
３．国内農業の体質強化による食料供給力の確保

（１）意欲と能力のある担い手の育成

【 】意欲と能力のある担い手の育成 ２６４，３６１(２４１，３７６）百万円

対策のポイント
水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）については、市

町村特認制度の創設、申請手続の簡素化、交付金支払時期の前倒し等、制度

の改善内容を周知しながら着実に推進します。また、企業的な農業経営を目

指した経営展開の取組への支援、経営の法人化の促進、集落営農の発展段階

に応じたきめ細やかな支援等を実施します。

（効率的かつ安定的な農業経営とは）

のことです。他産業並みの労働時間で他産業並みの所得を得られる農業経営

（認定農業者とは）

自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が 「効率農業経営基盤強化法に基づき、 、

的かつ安定的な農業経営」となることを目指して農業経営改善計画を作成し、市町村からそ

のことです。の計画の認定を受けた者

（集落営農とは）

一定の地域内の農家が農業生産を共同して行う営農組織集落など地縁的にまとまりのある

のことです。

政策目標

担い手の育成・確保
＜平成１９年＞ ＜農業構造の展望（平成２７年）＞

認定農業者 約２４万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 33万～37万

農業法人 約８千 → 効率的かつ安定的な法人経営 １万

集落営農 約１万３千 → 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～４万

＜内容＞

１．水田・畑作経営所得安定対策の着実な推進 別紙１

土地利用型農業の担い手を生産条件不利補正対水田作及び大規模畑作を中心に、

策（販売収入では賄えない生産コストの補てん）及び収入減少影響緩和対策（販売

します。また、本対策には、高齢者や小規収入の減少に対する補てん）により支援

面積・所得の特例や市町村特認 集落営農組織へ模な農家であっても、 を活用したり

することにより、加入できることから、その内容を現場に周知しながら、着実参加

に推進します。

水田・畑作経営所得安定対策（特会） ２３０，４８２（２０８，６７０）百万円

うち生産条件不利補正対策（21年産） １５４，９０６（１５３，１５３）百万円

うち収入減少影響緩和対策（20年産） ７５，５７６（５５，５１７）百万円



２．企業的な農業経営を目指した経営展開の取組への支援 別紙２

農業法人が、地域のＪＡ・農業者企業的な農業経営を目指して、既存又は新設の

や食品メーカー等の企業などとの多様なネットワークを形成 農業することにより、

します。また、法人経営界における「新たな経営展開の形」を確立する取組を支援

の中核を担う優れた人材の育成を行う取組を支援します。

【農業法人経営発展支援事業 ２３０（０）百万円】

３．担い手の経営再生や担い手への経営資源の円滑な承継の支援 別紙３

担い手の経営再生や担い手への経営資源の円滑な承継を支援する農業再生委員会

について、全国段階に弁護士、公認会計士などの専門家で構成する支援チームを設

置し、 を図ります。また、農地保有合理化法農業再生委員会の設置促進や機能強化

農地等の適正な買入価格の査定等の取組を推人が農業再生委員会と連携して行う、

、 。進 経営困難に陥った農業者の農地等が円滑に担い手に承継し されるようにします

【全国農業再生委員会活動支援事業 ４５（０）百万円】

【農地保有合理化促進事業（特会） １，９９５（２，１４９）百万円】

４．担い手育成・確保支援対策の充実 別紙４

経営診断・指導活動を各種の担い手向け支援策担い手育成総合支援協議会による

。 、と一体的に実施し 適切な経営管理を通じた担い手の経営改善を推進、 します また

担い手の法人化を促進 法人化を契機として農業用機械等を導入する場合のするため

等を創設するほか、適正な財務諸表を作成し経営改善に取り組む担いリース料助成

手に を新設します。融資する際の保証料を軽減する措置

このほか、 、融資主体で農業機械集落営農の発展段階に応じたきめ細やかな支援

・施設等を導入する際の自己負担部分の軽減措置、スーパーＬ資金等の無利子化等

を引き続き実施します。

【担い手育成・確保支援対策 ３１，６１０（３０，５５７）百万円】

【強い農業づくり交付金のうち集落営農育成・確保緊急整備支援

２９，１５０（２４，９１４）百万円の内数】

［担当課：経営局経営政策課 （０３－３５０２－６４４１（直 ］））



別紙１

水田・畑作経営所得安定対策の着実な推進

【 （ ） （ ） 】水田・畑作経営所得安定対策 特会 ２３０,４８２ ２０８,６７０ 百万円

対策のポイント
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（販売収入では賄えない生産コストの補てん）及び収入減少影
響緩和対策（販売収入の減少に対する補てん）により支援します。

また、本対策には、高齢者や小規模な農家であっても、面積・所得の特
例や市町村特認を活用したり集落営農組織へ参加することにより、加入で
きることから、その内容を現場に周知しながら、着実に推進します。

（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加入しやすくしています。ことが原則ですが、以下に掲げるように
さらに、20年度からは、既存の各種特例を活用しても本対策に加入できない者であっ

熱意を持って営農に取り組む者ても、地域農業の担い手として周囲からも認められ、
であれば 市町村特認により本対策に加入することができます。、

【経営規模要件の特例】

＜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定された生産・出荷実績に応じ

として102,333百万円を措置しています。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

、 、 、 、当該年の麦 大豆 てん菜 でん粉原料用ばれいしょの品質別の生産量に応じ

それぞれの品目ごとに設定された として52,574百万円を措数量単価に基づく支払

置しています。

【生産条件不利補正交付金（特会）１５４，９０６（１５３，１５３）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

生産調整を実施する担い手の （米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料当年産収入額

用ばれいしょごとの収入額を合算）が、 （過去５年の中庸３か年の平標準的収入額

均収入）を下回った場合に、 します。その差額の９割を補てん

対策加入者と国は１対３の割合で補てんの原資を負担し、国の負担分として

75,576百万円を措置しています。

なお、対策加入者は、予め しうる積立金額を選択・10％または20％の減収に対応

拠出することにより、収入減少に備えることができます。

【収入減少影響緩和交付金（特会） ７５，５７６（５５，５１７）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
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別紙２

企業的な農業経営を目指した経営展開の取組への支援

【農業法人経営発展支援事業 ２３０（０）百万円】

対策のポイント
企業的な農業経営を目指して、既存又は新設の農業法人が、地域のＪＡ・

農業者や食品メーカー等の企業などとの多様なネットワークを形成すること
により、農業界における「新たな経営展開の形」を確立する取組みに対し支
援します。

また、法人経営の中核を担う優れた人材の育成を行う取組みに対し支援し
ます。

（例）
価格競争力のある作物を生産 手間のかかる少量多品目の・ 農業法人が し、地域の農業者等が

するなど を行う。作物を生産 役割分担し、法人の持つ販路を活用して販売
・ 担い手がいない地域などでは、 し、法人が生産した作物でＪＡが出資して農業法人を設立

ＪＡが運営する直売施設等の商品の充実 農業者をオペレーターとしを図るとともに、地域の
を行う。て雇い、適切な農作業管理

新規参入した建設会社等 農業法人と提携 農業法・ 農業分野に が、例えば、 することにより、
を行う。同時に、新規参入した建設会社等の さ人の持つ販路を活用して販売 生産技術を向上

せるため、 を受ける。農業法人から生産技術に関する指導
販売管理能力を向上 強みを持っ・ 農業法人の幹部候補従業員の させるため、販売管理部門に
を受けさせる。ている別の法人で実践的な研修

＜内容＞

１．農業法人を核としたネットワーク手法の実践に対する支援
農業法人が、地域のＪＡ・農業者企業的な農業経営を目指して、既存又は新設の

することにより、これや食品メーカー等の企業などとの多様なネットワークを形成
らの者が法人の販路を活かした販売を起点とした経営の実践、消費者ニーズを捉え

農業界での「新たな経営展開の形」を目指す取組を支援た作物導入や商品開発など
します。

事業採択に当たっては、 ため、あらかじめモデルを法人等の自由な発想を活かす
示すことはせず、 を行ってもらい、優良なビジネスプランについコンペ方式で提案

実現に必要な調査、新規作物の導入、新商品の開発等の活動を助成する形て、その
をとります。

２．農業法人経営の中核を担う人材育成への支援
経営発展の原動力となる人材を大量に養農業法人経営の中核を担う幹部となって

成するため、法人経営を行っていく上で直面する課題や問題点の解決に結びつく研
修プログラムを策定するとともに、課題解決に最適な研修ができる法人等を紹介す

など、 します。る体制を作る 実践的な「人材育成システム」を整備
また、農業法人と取引するスーパー・食品メーカー・外食産業の担当者の実践研

。修や経営に失敗した農業経営者の再教育にも本システムが活用できるようにします
農業法人経営発展支援事業 ２３０（０）百万円

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

［担当課：経営局経営政策課 （０３－６７４４－２１４３（直 ］））



別紙３

担い手の経営再生や担い手への経営資源の円滑な承継の支援

【 】２，０３９(２，１４９）百万円

対策のポイント
担い手の経営再生や担い手への経営資源の円滑な承継を支援する農業再生

委員会について、全国段階に弁護士、公認会計士などの専門家で構成する支

援チームを設置し、農業再生委員会の設置促進や機能強化を図ります。

また、農地保有合理化法人が農業再生委員会と連携して行う、農地等の適

正な買入価格の査定等の取組を推進し、経営困難に陥った農業者の農地等が

円滑に担い手に承継されるようにします。

＜内容＞

１．農業再生委員会の設置促進及び機能強化

農業分野の事業再生等に必要な知見を有する弁護士、公認会計士、金融機関ＯＢ

等の専門家で構成する します。支援チームを全国段階に設置

法務・税務この支援チームが、都道府県段階に設置される農業再生委員会からの

し農業再生委員会全体の機能強化を図ります。また、この支に関する相談等に対応

農業再生援チームは、第３者性を活かして経営困難農業者から直接相談を受付け、

や を行うとともに、場合によ委員会への案件引継 農業再生委員会自身の立上げ支援

っては直接処理を行い、 します。担い手の経営再生や経営資源の円滑な承継を支援

全国農業再生委員会活動支援事業 ４５（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：全国担い手育成総合支援協議会

２．経営困難に陥った農業者の経営資源の円滑な承継

経営困難に陥った農業者の経営資源を農地保有合理化法人が買い入れる際に、

適正価格の査定（デューデリジェンス）を実施し、担農業再生委員会と連携して

します。い手に円滑に売り渡す取組を支援

また、買い入れた農地等の生産性を低下させないよう、農地保有合理化法人が

します。一時管理する際の管理経費を支援

農地保有合理化促進事業（特会） １，９９５（２，１４９）百万円

補助率：定額、７／１０以内、６／１０以内、１／２以内

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（

担当課：経営局経営政策課 （０３－６７４４－２１４４（直 ））

金融調整課 （０３－６７４４－２１６７（直 ））



別紙４

担い手育成・確保支援対策の充実

【担い手育成・確保支援対策 ３１，６１０(３０，５５７）百万円】

対策のポイント
担い手（認定農業者・集落営農組織）が効率的かつ安定的な農業経営へ着

実に発展するよう、これまでの担い手育成・確保支援対策を継続的に実施し

ます。

特に、担い手の数そのものの増加を図る“量的な拡大”の取組に加え、経

営診断の実施、法人化の推進など、経営の合理化を図る“質的な向上（＝レ

ベルアップ ”のための取組を強化します。）

＜内容＞

１．経営診断・指導の推進

新たな支担い手育成総合支援協議会が、経営診断指導マニュアルに基づき、各種の

し、 して援策を活用する担い手を対象に簡易経営診断を実施 診断結果を担い手に提示

指導を行います。これにより、担い手の経営管理能力の向上と、青色申告・複式簿記

記帳の実施の促進を図ります。

適正な財務諸表を作成し経営改善に取り組む担い手に対し、融資の際の保証また、

料を軽減します。

担い手アクションサポート事業 ３，１７５（２，２５０）百万円の内数

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：都道府県・地域担い手育成総合支援協議会

２．法人化への取組の推進

（１）農業用機械等の導入支援

① が、 等を契機に、リースを活用して農認定農業者 法人化や新たな分野への進出

業用機械等を導入する場合、 します。リース料の３／１０を上限に助成

担い手経営展開支援リース事業 １，０７２（６９７）百万円

補助率：定額（リース料の３／１０以内）

事業実施主体：民間団体

集落営農組織 法人化 購入経費の② が、 を契機に農業用機械等を導入する場合、

します。１／２を上限に助成

強い農業づくり交付金のうち集落営農育成・確保緊急整備支援

２９，１５０（２４，９１４）百万円の内数

交付率：定額（１／２以内等）

事業実施主体：農業協同組合、第三セクター等



（２）法人化の発展段階に応じた支援

法人化の必要性や法人化によるメリットの普及啓発 経営計画を行います。また、

など、法人設立準備段の策定費用、法人設立時の手数料や専門家への経営相談費用

各種活動の実施に要する経費について、一定階から経営が安定する段階までの間の

します。額の範囲内で助成

担い手アクションサポート事業 ３，１７５（２，２５０）百万円の内数

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：都道府県・地域担い手育成総合支援協議会

３．集落営農の組織化・経営安定

集落営農組織の立ち上げ 専門家によるコンサ・経営改善に必要な農家の意向把握や

、 、ルティング活動 経営の多角化・複合化 新規作物導入へのチャレンジを図るための 等

します。集落営農の発展段階に応じた取組を支援

担い手アクションサポート事業 ３，１７５（２，２５０）百万円の内数

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：都道府県・地域担い手育成総合支援協議会

４．水田・畑作経営所得安定対策加入者の更なる経営発展の促進

麦･大豆などの作付けを拡大した場合 先進的経営規模の拡大等に応じて の支援、

な小麦産地やてん菜産地における品質向上等 大規模土地への支援、地域における

への支援を行います。これにより、水田・畑作経営所利用型農業のモデル経営体

得安定対策加入者の更なる経営発展を促進します。

担い手経営革新促進事業 １７，１００（１７，１００）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

５．融資を主体とした投資を行う担い手への支援

認定農業者等の担い手による融資を主体とした農業用機械・施設等の導入に際し

て、 します。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 します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 ９，２８３（６，４８０）百万円

補助率：融資残額（３／１０上限 、定額）

事業実施主体：地域担い手育成総合支援協議会

［担当課：経営局総務課 （０３－３５０２－６４３２（直 ］））



（２）食料の生産基盤である農地の確保・有効利用の促進

【 ， ， ） 】農地の確保・有効利用の促進 ２１ ３４８(１０ ５６７ 百万円ほか

対策のポイント

食料の生産基盤である農地の確保・有効利用を促進するため 「経済財政改、

革の基本方針２００８」に基づき、農地政策改革を順次具体化すべく、委任

・代理等の方式で農地を面的に集積していく実証的な取組等を推進するとと

もに、農地情報のデータベース化を推進します。

（農地の確保・有効利用の促進）

世界の食料事情が大きく変化する中で、国民に対して安定的に食料を供給するためには、

国内の食料供給力の強化 最も基礎的な食料の生産基盤である農が必要です。そのためには、

し、 ことが重要です。地を確保 面的集積等により最大限に有効利用していく

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．農地を確保し最大限利用する地域の取組の推進 別紙１

農地を確保し最大限利用するため、地域の農地の受け手の状況に応じて、特定農

耕作放棄地等の引受け 農地の業法人等による 、市町村農地保有合理化法人等による

、委任・代理等の方式で していく実証的な取組等を推進保全管理 農地を面的に集積

します。

【農地確保・利用支援事業（特会） ８，６６７（０）百万円】

【農地確保・利用推進体制支援事業（特会） ８１５（０）百万円】

２．農地情報のデータベース化 別紙２

平成２１年度中に農業振興地域の農用地区域を中心に農地情報図の基盤となる地

を進め、順次、これに農地の所有や利用の状況等に関する情報を付加し、図の整備

関係機関共通のデータベースの構築を支援 貸します。また、新規参入者等に必要な

出農地の情報、賃借料等の情報について、全国どこからでもアクセスできる体制を

します。整備

【水土里情報利活用促進事業 １０，６９９（９，６９９）百万円】

【農地情報共有化支援事業 １，１４０（８６８）百万円】

【農地情報提供支援事業 ２７（０）百万円】



３．不在村地主の特定・意向確認 別紙３

耕作放棄地解消の一環として、 となっ農地の有効利用に向けた取組に当たり障害

ている を実施不在村地主等の実態の把握、農地所有者等の将来の経営意向の確認等

します。

【担い手アクションサポート事業 ３，１７５（２，２５０）百万円の内数】

（その他関連施策）

○面的集積の契機となる基盤整備の実施

農地の利用基盤整備（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。集積

農地集積加速化基盤整備事業（公共） ２２，０００（５，０００）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 ］））



○ 食料の生産基盤である農地の確保・有効利用を促進するため、「経済財政
改革の基本方針２００８」に基づき、農地政策改革を順次具体化すべく、委
任・代理等の方式で農地を面的に集積していく実証的な取組等を推進すると
ともに、農地情報のデータベース化を推進します。

農地の確保・有効利用の促進

農地の農地の最大限の最大限の有効利用有効利用

【課題】
○ 世界の食料事情が大きく変化する中で、国内の食

料供給力の強化が必要。そのため、農地を確保し、
最大限に有効利用することが重要。

○ 関係機関共通のデータベース（農地情報図）の構築を支援
【水土里情報利活用促進事業（拡充）】
【農地情報共有化支援事業（拡充）】

○ 貸出農地情報等の提供
【農地情報提供支援事業（新規）】

○ 不在村地主の実態把握、農地所有者の経営意向の確認
【担い手アクションサポート事業（拡充）】

○ 地域の農地の受け手の状況に応じて、委任・代理等の方式で農地を面的に
集積していく実証的な取組等を推進

【農地確保・利用支援事業（新規）】
【農地確保・利用推進体制支援事業（新規）】

２．農地情報のデータベース化

１．農地を確保し最大限利用する地域の取組の推進

３．不在村地主の特定・意向確認



別紙１

農地を確保し最大限利用する地域の取組の推進

【農地確保・利用支援事業（特会）８，６６７（０）百万円】

【農地確保・利用推進体制支援事業（特会）８１５（０）百万円】

対策のポイント
、 、農地を確保し最大限利用するため 地域の農地の受け手の状況に応じて

特定農業法人等による耕作放棄地等の引受け、市町村農地保有合理化法人

等による農地の保全管理、委任・代理等の方式で農地を面的に集積してい

く実証的な取組等を推進します。

＜内容＞

１．地域の農地の受け手の状況に応じた、農地の確保・利用のための支援

都道府県担い手育成総合支援協議会に基金を造成し、地域の農地の受け手の状

況に応じて市町村段階で行われる取組を推進します。

特定農業法人等が耕作放棄地及び耕作放棄のおそれのある農地を引き受けて（１）

に必要な農業機械のリース代金等の支援営農する場合

市町村農地保有合（２）農地の所有者からの申し出により、農地の借入等を行った

理化法人等が貸付先の受け手が確保されるまでの一定期間農地の保全管理を

の支援行う場合

面（３）農地の所有者から委任・代理や転貸目的での貸借等を受けて農地を集めて

の支援的にまとまった形で農地を配分する仕組みを実証的に行う場合

農地確保・利用支援事業 ８，６６７（０）百万円

補助率：定額

実施主体：都道府県担い手育成総合支援協議会、

（社）全国農地保有合理化協会

２．コーディネーターへの支援

面的にまとまった形で農地を配分する仕組みを実証的に行う際に必要となる経

取組を中心的に行うコーディネーターの活動費について支援します。また、その

します。費や研修費を支援

農地確保・利用推進体制支援事業 ８１５（０）百万円

補助率：１／２、６／１０、１０／１０

実施主体：都道府県、農業協同組合、市町村公社、

地域担い手育成総合支援協議会

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ）]）



別紙２

農地情報のデータベース化

【水土里情報利活用促進事業 １０，６９９（９，６９９）百万円】

【農地情報共有化支援事業 １，１４０（８６８）百万円】

【農地情報提供支援事業 ２７（０）百万円】

対策のポイント

平成２１年度中に農業振興地域の農用地区域を中心に農地情報図の基盤とな

る地図の整備を進め、順次、これに農地の所有や利用の状況等に関する情報を

付加し、関係機関共通のデータベースの構築を支援します。

また、新規参入者等に必要な貸出農地の情報、賃借料等の情報について、全

国どこからでもアクセスできる体制を整備します。

（農地情報のデータベース化）

市町村、農業委員会、土地改良区等の し農地に関する情報は、 関係機関がバラバラに保有

ている状況にあります。

関係機関が、個々に保有している情報を 農このため、これらの 共通のデータベースとなる

地情報図として整備する 面的集積の取組への活用、耕作放棄地解消対策のことで、例えば、

推進、農地法の許可事務、ブロックローテーション等作付体系の検討、基盤整備の賦課金徴

ようになります。収及び土地改良施設の維持・管理・更新などの業務を効率的に行える

政策目標

Ｈ２１年度までに農地情報図の基盤となる地図を整備

＜内容＞

１．農地情報のデータベース化

（１）地図整備の推進とデータベース運用体制の構築

するとともに、 します。地図の整備を推進 データベースの運用体制の構築を支援

水土里情報利活用促進事業 １０，６９９（９，６９９）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県水土里情報利活用協議会等



（２）農地に関する情報と地図との結合等を推進

農地に関する情報と都道府県所有者、耕作者、地番、面積、地目及び作付状況等の

します。土連が整備する地図との結合等を推進

農地情報共有化支援事業 １，１４０（８６８）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

地域水田農業推進協議会

２．貸出農地情報等の提供

、個人情報の保護に新規参入者等に必要な貸出農地の情報、賃借料等の情報について

留意し、 します。全国どこからでもアクセスできる体制を整備

農地情報提供支援事業 ２７（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 ））

農村振興局設計課（０３－３５０１－８３５９（直 ））



別紙３

不在村地主の特定・意向確認

】【担い手アクションサポート事業 ３，１７５（２，２５０）百万円の内数

対策のポイント

耕作放棄地解消の一環として、農地の有効利用に向けた取組に当たり障害

となっている不在村地主等の実態の把握、農地所有者等の将来の経営意向の

確認等を実施します。

＜内容＞

１．不在村地主等の特定

農地所有者の相続の発生等の状況等を把握し不在村地農業委員会が中心となって、

主等を特定 耕作放棄地対策や担い手への農地の利用集積の促進を支援するとともに、

します。

（１）農地の利用実態の把握

① 農地の権利関係（相続の発生等）の状況や近隣農家等への聞き取り等による

不在村地主の特定

② 農地所有者等の将来の農業経営（規模拡大）の意向把握

③ 農地の有効利用のための阻害要因の分析

（２）不在村地主等把握のための支援

① 不在村地主に対する農地の利用状況及び今後の農地利用の意向確認

② ①の結果を踏まえた利用調整活動及び相続未登記の場合の登記の促進

２．相続登記の促進

である を解消し、農地の有効利不在村地主等の発生の一つの要因 農地の相続未登記

登記等の専門的知見を有す用を図る観点から、都道府県担い手育成総合支援協議会に

します。る者を設置

担い手アクションサポート事業 ３，１７５（２，２５０）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：都道府県・地域担い手育成総合支援協議会

［担当課：経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１５２（直 ］））



（３）食料供給コストの縮減

【 】食料供給コスト縮減対策 ３２，１３４(１０，２１４）百万円

対策のポイント
生産性や生産者の所得の向上を図るため、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 農業機械コストの縮減に資する するため、レンタル農業機械のレンタルを展開

サービスのガイドラインの整備や、高性能農業機械のレンタルサービス等の新た

なビジネスモデルの確立・実証を実施します。

農業支援ニュービジネス創出推進事業

４２４（０）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

② コスト縮減に資する を推進します。農業機械の実用化に向けた研究開発

（独）農業・食品産業技術総合研究機構運営費交付金の一部

１，９４０（１，８１４）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

革新的な営農モデルの③ 新技術等の導入と未活用労働力・資本の活用等により、

を推進します。構築・普及

生産性限界打破事業 ４００（７０３）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

④ により、農業生産の省力集出荷貯蔵施設等の共同利用施設や作業用機械の整備

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【

２９，１５０（２４，９１４）百万円の内数】

【未来志向型技術革新対策事業 ３，８３５（４，７９３）百万円の内数】



⑤ 漁船漁業改革推進集中プロジェクトの実施等により、一層の省エネと収益性重

国際競争力があり、高騰した燃油価格の視の操業・生産体制への転換を促進し、

下でも操業できる漁業経営体への転換 。を図ります

漁船漁業構造改革総合対策事業 ２６，０００（５，０００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．流通コスト縮減に向けた取組
共同配送や受発注書類の統一化等を推進する上での問題① 食品流通分野における

を支援します。点の調査・分析や解決方策の検討

効率的食品流通取引基盤確立推進事業 ２０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

② 作業コストの削減や鮮度・品質の保持に効果がある「通い容器」の普及を促進

するため、 を支援します。回収・再利用等の管理システムの構築

新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業 １８２（２１５）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

経営コストを縮減させるための新③ 食品小売業における加工廃棄ロスの低減等、

を行うとともに、産地や生産工程、調理方法等の商品情報たな取組の実証・普及

について、対面販売を生かした消費者への提供能力を向上させる取組を支援しま

す。

食品小売業コスト縮減・機能強化構造改善事業 ７０（７０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

④ 、農業者と食品産業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

加工・流通等の実需者が広域連携し農畜産物等を効率よく配送・販売するための

等を行います。拠点施設の整備

【強い農業づくり交付金のうち卸売市場施設整備対策

２９，１５０（２４，９１４）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

６５８（７６２）百万円の内数】

⑤ 漁業者団体と小売業者等との間の を支援します。国産魚の直接取引

国産水産物安定供給推進事業 １，８００（１，２００）百万円

補助率：定額

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～

や、農協の経済事業改革の推進等を実施します。

担当課：生産局技術普及課 （０３－３５０１－０９８４（直 ））
総合食料局流通課 （０３－３５０２－８２３６（直 ））

（ （ ））水産庁沿岸沖合課 ０３－６７４４－２３４３ 直



（４）農業用水の安定的供給の確保

【農業用水安定供給確保対策 ２０２，８９１(１９３，０２４）百万円】

対策のポイント
既存ストックの有効利用を図り、農業水利施設の整備、更新等を適切に実施するこ

、 、 、とにより 安定的な用排水供給機能を確保しながら 担い手への農地集積にも貢献し

食料供給力の強化を図ります。

（農業用水）

我が国の農業用水使用量は年間約550億㎥であり、水使用量全体の約2/3に相当します。

（既存ストックとは）

基幹的な農業用用排水路の延長は約４万７千㎞、ダム・頭首工・用排水機場等は約７千箇

所となっており、今後は膨大な農業水利施設を効率的に更新していくことが重要です。

政策目標

農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保

＜内容＞

１．担い手への農地集積と合わせた安定的な用水供給機能の確保

かんがい排水事業等による基幹的な農業水利施設の整備区域内において、末端の

農業水利施設を一体的に整備し、併せて担い手への農地集積を促進します。

水利区域内農地集積促進整備事業（公共） ３００（０）百万円

補助率：１／２

事業実施主体：都道府県

２．最小限のコストによる農業水利施設機能の保全

農業水利施設の機能を効率的に保全するため、ストックマネジメントの推進を図

り、機能診断に基づく保全対策を実施します。

【地域農業水利施設ストックマネジメント事業（公共） ２，０００（０）百万円】

【基幹水利施設ストックマネジメント事業（公共） ７，３００（６，５００）百万円】

３．農業水利施設の適切な整備・更新

かんがい排水事業により、基幹的な農業水利施設の整備・更新等を行います。

【国営かんがい排水事業（公共・特会） １９３，２９１（１８６，５２４）百万円】

［担当課：農村振興局水資源課 （０３－３５０２－６２４６（直 ］））
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