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「平成21年度主な食料・農業・農村施策」（案） 

(農林水産省関連） 
 

Ⅰ 食料供給力の強化に関する施策 

事項 施策のポイント 
１ 基本的考え方 食料の多くを海外に依存している我が国において、将来にわたって国

民への食料の安定供給を確保するためには、農地・農業用水、農業者、

技術といった食料供給力を構成する個々の要素につき現状を分析し、実

効ある対策を講じることが必要であり、その結果として自給率が向上。

 
２ 農業生産の基盤

の整備及び保全 
【農地の確保・有効利用の促進】 

ア 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。 

イ 農地情報図の基盤となる地図を整備し、順次、これに農地の所有や

利用の状況等の情報を付加し、関係機関共通のデータベースを構築。

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。 

ウ 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。 

エ 農地を将来にわたって確保し、その最大限の有効利用を図るために

農地制度を見直し。 

オ 農地の確保のため、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適切

かつ厳格な運用を推進。 

カ 面的なまとまりを重視した農地の利用集積の加速化や、担い手の育

成・確保の契機となるほ場の大区画化等の基盤整備を推進。 

キ 耕畜連携による飼料作物の生産等を推進。 

ク 基盤整備を契機とした新規需要米作付けや二毛作等の推進を通じて

農地の有効活用を図るため、基盤整備と関連支援策を一体的に実施。

ケ 耕作放棄地を早急に解消するため、再生・利用に向けた地域の活動

や農業生産基盤の整備等を支援。 

 

【農業水利ストックの有効活用】 

既存の農業水利施設を有効活用し、ライフサイクルコスト（建設・維

持管理等にかかる全ての費用）の低減を図るため、劣化状況や規模に応

じたきめ細かな対策を対象施設を拡大して推進。 

 
【農地等にかかる総合的な防災対策】 

自然災害や機能低下した農業用施設による災害等を防止するため、た

- 1 - 



 

め池や農業用施設の整備、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、被害の最小化を図るソフト対策を推進。 

 

【農村環境の保全・形成に配慮した基盤整備の実施】 

田園環境整備マスタープランを踏まえ、地域住民やＮＰＯ等による保

全活動とも連携しつつ、生態系や景観、文化等の農村環境の保全・形成

に資する基盤整備を推進。 
 
【農地・水・環境保全向上対策の推進】 

農地・農業用水等の資源や環境の良好な保全と質的向上を図るため、

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。 

 
３ 意欲ある担い手

の育成・確保 
【経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進】 

ア 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

けて、農林水産省と、農業関係団体等からなる「全国担い手育成総合

支援協議会」が連携し、全国的な運動を展開。 

イ 担い手の育成・確保を加速的に進めるため、認定農業者・集落営農

へのトータルサポートの実施、制度資金の充実・強化や融資主体型補

助の拡充等、従来の発想を超えた斬新な手法で、担い手のニーズに即

した支援を集中的・重点的に実施。 

ウ 経営の法人化への取組を推進するとともに、経営の発展段階に応じ

て、異業種との提携等も活用した新規作物の導入、農産物の加工販売、

新たな販路の開拓等の取組や、経営診断を通じた経営管理能力の向上

等へ支援 

 

【野菜・果樹政策の推進】 

ア 消費者等のニーズに的確に対応した野菜生産を行う担い手の育成・

確保や担い手を中心とした安定的な野菜の生産・出荷体制の確立を図

るため、契約取引、需給調整の的確な実施、担い手を中心とした産地

への重点支援を推進。 

イ 消費者の求める高品質な国産果実の安定供給体制の確立のため、果

樹産地構造改革計画に基づき優良品目への転換等の取組を行う担い手

への支援を強化するとともに、うんしゅうみかんとりんごを対象に需

給安定対策を実施。 
 
【就農形態の多様化に対応した若者等の就農促進】 

就農形態が多様化する中で、農内外からの意欲ある若者等の就農を促

進するため、情報提供・相談、体験・研修、参入準備、定着の各段階に

応じたきめ細かな支援を実施。特に、若者等の農業法人等への就業を一

層促進するため、先進的な農業法人等で農業技術・知識を習得する実践
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研修を充実・強化。 

 

【農業研修教育の充実】 

農業研修教育の中核的機関である道府県農業大学校等が実施する担い

手育成のための施設等整備及び就農に向けた実践的な研修の機会を充実

するための体制整備を支援。 

 
４ 先導的技術開発

の加速化等 
【食料供給コスト縮減に向けた取組の促進】 

「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、

生産と流通の両面における取組を着実に推進。 
 
【知的財産の創造・保護・活用】 

ア 農林水産業の競争力強化と農山漁村地域の活性化のために、「知的

財産」を継続的に生み出し、又は埋もれているものを再発見し（創造・

発掘）、それを経済的価値につなげていく（活用）、経営体や各地域

の取組を支援。 

イ 技術開発の成果等の実用化を一層効果的に実施していくことを目的

に、農林水産知的財産ネットワークを充実。また、中小経営体による

知的財産の活用･管理の手法を検討し、農林水産現場の新しい技術やノ

ウハウの活用を促進。 

ウ 和牛の遺伝資源の保護・活用を図るため、遺伝子特許等の戦略的な

取得と活用、精液の流通管理の徹底、「和牛」表示の厳格化、和牛の

改良・生産体制の強化等を推進。 

エ 「食と農林水産業の地域ブランド協議会」の活用による地域ブラン

ド化に取り組む主体とそれを支援する者との交流促進、地域段階にお

ける地域ブランドの確立に向けた取組に対する支援など、地域ブラン

ド施策を推進。 

オ 我が国の植物新品種を海外においても適切に保護するため、植物品

種保護制度の整備が遅れている東アジア地域において、制度の共通の

基盤づくりを目指し、国際的に調和のとれた制度整備・充実を進める

ため「東アジア植物品種保護フォーラム」第１回会合を開催し、同フ

ォーラムの下で技術協力、人材育成等の協力活動を推進。 

カ 模倣品・商標権侵害対策として、関係省庁との連携の下、官民合同

ミッション等において、外国政府に対し知的財産保護の強化、適正な

審査の実施等を申し入れるとともに、都道府県等利害関係者による商

標出願状況の監視等の取組に対し支援。 

キ 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、普及

指導員及び地方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、知的財産専門研修を行うとともに、相談に対応できる体

制を充実。また、農林水産業者に対して、知的財産の意識を広く啓発
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するため、研修会を実施。 

 

【食料供給力の強化を図る研究開発】 

ア 米粉のパン、麺類への利用を拡大するため、加工適性に優れた多収

品種の選定、米粉パンの品質劣化防止技術等の基盤的技術開発を実施。

イ 飼料用の稲の多収品種の栽培・給餌技術の確立、水田でも作付可能

な耐湿性のトウモロコシの開発を推進。 

ウ 麦・大豆等の土地利用型農業の体質を強化するため、農作業の効率

化・省力化を図る生産技術体系の確立を推進。 

エ リン等の化学肥料の投入を減らす技術開発、有機農業の推進に資す

る省資源型農業の技術体系の確立を推進。 
オ 施設園芸の省エネ化・コスト低減等に資するＬＥＤ（発光ダイオー

ド）等を用いた光の高度利用技術を開発。 
カ 生産現場から研究課題を募り、地域における農林水産業・食品産業

のニーズに直結した技術開発、研究成果の実用化を促進する技術開発

を実施。 

 

【新需要・新産業の開拓】 

機能性成分を多く含む等の特徴を持つ革新的な新品種・新技術を活用

して、公的研究機関と産地・企業の連携により新食品・新素材の実用化

を図ることにより、新たな需要を創造し、新産業分野を開拓。 

 

【農業生産資材費の低減及び高性能農業機械の開発】 

農業生産資材費の低減に向けた取組を推進するとともに、生産コスト

縮減に資する高性能農業機械等を開発・普及。 
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Ⅱ 食料自給力・自給率向上に向けた消費及び生産に関する施策 

事項 施策のポイント 

１ 食料自給力・自給

率の向上に向けて

重点的に取組むべ

き事項 
 

 

（１） 食料消費 
 

【食料自給力・自給率向上に向けた国民運動の推進】 

食料自給力・自給率向上に向けた国民運動「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ

ＮＩＰＰＯＮ」の推進を通じて、食料自給力・自給率向上に資する具体

的な行動を喚起。特に、自給力・自給率向上に向けた優良な取組の顕彰・

普及の実施、国民運動シンボルマークの新たな活用の検討（個別商品へ

の表示等）、国産食料品等ポイント制度のモデル実施など、自給力・自

給率向上に向けた取組を強化。 

 

【わかりやすく実践的な「食育」と「地産池消」の全国展開】 

ア 「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の実践の促進

のため、地域内の関係者が連携した効率的・効果的な取組の展開、管

理栄養士や企業の管理職等向け食育推進学習会、優良事例コンクール

等の実施、ポスターやパンフレット等を活用した普及・啓発を推進。

イ 食育の取組の一環として、米などの食料自給力・自給率向上に資す

る重要な戦略品目の摂取改善に向けた取組を推進。特に米については、

朝食欠食の改善を目指す「めざましごはんキャンペーン」の実施、米

飯給食の一層の普及・定着を促進。 

ウ 食に関する関心や理解を増進するために、教育ファームの全国的な

展開に向け、マニュアル等の作成やモデル地区における取組効果の検

証を実施。地域の教育ファーム推進計画作成等を支援。 

エ 全国各地域における特色を活かした「地産地消推進計画」の策定を

促進。 

オ 地産地消の中核的施設である直売所や加工処理施設等の整備の支援

のほか、農業、学校給食、商工、観光など地域一体となって取 
り組む「地産地消モデルタウン」や高齢・小規模農家の力を活かした

生産・流通体制づくりを支援。 

カ 講習会の実施等により地産地消に取り組む人材の育成・確保を促進

するとともに成功事例の収集・紹介や関係者間の情報交換の場を提供。

キ 学校給食や社員食堂における地場農林水産物の利用を拡大するた

め、地場農林水産物の安定供給体制の構築を推進。 

ク 量販店におけるインショップの活用など地産地消の新たな展開を促

進。 
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【国産農産物の消費拡大の促進】 

ア 米の消費拡大を推進するため、「米粉」としてパン、麺等に活用す

る取組みの促進。 
イ 再掲（Ⅱ－１【わかりやすく実践的な「食育」と「地産池消」の全

国展開】イを参照のこと） 

 

【国産農産物に対する消費者の信頼の確保】 

ア 生産者・事業者による食品の安全確保に向けた取組、トレーサビリ

ティの普及を推進及び食品表示を通じた情報提供することにより、国

産農産物に対する消費者の信頼を確保。 

イ 消費者の選択を通じた食料自給力・自給率の向上に資するため、原

産地表示のためのガイドラインによる自主的な原産地表示が食品産業

において推進されるよう、ガイドラインの普及啓発を推進。 

 

【食品ロスの削減に向けた取組】 

食品事業者への食品廃棄物の発生抑制に係る法制度や具体策の周知、

食品事業者から食品・食材の寄付を受け福祉施設等に提供を行うフード

バンク活動の実態把握と評価を通じ、食品ロスの削減に向けた取組を推

進。 
 

（２）農業生産 
 

【経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進】 

再掲 （Ⅰ－３【経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の

促進】ア、イ、ウを参照） 

 
【農商工連携の推進】 
 再掲（Ⅴ－２【農商工連携の推進】ア、イを参照） 
 
【農地の確保・有効利用の促進】 

再掲（Ⅰ－２【農地の確保・有効利用の促進】ア、イ、ウ、エ、オ、

カ、キを参照） 
 

２ 生産努力目標の 

実現に向けた施策 
【国産農畜産物の競争力強化に向けた生産面での取組強化】 

 国産農畜産物の競争力強化を図るため、消費者・実需者等のニ－ズに

対応し、一層の低コスト化、高付加価値化等に向けた担い手を中心とす

る「攻め」の取組を支援し、産地における力強い生産供給体制を確立。

 

【水田等の有効活用による戦略作物の供給力強化】 

ア 主食用米からの転換水田や調整水田等不作付地における食料自給

力・自給率向上戦略作物（米粉・飼料用米、麦、大豆等）の需要に応

じた生産拡大を支援。 
イ 水田をフル活用し、麦･大豆等の生産と併せて、米粉や飼料用米等の
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新規需要米の定着拡大を図るため、生産･流通・加工・販売の各関係者

による連携を前提に、新規需要米の生産拡大や必要な機械・施設の整

備等を支援。 

 

【産地確立対策（仮称）の推進】 

 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」に基づき実施する取組を支

援。 

【野菜・果樹政策の推進】 

再掲(Ⅰ－３【野菜・果樹政策の推進】を参照) 
                                                           
【飼料作物等の生産拡大及び食品残さの飼料化の推進】 

ア 飼料作物等の生産拡大や食品残さの飼料化（エコフィード）の推進

により、国産飼料に立脚した畜産の確立を図るため、飼料基盤の整備、

耕畜連携による稲発酵粗飼料の生産拡大、放牧の推進、環境と調和し

た酪農経営の確立、エコフィード施設の整備等への支援を実施。 

イ 新たに、青刈りとうもろこしや稲発酵粗飼料等粗飼料の広域流通体

制の確立、地域の食品残さや自給飼料を原料とするＴＭＲ（完全混合

飼料）を製造する取組等を支援。 

 

【消費者ニーズに対応した牛乳・乳製品の生産及び供給の推進】 

 国際化の進展に対応し得る国産生乳の需要構造の確立や、生乳の流通

コストの低減及び乳業工場の再編・合理化等を通じ、牛乳・乳製品の安

定供給を推進。 
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Ⅲ 食料の安定供給の確保に関する施策 

事項 施策のポイント 

１ 食の安全及び消費

者の信頼の確保 
【食品の安全確保】 

ア 科学的原則に基づいたリスク管理を進めるため、標準手順書に基づ

く情報の収集・分析、科学的・統一的な枠組みのもとでの有害化学物

質及び有害微生物の実態調査を実施するとともに、競争的研究資金を

活用した調査研究を実施。 

イ 食品の加工・流通の高度化、国際化等により多様化する危害要因に

ついて生産から流通・加工段階にわたり体系的にリスク低減技術を開

発。 

ウ 農薬の適正使用に関する指導を徹底。 

エ 動物用医薬品に関する使用基準の設定及び見直し並びに適正使用に

関する指導を実施。 

オ 飼料の安全確保のための輸入飼料、国内製造飼料の検査・指導等を

実施。  
カ 農作物の生産・貯蔵段階におけるリスク低減のための適切な措置を

まとめた指針の策定・検証。 

キ 中小規模（販売額１～５０億円）の食品製造業のＨＡＣＣＰ導入率

５０％（平成２４年度目標）の達成に向けて、責任者・指導者養成研

修や、ＨＡＣＣＰ価値認知度向上対策等を推進。 

 

【生産工程管理手法の導入・推進】 

 生産現場段階において、農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）の積極的な

導入・推進を図るため、普及・啓発、産地実証、指導者の育成等を実施

するとともに、ＧＡＰの点検項目、取扱内容等に関するデータベースを

作成し、各地域におけるＧＡＰの取組を支援。 

 

【動植物の防疫対策の推進】 

ア 世界各国における高病原性鳥インフルエンザ等の発生等を踏まえ、

家畜伝染病発生時の防疫・危機管理体制の整備や輸入検疫、国内にお

ける発生予防措置を実施。 

イ 鳥インフルエンザ、ＢＳＥ等の診断・防疫措置の迅速化、効率化等

を図る技術の開発を実施。 

ウ 養殖魚介類の疾病のリスク管理を的確に実施するため、輸入水産動

物に対する防疫措置、重大疾病発生時のまん延防止措置を実施。 

エ 作物に有害な病害虫の国内への侵入・まん延を防止するため、水際

の検疫体制の強化、我が国未発生または発生が一部の地域に限定され

ている重要病害虫に対する侵入警戒・早期防除等を推進。 

オ 病害虫の発生状況に応じ、多様な防除方法を組み合せて病害虫の管

理を行う総合的病害虫管理（ＩＰＭ）技術体系の確立・普及を推進。
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カ 産業動物獣医師は今後不足する傾向にあるため、その確保に向けた

施策を推進。 

 

【食品安全等に関する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について、我が国の実情を的

確に反映させる観点から積極的に参画するとともに、国内関係者に対す

る情報提供や意見交換を実施。 

 

【消費者等とのリスクコミュニケーション】 

 食品の安全確保に関する施策等の策定に国民の意見を反映し、その過

程の公正性及び透明性を確保するため、消費者、生産者、事業者等の関

係者に正確かつわかりやすい情報を積極的に提供するとともに意見交換

を実施。 

 

【消費者への信頼の確保】 

ア 食品の安全や消費者の信頼確保に向けた意欲的な事業者の取組を促

すため、民間の主体がこれら事業者の取組を適正に評価・奨励する枠

組みの改善と普及を推進。 

イ 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。 

ウ 食品事業者が容易に取り組める入出荷の記録・保管の取組を引き続

き普及しつつ、より迅速に問題となる食品の絞り込みができる効果的

なトレーサビリティの手法を実証。 

エ  食品事業者が取り組んでいるトレーサビリティの優良事例等の情報

についてホームページ等で発信。 

オ 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

業界のコンプライアンス徹底のための各種取組を促進。 

カ 食品・農産物の原産地、生産履歴情報、品種・系統等の判別技術を

開発し、国際標準化に対応した妥当性が確認された分析方法を確立。

 
２ 望ましい食生活の

実現に向けた食育の

推進 

再掲（Ⅱ－１【わかりやすく実践的な「食育」と「地産地消」の全国展

開】ア、イ、ウを参照） 

 
３ 地産地消の推進 再掲（Ⅱ－１【わかりやすく実践的な「食育」と「地産地消」の全国展

開】エ、オ、カ、キ、クを参照） 

 
４ 食品産業の競争力

の強化に向けた取組 
 

【農商工連携の推進】 
再掲（Ⅴ－２【農商工連携の推進】ア、イを参照） 

 

【食品流通の効率化等】 

ア 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
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技術を活用するビジネスモデルや地方における通い容器の推進体制の

構築を支援。 

イ 品流通分野における共同配送や受発注書類の統一化等を推進する上

での問題点の調査・分析や解決方策の検討を支援。 

ウ 安全で効率的な卸売市場システムを確立するため、品質管理の高度

化、卸売市場の再編を推進。 

 

【東アジア市場全体を見据えた食品産業戦略構想の推進】 

 東アジアとともに成長・発展するという視点から、我が国食品産業の

東アジア各国への投資を促進することで、国際競争力を強化。 

 

【食品産業における環境への負荷の低減】 

食品産業における二酸化炭素排出削減の取組を推進するため、セミナ

ーの開催、業種特性に応じた排出抑制手法の提示、優良事例の表彰、実

証試験等を実施。 
 

５ 食料の安定輸入の

確保と不測時におけ

る食料安全保障 
 

【不測の事態に対処するための施策の推進】 

 「不測時の食料安全保障マニュアル」について、国民への普及・啓発

を行うとともに、その実効性を点検し必要に応じて見直しを実施。 

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 
 

【食料情報の一元的な集約・分析とこれを活用した食料需給見通しの策

定】 

 省内外において収集した国際的な食料需給に係る情報を一元的に集約

するとともに、我が国独自の短期的な需給変動要因の分析や、中長期の

需給見通しを策定し、これらを国民に分かりやすく発信。また、世界の

超長期食料需給予測を行うためのシステム開発手法の検討と開発協力研

究者とのネットワークを構築。 
 

【食料自給力・自給率向上に向けた国民運動の推進】 

再掲（Ⅱ－１【食料自給力・自給率向上に向けた国民運動の推進】を

参照） 
 

７ 国際協力の推進 【食料・農業分野における技術・資金協力】 

ア 開発途上国からの要請に応じて、独立行政法人国際協力機構（ＪＩ

ＣＡ）等を通じた適切な技術・資金協力を実施。 

イ 世界及び我が国の食料需給の将来にわたる安定、我が国への影響が

顕在化してきている地球規模の環境問題・越境性疾病への対応、ＷＴ

Ｏ・ＥＰＡ交渉等の円滑な推進に資する協力を実施。 

 

【国際的な食料の安定供給の確保に向けた支援策の強化】 

ア 過去に実施した緊急食糧支援に伴う財政負担を平準化するための資
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金造成を実施。 

イ 東アジア地域の食料安全保障の強化及び貧困緩和を図るため、「東

アジア緊急米備蓄」をより実効性ある制度として確立していくことを

支援。 

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

強い遺伝子を活用したイネ・コムギを開発するための国際共同研究を

推進。 

エ 若手研究者を国際農業研究機関へ派遣するなど国際共同研究の担い

手となる人材の育成を推進。 
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Ⅳ 農業の持続的な発展に関する施策 

事項 施策のポイント 
１ 望ましい農業構造

の確立に向けた担い

手の育成・確保 
 

【担い手の明確化】 

再掲（Ⅰ－３【経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促

進】アを参照） 

【担い手への支援の集中化・重点化】 

再掲（Ⅰ－３【経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促

進】イ、ウを参照） 

 
２ 人材の育成・確保

等 
 

【就農形態の多様化に対応した若者等の就農促進】 
再掲（Ⅰ－３【就農形態の多様化に対応した若者等の就農促進】を参

照） 
 

【農業研修教育の充実】 
再掲（Ⅰ－３【農業研修教育の充実】を参照） 

  
【農村高齢者がいきいきと活動できる環境の整備】 

高齢者グループによる担い手支援の優良事例の収集・分析等を通じ、

経験・知識・技術が豊富な農村高齢者の総合的な活動モデルの構築、普

及啓発等を実施。 

 

【障害者の就労促進】 

農業分野での障害者の就労を促進するため、園芸福祉士等と連携した

農業法人等における障害者雇用の取組の実証や普及啓発を実施。 

 

【農業者年金制度の着実な推進】 

独立行政法人農業者年金基金において、所要の年金給付を実施。また、

農業者の確保を図るため、認定農業者等の保険料負担を軽減。 
 

３ 女性の参画の促進 
 

【政策・方針決定の場への女性の参画の促進】 

地域における方針決定の場への女性の参画を促進するため、農業協同

組合の役員や農業委員等の女性の登用を促すため、女性理事枠や議会推

薦枠の設定・活用の周知徹底や地域の女性登用向けた普及・啓発活動等

を実施。 

 

【女性の経済的地位の向上と就業環境の整備】 

女性の経済的地位の向上や農業経営者としての位置付けの明確化を図

るため、女性認定農業者の拡大や女性の起業活動を促進するための研修

や情報提供等の支援を実施。 
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【女性が住みやすく活動しやすい環境づくり】 

女性の地域社会等への一層の参画に向けた環境整備を図るため、女性

の地域活動や子育て期等の負担軽減を支援する情報提供等の推進、女性

農業者によるネットワークづくりを促進。 

  

４ 農地の有効利用の

促進 
 

【担い手への農地の利用集積の促進】 
再掲（Ⅰ－２【農地の確保・有効利用の促進】ア、イを参照） 

 

【耕作放棄地の発生防止・解消に資する施策】 

再掲（Ⅰ－２【農地の確保・有効利用の促進】ウを参照） 

 

【農地の効率的利用のための新規参入の促進】 

再掲（Ⅰ－２【農地の確保・有効利用の促進】エを参照） 

 

【農地の確保のための計画的な土地利用の推進等】 

再掲（Ⅰ－２【農地の確保・有効利用の促進】オを参照） 

 

５ 経営安定対策の確

立 
 

【水田・畑作経営所得安定対策の着実な実施】 

土地利用型農業の体質強化の加速化に向け、意欲と能力のある担い手

を対象とした「水田・畑作経営所得安定対策」を着実に実施。 
 

【原油価格高騰対策】 
省エネルギー型の機械・設備、先進的加温システム等の導入に対する

支援、施設園芸用の燃油使用量を低減する取組に対する燃油費等の増加

分に着目した支援等により、コスト低減体系への転換を促進。 
 
【肥料価格高騰対策】 
効率的施肥技術の導入等による肥料コストの低減に向けた取組に対す

る支援、化学肥料の施用量を低減する取組に対する肥料費等の増加分に

着目した支援等により、肥料コストを抑えた施肥体系への転換を促進。

 
【飼料価格高騰対策】 
配合飼料価格の大幅な変動に対応するための配合飼料価格安定制度の

異常補てん財源の積み増しや、国産飼料の増産や食品残さを飼料として

利用する取り組みなどを支援。 
 
【畜産経営安定対策の推進】 
飼料価格の上昇等を踏まえ、畜種ごとの実態に応じた畜産経営安定対

策を推進。 

 

【砂糖及びでん粉の支援方策】 
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水田・畑作経営所得安定対策等にあわせて、砂糖・でん粉の原料作物

の生産者及び製造事業者に対する政策支援を実施。 

 

【農業災害による損失の補てん】 

災害による損失を補てんし、被害農家の経営安定を図り、災害によっ

て農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

展に資するため、農業災害補償制度を適正に運営。 
 

６ 経営発展に向けた

多様な取組の促進 
 

【多様な経営発展の取組の推進】 

再掲（Ⅰ－３【経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促

進】イ、ウを参照） 

 

【農林水産物・食品の輸出促進】 

 平成25年までに農林水産物・食品の輸出額を１兆円規模にするとの目

標の実現に向け、輸出環境の整備、品目別の戦略的な輸出促進、意欲あ

る農林漁業者等に対する支援、日本食・日本食材等の海外への情報発信

を総合的に推進。 

 

【食料供給コスト縮減に向けた取組の促進】 

再掲（Ⅰ－４【食料供給コスト縮減に向けた取組の促進】を参照） 

 
７ 経営発展の基礎と

なる条件の整備 
 

【知的財産の創造・保護・活用】 
再掲（Ⅰ－４【知的財産の創造・保護・活用】ア、イ、ウ、エ、オ、

カ、キを参照） 

 
【食料供給力の強化を図る研究開発】   

再掲（Ⅰ－４【食料供給力の強化を図る研究開発】ア、イ、ウ、エ、

オ、カを参照） 
 

【新需要・新産業の開拓】 

再掲（Ⅰ－４【新需要・新産業の開拓】を参照） 
 

【農業生産資材費の低減及び高性能農業機械の開発】 
再掲（Ⅰ－４【農業生産資材費の低減及び高性能農業機械の開発】を

参照） 

【普及事業の高度化】 

産地の育成、担い手の育成、食の安全確保等を図るため、農業改良助

長法に基づき、地域の特性に応じた技術の普及を推進。また、普及指導

員等が都道府県を越えて連携し、各地の普及活動を支援するシステムの

構築や、技術と経営の両面から地域を総合的にマネジメントできる人材

の育成等により普及事業の高度化を推進。 
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８ 農業生産の基盤の

整備 
 

【農業の構造改革の加速化に資する基盤整備の推進】 

再掲（Ⅰ－２【農地の確保・有効利用の促進】クを参照のこと） 

 

【農業水利ストックの有効活用】 

 再掲（Ⅰ－２【農業水利ストックの有効活用】を参照のこと） 

 
【農地等にかかる総合的な防災対策】 

 再掲（Ⅰ－２【農地等にかかる総合的な防災対策】を参照のこと） 

 
【農村環境の保全・形成に配慮した基盤整備の実施】 

 再掲（Ⅰ－２を【農村環境の保全・形成に配慮した基盤整備の実施】

を参照のこと） 

 
９ 地球温暖化対策等

の資源・環境対策の

推進 

【環境保全型農業の推進】 

ア 我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換する

ことを進するため、「農業環境規範」の普及・定着、持続性の高い農

業生産方式の導入の促進、地域でまとまって化学肥料・化学合成農薬

の使用を大幅に低減する先進的な営農活動への支援に取り組む。 

イ 「有機農業の推進に関する基本的な方針」に基づき、有機農業への

参入促進や普及啓発に取り組むとともに、有機農業の振興の核となる

モデルタウンの育成を推進。 

 

【家畜排せつ物の利活用の推進】 

 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の趣旨

を踏まえ、家畜排せつ物の適正な管理に加え、耕畜連携の強化やニーズ

に即したたい肥化、エネルギー利用等の高度利用を推進。 

 

【バイオマス利用の加速化】 

ア 農林漁業に由来するバイオマスのバイオ燃料向け利用の促進を図

り、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を推進するため、平成 20 年 10

月に施行された新法である「農林漁業バイオ燃料法」に基づく支援を

実施。 

イ 農林漁業バイオ燃料法に基づき、主務大臣の認定を受けた「生産製

造連携事業計画」に従って新設されたバイオ燃料製造設備に係る固定

資産税の軽減措置による支援及びバイオエタノール混合ガソリンにつ

いて、混合バイオエタノール分の揮発油税及び地方道路税の軽減措置

による支援を実施。 

ウ 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表(2030 年頃までに

600 万 KL の国産バイオ燃料の生産を試算)に基づき、国産バイオ燃料の

本格的な生産を支援するため、原料供給から製造、流通まで一貫した

大規模実証を実施するほか、中長期的な目標の達成に向け、食料供給と
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競合しない稲わら等のセルロースを原料として、収集・運搬からバイ

オ燃料に利用するまでの技術を確立する実証事業を実施。 

エ 世界的な食料価格の高騰を受け、バイオ燃料生産に対する懸念の声

が上がっていることから、国際会議の場において、食料と競合しない

形でのバイオ燃料の生産拡大の重要性を発信。 

オ エタノール生産コストの大幅な削減に向けて、非食用資源や資源作

物全体から高効率にエタノールを生産する技術等を開発。 

カ 地域で発生・排出されるバイオマス資源を地域内で可能な限り循環

利用する総合的利活用システムを構築するため、バイオマスタウン構

想の策定やバイオマスの変換・利用施設等の一体的な整備等を支援。

 

【農林水産分野における地球温暖化対策の加速化】 

ア 農林水産省地球温暖化対策総合戦略に基づき実施してきた地球温暖

化防止策、地球温暖化適応策、農林水産分野の国際協力のさらなる推

進に加え、農山漁村地域に賦存する様々な資源やエネルギーの有効活

用による低炭素社会実現に向けた農林水産分野の貢献、農林水産分野

における省ＣＯ２効果の「可視化（見える化）」、農地土壌の温室効果

ガスの吸収源としての機能の活用に向けた取組を新たに実施するとと

もに国際交流にも積極的に参画。 
イ 地球温暖化対策研究戦略に基づき地球温暖化対策に係る研究及び技

術開発の強化。 
 
【農林水産業における生物多様性保全の推進】 

 平成 22 年に名古屋で開催される生物多様性条約第 10 回締約国会議に

向け、消費者と生産者をつなぐ「生きものマーク」の活用、環境保全型

農業等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方

法を開発、生物多様性に配慮した生産基盤整備等を進めることにより、

農林水産省生物多様性戦略に基づく生物多様性保全を重視した農林水産

業を推進。 
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Ⅴ 農村の振興に関する施策 

事項 施策のポイント 
１ 地域資源の保全管

理政策の推進 
 

【農地・水・環境保全向上対策の推進】 
再掲（Ⅰ－２【農地・水・環境保全向上対策の推進】を参照） 

 

【良好な農村景観の形成等】 

ア 農村特有の良好な景観を保全、形成、再生するための取組を支援す

るため、地域関係者等の意識の向上や人材育成を促進する取組等を推

進。 

イ 豊かな自然環境や美しい景観に恵まれた活力ある農村づくりに向

け、景観との調和に配慮した生産基盤整備の計画・設計手法の早期定

着を促進。 
 

２ 農村経済の活性化 
 

【農山漁村活性化に向けた総合的な取組の推進】 

 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。 

 

【地域の特色を活かした多様な取組の推進】 

ア 地域住民、都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体を地域づくりの

新たな担い手として捉え、これらの協働により、農山漁村の伝統文化

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

モデル的な取組への直接支援を実施。 

イ 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

関係府省が連携して推進。 

ウ 農林水産業を核として、地域経済の活性化と地域雇用の創造に向け

て自律的に取り組んでいる意欲的な事例を「立ち上がる農山漁村」と

して全国へ発信・奨励することを通じ、地域自ら考え行動する意欲あ

ふれた取組を推進。 

エ 農村コミュニティの再生・活性化に向けて、地元企業等による農村

の地場資源等を活かした新分野への事業拡大や異業種連携の促進等、

多様な主体による地域連携活動を進めるため、ＮＰＯや団体等の民間

主導による地域づくりの取組に対して支援。 

 

【経済の活性化を支える基盤の整備】 

 農村地域の基幹産業である農業の振興を図るための基盤として、農業

用道路を整備し、農業の生産性の向上及び農産物輸送の効率化を促進。

 

【中山間地域等の振興のうち農業その他の産業の振興による就業機会の

増大・定住の促進】 

- 17 - 



 

 山村振興法の規定に基づき都道府県が定める山村振興基本方針、市町

村が定める山村振興計画等に即し、地域の担い手の確保、棚田地域の保

全、多様な地域産業の振興など個性ある地域づくりを推進。 

  

【中山間地域等の振興のうち中山間地域等における多面的機能の確保】

 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、中山間地域

等直接支払制度を推進するとともに、中山間地域総合整備事業等の各種

施策を今後とも継続的に実施。 特に、中山間地域における耕地面積が小

さな集落において多く発生している耕作放棄地の解消を推進する観点か

ら、農地環境整備事業に係る採択面積要件を緩和。 

 

【鳥獣害対策の推進】 

ア 鳥獣被害防止特措法により市町村が作成する被害防止計画に基づ

く、捕獲対策等の個体数調整、防護柵の設置等の被害防除、緩衝帯の

設置等の生息環境管理の取組を総合的に支援。 

イ 効果的な被害防止技術の開発・普及を推進するとともに、鳥獣被害

対策のアドバイザーとなる専門家の登録・紹介、人材育成のための研

修、被害防止マニュアルの作成・配布、地域ブロックにおける連絡協

議会の運営を実施。 
 
【農商工連携の推進】 
ア 農商工等連携促進法の活用等により、農林漁業者と食品製造業者等

の中小企業者がお互いの経営資源を活用して行う新商品の開発、販路

開拓等の取組を支援するとともに、地域における農商工連携推進の基

盤として、食品産業を中心に農業や関係業種等が連携する食料産業ク

ラスターの形成を促進。 
イ 加工・外食用需要に対応した産地サイドの取組の推進や、消費者ニ

ーズに的確に対応し、食品販売サービスの機能強化等を図るため、小

売店における食品の製造・加工販売や産直、宅配サービスへの取組等

に対する支援等を通じて、農商工連携を推進。 
 

３ 都市と農村の共

生・対流と多様な主

体の参画の促進 
 

【都市と農村との交流の促進】 

ア 都市と農山漁村の共生・対流の一層の推進を図るため、副大臣プロ

ジェクトチームで取りまとめた府省連携施策の具体化を進め、関係各

省が一体となって施策を推進するとともに、民間組織である「オーラ

イ！ニッポン会議」の取組を支援。 

イ 都市と農山漁村の共生・対流に取り組んでいる優良事例の表彰等を

通じて国民的な運動に向けた施策を展開。 

 

【小学生の農山漁村での長期宿泊体験活動の実施】 

 小学校における農山漁村での長期宿泊体験活動の推進に向け、将来的
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に全国２万３千校（１学年 120 万人を目標）で体験活動を展開すること

を目指し、文部科学省、総務省とも連携し、受入地域づくりに向け総合

的に支援。 

 

【都市及びその周辺の地域における農業の振興】 

 都市住民のニーズ等を踏まえ、体験農園をはじめとする市民農園の全

国的な拡大や都心部の空閑地を活用した農園の開設など、都市住民の農

に触れる機会の拡大に資する取組及び都市農業の振興や都市農地の保全

のためのモデル的取組を推進するとともに、市民農園や農産物直売所等

の施設整備を推進。 

 

【多様な主体の参画等による集落機能の維持・再生】 

ア 都市住民に定住に関する情報を総合的に提供する体制の整備や定住

後のサポート体制の構築等、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。 

イ 集落機能を維持・再生するための集落機能再編モデルの構築を行い、

全国的に普及を推進。 
 

４ 快適で安全な農村

の暮らしの実現 
【生活環境の整備】 

ア 地域再生の取組を支援する観点から、地方公共団体が策定する計画

（地域再生法第５条に定める地域再生計画）に基づき、関係府省が連

携し道路や汚水処理施設の整備を効率的・効果的に推進。 

イ 農業生産基盤と生活環境の整備を一体的・総合的に実施することに

より、農業生産性の向上を図りつつ、農村の快適な生活環境と定住条

件の確保を推進。 

ウ 農村地域における情報基盤整備や、ＩＴ化に向けたビジョンづくり

を支援。 

 

【安全な生活の確保】 

 農地災害等を防止するため、従来のハード整備に加え、防災情報を迅

速かつ確実に伝達するシステムの整備やハザードマップの作成、技術者

のボランティアによる指導体制強化等のソフト対策を実施し、地域住民

の安全な生活を確保。 
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Ⅵ 国際交渉への取組 

事項 施策のポイント 
１ ＷＴＯ交渉におけ

る取組 
 

【ＷＴＯ交渉への積極的取組】 

ア 「多様な農業の共存」を基本理念とし、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す。 

イ 引き続き積極的に交渉に参画し、我が国の主張がラウンドの成果に

できる限り反映されるよう、最大限努力。 
 

２ ＥＰＡ／ＦＴＡへ

の取組 
【ＥＰＡ／ＦＴＡへの戦略的取組】 

ア ＷＴＯを中心とする多国間貿易体制を補完するものとして、各国・

地域とのＥＰＡ／ＦＴＡを推進。 

イ ＥＰＡ交渉については、「守るべきものは守る」との方針のもと、

食料安全保障や国内農業の構造改革の進捗状況にも留意しつつ、日本

として最大限の利益を得られるよう取組を強化。 
 

 

Ⅶ 団体の再編整備に関する施策 

事項 施策のポイント 
団体の再編整備に関す

る施策 
【農業協同組合系統組織の再編整備に関する施策】 

 業務改善命令を受けて全農から提出された「改善計画」の確実な実施

等、経済事業改革を中心とした農協系統の改革を促進。 

 

【農業共済団体の再編整備に関する施策】 

 農業共済事業の安定的な事業運営基盤の確保を図るため、組合等の広

域合併を着実に推進。 

 

【土地改良区の再編整備に関する施策】 

 事業運営基盤の強化を図るため、土地改良区の合併を促進。 
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Ⅷ 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 

事項 施策のポイント 
１ 政府一体となった

施策の推進 
 

【食料・農業・農村政策推進本部】 

 内閣総理大臣を本部長とする食料・農業・農村政策推進本部を中心と

して、食料自給力・自給率の向上に向けた取組をはじめ、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 
 

【食料・農業・農村基本計画に基づく施策の工程管理】 

 施策の工程管理に際しては、各年度に進捗管理を行うとともに施策の

効果等を検証する。必要に応じ施策内容の見直しを行い、翌年以降の施

策の改善に反映させる等により、的確な工程管理を実施。 

 

【政策評価の推進】 

 効率的で質の高い政策の推進、行政の説明責任の徹底等を図るため、

評価と予算の連携強化を図りつつ、「行政機関が行う政策の評価に関す

る法律」に基づく政策評価を推進。 
 

３ 財政措置の効率的

かつ重点的な運用 
 

厳しい財政事情のもとで限られた予算を最大限有効に活用する観点か

ら、事務・事業の集中化・重点化等を通じ、引き続き財政措置を効果的

に運用。 

 
４ 的確な情報提供を

通じた透明性の確保 
 

【情報受発信の推進】 

 政策情報を国民にわかりやすく伝え、これにより政策立案の透明性を

確保するとともに、国民の関心・意見等を的確に把握し、施策等に反映

させる観点から、各種媒体・手段を活用して、国民のニーズを踏まえた

情報の受発信を推進。 

 
５ 効果的・効率的な

施策の推進体制 
【農林水産分野の情報化】 

 農山漁村地域における光ファイバ等を活用した情報通信基盤の整備、

農地に関する区画図等の地図データや関係機関の保有する農地情報のデ

ータベース化等を推進。 

 

【電子政府の推進】 

 「オンライン利用拡大行動計画」及び「電子政府推進計画」に基づき、

国民の利便性・サービスの向上等を図るため、国民に広く利用されてい

る行政手続のオンライン利用の拡大や業務・システムの最適化等を推進。

 

【政策ニーズに対応した統計調査の実施と利用の推進】 

ア 農政改革の推進等に対応した農林水産統計の見直しを着実に実施。

イ 米政策に関連して、米の作付面積・収量を正確に把握するため、生
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産統計調査を的確に実施。 

ウ  水田・畑作経営所得安定対策等に関連して、担い手や集落営農の経

営実態・生産コストの状況等を把握するため、農業経営統計調査を着

実に実施。 

エ 2010 年農林業センサスの実施。 

オ 統計調査のアウトソーシングを推進し、その一環として市場化テス

トのスキームを活用。   
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「平成21年度主な食料・農業・農村施策」（案） 

(内閣府食育推進室関連） 
 
 

Ⅲ 食料の安定供給の確保に関する施策 
事項 施策のポイント 

２ 望ましい食生活

の実現に向けた食

育の推進 

 

【国民運動としての食育の推進】 

食育基本法及び平成18年３月に策定した食育推進基本計画に基づき、

関係府省等が連携しつつ、家庭、学校、地域等様々な分野において国民

運動として食育を推進。特に、21年６月の「食育月間」では「第４回食

育推進全国大会」の開催等の取組を行なう。また、食育推進評価専門委

員会を開催するとともに、食育に関する各種の政策研究等を行なう。 
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「平成21年度主な食料・農業・農村施策」（案） 

(内閣府食品安全委員会事務局関連) 

 

Ⅲ 食料の安定供給の確保に関する施策 

事項 施策のポイント 
１ 食の安全及び消費

者の信頼の確保 
【リスク評価の実施】 

国民の健康の保護を最優先とした食品安全行政を推進するため、関係

省庁からの評価要請に応じ、又は食品安全委員会が自ら評価対象を選定

し、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正なリスク評価を実施。 

 

【リスクコミュニケーションの推進】 

ホームページ等による情報提供、食の安全ダイヤルや食品安全モニタ

ーからの報告等を通じた情報・意見の収集及び全国各地での意見交換会

の開催等に加え、地域におけるリスクコミュニケーションの担い手を育

成すること等により、積極的にリスクコミュニケーションを推進。 
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「平成21年度主な食料・農業・農村施策」（案） 

(文部科学省関連） 
 

 

Ⅲ 食料の安定供給の確保に関する施策 
事項 施策のポイント 

２ 望ましい食生活

の実現に向けた食

育の推進 

 

【「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進】 

子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し生活リズムを向上させる

「早寝早起き朝ごはん」国民運動の一層の推進。 

 
 

Ⅳ 農業の持続的な発展に関する施策 

事項 施策のポイント 
２ 人材の育成・確保

等 

 

 

【専門高校における将来の専門的職業人の育成】 

○地域社会と連携し、バイオテクノロジー等先端的な技術･技能を取り入

れた教育等を行っている農業高校等の専門高校を指定し、将来の専門的

職業人を育成する「目指せスペシャリスト（スーパー専門高校）」事業

を実施。 

○農業分野における担い手を育成するため、農林水産省と文部科学省が

連携し、農業高校と地域の農業者や農業関係団体等が協同で取り組む現

場実習の実践等を支援する「地域産業の担い手育成プロジェクト」を実

施。 
 

 
 

Ⅴ 農村の振興に関する施策 

事項 施策のポイント 
３ 都市と農村の共

生・対流と多様な主

体の参画の促進 

【農山漁村での長期宿泊体験活動の実施】 

小学校における農山漁村での長期宿泊体験活動の推進に向け、全国の

小学校で体験活動を展開することを目指し、平成20年度から５年間で、

農山漁村における宿泊体験の受け入れ態勢の整備、地域の活力をサポー

トするための全国推進協議会の整備等を進める「子ども農山漁村交流プ

ロジェクト」を文部科学省・農林水産省・総務省の３省が連携して実施。
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「平成21年度主な食料・農業・農村施策」（案） 

（厚生労働省関連） 

 

 

Ⅲ 食料の安定供給の確保に関する施策 

事項 施策のポイント 
１ 食の安全及び消費

者の信頼の確保 
【食品衛生法に基づく基準の策定等の推進】 

○食品の安全確保のため、食品添加物の安全性確認を計画的に推進。 

○食品中の残留農薬等について、より一層の安全を確保するため、ポジ

ティブリスト制度の適切かつ円滑な実施を推進。 

○健康への影響が懸念される食品中の重金属等の汚染物質について、各

食品別の濃度や摂取量などの現状把握と安全性検証を推進し、必要なも

のについては規格基準を策定。 

 

【消費者等への情報提供の充実】 

○食品の安全に関する知識の普及・啓発及び国民の意見を施策に反映さ

せるため、リスクコミュニケーションを推進。 

○表示制度を紹介する各種パンフレットの作成等、消費者の視点に立っ

た食品表示制度を推進。 

 

【輸入食品等の安全対策の強化】 

○輸入食品の安全確保のため、輸入食品監視指導計画に基づき、輸入時

における重点的、効果的かつ効率的な監視指導を実施するとともに、輸

入者への自主的衛生管理の指導及び輸出国における衛生対策を推進。 

○食肉の安全を確保するため、特定危険部位の除去・焼却、ＢＳＥ検査

に努めるとともに、ピッシングの中止に必要な設備整備等を実施。 

○食中毒等の発生及び拡大を防止するため、報告ルールの見直し、情報

共有システムの改善等を実施。 

○いわゆる健康食品による健康被害を防止するため、健康食品にかかる

制度を充実・強化。 

 

【食品安全に関する研究の推進】 

○食品の安全確保に関する技術開発、安全管理の高度化及びリスク解明

のため、研究を推進。 
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「平成21年度主な食料・農業・農村施策」（案） 

（経済産業省関連） 

 

 

Ⅴ 農村の振興に関する施策 
事項 施策のポイント 

２ 農村経済の活性化 【農商工連携関連施策を通じて農林漁業者と商工業者の連携による取組

を支援】 

農商工等連携関連２法による法的支援をはじめ、農商工等連携関連施

策によって農林水産物等における新技術の研究開発、それらを活用した

新商品・新サービスの開発から販路開拓に至るまで幅広い取組を農林水

産省と共同で支援。また、地域の支援機関（地域活性化支援事務局、地

域力連携拠点等）の体制を強化し、新たな農商工等連携事業の発掘等を

推進。 

 

【中小企業地域資源活用プログラムの推進】 

「中小企業地域資源活用プログラム」によって、地域の農林水産品、

産地の技術、観光資源等の地域資源を活用した中小企業による新商品・

新サービスの開発・市場化を総合的に支援。具体的には、マーケットに

精通した専門家によるきめ細かなアドバイスや試作品開発等に対する支

援等を推進。 
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「平成21年度主な食料・農業・農村施策」（案） 

(国土交通省関連） 
 
 

Ⅳ 農業の持続的な発展に関する施策 
事項 施策のポイント 

９ 地球温暖化対策

等の資源・環境対策

の推進 

 

【下水汚泥等バイオマスの地域における資源・エネルギー循環の形成】

下水汚泥に含まれる有機物を最大限利用し、循環型社会形成及び低炭

素社会の構築に貢献するため、下水道施設を核としたバイオマスの利活

用を推進。 

また、下水や下水汚泥からリンを回収し、肥料や肥料原料として活用

する取組を推進。 
 
 

Ⅴ 農村の振興に関する施策 

事項 施策のポイント 
１ 地域資源の保全

管理政策の推進 
 

【自然再生事業】 
○渡り鳥等生物の良好な生息・生育環境を有する自然河川や、湿地・干

潟等湿地帯の保全・再生を行うため、河川の蛇行復元や、乾燥化傾向に

ある湿地の冠水頻度を増加させるなどの自然再生事業を推進。 
 
【魚がすみやすい流域づくりの推進】 
○河川やその周辺部の水域において、魚類をはじめとする水生生物の生

息環境を改善するとともに、人と自然がふれあえる地域整備を促進する

ため、河川と水路等の水路結合部の段差の解消や魚のすみか・避難場所

の創出（ワンド、ビオトープの設置）等、魚がすみやすい川づくりを推

進。 
２ 農村経済の活性化 
 

【多様な産業の振興を図る道路ネットワークの整備】 
○農村における多様な産業の振興に寄与し地方部の経済・社会を支える、

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規格

幹線道路に至る道路ネットワークの整備を推進。 
 
【農産物輸送を支える複合一貫輸送に対応した内貿ターミナル等の拠点

的整備】 
○農産物の輸送において大きな役割を担う海上輸送の効率化を図るた

め、船舶の大型化・高速化等に対応するとともに、十分な面積の駐車場

を有し、陸上輸送と海上輸送が円滑かつ迅速に結ばれた複合一貫輸送に

対応した内貿ターミナル等を整備。 
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３ 都市と農村の共

生・対流と多様な主

体の参画の促進 
 

【国際競争力の高い魅力ある観光地の整備促進事業】 
○国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図り、国内外からの観光旅

客の来訪及び滞在を促進するため、地域の民間組織や地方自治体、観光

関係者や地域住民等の関係者が一体となった観光振興の取組を、農林水

産省と連携して総合的に支援。 
 
【二地域居住等の推進】 
○二地域居住を含めた広域的な人材流動化の動きを促進するための行政

支援のあり方を検討。また二地域居住等による広域的な人材流動化を地

域づくりの担い手確保につなげる方法を検討。 
 
【「道の駅」の整備】 
○「道の駅」の整備により、休憩施設と市町村等の地域振興施設を一体

的に整備し、ドライバーへの多様な休憩サービスの提供を図るとともに、

地域の情報発信と連携・交流の拠点形成を推進。 
 
【サービスエリア・パーキングエリア及びその周辺地域の整備】 
○新たな地域拠点を形成し、交流促進、地域の活性化等を図るため、高

速道路等のサービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）及びその

周辺地域について一体的・計画的な整備を推進。 
 
【交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業】 
○交流の促進・活性化を推進するため、地形的な制約により相互の交流

が遅れている都道府県間、市町村間等を連絡する大規模なトンネルや橋

梁の整備を推進。 
 
【水辺の交流拠点整備】 
○河川における自然体験活動や交流活動を活発化させるため、地域の自

治体や市民等と連携し、「子どもの水辺再発見プロジェクト」や「水辺の

楽校プロジェクト」の推進、「水辺プラザ」やカヌーポート等の身近な水

辺環境の整備を実施。 
 
【歴史的砂防施設の保存・利活用の推進】 
○歴史的価値を有する砂防施設を広く国民に理解してもらうとともに、

地域の活性化を支援するため、文化庁と国土交通省の連携により、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いた適正

な維持管理及び周辺整備等を推進。○地域と連携し、歴史的砂防施設及

びその周辺環境一体を地域の観光資源の核に位置づけるなど、新たな交

流の場を形成。 
４ 快適で安全な農

村の暮らしの実現 
【交通安全施設等の整備】 
○交通事故の防止を図り、あわせて道路交通の円滑化を確保するため、
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道路標識・道路表示、歩道、交差点改良、道路情報提供装置等の交通安

全施設等の整備を推進。 
 
【地方の生活交通確保】 
○地域住民の生活に不可欠なバス路線の維持を図るため、バス事業者に

対して所要の補助を実施。 
 
【下水道の連携施策の推進】 
○下水道、農業集落排水等の汚水処理施設について、それぞれの特色を

活かしながら連携した整備を推進。 
 
【公共施設管理用光ファイバ及びその収容空間の整備、開放】 
○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。 
 
【良好な居住環境の確保と魅力や個性ある住宅の供給】 
○健康的でゆとりのある国民生活の確保を図るため、優良田園住宅の建

設及びこれとあわせた良好な居住環境の形成を促進。 
○地方定住促進に資する地域優良賃貸住宅の供給を促進。 
 
【安全で安心な生活を支える道路の防災対策】 
○安全で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、道路の斜面対

策や盛土等の防災対策および災害のおそれのある区間を迂回する道路の

整備、緊急輸送道路等における橋梁の耐震対策を推進。 
 
【安全で快適な雪国の生活を支える雪寒道路事業】 
○雪国の生活を支える冬期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。 
 
【土砂災害防止対策の推進】 
○土砂災害危険箇所及び周辺地域を含めた集中的施策の実施により、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対策を

強力に推進。 
○人命の保護を図るため、首都直下地震、東南海・南海地震等の際に発

生するがけ崩れにより、地域に甚大な被害を引き起こすおそれのある箇

所において施設整備を推進。 
○土砂災害の犠牲となりやすい自力避難が困難な災害時要援護者の対策

を推進するため、病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を保全
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対象に含む危険箇所に係る砂防事業を重点的に実施。 
○砂防事業等による避難地・避難路、地域の防災拠点を保全する施設整

備や、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律」（土砂災害防止法）に基づく警戒避難体制の整備を実施し、ハード・

ソフト一体となった効率的な土砂災害対策を推進。 
○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など

を実施し、ソフト対策の強化を推進。 
 
【安全で安心できる治水対策の推進】 
○水害に脆弱な日本の国土構造に加え、地球温暖化に伴う気候変動によ

る集中豪雨の激化や高齢化社会の到来等の新たな懸念により、今後これ

まで以上に甚大な洪水被害が多発するおそれがあるなか、新たな要因に

も的確に対応した治水対策を推進。 
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「平成21年度主な食料・農業・農村施策」（案） 

（環境省関連） 
 
 

Ⅳ 農業の持続的な発展に関する施策 

事項 施策のポイント 
９ 地球温暖化対策等

の資源・環境対策の

推進 

【バイオマスのエネルギー利用推進等】 

○輸送用バイオマス燃料の沖縄県宮古島等における大規模導入を推進。

○バイオ燃料の高濃度利用も含めた、多様なバイオマスエネルギーの利

用促進にかかる施策を積極的に展開。 
 

 
 

Ⅴ 農村の振興に関する施策 

事項 施策のポイント 
４ 快適で安全な農

村の暮らしの実現 

 

 

【生活環境の整備】 

汚水処理施設の効率的・効果的な整備を図るとともに、循環型社会の形成を

推進するため、健全な水循環に資する浄化槽整備をより一層、促進する。 
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