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Ⅰ 食料自給率向上に向けた消費及び生産に関する施策

平成20年度 食料・農業・農村施策 関連事業・提出予定法案等
事項・基本的考え方 施策の具体的内容

食料自給率向上協議会において、19年度の取組実績等を踏まえ20年度の１ 食料自給率向上に向けて重点
行動計画を策定し、食料自給率向上に向け、関係者が一体となった計画的的に取り組むべき事項

。 、 、 、 、な取組を推進 また 食料自給率への影響の大きい米 飼料作物 油脂類
野菜の４つの品目に着目し、集中的に実施すべき追加的な取組として、①
食料自給率に関する戦略的広報の実施、②米の消費拡大、③飼料自給率の
向上、④油脂類の過剰摂取の抑制等、⑤野菜の生産拡大、⑥食育の推進の
集中重点事項の取組を着実に推進。

（１）食料消費
ア わかりやすく実践的な 食 （ア）生産、流通、消費の各段階を通じた食育の推進「

育」と「地産地消」の全国 ａ 食育に熱心に取り組もうとしている地区を対象に集中的・重点的に ・にっぽん食育推進事業（28億円の内数）
展開 「食事バランスガイド」を活用して「日本型食生活」の普及・啓発を

推進。
ｂ 重要品目を中心に消費量等の目標を設定し、朝ごはんの定着化、農 ・にっぽん食育推進事業（28億円の内数）

産物への理解を進める出前授業等を推進し消費改善を促進。
ｃ 「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の効果を科学 ・にっぽん食育推進事業（28億円の内数）

的に検証。
ｄ ポスター、マスメディア等を活用し 「日本型食生活」への理解を ・にっぽん食育推進事業（28億円の内数）、

促進。また 「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、優良事例の表彰等を実施。

ｅ 教育ファーム の効果的な実施手法を検証するためのモデル事業 ・にっぽん食育推進事業（28億円の内数）「 」 、
実施主体に対する研修の実施、マニュアル作成を推進。

ｆ 地域における「食事バランスガイド」の普及・活用の取組や「教育 ・にっぽん食育推進事業（28億円の内数）
ファーム」の取組を支援。 ・食の安全・安心確保交付金（23億円の内

数）
（イ）地産地消の推進

ａ 農業、給食、商工、観光業等が一丸となった地域全体での地産地消 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の
の取組と直売所等を中心として高齢者・小規模農家が活躍できる生産 内数）
・流通体制づくりを支援。

（ ）ｂ 直売所等、地産地消の活動に必要な拠点施設の整備を支援。 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
ｃ 地産地消に取り組む際に参考となる情報・ノウハウを提供するとと ・農業競争力強化対策民間団体事業（16億

もに、農業と給食、商工、観光業等の関係者を結び付けるコーディネ 円の内数）
ーターを育成。

イ 国産農産物の消費拡大の ａ （再掲 Ⅰ．１（１）ア（ア）ｂを参照のこと）
促進 ｂ 米の消費拡大のため、米の消費が期待される「朝ごはんビジネス」 ・にっぽん食育推進事業（28億円の内数）

の支援、国民の消費動向に対応した消費拡大対策の実施、米消費拡大
事業の見直しを実施。
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ｃ 米の新規需要の開拓等を推進。 ・新規米加工品需要開発事業（0.4億円）
ウ 国産農産物に対する消費 （ア）ＧＡＰ手法の導入・推進

者の信頼の確保 ＧＡＰ手法の取組事例を紹介するとともに、生産から加工または流通 ・食の安全・安心確保交付金（23億円の内
まで一貫した工程管理体制のモデル産地的な取組の構築によりＧＡＰ手 数）
法の普及を推進。 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の

内数）
（イ）トレーサビリティの確立

（ ）食品事故発生時の原因究明や回収等の迅速化、消費者への情報提供の ・牛肉トレーサビリティ業務事業 5億円
充実を図るため、食品の流通経路情報を活用して食品を追跡・遡及でき ・食品トレーサビリティ向上対策委託費
るトレーサビリティに関し、国産牛肉については制度が適正に実施され （0.2億円）
るよう監視活動を実施。また、その他の食品については取組が遅れてい
る中小事業者でも容易に取り組める具体的手法の普及に活用するための
調査を実施。

（ウ）食品表示・ＪＡＳ規格の適正化の推進
ａ 食品表示に関する違反事案に機動的に対応するため監視体制を整備 ・食品表示適正化総合対策事業(3億円)、

人員、関係行政機関との連携を強化。ＤＮＡ分析技術等を活用した食
品表示の科学的検証技術の実証研究を実施。

ｂ すべての加工食品の業者間取引における品質表示を義務化。また、
わかりやすい食品表示を実現するための調査・審議を実施。

ｃ 既存のＪＡＳ規格の順次見直しや、新しいニーズに対応したＪＡＳ ・特定ＪＡＳ規格検討・普及推進事業
規格の制定・普及を推進。 （0.4億円）

（エ）食品産業事業者の意欲的な取組を適正に評価・推奨する環境整備
食品の安全や消費者の信頼の確保に向けた事業者の取組を評価・推奨 ・食への信頼向上活動促進事業（2億円）

するための枠組づくりを推進。
（オ）原料の原産地表示ガイドラインの普及・啓発の推進

優良事例を活用した外食事業者の業種・業態ごとのパンフレット作成 ・外食産業原産地等表示対象事業（0.2億
等を通じて、外食事業者による原産地表示の取組を促進。また、製造業 円）
者等における豆腐・納豆の原料の原産地表示推進に向けた普及・啓発を
実施。

（カ）消費者への情報提供
食品安全等について親しみやすいホームページを作成。
また 「消費者の部屋」等において、消費者からの相談を受けるとと、

もに、特別展示や相談室において、農林水産行政や食生活に関する情報
を幅広く提供。

（２）農業生産
ア 経営感覚に優れた担い手 （ア）担い手の明確化

による需要に即した生産の 将来にわたって地域農業を担う、意欲ある担い手の育成・確保に向け
促進 て、行政及び農業団体が一体となって、水田・畑作経営所得安定対策や

、 。野菜 畜産等の経営安定対策の対象者要件を満たす担い手を育成・確保
また、認定農業者制度の運用について、市町村等の取組状況の把握を

行い、運用改善等を徹底。
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（イ）担い手への支援の集中化・重点化
（ ）担い手の育成・確保を加速的に進めるため、担い手支援のためのワン ・担い手アクションサポート事業 23億円

ストップ窓口の設置によるサポート活動の一元化、スーパーＬ資金等の ・地域担い手経営基盤強化総合対策実験事
無利子化措置等の実践や、融資主体型補助の拡充等、斬新な手法で担い 業（65億円）
手のニーズに即した支援を集中的・重点的に実施。 ・経営者組織連携研さん・高度経営支援事

また、経営者組織の横断的な連携と民間ノウハウを活用した高度経営 業（0.3億円）
支援、水田・畑作経営所得安定対策加入者のさらなる経営発展を促進。 ・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
・担い手経営革新促進事業（171億円）

（ウ）集落営農への総合的な支援
集落営農の組織化推進のための活動、組織の運営・経営改善のための ・集落営農総合支援事業（10億円）

（ ）コンサルティング活動、多角化・複合化による経営発展のための試験的 ・担い手経営展開支援リース事業 7億円
な事業実施等を支援。 ・強い農業づくり交付金（249億の内数）

また、農作業の共同化に必要な農業用機械・施設等の整備を支援する ・地域担い手経営基盤強化総合対策実験事
とともに、金融支援措置を強化。 業（65億円）

・農業近代化資金の金利負担軽減措置(農
山漁村振興基金からの利子助成 0.5億
円）

（エ）多様な経営発展の取組の推進
「担い手育成総合支援協議会」が行う消費者ニーズの把握のための市 ・担い手アクションサポート事業（23億円

場調査、特産品加工技術の習得活動、販路開拓のための商談会の開催等 の内数）
の取組を支援。また、経営アグリビジネススクールの開催、農業気象災 ・経営構造対策推進事業（0.5億円）
害の発生の可能性を予測するシステム開発等への支援を実施。 ・農業経営ＩＴ活用支援推進事業（0.2億

円）
イ 食品産業と農業の連携の （ア）食料産業クラスターの形成を促進し、国産農林水産物を活用した新 ・食料産業クラスター展開事業（6億円）

強化 商品の開発、国産農産物の安定供給のための体制整備等を推進。 ・強い農業づくり交付金（249億円の内数）
（イ）都道府県域を越えて、生産者と食品産業等が連携して農産物を安定 ・広域連携アグリビジネスモデル支援事業

供給・確保する取組や、複数の生産者が連携して高付加価値化した農 （8億円）
産物等の販売を展開する取組に必要となる施設の整備を実施。

ウ 効率的な農地利用の推進 （ア）農地情報のデータベース化の推進
ａ 農地に関する情報を関係機関が共有できるよう、農地に関する情報 ・水土里情報利活用促進事業（97億円）

（ ）と地図情報を結合した農地情報図をデータベースとして整備。 ・面的集積農地情報整備促進事業 9億円
（ ）ｂ 新規参入者等に必要な貸出農地の情報等に全国どこからでもアクセ ・農地情報提供システム構築事業 1億円

スできる体制を整備。
（イ）農地の面的集積の促進

（ ）ａ 面的なまとまりのある形での農地利用集積を促進するため、担い手 ・担い手農地集積高度化促進事業 21億円
への面的集積の実績に応じた促進費を交付。

ｂ 担い手の育成・確保、経営改善に向けた農地の利用集積、農地監視 ・担い手アクションサポート事業（23億円
活動、農地利用調整活動等を支援。 の内数）

ｃ 現場に働きかけ、委任・代理等で農地を集め、面的にまとまった形 ・農地面的集積支援モデル事業（4億円）
で再配分する仕組みを点検・検証するモデル的な取組を支援。
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（ウ）耕作放棄地の発生防止・解消に資する施策
市町村・農業委員会がすべての耕作放棄地を対象に現地調査を実施し ・耕作放棄地解消推進基礎調査委託（1億、

農地・非農地に振り分けることを支援。また、当該調査及び耕作放棄地 円）
解消ガイドラインを踏まえ、担い手への農地の利用集積や新規参入の促 ・耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業
進、集落等による保全管理等、農業的利用を促進するとともに、長期間 （10億円）
遊休化した農地については非農業利用へ誘導。 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

（305億円の内数）
・企業等農業参入支援推進事業（4億円）

（ ）・中山間地域等直接支払交付金 221億円
・農地・水・環境保全向上対策のうち共同

活動支援交付金（256億円）
・広域連携共生・対流等対策交付金

（10億円の内数）
・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業

（4億円）
・美しい森林づくり基盤整備交付金

（10億円の内数）
（エ）農地の効率的利用のための新規参入の円滑化

特定法人貸付事業により農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促進 ・企業等農業参入支援推進事業（4億円）。
また、農業参入円滑化のための広報・相談活動、生産技術指導、施設整 ・地域担い手経営基盤強化総合対策実験事
備等の支援を総合的に実施。 業のうち面的集積タイプ（6億円）

（オ）優良農地の確保のための計画的な土地利用の推進等
農業振興地域制度や農地転用許可制度の適切な運用、担い手への農地

の集積等により、優良農地の確保と有効利用を促進。
（カ）農業の構造改革の加速化に資する基盤整備の推進

担い手への農地の面的集積の加速化や担い手の育成・確保の契機とな ・経営体育成基盤整備事業（612億円）
るほ場の大区画化等の基盤整備を推進。 ・国営農地再編整備事業（48億円)

また、畜産主産地の再編整備等を通じた畜産の担い手の育成、草地の ・農業生産法人等育成緊急整備事業
整備改良、中山間地域における未利用地等の畜産的利用を推進。 （37億円）

・農地集積加速化基盤整備事業（50億円）
・畑地帯総合整備事業（360億円）
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

（305億円の内数）
（ ）・面的集積条件整備モデル事業 0.4億円

・草地畜産基盤整備事業（144億円）
（３）集中重点事項の取組

ア 食料自給率に関する戦略 国民意識や消費トレンド等の分析を行い、食料自給率向上のために効果 ・食料自給率戦略広報推進事業（17億円）
的広報の実施 的な広報活動を実施。

イ 米の消費拡大 （再掲 Ⅰ．１（１）イｂを参照のこと）

ウ 飼料自給率の向上 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促進。 ・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業
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また、水田の裏作としての飼料作物の生産・供給に対する新たな助成制度 （4億円）
を創設。さらに、食品残さの飼料化を推進。 ・国産粗飼料増産対策事業（18億円）

（ ）・エコフィード緊急増産対策事業 8億円
エ 油脂類の過剰摂取の抑制 適切な脂質の摂取を促す働きかけを実施。また、油脂類の使用の節約に

等 資する業務用フライヤーや、劣化しにくい食用油の開発・普及を推進。

オ 野菜の生産拡大 ａ 加工・業務用需要に対応するモデル産地、産地強化計画策定産地を ・加工・業務用対応型園芸作物生産流通拡
重点的に支援。 大事業（1億円）

ｂ 国産野菜の利用を進める取組を表彰するとともに、契約取引に取り ・加工・業務用対応型園芸作物生産流通拡
組む産地の人材を育成。 大事業（1億円）

（ ）ｃ 処理加工施設、集出荷貯蔵施設等の整備を推進。 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
カ 食育の推進 （ア）食育実践活動の促進

（再掲 Ⅰ．１（１）ア（ア）ａを参照のこと）
（イ）消費拡大対策の取組

（再掲 Ⅰ．１（１）ア（ア）ｂを参照のこと）
キ その他の取組 （ア）農林水産物・食品の輸出拡大

農林水産物・食品の輸出額を平成25年までに１兆円規模にするとの目
標の達成を目指し 「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に、
沿って次の取組を推進。
ａ 検疫協議の加速化等の輸出環境の整備。 ・農産物輸出増大に伴う植物検疫迅速化等

特別対策事業（0.4億円）
ｂ 日本食・日本食材の魅力を海外に発信する各種広報活動等の展開。 ・日本食・日本食材等海外発信事業（4億

円）
・海外日本食優良店調査・支援事業（2億

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 0.4億円
ｃ 品目別のきめ細かな輸出支援。 ・みなぎる輸出活力誘発事業（1億円）

（ ）・農林水産物貿易円滑化推進事業 1億円
・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（1億円）
ｄ 意欲ある事業者に対する取組み段階に応じたサポートの実施。 ・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（6億円）
・農林水産物等海外販路創出・拡大事業 5（

億円）
・活きた輸出情報ネットワーク構築事業 1（

億円）
・食品産業国際競争力強化対策事業（2億

円の内数）
ｅ 相手国の安全性等の基準に対応する事業者への支援。 ・強い農業づくり交付金のうち輸出対策枠

（25億円）
ｆ 輸出に向けた生産・流通・加工の各段階における基盤の強化とブラ ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の
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ンド戦略の推進。 内数）
・食の安全・安心確保交付金（23億円の内

数）
・日本茶品質管理認証システム構築事業

（0.2億円）
ｇ 各地方農政局等を事務局とした「地方輸出促進協議会」を通じた、 ・活きた輸出情報ネットワーク構築事業 1（

地域における輸出促進の取組の支援。 億円）
ｈ 海外需要に応じた農畜産物の生産に必要な施設の整備、輸出振興に ・強い農業づくり交付金のうち輸出対策枠

資する生産・流通・加工技術の開発を促進。 （25億円）
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

のうち輸出対策枠（13億円）
（ ）・乳業再編整備等対策事業 41億円の内数

・新たな農林水産政策を推進する実用技術
開発事業（52億円の内数）

ｉ ＪＥＴＲＯによる貿易相談業務、海外市場調査、地域における輸出 ・中小企業海外展開支援情報提供事業（1
の取組への支援等を通じ、海外販路開拓を支援。 億円の内数）

・中小企業商品海外調査事業（1億円の内
数）

（ ）・中小企業海外展示会事業 3億円の内数
・中小企業輸出有望案件発掘支援事業（3

億円の内数）
（イ）生産者団体、食品産業事業者等の取組の促進

食料自給率向上に関する自主的な目標の設定等主体的な取組を促進。
２ 生産努力目標の実現に向けた

施策
（１）国産農畜産物の競争力強 生産性を一層向上させるとともに、消費者・実需者等の多様なニーズに ・強い農業づくり交付金（249億円の内数）

化に向けた生産面での取組 対応し、地域の特性を活かした高品質で高付加価値な農畜産物の生産を推
強化 進し、産地における力強い農業を確立。

（２）品目ごとの取組
（ ）ア 米 （ア）水田・畑作経営所得安定対策の対象者に対する稲作の集積、水稲直 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

播栽培等の新技術の導入、新形質米を活用した米の需要開拓、カドミ ・生産性限界打破事業（7億円）
ウム吸収抑制対策や残留農薬の検査等を実施。 ・担い手経営革新促進事業（171億円）

・農業生産地球温暖化総合対策のうち地球
温暖化に適応した安定的な農業生産技術
等の実施・普及（0.4億円）

・食の安全・安心確保交付金（23億円の内
数）

（イ）生産調整の実効性の確保に向けた取組を推進 「米穀の需給及び価。
格の安定に関する基本指針」の策定・公表、豊作による過剰米を区分
出荷・保管する対策を実施。

（ウ）地域自らが作成する地域水田農業ビジョンに基づく取組を支援する ・産地づくり交付金（1,327億円）
産地づくり対策を実施。また、本対策において当面の措置として、米 ・新需給調整システム定着交付金（150億
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の価格下落等の影響を緩和するための取組を支援。 円）
・稲作構造改革促進交付金（324億円）

（エ）関係機関を通じた需給及び価格の安定、また、米穀価格形成センタ
ーにおける適正な価格形成を促進。

（ ）イ 麦 認定農業者に対する麦作の集積、生産性や品質の向上に向けた各産地の ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
取組等を支援。また、品種開発段階における実需者を交えた品質評価、栽 ・生産性限界打破事業（7億円）
培技術の確立、需要の多い麦種への作付転換等を推進するとともに、生産 ・担い手経営革新促進事業（171億円）
者側と需要者側で構成する協議会において流通の仕組みを検討。 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の

内数）
・農業生産地球温暖化総合対策のうち地球

温暖化に適応した安定的な農業生産技術
等の実施・普及（0.4億円）

・食の安全・安心確保交付金（23億円の内
数）

（ ）ウ かんしょ・ばれいしょ かんしょについては担い手への農地・作業の集積や受託組織の育成等を ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
推進。ばれいしょについては機械化栽培体系の確立等を推進。 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の

内数）
（ ）エ 大豆 実需者ニーズに即した生産、生産コストの削減、ＧＡＰの導入等に向け ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

た産地改革、気象条件・土壌条件に応じた安定生産技術の普及、生産者団 ・生産性限界打破事業（7億円）
体等による自主的な集荷・販売計画の策定や流通ルートの多様化、需要拡 ・担い手経営革新促進事業（171億円）
大を推進。 ・農業生産地球温暖化総合対策のうち

地球温暖化に適応した安定的な農業生産
技術等の実施・普及（0.4億円）

・食の安全・安心確保交付金（23億円の内
数）

オ 野菜 19年度から見直した野菜価格安定制度・需給安定対策に基づき、契約取 ・野菜価格安定対策費補助金（117億円）
（ ）引の推進、需給調整の的確な実施、認定農業者を基本とする担い手を育成 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

・確保する産地への重点支援を実施。また、機械化一貫体系の導入等によ ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の
る、担い手を中心とした競争力の高い産地の育成を推進。 内数）

（所要額48億円）カ 果樹 19年度から開始した果樹経営支援・需給安定対策の推進により、果樹産 ・果樹経営支援対策事業
地構造改革計画に基づき優良品目への転換等を行う担い手への支援や一時 ・果実需給安定対策事業（所要額5億円）

（ ）的な出荷集中時における需給調整の強化を推進。また、園地や共同利用施 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
設等の整備、国産果実の輸出振興を推進。 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の

内数）
花きを暮らしに取り込む活動等推進事キ 花き 花を暮らしに取り込む活動等の推進、低コスト生産・流通体制、高級花 ・
業（0.3億円）き供給体制の構築のための施設整備を支援。

（ ）・強い農業づくり交付金 249億円の内数
・未来志向型技術革新対策事業（48億円の

内数）
ク 畜産物 国産畜産物の競争力強化に向け 地域の核となる協業法人経営体の育成 ・肉用子牛等対策費（800億円）、 、

、 、 （ ）担い手の育成・確保のための産地リーダーの養成 生産・経営技術の指導 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
産肉・泌乳能力等の高い種畜の選抜・利用及び繁殖性の改善指導、新しい ・未来指向型技術革新対策事業（48億円の
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飼養管理技術の普及、流通の合理化等を推進。 内数）
・農業競争力強化対策民間団体事業

（16億円の内数）
（ ）ケ 甘味資源作物 てん菜については直播栽培体系の確立・普及等を推進。さとうきびにつ ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

いては担い手への農地利用集積、農作業受委託の活用や機械化一貫体系の ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の
確立等を推進。 内数）

（ ）・てん菜主産地緊急支援対策事業 10億円
、 、 、 （ ）コ 茶 茶園の改植 基盤の整備 立地条件に即した機械化体系の確立等により ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

各産地の特色を活かした茶産地の育成を推進。また、日本茶の品質管理認 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の
証システムの確立を推進。 内数）

・日本茶品質管理認証システム構築事業
（0.2億円）

（ ）サ 飼料作物等 稲発酵粗飼料等の作付拡大や飼料用稲わらの利用拡大、放牧の推進、飼 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
料生産の組織化・外部化等の取組を推進。 ・構築連携水田活用対策事業（54億円）

・国産粗飼料増産対策事業（18億円）
・草地畜産基盤整備事業（144億円）
・未来志向型技術革新対策事業（48億円の

内数）
・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業

（4億円）
（ ）シ その他地域特産物等（こ こんにゃくいも、そば、雑豆、いぐさ等の特産農産物については、付加 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

んにゃくいも、そば、雑豆、 価値の創出 新規用途開拓 機械化・省力作業体系の導入等の取組を推進 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の、 、 。
いぐさ、繭、葉たばこ等） 繭・生糸については、養蚕・養蚕業と絹織物業者等が提携し、高品質な 内数）

純国産絹製品づくりを推進する取組を支援。葉たばこについては、葉たば ・蚕糸・絹業提携支援緊急対策事業
こ審議会の意見を尊重した種類別・品種別価格により、日本たばこ産業株 （35億円)(19年度補正予算により基金造
式会社が買入れ。 成)

Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策

平成20年度 食料・農業・農村施策 関連事業・提出予定法案等
事項・基本的考え方 施策の具体的内容

１ 食の安全及び消費者の信頼
の確保

（１）リスク分析に基づいた食
の安全確保

ア 食品安全に関するリスク評 食品安全委員会において、厚生労働省、農林水産省等から要請を受け、
価の的確な実施 または自らの判断により、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正にリ

スク評価を実施。
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イ 農場から食卓までの安全確 （ア）科学に基づいたリスク管理
（ ）保の徹底 リスク管理を一貫した考え方で行うための標準手順書に基づいた情 ・食品安全確保調査・試験事業 10億円

報の収集・分析、科学的・統一的な枠組みのもとでの有害化学物質・
有害微生物の調査や生産資材の試験等を実施。

（イ) 生産段階における取組
農薬、肥料、飼料・飼料添加物、動物用医薬品の適正使用や、産地 ・食の安全・安心確保交付金（23億円の

における有害化学物質等のリスク管理措置等を的確に行い、安全な農 内数）
畜水産物の供給を確保。

(ウ) 製造段階における取組
ａ 食品等事業者に対する監視指導や事業者による自主的な衛生管理を ・輸入食品等の安全対策の強化(117億円

推進。また、食品衛生監視員の資質向上や検査施設の充実等を推進。 の内数)
ｂ 既存添加物の毒性試験等を実施し、安全性の検討を推進。また、国際 ・食品添加物の安全性確認の計画的な推
的に安全性が確認され、かつ、汎用されている食品添加物については、 進（9億円）
国が主体的に指定に向けた検討を実施。

ｃ いわゆる健康食品について、制度の普及・啓発に取り組むとともに、 ・健康食品の安全性の確保等の推進（1億
健康食品等を取り扱う事業者による自主的な安全確保の取組を推進。 円の内数）

ｄ 特定危険部位の除去・焼却、ＢＳＥ検査の実施等により、食肉の安全 ・BSE対策等食肉の安全確保対策の推進
を確保。 （22億円の内数）

（ ）ｅ 食品製造業や水産業におけるＨＡＣＣＰシステム等の導入促進、加 ・食品産業HACCP等普及促進事業 2億円
工段階で生成する有害物質の実態調査や情報収集等を実施。 ・食品の製造過程の管理の高度化に関す

る臨時措置法（HACCP法）の一部を改正
する法律案

(エ) 流通段階における取組
ａ 卸売市場における品質管理の高度化に向けた規範策定のためのマニ ・卸売市場整備新基本方針実施状況実態

ュアルの普及、品質管理高度化施設の整備を推進。 調査事業（0.1億円）
）・強い農業づくり交付金(249億円の内数

ｂ 食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の周知に努 ・残留農薬等ポジティブリスト制度の推
めるとともに、制度導入時に残留基準を設定した農薬等についての、 進等（6億円）
食品健康影響評価結果を踏まえた残留基準の見直し、新たに登録等の
申請があった農薬等についての残留基準の設定を推進。

(オ) 輸入に関する取組
ａ 防疫官の適切な配置など検査体制の整備・強化や、病害虫の危険度 ・植物防疫所に必要な経費等（総額96億

評価に基づいた検疫措置等により、家畜の伝染性疾病及び病害虫の侵 円）
入・まん延を防止。また、政府が輸入する米麦について残留農薬等の ・動物検疫所に必要な経費等（総額46億
検査を実施。 円）

ｂ 輸入食品監視指導計画に基づく監視指導、輸入者の自主的な衛生管 ・輸入食品等の安全対策の強化（117億円
理の指導、輸出国における衛生対策等を推進。また、輸入時の検査項目 の内数）
の拡充や食品衛生監視員の増員等により監視・検査体制を強化。

（カ）家畜防疫体制の強化
生産者の飼養衛生管理の向上、人畜共通感染症を含む家畜の伝染性 ・食の安全・安心確保交付金（23億円の

疾病の危機管理体制の整備 国際機関を通じたアジア各国との連携等 内数）、 、
家畜防疫体制を強化し、安全な畜産物の供給を確保。 ・家畜伝染病予防費（36億円）
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（キ）産業動物診療獣医師の育成・確保
獣医系学生への研修等により、産業動物診療獣医師の育成等の支援 ・獣医師育成・確保等支援対策事業費

と、協議会の設置により、無獣医地域等における獣医療提供を支援。 （0.3億円）
・地域獣医療提供取組支援事業（23億円

の内数）
（ク）遺伝子組換え農作物に関する取組

生物多様性に及ぼす影響についての科学的な評価、安全性未確認の
、 。遺伝子組換え農産物に対する水際検査 生産・流通の実態調査を実施

（ケ）国際基準策定への参画
（ ）食品の安全性等に関する国際基準の策定作業への積極的な参画や、 ・ＳＰＳ関連調査・推進活動費 0.2億円

国内における情報提供や意見交換を実施。
ウ リスクコミュニケーション （ア）リスク評価結果等について、ホームページ等を通じた情報提供や関

の推進 係行政機関と連携した意見交換会、意見・情報の募集等を実施。
（イ）食品の安全等に関する施策について、消費者等に対する説明・意見 ・食品安全に関する情報提供や意見交換

聴取のための意見交換会等を実施。また、地方自治体等が企画する意 （リスクコミュニケーション）の充実
見交換会への参加、施策の実施状況等の公表・情報発信を実施。 （0.3億円）

（ウ）施策等の策定に国民の意見を反映し、その過程の公正性・透明性を ・消費者情報対策事務費（0.3億円）
確保するため、リスクコミュニケーションを推進。また、ホームペー
ジ等を活用した食品安全に関する情報の提供や、情報提供を効率的に
行うための調査を実施。

エ 危機管理体制の整備 （ア）食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等関係行政機関の連携の
もと、緊急事態への対処や発生の防止に関する体制を整備。

（イ）食品による薬物中毒事案の発生に対応するため、①情報の集約・一
元化体制の強化、②緊急時の速報体制の強化、③輸入加工食品の安全
確保策の強化といった政策を政府一体となって実施。

オ 研究開発の推進 （ア）食品安全、動物衛生、植物防疫を向上させるため、競争的研究資金 ・新たな農林水産政策を推進する実用技
を活用して研究を推進。 術開発事業（52億円の内数）

（ ）（イ）食品の安全を確保するための各種調査研究を推進。また、食品の汚 ・食品安全に関する研究の推進 18億円
染物質への曝露状況の詳細な把握を通じてリスク低減方策を検討。 ・食品汚染物質の安全性検証の推進（0.4

億円）
（２）消費者の信頼の確保

（ ）ア トレーサビリティの確立 食品事故発生時の原因究明や回収等の迅速化、消費者への情報提供の充 ・牛肉トレーサビリティ業務事業 5億円
実を図るため、食品の流通経路情報を活用して食品を追跡・遡及できるト ・食品トレーサビリティ向上対策委託費
レーサビリティに関し、国産牛肉については制度が適正に実施されるよう （0.2億円）
監視活動を実施。また、その他の食品については取組が遅れている中小事

。業者でも容易に取り組める具体的手法の普及に活用するための調査を実施
イ 食品表示・ＪＡＳ規格の適 ａ 食品表示に関する違反事案に機動的に対応するため監視体制を整備 ・食品表示適正化総合対策事業(3億円)、

正化の推進 人員、関係行政機関との連携を強化。ＤＮＡ分析技術等を活用した食
品表示の科学的検証技術の実証研究を実施。

ｂ すべての加工食品の業者間取引における品質表示を義務化。また、
わかりやすい食品表示を実現するための調査・審議を実施。

ｃ 既存のＪＡＳ規格の順次見直しや、新しいニーズに対応したＪＡＳ ・特定ＪＡＳ規格検討・普及推進事業
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規格の制定・普及を推進。 (0.4億円)
ウ 食品産業事業者の意欲的な 食品の安全や消費者の信頼の確保に向けた事業者の取組を評価・推奨す ・食への信頼向上活動促進事業（2億円）

取組を適正に評価・推奨する るための枠組づくりを推進。
環境整備

エ 原料の原産地表示ガイドラ 優良事例を活用した外食事業者の業種・業態ごとのパンフレット作成等 ・外食産業原産地等表示対象事業（0.2億
インの普及・啓発の推進 を通じて、外食事業者による原産地表示の取組を促進。また、製造業者等 円）

における豆腐・納豆の原料の原産地表示推進に向けた普及・啓発を実施。
オ 消費者への情報提供 食品安全等について親しみやすいホームページを作成。

また 「消費者の部屋」等において、消費者からの相談を受けるととも、
に、特別展示や相談室において、農林水産行政や食生活に関する情報を幅
広く提供。

（ ）カ 食品産業事業者のコンプラ 食品産業事業者の自主的な企業行動規範等の策定を促すなど食品産業界 ・食品企業信頼確保対策推進事業 2億円
イアンスの徹底のための取組 のコンプライアンス徹底のための各種取組を促進。

２ 望ましい食生活の実現に向
けた食育の推進

（１）国民運動としての食育の推 食育推進基本計画等に基づき、関係府省が連携しつつ、様々な分野にお ・食育の推進（1億円）
進 いて国民運動として食育を推進。

また、子どもの望ましい基本的な生活習慣を育成し生活リズムの向上を ・子どもの生活リズム向上プロジェクト
図るための「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進。 (2億円)

（２）生産、流通、消費の各段階 （再掲 Ⅰ．１（１）ア（ア）を参照のこと）
を通じた食育の推進

（３）学校における食育の推進 学校の内外において家庭や地域との連携を図りながら食育を推進するた ・食育推進プランの充実（5億円）
めの各種取組を実施。また、学校給食における地場産物の活用を促進する
ため、供給体制を整備するとともに、年間を通した安定的な供給方策の調
査・研究等を実施。
（再掲 Ⅰ．１（１）ア（イ）を参照のこと）３ 地産地消の推進

食品産業の競争力の強化に４
向けた取組

（１）食品産業の事業基盤の強化 食品産業と農業の連携の強化、地域における技術開発のための基盤づく ・食料産業クラスター展開事業（6億円）
りや 地域食品のブランド化に不可欠な機能性の評価手法の研修等を支援 ・特定農産加工資金（融資枠63億円）、 。
また、食品産業の経営基盤の強化を図るため、金融・税制上の支援措置を
実施するとともに、交流会の開催や情報発信等を通じて外食産業と農業の
連携を促進。

（２）食品流通の構造改革の推進
ア 卸売市場の機能・連携強化 卸売市場における品質管理の高度化及び卸売市場の再編・合理化を促進 ・卸売市場整備新基本方針実施状況実態

等 するとともに、必要な施設の整備等を推進。 調査事業（0.1億円）
（ ）・強い農業づくり交付金 249億円の内数

・卸売市場連携物流 適化推進事業（0.5
億円）

イ 食品小売業の活性化 コスト縮減のビジネスモデルの実証・普及、食品小売業者等が生産者団 ・食品小売業コスト縮減・機能強化構造
体等と連携して行う地域農水産物を活用したブランド化、オリジナル商品 改善事業（1億円）
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の開発等を支援。 ・食品流通高付加価値モデル推進事業
（0.3億円）

ウ 流通の効率化 電子タグ等の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 ・新技術活用ビジネスモデル実証・普及
管理システムの構築、流通業者の知見を活用した新たな地域流通モデルの 事業（2億円）

（ ）構築、卸売市場における電子商取引システムを活用したダイレクト物流の ・商物分離直接流通成果重視事業 1億円
（ ）仕組みの開発及びコスト縮減の実証等を推進。 ・地域流通モデル構築支援事業 0.2億円

（３）東アジア食品産業活性化戦 東アジアとともに成長・発展するという視点に立ち、東アジア各国への ・東アジア産学官ネットワーク構築支援
略の推進 投資促進等により、我が国食品産業の国際競争力の強化を図るため、投資 事業（1億円）

促進に必要な情報提供や投資相談等の取組の支援、現地における連絡協議 ・食品産業海外人材育成支援事業（0.4億
会の設置都市の拡大 海外展開支援マニュアルの策定 技術開発等を推進 円）、 、 。

新たな農林水産政策を推進する実用技・
術開発事業（52億円の内数）

（ ）・食品産業技術海外展開実証事業 2億円
（４）食品産業における環境負荷

の低減及び資源の有効利用
ア 食品リサイクルを通じた循 改正された食品リサイクル制度の普及・啓発の実施、リサイクル製品の ・食品資源循環形成推進事業（0.4億円）

環型経済社会システムの構築 評価・認証の仕組みやルールづくりの検討、新たな食品リサイクルのビジ ・食品循環資源経済的処理システム実
ネスモデルの提示等を実施。 証事業（0.3億円）

イ 容器包装リサイクル促進対 容器包装リサイクル法に基づく義務履行の促進、講習会の開催、容器包 ・容器包装リサイクル法制度円滑化推進
策 装廃棄物の排出抑制のための取組の促進等を実施。 事業（0.4億円）

ウ その他環境対策の総合的推 食品産業の温室効果ガスの排出削減に向けた調査・分析、業種特性に応 ・食品産業温室効果ガス排出削減戦略調
進 じた排出抑制手法の提示、自主行動計画のフォローアップ等を実施。 査事業（0.1億円）

また、割り箸をバイオマス資源として再利用するためのシステム構築に ・食品産業CO2削減促進対策事業（0.2億
向けた実験を実施。 円）

・外食産業バイオマス利用実験事業（0.4
億円）

食料の安定輸入の確保と不測５
時における食料安全保障

（１）農産物の安定的な輸入の 穀物の輸入先国との緊密な情報交換を通じ、安定供給を確保。
確保 また、アジア諸国等とのＥＰＡの締結を通じ、輸出国における生産の安

定の確保、輸出規制、輸出税といった貿易阻害要因の除去等に努力。
また、国際海上コンテナターミナルの整備、多目的国際ターミナルの整 ・港湾整備事業（2,280億円の内数）

備等、国際港湾の機能強化を推進。
不測時の食料安全保障マニュアルについて、国内外の需給動向を踏まえ（２）不測時における食料安全

た実効性を点検し、必要に応じて見直しを実施するとともに、不測時の国保障
内農業生産による供給可能量の水準等について、国民への普及・啓発を実
施。

（３）適切な備蓄の実施
ア 米 100万トン程度を適正備蓄水準として、入札を基本とする買入れ・売渡し

を通じた円滑な備蓄運営を実施。
イ 麦 民間が保有する在庫水準を勘案のうえ、外国産食糧用小麦需要量の1.8か
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月相当分の政府備蓄を実施。
ウ 大豆 （社）大豆供給安定協会において食品用大豆の備蓄(3.1万トン)を実施。 ・大豆備蓄対策費補助金（3億円）

エ 飼料穀物 とうもろこし・こうりゃんについて60万トンを備蓄。 ・飼料穀物備蓄対策事業（43億円）
６ 世界の食料事情の多角的分

析と国民全体での認識の共有
（１）食料情報の一元的な集約・ 国際的な食料需給に関する情報収集・分析機能を強化するとともに、短 ・世界食料需給動向等総合調査・分析関

分析とこれを活用した食料需 期的な需給変動要因の分析や中長期の需給見通しの策定を行い、国民に発 係費（1億円）
給見通しの策定 信。

（２）食料に関する現状認識の国 不測時の食料安全保障の確保に関する情報、我が国の食料自給率に関す
民全体による共有の促進 る情報 「食料の未来を描く戦略会議」で取りまとめられた提言を国民に、

発信。
７ 国際協力の推進
（１）食料・農業分野における （ア）援助需要を的確に反映した国別援助計画を策定。 ・農林水産分野の国際協力の推進にかか

技術・資金協力 （イ）開発途上国からの要請に応じ、技術協力及び資金協力を実施。 る予算は、
（ウ）開発途上国における食料安全保障の確保や、農業交渉等における我 ・ における鳥 防疫体制強ｱｼﾞｱ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

が国の主張への理解や協力の促進等に資するため、研修員の受入れ、 化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（1億円）
国際協力活動に対する資金の拠出及び専門家の派遣等を実施。 ・アフリカ農村貧困削減対策検討調査

費（2億円）
・海外農業青年日本型農業技術移転・

人材育成事業（1億円）
・アジア地域植物新品種保護制度整備

推進事業（0.2億円）
等、総額45億円

（２）国際的な食料の安定供給の （ア）既存の枠組みでは対応できない大規模な緊急食糧支援ニーズに円滑 ・緊急食糧支援事業（59億円）
確保に向けた支援策の強化 に対処するため、緊急食糧支援の実施に伴う財政負担を平準化するた

めの資金を造成。
（イ 「東アジア緊急米備蓄パイロットプロジェクト」を支援するととも ・アジア地域食料安全保障体制整備事業）

に、米の現物備蓄等の貢献を実施。 （1億円）
（ウ）世界の穀物需給の安定に貢献するため、乾燥・塩害等の不良環境に ・新農業展開ゲノムプロジェクトのうちD

強い遺伝子を導入した稲・小麦等を開発するための国際共同研究を推 REB遺伝子等を活用した環境ストレスに
進。 強い作物の開発（2億円）
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Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策

平成20年度 食料・農業・農村施策 関連事業・提出予定法案等
事項・基本的考え方 施策の具体的内容

１ 望ましい農業構造の確立に
向けた担い手の育成・確保

（１）担い手の明確化と支援の （再掲 Ⅰ．１（２）ア（ア （イ）及び（ウ）を参照のこと））、
集中化・重点化

（ ）（２）農作業受託組織の育成 飼料生産にかかる労働負担の軽減や作業の効率化、低コスト化を図るた ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
め、コントラクターの育成、既存のヘルパー組織等の統合に必要な施設機
械、農業機械等の整備を推進。

２ 人材の育成・確保等
（１）農業における再チャレンジ 団塊世代 若者等が経験がなくても農業に就けるよう 情報提供・相談 ・スローじんせい二毛作再チャレンジ 支、 、 、

体験・・研修 参入準備 定着の各段階に対応したきめ細かな支援を実施 援事業（1億円）、 、 。
さらに、再チャレンジ就農者の新たな発想・アイデアに基づく新分野への ・農業再チャレンジ支援事業（6億円）
進出への支援等を充実し、若者等の農業参入・定着を後押し。 ・強い農業づくり交付金のうち再チャレン

ジ優先枠（3億円）
・地域連携農業高校実践教育推進事業

（1億円）
・農村生活総合調査研究事業のうち農業法

人等による障害者雇用の円滑な定着に関
する調査研究（0.2億円）

・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
業費（2億円）

・就農支援資金貸付金（20億円）
（２）高校生等の就農意欲の喚 農業高校と農協等の地域の関係機関が連携し、バイオテクノロジー等先

起 端的な技術・技能を取り入れた教育等を行っている学校を指定する「目指
せスペシャリスト（スーパー専門高校 」事業を実施。）

また、農業高校と地域の農業者や農業関係団体等が連携して取り組む現 ・地域連携農業高校実践教育推進事業
場実習の実践等を支援。 （1億円）

（３）高齢農業者の活動の促進 高齢者の有する経験・技能を地域農業の活性化、担い手支援等に活かす ・シニア能力活用促進事業（0.1億円）
ため 普及・啓発や研修 人材の育成等を通じ 高齢者による活動を促進 ・担い手アクションサポート事業のうち新、 、 、 。
また、農協等が行う高齢者支援活動を支援。 たな人材の育成・確保活動（23億円の内

数）
・ＪＡ食料・農業・農村サポート機能活性

化促進事業（2億円の内数）
（４）農業者年金制度の着実な （独）農業者年金基金において、所要の年金給付を実施。また、農業者 ・20年度における国庫助成

推進 の確保を図るため、認定農業者等の保険料負担を軽減。 新制度関係（36億円）
旧制度関係（1,257億円）
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（５）農業分野における外国人 外国人研修生・技能実習生の等受入れに関し、その運営の適正化を図る ・外国人研修受入れ適正化支援事業
研修・技能実習制度の適正 ため、地域の受入体制づくりの支援等を実施。 （1億円）
な運営

３ 女性の参画の促進
（１）政策・方針決定の場への 市町村等各地域レベルにおいて農協の女性役員や女性農業委員、女性認 ・農業・農村男女共同参画チャレンジ総合

女性の参画の促進 定農業者等の具体的な目標設定を推進するとともに、目標の達成に向けた 推進事業（1億円）
普及や、女性の経営管理能力等の向上に向けた研修や情報提供を実施。 ・ＪＡ食料・農業・農村サポート機能活性

化促進事業（2億円の内数）
（２）女性の経済的地位の向上 女性の認定農業者の拡大に向けて、研修や普及・啓発、経営参画するた ・農業・農村男女共同参画チャレンジ総合

と就業環境の整備 めに必要な助言を行う相談員の養成を実施。また、女性の起業活動のさら 推進事業（1億円）
なる発展に向けて、研修等を実施。 ・担い手アクションサポート事業のうち新

たな人材の育成・確保活動（23億円の内
数）

（３）女性が住みやすく活動し 子育て支援に関する普及・啓発、女性が地域活動等を行うための施設整 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
やすい環境づくり 備を実施。また、女性農業者グループ間の連携を通じた女性の活動の発展 （305億円の内数）

を、情報提供や交流会の開催により支援。 ・農業・農村男女共同参画チャレンジ 総
合推進事業（1億円）

（再掲 Ⅰ．１（２）ウ（ア （イ （ウ （エ）及び（オ）を参照のこ４ 農地の有効利用の促進 ）、 ）、 ）、
と）

５ 経営安定対策の確立
（１）水田・畑作経営所得安定 我が国の農業の構造改革を加速化するため、米、麦、大豆、てん菜、で ・生産条件不利補正交付金（1,532億円）

対策の実施 ん粉原料用ばれいしょを対象として 意欲と能力のある担い手に対する 水 ・収入減少影響緩和交付金（555億円）、 「
田・畑作経営所得安定対策」を着実に実施。

（２）品目別政策の実施
ア 米 担い手への米作の集積を促進するため、当面の措置として、産地づくり ・稲作構造改革促進交付金（324億円)

対策のなかで都道府県の設計により、米の価格下落等の影響を緩和するた
めの対策を行えるよう稲作構造改革促進交付金を交付。

イ 野菜 （再掲 Ⅰ．２（２）オを参照のこと）

ウ 果樹 （再掲 Ⅰ．２（２）カを参照のこと）

エ 砂糖及びでん粉 「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に基づき、砂糖及びでん粉 ・甘味資源作物・国内産糖調整交付金（62
の価格調整制度を適切に運用。 億円）

甘味資源作物及びでん粉原料用いも（水田・畑作経営所得安定対策の対 ・さとうきび・でん粉原料用かんしょ生産
象品目であるてん菜及びでん粉原料用ばれいしょを除く）の生産者に対し 者経営安定対策事業費補助金
条件不利補正のための支援を実施。また、製造事業者に対し 大限の合理 （0.4億円）
化を前提とした支援を実施。 ・国内産糖・いもでん粉供給円滑化事業費

補助金（11億円）
オ 畜産 （ア）加工原料乳の再生産と肉用子牛生産の安定を図るため、加工原料乳 ・指定生乳生産者団体補給交付金（所要額

生産者補給金制度、肉用子牛生産者補給金制度を実施。 225億円）
（ ）（イ）配合飼料価格の高騰等が肉用牛肥育経営や養豚経営に及ぼす影響を ・肉用牛肥育経営安定対策事業 149億円

緩和し 経営の安定を図るため 肉用牛肥育経営安定対策事業に加え ・肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業、 、 、
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粗収益が物財費を下回った場合の緊急補てんや、地域肉豚生産安定基 （40億円）
金の財源を活用した緊急支援を実施。 ・肉豚価格差補てん緊急支援特別対策事業

（62億円）
（ウ）指定食肉（牛肉・豚肉）の価格安定を図るため 「畜産物の価格安 ・鶏卵価格安定対策事業（12億円）、

定に関する法律」を適正に運用。鶏卵については、卵価安定基金の補
てん準備金を造成。

（３）農業災害による損失の補 災害による損失を補てんし、被災農家の経営安定を図ることにより、農 ・農業共済事業事務費負担金（459億円）
てん 業の再生産が阻害されることを防止するとともに、農業生産力の発展に資 ・共済掛金国庫負担金等（495億円）

するため、農業災害補償制度を適切に運営。
６ 経営発展に向けた多様な取

組の促進
（１）多様な経営発展の取組の （再掲 Ⅰ．１（２）ア（エ）を参照のこと）

推進
（２）食品産業と農業の連携の強 （再掲 Ⅰ．１（２）イを参照のこと）

化
（３）輸出促進対策の強力な推進 （再掲 Ⅰ．１（３）キ（ア）を参照のこと）
（４）食料供給コスト縮減に向 「21世紀新農政2006」に掲げられた食料供給コストを５年で２割縮減す

けた取組の促進 る目標に向けて 「食料供給コスト縮減アクションプラン」に基づき、生、
産、流通の両面における取組を着実に推進。

７ 経営発展の基礎となる条件の
整備

（１）知的財産の創造・保護・ 先端的な技術や植物新品種、農林水産業の現場の技術、地域ブランド等
活用 の「知的財産」を創造・発掘、適切に保護したうえで、それを活用する経

営体や各地域の取組を支援。
（ア）農林水産業の現場の技術等の管理、許諾、流通という一連の流れを ・農林水産知的財産発掘・活用促進事業 1（

創り出す手法を検討。 億円）
（イ）技術移転機関の活動を支援するとともに、研究者・知的財産関係者 ・農林水産技術移転促進事業（1億円）

の連携を促進。
（ウ）和牛の遺伝資源の保護・活用を図るための取組を推進。 ・農業競争力強化対策民間団体事業（16億

円の内数）
（エ）地域において真に力のある地域ブランドが確立されるよう 「食と ・農林水産物・食品地域ブランド化支援事、

農林水産業の地域ブランド協議会」の活用を促進するとともに、地域 業（1億円）
のプロデューサー招へい等への支援を実施。

（オ）国際的に調和のとれた植物品種保護制度の整備・充実のため 「東 ・東アジア植物品種保護フォーラム推進事、
アジア植物品種保護フォーラム」を設置するとともに、技術協力、人 業(1億円)
材の育成等を推進。 ・アジア地域植物新品種保護制度整備推進

事業（0.2億円）
（カ）品種登録の審査の質の向上のため、登録品種等の画像データベース ・品種登録予備審査促進データ構築提供事

の構築、海外との審査データの相互受入れを推進。 業（0.4億円）
また、植物新品種保護国際同盟（ＵＰＯＶ）における品種登録の審

査基準の国際統一の動きに対応した我が国の審査基準の作成・見直し
、 、 。等により 審査期間の短縮化 優良品種の開発・普及の促進等を推進
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（キ）登録品種の権利を確定するため、ＤＮＡ品種識別技術の妥当性の検 ・登録品種の標本・ＤＮＡ保存等事業
証を実施。ＤＮＡ分析による品種識別技術の開発を支援。 （0.2億円）

（ク）農林水産業者に知的財産への意識を普及させるため、普及指導員等 ・農林水産分野知的財産人材育成総合事業
に対し研修を実施。 （0.3億円）

（２）生産現場のニーズに直結
した新技術の開発・普及

（ ）ア 農業の新たな展開に向け （ア）遺伝子組換え技術やＤＮＡマーカー技術等を利用し、食料・環境・ ・新農業展開ゲノムプロジェクト 40億円
た技術開発 エネルギー問題の解決に貢献する画期的な作物の開発を実施。

（イ）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 ・イノベーション創出基礎的研究推進事業
発や現場の課題に対応した実用技術の開発を促進。 （68億円）

・新たな農林水産政策を推進する実用技術
開発事業（52億円）

（ウ）規模拡大に向けて重要な課題である労力分散と大幅な生産性向上を ・担い手の育成に資するＩＴ等を活用した
実現するＩＴ等を活用した低コスト栽培技術を開発。 新しい生産システムの開発（5億円）

（エ）実用化に向け解決すべき課題を有する既存の研究成果について、さ ・研究成果実用化促進事業（1億円）
らに改善を加える研究を推進。

イ 食の安全と信頼を支える 鳥インフルエンザやＢＳＥ等について、防疫措置の高精度化、効率化の ・鳥インフルエンザ、ＢＳＥ等の高精度か
技術開発 ための技術を開発 また 農畜水産物の生産から流通・加工工程において つ効率的なリスク管理技術の開発（7億。 、 、

危害要因として重要度が高いヒ素や残留性有機汚染物質、病原微生物等に 円）
ついてリスク低減技術を体系的に開発。 ・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管理技術の
開発（5億円）

ウ 革新的な未来農業技術を 低コスト植物工場を設置する技術や、環境負荷の低減に資する精密農業 ・低コスト植物工場成果重視事業（0.1億
核とした生産性の向上 技術等を核とした革新的技術を実証・確立し、未来農業の構築を推進。 円）

エ 各種技術の産地への導入 麦の実需者等のニーズに応じた新品種の育成・普及、主要農作物の種子 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の
の品質向上や飼料作物の種子の安定供給、奨励品種の普及、トリジェネレ 内数）
ーションシステムや小型水力発電等に対応した施設野菜の生産・出荷体制 ・農業競争力強化対策民間団体事業
の導入等、生産現場のニーズに直結した技術の導入等を推進。 （16億円の内数）

オ 効率的かつ効果的な普及 篤農家等がもつ技術（匠の技）の確立・活用による地域活性化、情報ネ ・現場創造型技術（匠の技）活用・普及支
事業の推進 ットワークの充実、普及指導員への革新的な技術の研修等による普及事業 援事業（1億円）

の高度化を推進。 ・普及活動情報基盤整備事業（1億円）
（ ）・革新的農業技術習得支援事業 0.2億円

（３）技術と知的財産の力によ （ア）新食品・新素材の画期的な利用方法に関する情報を企業や産地に提 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の
る新需要・新産業の開拓 供するとともに、公的研究機関、民間企業、産地の 適な組み合わせ 内数）

による新需要創造協議会を育成。
（イ）機能性成分にかかる成分保証システムや新食品・新素材の分別管理 ・未来志向型技術革新対策事業（48億円の

システムを確立する取組を支援。 内数）
（４）農業生産資材費の低減及び

高性能農業機械の開発
肥料、農薬の低投入化や農業機械の稼働面積の拡大に資する新技術の導 ・生産資材コスト低減成果重視事業（0.2ア 農業生産資材費の低減対

入、組合せを核とした生産資材の合理的利用体系を確立。また、関係団体 億円）策等
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及び都道府県が策定した「農業生産資材費低減のための行動計画」に基づ
く取組を推進。

省力化、食品の安全と消費者の信頼確保、環境負荷の低減に資する高性 ・(独)農業・食品産業技術総合研究機構農イ 高性能農業機械の開発等
能農業機械の開発推進。また、農作業事故を防止するため、安全鑑定適合 業機械化促進業務勘定運営費交付金（18
機等の普及を推進するとともに、高齢者事故を防止するための効果的な啓 億円）
発教材の開発を実施。 ・高齢者等農作業事故防止手法調査委託費

（0.1億円）
８ 農業生産の基盤の整備
（１）農業の構造改革の加速化 （再掲 Ⅰ．１（２）ウ（カ）を参照のこと）

に資する基盤整備の推進
（２）農業水利施設等の適切な

更新・保全管理
ア 基幹水利施設等の既存ス 既存の農業水利施設を有効活用するため、機能診断調査を行い、効率的 ・国営かんがい排水事業（1,865億円）

トックの有効活用の推進 な施設の更新整備等を計画的に実施。また、担い手の経営改善等を図るた ・基幹水利施設ストックマネジメント事業
め、畑地かんがい施設等を総合的に整備するとともに、既存の農道ストッ （65億円）
クを有効活用するため、施設の点検診断、効率的な更新整備を促進。 ・畑地帯総合整備事業（360億円）

・農道整備事業（178億円の内数）
・農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事

業（116億円の内数）
イ 農地等にかかる総合的な 自然災害に起因した被災等を防止するため ため池や農業用施設の整備 ・国営総合農地防災事業（328億円）、 、

防災対策 地すべり対策、海岸保全施設の整備等を実施するとともに、ハード整備と ・農地防災事業（394億円）
ソフト対策が一体となった防災・減災対策を実施。 ・直轄地すべり防止事業（14億円）

・農地保全事業（104億円）
・農村環境保全対策事業（94億円）
・海岸事業（85億円）
・国営造成土地改良施設防災情報ネットワ

ーク構築事業（1億円）
・広域防災ため池等整備モデル事業

（394億円の内数）
・農村災害対策整備事業（94億円の内数）

（ ）（３）農村環境の保全・形成に （ア）田園環境整備マスタープランを踏まえ、農村環境の総合的な保全・ ・環境配慮の評価手法等検討調査 1億円
配慮した基盤整備の実施 形成に配慮した基盤整備を推進。また、生態系の保全等のための新た ・農村環境保全調査（3億円の内数）

な調査計画手法を開発。
（イ）田園地域における自然再生の視点に基づく環境創造型の整備等を実 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

施。 （305億円の内数）
（ ） 、（４）効率的・効果的な事業の 新たな農業農村整備事業等コスト構造改善プログラム 仮称 を策定し

実施 コスト縮減を推進。
９ 地球温暖化対策等の資源・

環境対策の推進
（１）環境と調和のとれた農業

生産の推進
ア 環境規範の普及・定着 各種補助事業等において、環境保全のために農業者が取り組むべき「農
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業環境規範」の実践を求めるなど、同規範の普及・定着を推進。
イ 環境負荷を低減する先進 土づくりと化学肥料、化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業 ・農地・水・環境保全向上対策のうち営農

的な取組の面的拡大 者（エコファーマー）の認定を推進し、持続性の高い農業生産方式の導入 活動支援交付金 （30億円）
（ ）を促進。 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

また、化学肥料、化学合成農薬使用の大幅低減等、地域でまとまって環
境負荷を低減する先進的な営農活動を支援。

ウ 有機農業の推進 「有機農業の推進に関する基本的な方針」に即し、技術の研究開発、成 ・有機農業総合支援対策（5億円）
果の普及等、有機農業の推進体制の整備を推進。

エ 環境生産技術の普及・定 環境と調和した持続的な農業生産を推進するために必要な共同利用機械 ・IT活用型営農成果重視事業（1億円）
着 ・施設等の整備、ＩＴ活用型営農の構築等を推進。

オ 土壌のもつ公益的機能の 作物生産機能、炭素貯留機能等、土壌のもつ公益的機能の維持・増進の ・土壌由来温室効果ガス発生抑制システム
維持・増進 ため、有機物の施用、適正な施肥等、適切な土壌管理を推進。 事業（5億円）

カ 畜産環境対策の推進 家畜排せつ物の適正な管理を徹底するとともに、利活用施設等の整備、 ・地域バイオマス利活用交付金（111億円
良質なたい肥生産技術の普及等を推進。 の内数）

・畜産環境総合整備事業（23億円）
・未来志向型技術革新対策事業（48億円の

内数）
キ 耕畜連携等による循環型 稲発酵粗飼料の生産や稲わらの収集等への支援、収集調製機械施設の整 ・耕畜連携水田活用対策事業（54億円）

畜産への転換 備等を推進。また、食品残さ等未利用資源の飼料利用にかかる技術情報を ・国産粗飼料増産対策事業（18億円）
（ ）普及するとともに、飼料生産システムを構築。 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

・未来志向型技術革新対策事業（48億円の
内数）

・エコフィード緊急対策事業（8億円）
・農業競争力強化対策民間団体事業（16億

円の内数）
（２）バイオマス利活用の推進
ア 国産バイオ燃料の利用促進 （ア 「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議」において策定した工程 ・日本型バイオ燃料生産拡大対策(80億円)）

表に基づき、国産バイオ燃料の生産拡大に向けた取組を推進。
（イ）国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて、農林漁業者とバイオ燃 ・農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材

料製造業者の連携による低コストのバイオ燃料の安定供給に向けた取 料としての利用の促進に関する法律案
組を進めるとともに、バイオ燃料製造業者に対する税の軽減措置等に
よりこれらの取組を促進。さらに、食料と競合しない稲わらや間伐材
等を活用した取組等を推進。

イ 地域での取組を円滑に推 （ア）バイオマスタウンの実現に向け、利用モデルやシステムの構築を支 ・地域バイオマス利活用交付金(111億円)
進するための条件整備 援。また、広域的なバイオマスタウン等の新たなモデルを構築するた ・バイオマス利活用加速化事業(1億円)

めの調査・分析等を実施。
（イ）下水処理場を核としたバイオマスの利活用や、下水道施設を活用し ・下水道事業（6,620億円の内数）

た未利用エネルギーの循環等を推進。
ウ アジア等海外との連携に 東アジアにおけるバイオマスタウン構築を推進するため、基礎調査や人 ・東アジアにおけるバイオマスタウン構想
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関する戦略の推進 材育成等の支援を実施。 普及支援事業(0.2億円)
（３）農業分野における地球環

境対策の充実
（ ） 。 、 （ ）ア 地球温暖化対策の推進 ア バイオマスの利活用や食品産業の自主行動計画の取組を推進 また ・日本型バイオ燃料生産拡大対策 80億円

・食品産業ＣＯ２削減促進対策事業施設園芸、農業機械における二酸化炭素排出削減対策を推進するとと
（0.2億円）もに、農地から発生するメタン、一酸化二窒素の排出削減に向けた取

・食品資源循環形成推進事業（0.4億円）組を推進。さらに、温室効果ガス排出削減等に関する研究を推進。
・バイオマスプラスチック容器包装再商

品化システム検討事業（0.1億円）
・施設園芸脱石油イノベーション推進事

業（2億円）
・農業生産地球温暖化総合対策事業のう

ち
・省石油型施設園芸技術導入推進事業

（4億円）
・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（1億
円）

・土壌由来温室効果ガス発生抑制シス
テム構築事業（5億円）

・家畜排せつ物メタン発酵等利用シス
テム構築事業（0.4億円）

・農地・水・環境保全向上対策のうち営
農活動支援交付金（30億円）

・有機農業総合支援対策（5億円）
・農業用水の自然エネルギーの活用支援

事業（0.2億円）
・地産地消推進活動支援事業（0.1億円）
・地産地消モデルタウン事業（3億円）
・強い農業づくり交付金のうち地産地消

特別枠（5億円）
・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のうち、
解明・地農林水産生態系の炭素循環の

球温暖化の進行を緩和するための技術開
（2億円）発

（イ）地球温暖化適応策の農業生産現場への普及・指導や、地球温暖化が ・農業生産地球温暖化総合対策事業のう
将来の農林水産業に与える影響に関する予測研究、適応策に関する技 ち、地球温暖化に適応した安定的な農業
術開発を推進。 生産技術等の実証・普及(0.4億円)

・気候変動に伴う農業生産基盤に関する適
応策検討調査（1億円）

・地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評
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価と緩和及び適応技術の開発のうち、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
（3億円）

イ 生物多様性保全施策の推 （ア）田園地域・里地里山における保全を推進。特に、有機農業の振興の ・有機農業総合支援対策（5億円）
進 核となるモデルタウンを育成。また、水と生態系のネットワークを、 ・地域水ネットワーク再生事業（3億円）

生物多様性保全の観点から、農業用水や環境用水等で途切れなく結ぶ ・生物多様性対応基盤整備促進パイロット
「水の回廊」の整備を推進。さらに、農家や地域住民の理解を得なが 事業（2億円）
ら生物多様性保全の視点を取り入れた基盤整備を実施。

（イ）アジア地域諸国における植物の生物多様性の保全、植物遺伝資源の ・アジアにおける植物遺伝資源の保全と持
持続的利用のための技術の確立に向けた支援を実施。 続的利用の強化のための能力開発と地域

協力（1億円）
（ウ）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 ・農業に有用な生物多様性の指標及び評価

評価手法を開発。 手法の開発（2億円）
ウ オゾン層破壊物質の削減 不可欠用途として用いられている臭化メチルについて、代替薬剤及び代

替技術の開発・普及を推進。
エ 環境報告書の公表 農林水産省による環境関連施策と環境配慮の取組に関する情報を発信す

るため、環境報告書を作成。

Ⅳ 農村の振興に関する施策

平成20年度 食料・農業・農村施策 関連事業・提出予定法案等
事項・基本的考え方 施策の具体的内容

１ 地域資源の保全管理政策の
推進

（１）農地・水・環境保全向上 農地・農業用水等の資源や農村環境の保全、その質的向上を図る地域共 ・農地・水・環境保全向上対策
対策の推進 同の効果の高い活動と化学肥料、化学合成農薬の使用の大幅低減等、地域 ・うち共同活動支援交付金（256億円）

でまとまって環境負荷を低減する先進的な営農活動を一体的に支援。 ・うち営農活動支援交付金（30億円）
・うち農地・水・環境保全向上活動推進

交付金（16億円）
（２）良好な農村景観の形成等 （ア）農山漁村活性化に向けた総合的な取組の一環として良好な農村景観 ・農産漁村活性化プロジェクト支援交付金

の形成を積極的に推進。 （305億円の内数）
(イ) 農村特有の良好な景観を保全、形成、再生するため、地域関係者の

意識の向上や人材育成を促進するとともに、景観農業振興地域整備計
画に基づき、景観と調和した農業的土地利用を誘導するなど計画的な
土地利用を推進。

(ウ) 良好な農村景観の再生・保全を図るため、土地改良施設の改修等を ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
推進するとともに、これらに対する技術的支援を実施。 (305億円の内数)

（ ）・美の田園復興推進事業委託 技術的支援
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（0.3億円）
（エ）地域密着で活動を行っているＮＰＯ等に対する支援や、自然再生活 ・景観・自然環境保全形成支援事業（2億

動上の新たな課題に対する技術的な支援を実施。 円の内数）
（オ）河川の蛇行復元や湿地の冠水頻度の増加等、自然再生事業を推進。 ・国土基盤河川事業（4,707億円の内数）

・地域河川事業（1,767億円の内数）
・総合流域防災事業（570億円の内数）

カ 魚類等の生息環境改善や人と自然がふれあえる地域整備を図るため ・国土基盤河川事業（4,707億円の内数）（ ） 、
河川やため池等の水路結合部の段差解消による水域の連続性の確保、生 ・地域河川事業（1,767億円の内数）
物の生息・生育環境を整備・改善する魚のすみやすい川づくりを推進。 ・総合流域防災事業（570億円の内数）

２ 農村経済の活性化
（１）農山漁村活性化に向けた 農山漁村における定住、二地域居住及び都市と農山漁村との地域間交流 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

総合的な取組の推進 の促進による農山漁村の活性化のため 「農山漁村の活性化のための定住 （305億円の内数）、
等及び地域間交流の促進に関する法律」に基づく支援を実施。

（２）地域の特色を活かした多 （ア）個性ある地域づくりの実現を図るため、農村振興基本計画の作成を
様な取組の推進 関係府省が連携して推進。

（イ）農林水産業を核とした、自律的で経営感覚豊かな取組により地域を ・ 立ち上がる農山漁村」推進事業委託「
活性化させている先駆的事例を全国に発信・奨励。 （0.3億円）

（ウ）農村の地場資源を活用した事業拡大や異業種連携の促進等、地域連 ・農村コミュニティ再生・活性化支援事業
携活動を進めるため、民間主導による地域づくりの取組を支援。 （1億円）

（エ）地域住民、ＮＰＯ、企業等の協働により、農山漁村の伝統文化等の
有形無形の資源を保全・活用するモデル的な取組を支援。 ・農山漁村地域力発掘支援モデル事業（11

ふ る さ と

億円）
（３）経済の活性化を支える基 （ア）農業の生産性の向上及び農産物輸送の効率化を図るため、農業振興 ・農道整備事業(178億円)

盤の整備 の基盤としての農道を整備。 ・農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事
業(116億円)

（イ）日常生活の基盤としての市町村道から国土構造の骨格を形成する高 ・道路事業（27,689億円の内数）
規格幹線道路に至る道路ネットワークの整備を推進。また、地方道に
ついては、各地域の事業等の計画と整合をとり計画的に整備を推進。

（ウ）農産物の海上輸送の効率化を図るため、船舶の大型化・高速化等に ・港湾整備事業（2,280億円の内数）
対応するとともに、複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの整備を
推進。

（４）中山間地域等の振興
ア 農業その他の産業の振興 地域の特性を活かした高付加価値型農業等の推進、地域の多様な資源を ・中山間地域総合整備事業(330億円)

による就業機会の増大・定 活用した産業の育成、中山間地域の実情に即した農業生産基盤と生活環境 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
住の促進 の整備等を総合的に実施。 (305億円の内数)

（ ）イ 中山間地域等における多 農業生産活動の維持を通じて多面的機能を確保するため、中山間地域等 ・中山間地域等直接支払交付金 221億円
面的機能の確保 直接支払制度を継続的に実施。また、集落が連携し、小規模・高齢化集落 ・小規模・高齢化集落支援モデル事業（2

での水路、農道等の保全管理活動を行う取組を実施。 億円）
ウ 鳥獣害対策の推進 （ア 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関 ・鳥獣害防止総合対策事業（28億円））

する法律」に基づき、農林水産大臣が定めた基本指針に即して市町村 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
における被害防止計画の作成を推進。 （305億円の内数）
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・森林・林業・木材産業づくり交付金（97
（イ）鳥獣の捕獲体制の整備、防護柵の設置、被害防除技術の導入、鳥獣 億円の内数）

の生息環境にも配慮した森林の整備・保全活動等を推進。 ・有害生物漁業被害防止総合対策事業（9
億円の内数）

（ウ）人材育成のための研修や鳥獣害対策の専門家の登録・紹介、被害対 ・健全な内水面生態系復元等推進事業（3
策マニュアルの作成を行うとともに、被害防除技術の開発を推進。 億円の内数）

・新たな農林水産政策を推進する実用技術
開発事業（52億円の内数）

３ 都市と農村の共生・対流と
多様な主体の参画の促進

（１）都市と農村の交流の促進 （ア 「都市と農山漁村の共生・対流に関するプロジェクトチーム」での ・賑わいある美しい農山漁村づくり推進事）
検討を踏まえ、関係府省連携施策の具体化 「オーライ！ニッポン会 業（1億円）、
議」の活動に対する支援、優良事例の表彰等を通じて、多様な主体と
協調・連携した国民運動を展開。

（イ）全国の小学生を対象に農山漁村での長期宿泊体験活動を推進するた ・広域連携共生・対流等対策交付金
め、モデル地域における受入体制の整備を支援するとともに 「農山 （10億円の内数）、
漁村におけるふるさと生活体験推進校」の指定を実施。 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

（305億円の内数）
（ ）・豊かな体験活動推進事業 10億円の内数

（ウ）グリーン・ツーリズムの提案・普及を図るため、都市住民の農山漁 ・広域連携共生・対流等対策交付金
村情報に接する機会の拡大、都道府県域を越えた広域的な取組に必要 （10億円の内数）

、 。な施設の整備 地域資源を活用した交流拠点の整備等を総合的に推進
（エ）二地域居住等を推進するための、総合的な情報提供体制の整備、空 ・二地域居住等支援のための総合情報プラ

き住宅の再生・活用等を推進するＮＰＯ等を支援。 ットフォーム整備等に関する調査（0.4
億円）

・超長期住宅推進環境整備事業（4億円の
内数）

（オ）内外観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目指し、二泊三日以 ・観光圏整備事業（2.8億円）
上の滞在型観光を促進する観光圏の形成のための取組を総合的に支援 ・観光圏の整備による観光旅客の来訪及び。

滞在の促進に関する法律案
（カ）条件不利地域において、交流の促進等を図るために、市町村等が行 ・集落活性化推進事業（4億円）

う地域内の既存ストックを再生・活用する施設整備等を支援。
・青少年体験活動総合プラン（3億円）（キ）地域の関係機関・団体等の協働による多様な体験活動や、都市と農

山漁村等の青少年が相互に行き交い農林水産業体験等を通して交流す
るなどの体験活動を推進。

（ク 「道の駅」の整備により、休憩施設と地域振興施設を一体的に整備 ・道路事業（27,689億円の内数））
し、地域の情報発信と連携・交流の拠点形成を推進。

（ケ）地形的な制約により相互の交流が遅れている地域を連絡する大規模 ・道路事業（27,689億円の内数）
なトンネルや橋梁の整備を推進。

（コ 「 子どもの水辺」再発見プロジェクト」の推進 「水辺プラザ」の ・国土基盤河川事業（4,707億円の内数）） 「 、
整備や河岸整備等により、河川における交流活動を活性化。 ・地域河川事業（1,767億円の内数）
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・総合流域防災事業（570億円の内数）
（サ）歴史的砂防施設の適切な保存・活用等のためのガイドラインに基づ ・砂防事業（1,358億円の内数）

き、周辺整備等を推進。また、歴史的砂防施設及びその周辺環境一帯
を地域の観光資源の核に位置づけるなど、新たな交流の場の形成を推
進。

（２）都市及びその周辺の地域 地域住民、ＮＰＯ、農家組織等の多様な主体の参画による体験農園の全 ・広域連携共生・対流等対策交付金
における農業の振興 国的な普及、都市農地の保全のためのモデル的な取組への支援、都市農業 （10億円の内数）

（ ）振興ビジョン等に基づく市民農園等の整備を推進。 ・強い農業づくり交付金 249億円の内数
（３）多様な主体の参画等によ （ア）地域住民、ＮＰＯ、企業及び地方公共団体が一体となって身近な環 ・グラウンドワーク推進支援事業（0.4億

る集落機能の維持・再生 境を見直し、自ら改善していく地域の環境改善活動を推進・支援。 円）
イ 定住に関する情報提供体制の整備や定住後のサポート体制の構築等 ・農村コミュニティ再生・活性化事業（1（ ） 、

都市から農村への定住等の促進に向けた地域の取組を支援。 億円）
（ウ）複数集落による集落機能の相互補完等、集落機能の再編による自立 ・集落機能再編促進事業委託（0.2億円）

したコミュニティを創出する取組を支援。
４ 快適で安全な農村の暮らしの

実現
（１）生活環境の整備

ア 農村における効率的・効 （ア）地域再生等の取組を支援する観点から、地方公共団体が策定する地 ・地域再生基盤強化交付金（1,446億円の
果的な生活環境の整備 域再生計画に基づき、関係府省が連携して道路や汚水処理施設の整備 内数：内閣府一括計上）

を効率的・効果的に推進。
（イ）農業の持続的な発展を図るとともに、地域の創造力を活かした個性 ・村づくり交付金（296億円の内数）

的で魅力あるむらづくり等を推進するため、関係府省が連携しつつ、 ・里山エリア再生交付金（99億円）
農業生産基盤と農村の生活環境の一体的な整備を推進。 ・農村振興総合整備事業（61億円）

・田園空間整備事業（10億円）
（ウ）農山漁村における定住や二地域居住を促進する観点から、関係府省 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

が連携しつつ、計画的な生活環境の整備を推進。 （305億円の内数）
イ 交通 ア 交通事故の防止 交通の円滑化を確保するため 歩道 交差点改良 ・道路事業（27,689億円の内数）（ ） 、 、 、 、

道路情報提供装置等の整備を推進。
（イ）生活の利便性向上や地域交流に必要な道路、都市まで安全かつ快適 ・道路事業（27,689億円の内数）

な移動を確保するための道路の整備を推進。
（ウ）地方バス運行の確保を図るため、運行にかかる欠損補助や車両の購 ・地方バス路線維持支援事業（74億円）

入費補助を実施。
（エ）地域住民の日常生活に不可欠な交通サービスの維持・活性化、輸送 ・港湾整備事業（2,280億円の内数）

の安定性の確保等のため、島嶼部等における港湾整備を推進。
ウ 衛生 （ア）下水道、農業集落排水施設及び浄化槽等について 「都道府県構想」 ・下水道事業（6,620億円の内数）、

を見直すとともに 地域の特性に応じた計画的・効率的な整備を推進 ・地域基盤整備交付金（汚水処理施設交付、 。
金 （875億円））

（イ）農村における汚水処理施設整備を効率的に推進するため、農業集落 ・農業集落排水事業（177億円）
排水施設と下水道との連携及び農業集落排水施設と浄化槽との一体的 ・村づくり交付金（296億円の内数）
な整備を実施。

（ウ）下水道や農業集落排水施設等複数の汚水処理施設が共同で利用でき ・下水道事業（6,620億円の内数）
る施設の整備を推進。また、従来の技術基準にとらわれず地域の実情
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に応じた低コスト、早期かつ機動的な整備が可能な新たな整備手法の
導入を推進。

（エ）し尿及び生活雑排水を処理し生活環境の保全を図る浄化槽を整備。 ・循環型社会形成推進交付金（浄化槽分：
130億円）

エ 情報通信 （ア）効率的な農業経営、農村の活性化等を支援するため、関係府省が連 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
携して情報通信基盤の整備を実施。 (305億円の内数)

（ ）・農村地域ＩＴ化推進支援事業 0.1億円
（イ）情報格差の解消を図るため、情報通信ネットワークの基盤となる施 ・地域イントラネット基盤施設整備事業

設や地域の特性に応じた情報通信基盤を整備。 （34億円）
・地域情報通信基盤整備推進交付金（62億

円）
（ ） 、 、 、 、ウ 高度情報通信ネットワーク社会の実現に向けて 河川 道路 港湾

下水道において公共施設管理の高度化を図るため、光ファイバ及びそ
の収容空間を整備するとともに、民間事業者等のネットワーク整備の
さらなる円滑化を図るため、施設管理に支障のない範囲で国の管理す
る河川・道路管理用光ファイバやその収容空間を順次開放。

オ 住宅・宅地 優良田園住宅による良質な住宅・宅地供給を促進し、質の高い居住環境 ・住宅対策（6,548億円の内数）
。 、 。整備を推進 また 地方定住促進に資する地域優良賃貸住宅の供給を促進

カ 文化 文化財保護法に基づき、農村に継承されてきた民俗文化財を重要有形民 ・民俗文化財伝承・活用等事業（1億円）
重要文化的景観保護推進事業(1億円)俗文化財 重要無形民俗文化財に指定 また 登録有形民俗文化財に登録 ・、 。 、 。

（ ）さらに、棚田や里山等の文化的景観を重要文化的景観として、歴史的な集 ・伝統的建造物群保存修理等事業 10億円
落等を重要伝統的建造物群保存地区として選定し、保存・活用を支援。

キ 公園 都市計画区域の定めのない町村において、スポーツ、文化、地域交流活 ・都市公園事業（1,101億円の内数）
動の拠点となり、生活環境の改善を図る公園の整備を推進。

（２）医療・福祉等のサービス
の充実

ア 医療 第10次へき地保健医療計画に基づき、農村を含めたへき地における医療
の確保を推進。

イ 福祉 介護・福祉サービスについて、地域密着型サービス拠点等の整備及び創
意工夫を活かした環境整備を実施。

（３）安全な生活の確保 （ア）山腹崩壊、土石流等の山地災害等を防止するため、復旧治山等の事 ・治山事業（1053億円）
業の実施を通じて地域住民の生命・財産及び生活環境の安全を確保。 ・森林・林業・木材産業づくり交付金（97

（イ）山地災害危険地区における治山事業について、地域における避難体 億円の内数）
制の整備等との連携により、減災に向けた効果的な事業を実施。

（ウ）自力避難の困難な障害者等災害時要援護者関連施設に隣接した山地
災害危険地区等において治山事業を計画的に実施。

（エ）床上浸水被害が頻発している地域において、おおむね５年間で被害 ・国土基盤河川事業（4,707億円の内数）
の解消を図るべく、床上浸水対策を実施。 ・地域河川事業（1,767億円の内数）

（オ）近年死者を出すなど甚大な土砂災害が発生した地域の再度災害防止 ・砂防事業（1,358億円の内数）
（ ）対策を重点的に推進。 ・急傾斜地崩壊対策事業 202億円の内数

（カ）人命の保護を図るため、将来起こり得る大規模地震等に起因するが ・砂防事業（1,358億円の内数）
（ ）け崩れ等により地域に甚大な被害を起こすおそれのある箇所において ・急傾斜地崩壊対策事業 202億円の内数
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施設整備を推進。 ・総合流域防災事業（570億円の内数）
（キ）病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を保全対象に含む危

険箇所にかかる砂防事業を重点的に実施。
（ク）土砂災害防止法に基づく警戒避難態勢の整備を実施し、ハード・ソ

フト一体となった効率的な土砂災害対策を実施。
（ケ）土砂災害防止法に基づく土地利用規制や、土砂災害警戒情報の提供 ・総合流域防災事業（570億円の内数）

等を実施し、ソフト対策の強化を推進。
（コ）農地災害等を防止するため、ハード整備に加え、防災情報を関係者 ・国営造成土地改良施設防災情報ネットワ

が共有するシステムの構築や施設管理者等に対する指導体制の強化等の ーク構築事業（1億円）
ソフト対策を推進し、地域住民の安全な生活を確保。また、甚大な被 ・農村防災・災害対応指導体制強化事業
害を受けた農村地域のコミュニティの回復を支援する対策を推進。 （0.2億円）

・国営総合農地防災事業（328億円）
・農地防災事業（394億円）
・直轄地すべり防止事業（14億円）
・農地保全事業（104億円）
・農村環境保全対策事業（94億円）
・海岸事業（85億円）
・広域防災ため池等整備モデル事業

（394億円の内数）
・農村災害対策整備事業（94億円の内数）

（サ）橋脚耐震対策、道路斜面や盛土等の防災対策、災害のおそれのある ・道路事業（27,689億円の内数）
区間を回避する道路整備を推進。また、冬期の道路ネットワークを確
保するため、道路の除雪、防雪、凍雪害防止を推進。

Ⅴ 国際交渉への取組

平成20年度 食料・農業・農村施策 関連事業・提出予定法案等
事項・基本的考え方 施策の具体的内容

「多様な農業の共存」を基本理念とし、食料安全保障等の非貿易的関心１ ＷＴＯ交渉における取組
事項が十分に配慮され、輸出国と輸入国のバランスのとれた貿易ルールの
確立を目指している。

我が国としては、関係国等と連携を図りつつ、我が国の主張がドーハ・
ラウンドの成果に 大限反映されるよう、戦略的かつ前向きに対応する。

ＷＴＯを中心とした多角的な自由貿易体制を補完し、我が国の対外経済２ ＥＰＡ／ＦＴＡへの取組
関係の発展や経済的利益の確保に寄与するものとして推進している。

各国・地域との交渉に当たっては、我が国農業の重要性を十分認識し、
国内農業の構造改革の進捗状況にも留意しつつ「守るべきもの」はしっか
り「守る」との方針のもと、政府一体となって交渉に取り組む。
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Ⅵ 団体の再編整備に関する施策

平成20年度 食料・農業・農村施策 関連事業・提出予定法案等
事項・基本的考え方 施策の具体的内容

（１）農業協同組合系統組織の 業務改善命令に基づき全国農業協同組合連合会が作成した「改善計画」
再編整備に関する施策 の進捗状況についての定期的な把握及び指導等、経済事業改革を中心とし

た農協系統の改革を促進。
（ ）（２）農業委員会系統組織の再 農業委員会の業務の効率的かつ効果的な実施、農業者に対するサービス ・強い農業づくり交付金 249億円の内数

編整備に関する施策 の向上を図るため、市町村及び都道府県の各段階における農業関係団体と
の連携強化の取組を支援。

（３）農業共済団体の再編整備 安定的な事業運営基盤を確保するため、農業共済組合等の広域合併を着
に関する施策 実に推進。

（４）土地改良区の再編整備に 土地改良区の事業運営基盤の強化を図るため、広域的な統合整備構想の ・土地改良区組織運営基盤強化対策（2億
関する施策 策定及び合併等を支援。 円）

（５）団体間の連携の促進 全国、都道府県、地域の各段階において、農業団体及び地方公共団体等 ・担い手アクションサポート事業（23億
からなる「担い手育成総合支援協議会」を設置し、担い手向けの支援を一 円の内数）
元的に実施するためのワンストップ窓口の開設や共同事務局化等を推進。

Ⅶ 食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための取組

平成20年度 食料・農業・農村施策 関連事業・提出予定法案等
事項・基本的考え方 施策の具体的内容

食料・農業・農村政策推進本部を中心として、食料自給率の向上に向け１ 政府一体となった施策の推進
た取組をはじめ、政府一体となって実効性のある施策を推進。

２ 施策の工程管理と評価
（１）施策の工程管理 施策の推進に関する手順、実施の時期と手法、達成目標等を明確にした工程

表に沿って、各種施策の具体化を推進するとともに、進捗状況を適切に管理。
（２）政策評価 「農林水産省政策評価基本計画」等に即して、実績評価、総合評価、事

業評価、規制にかかる政策の事前評価を積極的に推進。
、３ 財政措置の効率的かつ重点 厳しい財政事情のもとで限られた予算を 大限有効に活用する観点から

既存の予算を見直したうえで大胆に予算の重点化を行い、財政措置を効率的な運用
的に運用。

透明性を高める観点から、国民のニーズに即した情報公開、情報の受発４ 的確な情報提供を通じた透
信を推進。また、幅広い国民の参画を得て施策を推進するため、国民との明性の確保
意見交換等を実施。

５ 効果的･効率的な施策の推進
体制



- 28 -

（１）効果的・効率的な施策の 施策の具体的内容等が生産現場に速やかに浸透するよう、関係者に対す
推進 る周知・徹底、人材の育成や組織づくりを促進。

（２）農林水産分野の情報化と ・新技術活用ビジネスモデル実証・普及（ア）農林水産分野におけるＩＴ利活用を促進するため、ユビキタス・コ
電子行政の実現 事業（2億円）ンピューティング技術や地理情報システムの活用、農山漁村地域にお

・水土里情報利活用促進事業（97億円）ける情報通信基盤の整備等を一体的に推進。
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金（305億円の内数）
国民の利便性・サービスの向上等を図るため、オンライン利用促進（イ）

に向けた環境整備、業務・システムの 適化等を推進。
（３）政策ニーズに対応した統計 （ア）米の需給計画の策定・検証、生産調整の確実な実施に必要な米の作 ・生産統計調査（11億円）

調査の実施と利用の推進 況調査等各種生産統計調査、水田・畑作経営所得安定対策に関連した ・農業経営統計調査（集落営農含む （4）
農業経営統計調査等を確実に実施。 億円）

（イ）農山漁村活性化推進施策に資するため、農業集落の実態や地域の景 ・農業地域活性化に係る農業集落構造デ
況感を把握する調査を実施。 ータの分析・提供に関する委託事業

（0.1億円）

（ウ）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、 ・食品産業活動実態調査（海外事業所調
食料供給コストを把握する調査を実施。 査 （0.5億円））

（ ）・食品流通段階別価格形成調査 0.3億円
（エ）市場化テストの導入、ＩＴの活用、民間統計調査員調査化・郵送調 ・競争導入公共サービス農林水産統計調

査化の推進等による統計調査業務の効率化を推進。 査実施事業（0.2億円）
・ITの活用の促進（2億円）
・民間統計調査員調査化・郵送調査化等

の推進（9億円）


