確保

＜内容＞

１．漁船漁業構造改革の推進

漁船漁業改革推進集中プロジェクトを実施し、収益性重視の操業･生産体制の

導入や省エネ･省人型の代船取得等による経営転換を促進します。

漁船漁業構造改革総合対策事業 ５，０００（５，０００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２. 新しい漁業経営安定対策の導入

効率的かつ安定的な漁業経営を実現するために積極的かつ計画的に経営改善

に取り組む経営体を対象に、現行の漁業共済制度の経営安定機能に上乗せした形

で、収入の変動による漁業経営への影響を緩和する新しい経営安定対策を導入し

ます。



漁業経営安定対策事業 ５，２０６（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．地域における担い手の育成・確保

自己の経営判断と創意工夫により経営改革に取り組む経営改善計画の認定を受

けた者等の担い手が、融資を主体として施設・設備等を導入する際のモデル的な

取組に対し、融資残の一部を補助し、あわせて当該融資を円滑に受けることがで

きるよう債務保証を促進します。

さらに、効率的かつ安定的な漁業経営を目指して経営改善に取り組む者等の計

画策定支援のためのサポートモデルを構築します。

地域漁業担い手育成・確保推進対策事業 ８２５（０）百万円】【

【漁業経営改善効率化支援事業 ２４（０）百万円】

４．水産高校を中心とした担い手育成

水産高校等と地域の漁業･水産業界が連携し、実地での企業実習等を実施する

ことにより、地域を支える将来の漁業･水産業の専門知識を有する人材を育成し

ます。

水産高校等を中心とした地域の漁業・水産業の担い手育成プロジェクト事業

１５１（０）百万円

事業実施主体：民間団体等

５．経営改革漁協の再建計画の支援

漁協の再建計画の実施を支援するため、漁協の特定の負債について、その一部

を機関保証、保険に付し、代位弁済が行われた場合の求償権償却引当て経費等に

対して助成します。

漁協経営改革支援事業 ９９（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

担当課：水産庁沿岸沖合課 （０３－３５０２－８４６９(直)）

漁業保険管理官（０３－６７４４－２３５５(直)）

企画課 （０３－６７４４－２３４０(直)）

水産経営課 （０３－６７４４－２３４５(直)）

経営改善に取り組む
漁業者を対象に積立
方式で収入安定

一般の漁業者を対
象に共済方式（保険
方式）で補てん＜効果＞

①担い手の経営安定
②資金調達の改善
③後継者の育成・確保

漁業者の収入変動イメージ

平均的漁業収入

新対策の発動ライン

漁業共済の発動ライン
（約8割程度）



（３）加工・流通・消費対策や未来を切り拓く新技術の開発

① 加工・流通・消費対策

【加工・流通対策 １９（１９）億円】
【流通拠点機能強化対策（公共） １，３０６（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締結促進などを通じて流通の効率化を進めま
す。

（水産物の加工・流通・消費の現状）
・ 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・量ともに不安産地市場

コスト高。定で、
・ 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、常水産物は、

流通マージンが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、
高くなりがち。

・安全・安心な水産物を安定供給するため、拠点漁港の機能を強化する必要。

政策目標
水産物の産地と消費地の価格差を１割縮減

＜内容＞
１．効率的な流通の仕組みづくり

した新たなビジネスモデルを開拓。特に、市場統加工業者、小売業者等と連携
廃合（ITを活用したセリ機能の統合を含む 、買参人の参入自由化等に取り組む。）
産地市場における します。産地・消費地間の直接取引を積極的に推進

水産物流通構造改革事業 ４９１（４９１）百万円
補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

２．国産水産物の先端的な取引の推進
漁業者団体等に対する保管経費等の助成を活用して、 （ITを活用し市場統廃合

。たセリ機能の統合を含む 、 します。） 買参人の参入自由化等の活動を促進
国産水産物安定供給推進事業 １，４００（１，４００）百万円

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

３. 国際化に対応した流通拠点の整備
、 、拠点漁港や輸出水産物を取り扱う漁港において １のソフト施策と連携しつつ
に資する施設整備を集中的に実生産・流通の効率化、品質・衛生管理の高度化等

施します。また、こうした拠点漁港等の 等を図ります。施設の更新コストの縮減
【水産物流通機能高度化対策事業（公共） １２９，４４６（０）百万円の内数】

【水産基盤ストックマネジメント事業（公共） １，２００（０）百万円】

４ 「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の普及・啓発．
「食事バランスガイド」を活用した｢日本型食生活｣の普及・啓発を図る一環と

して、消費者に対し、食べ方の提案、水産物の理解の促進を図ります。
にっぽん食育推進事業 ３,０９５（３，８１５）百万円の内数

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

［担当課：水産庁加工流通課(０３－３５０２－４１９０（直 ］））



② 未来を切り拓く新技術の開発

【新技術開発 １６（１２）億円】
対策のポイント

マグロ、ウナギの養殖生産技術、省エネルギー技術、水産バイオマスの
利活用技術等の開発を行います。

また、資源回復魚種や駆除された有害生物の加工利用を促進します。

（背景）

・近年の国際的なマグロ漁獲規制の強化、2009年より欧州産ウナギの国際取引規制

燃油価格の上昇・

・地球温暖化防止等に貢献する水産バイオマス資源の有効活用

政策目標
○ 国民への水産物の安定供給に貢献する新技術の開発
○ 平成２３年度までにウナギの養殖における優良親魚率を現
在の５倍以上に、シラスウナギまでの生残率を１０倍に向上

＜内容＞
１. マグロ、ウナギの種苗生産・養殖技術の開発

天然からの採取に依存している養殖用のマグロ及びウナギの種苗について、安

定的に供給可能な人工種苗を導入するため、 を優良な親魚養成及び種苗生産技術

マグロ養殖 生け簀開発します。あわせて、海象条件の厳しい海域で を可能とする

の技術開発を行います。等の養殖システム

【新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 ８，９６９百万円（注）の内数

（注 ：平成１９年度は 「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」で実施】） 、

【ウナギ及びイセエビの種苗生産技術の開発 ３００（１２９）百万円】

【養殖クロマグロ安定供給推進事業 ２４７（０）百万円】

２．省エネルギー、バイオマス資源の利活用の促進に向けた技術の開発
燃油価格が高騰していることを踏まえ、省エネルギー技術の実証・開発の支援

を講じることにより、水産業の省エネルギー化を促進します。

未利用水産資源を活用した船上での燃料化や魚粉製造等のシステム、海また、

するために必要となる技術の開発等を行います。藻からバイオエタノールを生産

【水産業振興型技術開発事業 １３９（１２５）百万円】

【省エネルギー技術導入促進事業 ９２４（９２４）百万円】

３．政策課題に対応した未利用資源を活用した水産加工品の商品化
資源回復魚種の活用、有害生物の駆除、DHA,EPA等を豊富に含む加工残渣の再

資源化等の するため、試作品の作成・政策課題に対応した加工品を開発・商品化

評価、原料の調達、普及・広報等を支援します。

未利用資源活用型加工プロジェクト事業 ４０（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

担当課：水産庁研究指導課（０３－３５０２－８４８２（直 ））
加工流通課（０３－３５０２－８４２７（直 ））



（４）漁港・漁場・漁村の総合的整備、多面的機能の発揮

水産資源の生産力向上対策【

１，４２９（１，２０７）億円の内数】

対策のポイント
排他的経済水域等での漁場づくりや藻場・干潟の造成、地域の創意工夫

を生かした漁村づくり、避難地や汚水処理施設等の整備の推進、離島の漁

業再生活動や漁業者が中心となって行う環境・生態系保全活動を支援しま

す。

（背景）

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

です。番目

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

です。つ

・本年６月には、選択と集中のもと、今後５年間で重点的に取り組む課題を明示した

新たな漁港漁場整備長期計画を策定しました。

・ 概して、前面が海、背後が山という狭隘な土地に立地するなど地震・津波漁村は、

等の な面を有しています。災害に対してぜい弱

・ 、水産物を安定的に供給する機能以外に、自然環境や生態系の保全、水産業・漁村は

居住や交流の場の提供等の 。多面的機能を有しています

政策目標
○ 平成23年度までに漁場整備により水産物を概ね14.5万トン増産

○ 平成23年度までに防災機能の強化が講じられる漁村の人口比率を21％

（平成16年度）から概ね30％に向上

○ 漁業者が中心となって行う環境・生態系保全活動への支援方策の確立

○ 全国の漁業生産額に占める離島の漁業生産額の割合10％の確保

＜内容＞

１. 水産資源の増殖推進と生育環境の保全

① 日本海の排他的経済水域において、国の直轄整備による漁場造成を本格的に

実施します。

フロンティア漁場整備事業（公共） ４００（１２７）百万円】【

① 資源回復計画等を実施中の地域において、漁港･漁場の整備とあわせ、藻場

や干潟における食害生物対策（食害防止フェンスの設置等 、海藻類の播種、）

移植やモニタリング等を実施します。

資源回復支援基盤整備事業（公共）

１１１，６９０（９３，３１８）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：地方公共団体等



③ 磯焼け被害の著しい漁場において、藻場・干潟の造成とあわせ食害防除フェ

ンスの設置等の食害生物対策、海藻類のモニタリング等を実施します。

磯焼け対策緊急整備事業（公共）

１１１，６９０（９３，３１８）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：地方公共団体等

２．安全で活力ある漁村の形成

① 地域の創意工夫・特性を生かした活力ある漁村づくり

地域提案枠を拡充し、地域の創意工夫を生かした活力ある漁村づくりを支

援します。

活力ある漁村づくりを推進する観点から、体験漁業の推進や定住･二地域居

住の推進などに取り組む先進的な地域ぐるみのモデル的な取組を公募により

支援します。

【 】漁村再生交付金（公共） ８，７４２（８，５０５）百万円

【 】漁村地域力向上事業 １０３（７５）百万円

② 災害に強い漁村づくりの推進

効率的な緑地・広場施設（避難地）の整備や被災後の時間経過に応じた減

災対策手法マニュアルの策定・普及により漁業地域の防災・減災対策を推進

します。

また、台風等により被災を受ける恐れの高い地域等において地震、津波、

高潮対策を緊急に実施します。

【 】漁業集落環境整備事業（公共） ７，３０２（６，２７４）百万円

【 】漁業地域の減災モデリング事業 ３０（０）百万円

【海岸事業（公共） １２，７１９（１０，５３２）百万円】

３．多面的機能の発揮の促進

① 藻場・干潟の維持・管理など漁業者が中心となって行う環境・生態系保全活

動を促進する政策手法の確立に向けて調査・実証を実施します。

環境・生態系保全活動支援調査・実証事業 １５０（１５０）百万円

事業実施主体：民間団体、都道府県

② 多面的機能を発揮する離島漁業の再生を促す観点から、共同で離島漁業の再

生に取り組む漁業集落に対して交付金を交付します。

離島漁業再生支援交付金 １，７２５（１，７２５）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

［担当課：水産庁計画課（ ］０３－３５０２－８４９１（直））



Ⅳ．平成20年度農林水産予算概算要求における取組

１．政策評価結果の反映

ア 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 八木宏、 」

典 東京農業大学国際食料情報学部教授）の意見を聴き、政策評価を実施してい

ます。

、 、平成 年度政策の評価結果については 平成 年７月 日に取りまとめられ18 19 25
その内容は次のとおりでした。

＜平成18年度政策の評価結果の概要＞

政策目標のうち、（１） 政策分野の16 55
① Ａ（概ね有効）ランクは、35目標（63％）

② Ｂ（有効性の向上が必要である）ランクは、17目標（31％）

③ Ｃ（有効性に問題がある）ランクは、１目標（２％）

④「その他」は、２目標（４％）

となりました。

（注１）Ａ（概ね有効 ・・・・・・・・達成度合 ％以上） 90

Ｂ（有効性の向上が必要 ・・・達成度合 ％以上 ％未満） 50 90

Ｃ（有効性に問題がある ・・・達成度合 ％未満） 50

（注２）その他は、集計中又は台風など外的要因の影響が大きいため達成ランク付けを行わないもの

（２）Ｃランクとなった「民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進」に

属する政策手段「麦作経営安定資金助成金」について、施策に関する目標との

関係を明らかにし、手段の有効性等について分析・検証を行いました。

イ この評価結果を受け、平成20年度予算概算要求に当たって、施策の内容の見直

しを行っています。その具体例は、次のとおりです。

＜達成ランクが「Ｃ」となった１目標における対応＞

① 民間流通を通じた需要に応じた良品質麦生産の推進

【政策評価結果】

18年度目標：小麦の需要と生産のミスマッチ率を基準値より低減する（基準値

11.6％）



18年度実績：17.6％（達成ランクＣ）

ミスマッチ率・・・毎年 ～ 月に生産者側から提示される産地銘柄別の販売予定数6 7

量と、需要者側から提示される購入希望数量に注目。販売予定数量超過数量と

販売予定数量不足数量を絶対値として合計し、総販売予定数量に占める割合を

「ミスマッチ率」とする。

所見：今回、今まで順調に減少してきたミスマッチが拡大したのは、は種前契

約が 年産から導入される品目横断的経営安定対策の交付要件に位置づ19
けられた影響が大きいと考えられる。新たな制度に変わる中で、需要に

応じた良品質麦の生産を、どのような政策で後押しし、その効果をどの

ように検証するのかについて検討する必要がある。

【政策評価結果の反映】

年産麦から導入された品目横断的経営安定対策において、需要者が求める19
品質に近づけていく観点から、品質に応じて交付単価が決定される仕組みが設け

、 。 、られており 年産麦についても同様の措置を講じることとしています 今後20
需要に応じた良品質な国内産麦の供給状況について、品質評価の結果をもとに検

証していくこととしています。

＜達成ランクが「Ａ」又は「Ｂ」となった目標における対応＞

① 食品の安全性の確保

【政策評価結果】

18年度目標：農業生産現場等におけるリスク管理措置により、国産農産物等を

汚染するおそれのある危害要因の摂取を、国民の健康に影響のな

い程度に抑制する。

18年度実績：概ね有効（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、今後とも科学に基づいたリスク分析の考

え方に従い、食の安全及び消費者の信頼の確保のための地道な取組を継

続して行う必要がある。

【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か予測し、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、有害微生物について、食品や生産環境の汚染実態の調査・分析を

拡充し、微生物によるリスクへの対応を強化するとともに、有害化学物質による

食品や飼料の汚染実態に関する調査・分析を引き続き実施します。

・微生物リスク管理基礎調査事業委託費（拡充） ( )百万円141 87
・有害化学物質リスク管理基礎調査事業委託費（継続） ( )百万円239 239

また、農産物に含まれるカドミウムのリスク低減技術の確立に向け、植物を用

いた土壌浄化技術の評価を行う等の取組を支援します。

・食の安全・安心確保交付金のうち

土壌有害物質のリスク管理の推進（継続） ( )百万円の内数2,534 2,513

② 飼料作物生産コストの低減

【政策評価結果】

18年度目標：43.8円/TDNkg

18年度実績：45.5円/TDNkg（達成ランクＢ）

・・・ (可消化養分総量)の略。飼料の含有する栄養価をTDN Total Digestible Nutrients

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。｢ ｣とは、 単位で表したもの。TDNkg kg

所見：今後より一層のコスト縮減を図るため、耕畜連携の強化による水田への

飼料作物の作付拡大や、栄養収量の高いトウモロコシの作付拡大を図る

とともに、引き続き、生産組織（コントラクター）による効率的な自給

飼料生産、水田や遊休農地等における放牧利用の拡大等により面積・単

収の両面からの取組を一層推進する必要がある。

【政策評価結果の反映】

、 、 、評価結果を踏まえ 国産粗飼料の生産拡大を図るため 地域の関係者が連携し

有効利用されずに鋤き込まれている緑肥作物の飼料への転換、耕作放棄地の草地

としての有効活用を普及・促進する取組を支援します。

・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業（新規） ( )百万円の内数605 0

また、耕種農家と畜産農家の連携により、稲わらや稲発酵粗飼料の利用拡大に

加え、新たに、地域における飼料生産の中核的な担い手であるコントラクター等

が、水田の裏作として飼料作物を作付する取組を支援します。

・国産粗飼料増産対策事業（拡充） ( )百万円の内数1,989 1,722



③ 担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進

【政策評価結果】

18年度目標：担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積面積

（184.8万ha）

18年度実績：181.8万ha（推計値 （達成ランクＢ））

所見：担い手への農地利用集積の促進については、現在の施策における推進上

の課題も明らかになっていることから、今後、農地政策の再構築に向け

て設置された「農地政策に関する有識者会議」など、各方面での検証・

検討を踏まえ、担い手への農地の面的集積の加速化に向けた具体的な取

組を推進する必要がある。

【政策評価結果の反映】

担い手への農地利用集積をより一層促進するためには、農地の面的集積を加速

化することが必要であることから、面的集積促進基金を設置し、奨励金の交付を

行うことにより、地域内農地の出し手・受け手に対して新たな面的集積システム

への参加を促すなど、農地政策改革関連の総合的な対策を実施します。

・担い手面的集積加速化支援事業（新規） ( )百万円9,000 0
・面的集積条件整備事業（新規） ( )百万円81 0
・面的集積組織支援推進事業（新規） ( )百万円403 0

④ 優良農地の確保・保全

【政策評価結果】

18年度目標：①優良農地の減少傾向に歯止めをかける（目標値：406万ha）

②被害の発生するおそれのある農用地を減少させる（目標値81万

ha）

（注）18年度実績：①407.5万ha（達成ランク－）

② 81.1万ha（達成ランクＡ）

18 17(注) 平成 年度実績値には農業資源調査に基づく数値を使用している 一方 平成。 、

年度実績値には、 年農林業センサス（農山村地域調査）を基に算定した推計2005

値を使用していたため、値が連続しないことから、ランク付けを行っていない。

所見：優良農地の確保、特に耕作放棄地の解消は喫緊の課題であり、望ましい

農業構造を確立するためにも不可欠である。したがって、優良農地であ

る農振農用地区域内に含まれている耕作放棄地については、その発生状

況等について速やかに的確な把握を行うとともに、効果的な解消・発生

防止策を講じるべきである。



【政策評価結果の反映】

平成 年度においては、耕作放棄地を解消・発生防止するため、耕作放棄地20
、 、 、 、緊急対策を実施し 耕作放棄地の位置 面積 現況等の実態を把握するとともに

担い手による農地利用を促進するほか、集落での保全管理等、総合的な対策を実

施します。

・耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業（新規） ( )百万円1,000 0
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（拡充） ( )百万円の内数39,911 34,088

⑤ 望ましい林業構造の確立

【政策評価結果】

目標：①効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体による事

業量のシェアを増加させる。

・素材生産量： 17年度：48%→27年度：60% 、（ ）

・造林・保育面積： 17年度：58%→27年度：70%）（

②効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体数を増加

させる （17年度：2,200→27年度：2,600）。

実績：有効性の向上が必要である （達成ランクＢ）。

（ 年度は農林業センサスの実施されない年であり、実績値を把握する18
ことが困難であることから、以下の指標を用いて総合的に判定）

①素材生産の労働生産性と国産材の供給量（用材）

（ 年度： ㎥ 人日→ 年度： ㎥ 人日）・素材生産の労働生産性 16 4.51 / 17 4.74 /
（ 年： 千㎥→ 年： 千㎥）・国産材の供給量 16 16,555 17 17,176

（ 年度： 台→ 年度： 台）②高性能林業機械の普及台数 16 2,726 17 2,909
( 年度： → 年度： )③森林組合に占める中核組合の割合 16 26% 17 33%

16 587,190ha④森林組合による長期経営・施業受託面積 私有林（ ）（ 年度：

→ 年度： ）17 672,371ha
素材生産の労働生産性の向上や森林組合による施業受託面積の増加等所見：

が見られ、効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者の育成が進んでい

るものと考えられるが、国産材の競争力を高め、林業の採算性を向上さ

せるためには、さらに施業の集約化や路網と高性能林業機械の組合せ等

により生産性の向上を図り、原木の生産コストの低減や量的に安定した

供給を推進していくことが必要である。

【政策評価結果の反映】

労働生産性の向上や施業等の集約化に関する取組をさらに推進し、効率的かつ

安定的な林業経営を育成していくため、森林組合等の林業事業体における「森林

施業プランナー」の養成の加速化を支援し、森林所有者への積極的な提案により



集約化した施業の安定的な受託を推進します。また、司法書士団体と森林組合系

統との連携による都市部在住の不在村森林所有者への森林施業の働きかけを強化

します。

・施業集約化・供給情報集積事業（拡充） （ ）百万円621 559

⑥ 漁業経営改善計画の認定者数の確保

【政策評価結果】

18年度目標：375経営体

18年度実績：234経営体（達成ランクＢ）

所見：漁業経営の育成については、資源の悪化、魚価の低迷、燃油価格の高騰

と厳しい経営環境のもと、計画策定数は微増にとどまっているが、今後

も効果が発揮されるように努めるとともに、計画策定数の増加を図る必

要がある。

【政策評価結果の反映】

評価結果を踏まえ、水産物の安定供給の担い手となる漁業者が経営改善に積極

的に取り組める環境を整備するため、収入の変動による漁業経営への影響を緩和

し、漁業者の経営改善の取組を支える新たな経営安定対策を導入します。

・漁業経営安定対策事業費（新規） ( )百万円5,206 0

⑦ 農林水産物・食品の輸出の促進

【政策評価結果】

目 標 値：1兆円規模（平成25年）

18年実績値：3,739億円（対前年比13.0%の増加 （達成ランクＡ））

18 13.0% 17所見：平成 年は 輸出額の伸び率が と 概ね良好な達成状況であり、 、 、

年同様、水産物輸出の伸長に支えられたところが大きかった。今後はそ

、 、の他の農産物や食品についても 輸出の拡大が期待される品目を中心に

きめ細かな輸出支援を行うことによって、拡大傾向を加速化する必要が

ある。

【政策評価結果の反映】

関係府省、都道府県、民間団体等が参画する農林水産物等輸出促進全国協議会

で了承された「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿った支援策を

展開します。

・輸出促進対策（拡充） ( )百万円2,453 2,337



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状況調査を反映

し、次のような見直しを行いました。

① 強い農業づくり交付金（うち産地競争力の強化）

事業実施主体が掲げる成果目標について、産地・生産者の取組が反映

されないものがあること、達成すべき基準が低いものがあるとの指摘を

受けました。また、配分に当たっては、他の政策目的と適切に比較する

こと、産地全体への裨益、モデル性の高さ、地域の特性を反映させる仕

組みとすべきとの指摘を受けました。

これらの指摘を踏まえ、平成２０年度予算要求に当たっては、成果目

標の内容の見直しや達成すべき基準の所要の引き上げを行うとともに、

配分に当たっては、他の政策目的とポイントの上限を揃えるなどの見直

しを行います。

② 国有林野事業における生産事業

生産事業の採算性の算定について、生産量の堅実な見積もりによる採

算割れの防止や伐採後造林コストも含めた算定とすること、また、採算

性が確保される場合にあっても長伐期施業なども含めて適切な施業方法

を選択すべきとの指摘を受けました。

これらの指摘を踏まえ、平成２０年度予算要求に当たっては、生産量

を堅実に見積もり、伐採後造林コストを含めて事業実施の可否を判断す

ることにより、採算性の一層の向上を図り、その結果、生産事業量を縮

減させることとしております。また、立地条件や林況等に応じて、非皆

伐施業等を推進することなど、適切な施業方法の選択を図ることとして

います。

③ 離島漁業再生支援交付金

同交付金については、

１ 離島漁業の課題に的確に対応した取組の積極的な実施と取組の効果

が報告される仕組み

２ 「創意工夫を活かした新たな取組」の早期実施と取組状況に応じた

適切な交付



を検討すべきとの指摘がありました。

、 （ ）これらの指摘を踏まえ 離島漁業の課題 離島としての不利性の克服

に的確に対応した取組が積極的行われるよう、自らが集落の再生への方

策及び再点検を行い、必要に応じ集落協定の見直しを推進することとし

ています。また取組状況等に加え集落の取組に対する効果を国に報告す

ることとしています。

「創意工夫を活かした新たな取組」未実施集落については、遅くとも

平成２０年度までに実施するよう市町村を通じ指導するとともに、取組

に応じた適切な交付となるよう検討することとしています。

④ 水田農業構造改革対策推進交付金

平成１９年度からの需給調整システムの円滑な実施に向けて、地域協

議会の機能強化のための交付金を措置してきました。今回、当該交付金

が効果的に活用されているか検証できるよう事務執行態勢の整備を図る

とともに、平成１９年度から新たな需給調整システムへ移行したことを

踏まえ、国と地方の役割分担を含め、当該交付金措置を見直すよう指摘

がありました。

これらの指摘を踏まえ、当該交付金について平成１９年度予算の執行

状況について調査することとしているとともに、平成２０年度予算要求

において、国と地方の役割分担を踏まえつつ、水田農業構造改革を進め

る上で重要な経費に絞り込むなどの見直しを行います。

⑤ 農業改良資金助成事業

各地方農政局等において都道府県に対し、農業改良資金の自主納付制

度等の趣旨の徹底と、翌年度繰越額にかかる基準について効率的な資金

管理を実現するための見直しについて徹底するよう指摘されました。

これらの指摘を踏まえ、平成２０年度の予算要求に当たっては、都道

府県における貸付額及び償還額を踏まえた適正な繰越額をもって、回転

資金として効率的な資金管理を行うことを徹底しつつ、必要となる政府

貸付金を要求することとしています。



３ 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」や「基本方針、
2007」の趣旨を踏まえ、引き続き以下の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 農地の面的集積を加速化する基盤整備の推進

農業の生産性を高める基盤整備と併せ、面的集積を促進するための活動
等を支援します。これにより、平成27年において担い手の経営面積の７割
程度を面的に集積することに貢献します。

② 総合的な治山対策の推進

大規模山地災害に備えるため、既存の治山施設や森林等を活用し、効率
的に山地防災力を強化します。また、危険地区の情報提供や災害発生時の
支援等と併せて、総合的な治山対策を推進します。

③ 加工・流通・消費対策と連携した産地の競争力強化

拠点漁港や輸出水産物を取り扱う漁港において、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施設整備を集
中的に実施します。

④ 公共事業予算の一部を活用した非公共施策の充実

農林水産業の喫緊の課題に対応するため、公共事業の予算の一部を活用
し、非公共施策の充実を図ります。主な事例は以下の通りです。

・ 農業農村整備の予算の一部を活用し、農地に関する情報と地図情報を
（ ） 。結合させた農地情報図 GIS を整備する非公共事業の充実を図ります

、 。これにより 農政の喫緊の課題である農地の面的集積等に取り組みます

・ 林野公共の予算の一部を活用し、間伐実施者が短期資金を借りる際の
利子を国が負担し、間伐収入によって事後清算する方式の非公共事業を
創設します。これにより、間伐実施者のリスク軽減を図り、高齢級森林
の利用間伐を促進します。

・ 水産基盤整備の予算の一部を活用し、漁業環境の改善、養殖技術の開
発、漁港漁場を利用する担い手の育成等に資する非公共事業を創設しま
す。これらにより、我が国周辺水域における資源悪化や漁業生産構造の
脆弱化など、水産業の抱える課題に対応します。



（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・保全管理への重点化

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間伐等の森林整備への重点化

森林吸収源対策を加速化するため、引き続き造林・間伐等に予算を重点
化します。また、治山事業においても、水土保全機能の低下した保安林の
整備により、森林吸収源対策に貢献します。

③ 我が国周辺水域における漁場の整備等への重点化

近年、水産資源の半数が低位水準となっている状況を踏まえ、漁場の拡
大や藻場・干潟の造成等に予算を重点的に配分し、水産資源の生産力の向
上を図ります。

（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り組みを実施します。

① 国と地方の役割分担の見直し

水田地帯におけるかんがい排水施設の整備にあたっては、全国的な整備
、 、水準等を踏まえ 今後国が行う基礎的・広域的事業を更新事業に重点化し

水源開発を伴う新設事業は平成20年度より新規採択を中止します （ただ。
し既に調査実施中の地区及び島嶼部を除く ）。

② 補助金改革の推進

農山漁村において生産基盤と生活環境を一体的に整備する「村づくり交
付金 「里山エリア再生交付金 「漁村再生交付金」について、地域が独」、 」、
自に提案する整備メニューが実施可能な範囲を総事業費の10％から20％に
拡大します。また、農村の生活環境を整備する事業を「村づくり交付金」
等に統合し、事業制度の明確化・簡素化を図ります。

これらにより、地方のニーズや創意工夫を一層活かす制度とし、より効
果的な整備を推進します。

（４）更新コストの縮減



農業水利施設や水産基盤施設等の老朽化が進む中、ストックマネジメント
の考え方を導入し、既存の施設等を効率的に活用します。これにより、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。

① ストックマネジメント導入対象の拡大
水産基盤施設について、施設の機能診断、保全計画の作成、計画に基づ

く対策工事を一貫して実施する仕組みを新たに導入します。

② 技術の高度化等による側面支援
ストックマネジメントに係る技術の高度化や保全計画策定のために必要

な知見の蓄積を進め、既存施設のより効率的な活用を図ります。

（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、入札方式の改革、事業
評価手法の改善、コスト縮減などの改革を進めていきます。

① 一般競争入札の拡大と低入札防止策の充実

平成20年度から、災害復旧工事や小規模な工事を除き、地方農政局長発
注（９千万円以上）の全工事を対象に、総合評価落札方式の一般競争入札
を実施します（現行は２億円以上 。また、低入札防止に資する施工体制）
確認型総合評価落札方式について、平成19年10月以降、原則として地方農

（ ） （ ）。政局長発注 ９千万円以上 の全工事に拡大します 現行は２億円以上
林野庁が発注する工事については、緑資源機構談合問題を踏まえ、平成

19年５月以降原則全て一般競争入札に切り替えています。
これらの措置により 低入札の防止等による工事の品質確保と併せ 一、 、「

般競争入札を概ね８割（金額ベース）まで拡大」という目標を、１年前倒
して、平成21年度までに達成することを目指します。

② 事業評価手法の改善による客観性・透明性の向上

農林水産公共事業の事前評価について、評価の程度を明確化する手法で
ある多段階評価方式を導入します。また、農業農村整備事業において、事
業の効果をより適正に把握するため、新たな費用対効果分析手法を導入し
ます。これらの改善と併せ、事業評価を厳格に運用することにより、事業
の客観性・透明性の一層の向上に努めます。

③ 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ています
が、平成20年度以降も同様の取組を進めます。具体的には、
・ 地域の意向に応じたｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ原則の導入、地域住民等参加型手法に

よる直営施工方式の拡大、積算の施工単価方式（試行）の拡大
・ 現地で発生した間伐材の木柵工や筋工への有効活用
・ 貝殻等の水産系副産物や浚渫土砂の魚礁や覆砂等へ有効活用
などに取り組み、コストの縮減を図ります。



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。

○ 行革推進法の趣旨を踏まえ、特別会計に関する法律（平成19年３月31日
法律第23号）において、特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる取扱
いの整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報の開示その他
所要の措置を規定。

（２）個別の特別会計の改革

〈農林水産省関係の特別会計の改革方針及び措置状況は以下のとおり〉

【旧食糧管理特別会計と旧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 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
を検討。の移行

【国営土地改良事業特別会計】

・ 平成20年度に一般会計に統合。
注）概算要求においては一般会計化を前提とし、経理区分が変更されることに

伴う増加経費については、予算編成過程において検討。

・ 国と地方公共団体の役割分担については、水田地域において、国は基
幹的農業水利施設の機能向上を含む更新事業に施策を集中させ、都道府
県は農地の整備等を重点的に実施する等の方針を平成18年度末に決定。

【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。
・ 行革推進法では 「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 」と規定。
されているが、１年前倒しし、平成22年４月から実施する方針。

【農業共済再保険特別会計と漁船再保険及び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。



Ⅴ．参考資料

１．平成20年度一般歳出の概算要求基準の考え方



２．特別会計歳入歳出予定額表

会　計　名
１９年度予算額 ２０年度要求額 対前年度比

歳　入 歳　出 歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％

１　食料安定供給 3,294,320 3,285,893 3,405,464 3,393,499 103.4 103.3

農業経営基盤強化勘定 33,351 33,351 31,362 31,362 94.0 94.0

農 業 経 営 安 定 勘 定 141,318 141,318 196,226 196,226 138.9 138.9

米 管 理 勘 定 902,260 902,260 836,545 836,545 92.7 92.7

麦 管 理 勘 定 475,753 475,753 571,339 571,339 120.1 120.1

業 務 勘 定 25,463 25,463 21,717 21,717 85.3 85.3

調 整 勘 定 1,716,176 1,707,749 1,624,060 1,612,095 94.6 94.4

国営土地改良事業勘定 ― ― 124,215 124,215 皆増 皆増

２　農業共済再保険 125,201 114,251 128,625 117,820 102.7 103.1

再保険金支払基金勘定 18,986 18,986 20,124 20,124 106.0 106.0

農 業 勘 定 41,033 40,941 42,822 42,712 104.4 104.3

家 畜 勘 定 45,801 37,966 45,858 38,198 100.1 100.6

果 樹 勘 定 12,952 9,982 13,219 10,191 102.1 102.1

園 芸 施 設 勘 定 5,314 5,260 5,390 5,383 101.4 102.4

業 務 勘 定 1,116 1,116 1,210 1,210 108.5 108.5

３　森　林　保　険 12,805 5,317 12,156 5,363 94.9 100.9

４　国 有 林 野 事 業 459,064 459,064 475,721 475,721 103.6 103.6

５　漁船再保険及び漁業共済保険 28,710 17,684 28,186 17,036 98.2 96.3

漁 船 普 通 保 険 勘 定 8,897 8,512 8,202 7,522 92.2 88.4

漁 船 特 殊 保 険 勘 定 355 269 351 269 98.8 100.0

漁船乗組員給与保険勘定 62 43 62 43 100.1 100.0

漁 業 共 済 保 険 勘 定 18,329 7,793 18,539 8,170 101.1 104.8

業 務 勘 定 1,067 1,067 1,032 1,032 96.8 96.8

６　国営土地改良事業 503,726 503,726 ― ― 皆減 皆減

(注1）国営土地改良事業特別会計は平成20年度に一般会計に統合。ただし、財投借入地区のうち平成19年度末

　　までに工事が完了しなかった地区に係る工事の経理については、経過措置として、食料安定供給特別会計

　　に国営土地改良事業勘定を設けて行う。

(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。



３．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 170,000 98,000 

日本政策金融公庫 ―　 85,000 

（　二　機　関　計　） 170,000 183,000 

２ 独立行政法人緑資源機構の事業を ―　 8,500 
承継する経過措置法人

独立行政法人　緑資源機構 8,700 ―　

３ 食料安定供給特別会計 ―　 21,200 
（国営土地改良事業勘定）

国営土地改良事業特別会計 24,900 ―　

４ 独立行政法人　農業・食品 1,200 2,000 
産業技術総合研究機構

　　　合　　　　計 204,800 214,700 

（注）１　農林漁業金融公庫は、平成２０年１０月１日に解散し、同日付をもって設立され

　　　　る日本政策金融公庫に統合する。

　　　２　農林漁業金融公庫は、上記のほか、２０年度に財投機関債の発行による資金調達

　　　　（１００億円）を見込んでいる。（１９年度発行見込額２３０億円）

      ３　日本政策金融公庫は、上記のほか、危機対応円滑化業務の事業のため、２０年度

　　　　計画額３,３００百万円がある。

      ４　独立行政法人緑資源機構の事業を承継する経過措置法人は、独立行政法人森林総

　　　　合研究所を予定。

　　　５　経過措置法人は、上記のほか、２０年度に財投機関債の発行による資金調達

　　　　（４１億円）を見込んでいる。（緑資源機構の１９年度発行見込額６１億円）

区　　　分 19年度計画額 20年度要求額
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