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「平成17年度において講じようとする食料・農業・農村施策 （案）のポイント」

○ 「講じようとする施策」は、食料・農業・農村基本法第14条第２、３項に基づき 「食料・農業・農村の動向 （動向編）、 」
を考慮しつつ、食料・農業・農村政策審議会（施策部会）の審議を経て取りまとめのうえ、国会に報告されるものである。
○ 具体的には、平成17年度予算案及び今国会提出予定法案等の概要を、新たな食料・農業・農村基本計画の項目等を踏まえ
て設定された「講じようとする施策 （案）の構成に沿って取りまとめたものである。」
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Ⅰ 食料自給率の目標の達成に向けた消費及び生産に関する施策

平成17年度に講じようとする施策
事項・基本的考え方 施策の具体的内容

１ 食料自給率向上に向けて重点的
に取り組むべき事項
(１) 食料消費 ア わかりやすく実践的な「食育」と「地産地消」の全国展開

適正な食事の摂取量をわかりやすく示したフードガイド（仮称）を策定し、消費者、食品産業その他関係者
に対する普及・啓発を推進。
また、地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じ

て、農業者と消費者を結びつける地産地消の取組を推進。
イ 国産農産物の消費拡大の促進

米を中心に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」を促進するため、米、野菜、
果物等の消費拡大を推進。

ウ 国産農産物に対する消費者の信頼の確保
国産農産物が一層消費者から選択されるものとなるよう、生産者・事業者による食品の安全性向上に向けた

取組及び食品表示やトレーサビリティ・システム等を通じた情報提供を充実。

(２) 農業生産 ア 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
市場の動向が農業者に一層的確に伝わり、需要に即した生産が促進されるよう、各種施策についての所要の

見直しを実施。また、需要に即した生産を行う経営感覚に優れた担い手を地域の実情を踏まえて育成・確保す
るため、施策を集中的・重点的に実施。さらに、担い手が地産地消や消費者への直接販売、異業種の知恵を活
用した技術開発や新規販路の開拓への取組を含め、主体性と創意工夫を十分発揮し、需要に即した生産に取り
組める環境を整備。

イ 食品産業と農業の連携の強化
食品産業によって国産農産物が選択されるよう、食品産業と農業を結びつけるコーディネーターの育成・確

保、加工・外食用需要に対応した産地サイドの取組等を通じた食品産業と農業の連携を促進。
ウ 効率的な農地利用の推進

担い手への農地の利用集積や新規参入の促進、農業生産基盤の整備、県域を越えたリレー方式による生産、
耕畜連携による飼料作物の生産、飼料用稲の新品種の開発等を通じた、不作付地・耕作放棄地の解消等を含め
た、農地の効率的な利用と利用率の向上。

、 、 、 、 、 、(３) 関係者の役割 政府 地方公共団体 農業者・農業団体 食品産業の事業者 消費者・消費者団体が 適切な役割分担のもと
主体的な取組を行うとともに、その関係者からなる協議会を設立し、計画的な取組を推進。
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平成17年度に講じようとする施策 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

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化に 消費者・実需者等のニーズに対応し、一層の低コスト化、高付加価値化 ・強い農業づくり交付金(470億円の
向けた生産面での取組強化 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 内数）

強い生産供給体制を確立。 ・農業・食品産業競争力強化支援事
業（64億円）
強い農業づくり交付金(470億円の(２) 品目ごとの取組 ア 米 ・
内数)（ア）基幹施設の整備、残留農薬の検査や安全性確保に資する営農技術の

普及・定着、直潘栽培等の低コスト生産技術体系の確立・普及等を実 ・農業・食品産業競争力強化支援事
施。 業(64億円の内数)

・高生産性地域輪作システム実証事
業(0.2億円)

（イ）客観的な需要予測を基礎として設定した全国及び都道府県別生産目 ・集荷円滑化対策(75億円)
標数量等の需給情報を提供する「米穀の需給及び価格の安定に関する
基本指針」を策定・公表するとともに、米価下落を防止する集荷円滑
化対策を実施。

（ウ）地域自らの発想・戦略と地域の合意による地域水田農業ビジョンの ・産地づくり対策(1,684億円)
実現に向け、需要に応じた生産、水田農業の構造改革を推進する産地 ・稲作所得基盤確保対策(538億円)
づくり対策等の米政策改革関連施策を実施。 ・担い手経営安定対策(115億円)

（エ）トレーサビリティ・システムの導入の促進やＤＮＡ分析による品種 ・米生産流通履歴情報システム導入
判別のモニタリング等、消費者対策を実施。 支援事業(1億円)

・農産物検査民営化移行円滑化経費
(3億円)

イ 麦
強い農業づくり交付金(470億円の（ア）産地ごとに設定している品質向上等の目標の達成に向け、品質分析 ・
内数)やその結果に基づく栽培技術指導を推進。

（イ）実需者や消費者のニーズに合った品種の育成、栽培技術の確立、普 ・農業・食品産業競争力強化支援事
及等を推進。 業(64億円の内数)

（ウ）担い手への農地・作業の集積や土地基盤整備、施設整備により、効
率的な生産体制を整備。

（ ） 、 、 、 。エ 民間流通制度 検査規格 備蓄制度 管理コストの見直し等に着手
17年産の麦作経営安定資金について品質区分を導入。

（オ）消費者・実需者等との連携により、地場産麦の需要拡大に向けた取
組を推進。

ウ かんしょ・ばれいしょ ・強い農業づくり交付金(470億円の
機能性等に着目した製品の開発や供給ニーズに対応した施設整備によ 内数)

る需要拡大、担い手への作業集積や高品質省力作業体系の普及・定着に ・農業・食品産業競争力強化支援事
より生食・加工食品用の品質向上の取組を強化。 業(64億円の内数)
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・高生産性地域輪作システム実証事
業(0.2億円)
強い農業づくり交付金(470億円のエ 大豆 ・
内数)実需者との連携を強化し、担い手を中心とした効率的な生産体制の整

備、実需者ニーズの生産者等への的確な伝達とそれを踏まえた生産の推 ・農業・食品産業競争力強化支援事
進、優良品種の育成・普及及び良品質大豆の安定生産のための技術の開 業(64億円の内数)
発・普及、需要拡大を図る。

強い農業づくり交付金(470億円のオ 野菜 ・
内数)加工・業務用需要を中心として輸入野菜に奪われたシェアを取り戻し、

国産野菜のシェアを拡大させるため、加工・業務用需要に対応した一次 ・農業・食品産業競争力強化支援事
加工施設の整備や周年安定供給に向けた産地間連携の確立等、生産・流 業(64億円の内数)
通・消費にわたる対策を推進。

カ 果樹 ・果実等消費拡大特別対策事業(5億
「果樹農業振興基本方針」に則し、果物を毎日の食生活に定着させる 円)

「毎日くだもの200g運動」を効果的に推進するとともに、消費者ニーズ ・かんきつ園地転換特別対策事業(7
に応じた品目・品種への転換、園地整備や園地集積等の生産基盤の整備 億円)
を推進。 ・強い農業づくり交付金(470億円の

内数)
・農業・食品産業競争力強化支援事
業(64億円の内数)

キ 花き ・強い農業づくり交付金(470億円の
「花き産業振興方針（仮称 」に則し、低コスト生産・流通体制の構 内数)）

築やオリジナル品種・高級花きによる産地ブランド化の推進、日本産花 ・農業・食品産業競争力強化支援事
きの消費・流通支援等の取組を推進。 業(64億円の内数)

ク 畜産物 ・強い農業づくり交付金(470億円の
「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 「家畜改良増 内数)」、

殖目標」等に則して、新規就農の促進や支援組織の育成等による担い手 ・農業・食品産業競争力強化支援事
の育成・確保、家畜の能力向上、流通の合理化等を推進。 業(64億円の内数)

・肉用子牛等対策費(1,093億円)
ケ 甘味資源作物 ・強い農業づくり交付金(470億円の

省力・低コスト生産体制の整備、高品質安定生産体制の整備（高糖・ 内数)
優良品種の育成・普及、基盤整備）等を実施。

コ 茶 ・強い農業づくり交付金(470億円の
茶園の改植 基盤整備 立地条件に即した機械化体系の導入等により 内数)、 、 、

各産地の特色を活かした茶産地の育成を支援。 ・農業・食品産業競争力強化支援事
業（64億円の内数）

サ 飼料作物 ・強い農業づくり交付金(470億円の
飼料基盤に立脚した大家畜経営の安定的発展のため、飼料増産運動の 内数)

下、耕畜連携による飼料作物の生産や稲わらの利用拡大、低・未利用地 ・農業・食品産業競争力強化支援事
等を活用した放牧の拡大、支援組織等の育成・活用を推進。 業(64億円の内数)

・国産粗飼料増産対策事業(19億円)
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・水田飼料作物生産振興事業(74億
円)

・草地畜産基盤整備事業(110億円)
シ その他地域特産物等（こんにゃくいも、そば、繭、雑豆、いぐさ等） ・強い農業づくり交付金(470億円の

付加価値の創出、新規用途開拓、新技術・新品種や機械化・省力作業 内数)
体系の導入等の取組を推進。 ・農業・食品産業競争力強化支援事

業（64億円の内数）
食料自給率や食料消費・農業生産等の動向に関するわかりやすい情報を３ 食料の需給に関する動向把握と

国民に提供。情報提供
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Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策

平成17年度に講じようとする施策 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 ア リスク評価の的確な実施

全確保 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 ・食品安全委員会の運営に必要な経、 、 、
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 費（14億円の内数）
リスク評価を実施。

イ 農場から食卓までのリスク管理の徹底
(ア) 生産段階における取組 ・食の安全・安心確保交付金(27億

農薬、肥料、飼料、動物性医薬品の適正使用や産地における有害物 円の内数)
質等のリスク要因の的確な管理により、安全な農産物の供給を確保。

(イ) 製造段階における取組
① 食品供給工程の各段階における監視指導の実施や食品衛生監視員 ・輸入食品等の安全対策の強化
の資質の向上等を推進。また、事業者における自主的な衛生管理の （125億円の内数）
促進、食品事故等の危害情報等を迅速に収集・提供する体制整備を
実施。

② 既存添加物の毒性試験等を実施し、安全性の確認を推進。また、 ・食品添加物の安全性確認の計画的
国際的に安全性が確認されているものについて、国が主体的に指定 な推進（13億円）
に向けた検討を実施。

③ 「健康食品」について、正確で十分な情報提供が行われるよう、 ・健康食品対策の充実・強化（1億
保健機能食品制度の見直し等を普及・啓発。 円）

④ 特定危険部位の除去・焼却、ＢＳＥ検査により、食肉の安全性を ・食肉の安全確保対策の推進（32億
確保。 円の内数）

⑤ 食品製造業等におけるＨＡＣＣＰ手法等の導入の促進及び食品安 ・食品製造工程管理高度化促進事業
全マネジメントシステムの普及・啓発。 (2億円)

(ウ) 流通段階における取組
① 食品流通の効率化を推進するとともに、食の安全・安心への対応 ・卸売市場施設整備対策(470億円の
を促進するため、低温卸売場等の品質管理の高度化に資する施設を 内数)
整備。

② 食品衛生法に基づく、残留基準が設定されていない農薬等の基準 ・残留基準が設定されていない農薬
策定を推進。 等の基準設定の計画的な推進

(エ) 輸入に関する取組 （3億円）
① 検査体制の整備・強化等により、家畜の伝染性疾病及び植物の病 ・動物検疫体制の充実・強化
害虫の侵入・まん延を防止。 (12億円)

・的確な病害虫の侵入・まん延防止
の推進（5億円）

② 輸入食品監視指導計画に基づく重点的、効率的かつ効果的な監視 ・輸入食品等の安全対策の強化



- 7 -

指導の実施及び輸入者の自主的な衛生管理の指導、輸出国における （125億円の内数）
衛生対策等を推進。また、食品衛生監視員の増員等により監視・検
査体制を強化。

③ 政府が輸入する米麦の残留農薬分析、輸出国における農産物のリ ・輸入農産物リスク管理対策事業
スク管理対策の状況調査等により 輸入食品の安全性の確保を促進 （0.2億円）、 。

（オ）コーデックス委員会への対応
国際食品規格の策定を行うコーデックス委員会に対応するための作 ・国際規格対応強化・体制整備事業

業文書及びデータ作成、情報提供、意見交換を実施。 （0.1億円）
(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(27億
疾病の危機管理体制の整備等、家畜防疫体制を強化。 円の内数)

・家畜伝染病予防法に基づくリスク
管理(19億円)

ウ リスクコミュニケーションの推進
・食品安全委員会の運営に必要な経（ア）食品健康影響評価の結果等について、ホームページ等を通じた情報
費（14億円の内数）提供や関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。
・食品安全に関するリスクコミュニ（イ）食品の安全性に関する施策について、わかりやすい説明、意見交換
ケーションの充実（0.2億円）会の開催、リスクコミュニケーション手法の見直し等を実施。

（ウ）国民の関心の高い施策について、中央及び地方においてリスクコミ
ュニケーションを行い、関係者の意見を施策に反映。また、ホームペ
ージやメールマガジンを活用して、食品安全情報のさらなる普及を図
るとともに、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
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対する体制を整備。

オ 研究開発の推進 ・食品の安全性及び機能性に関する
（ア）食の安全・安心の確保に必要な新技術の開発を推進するため、リス 総合研究(9億円)

ク低減化技術等を開発。 ・農林水産生態系における有害化学
・物質の総合管理技術の開発(4億
円)

・生物機能を活用した環境負荷低減
技術の開発(2億円)

・安全・安心な畜産物生産技術の開
発(2億円)

・牛海綿状脳症(ＢＳＥ)及び人獣共
通感染症の制圧のための技術開発
(9億円)

・先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業(38億円)

（イ）食品の安全性を確保するための各種調査研究を推進するほか、食品 ・食品安全に関する研究の推進
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中に存在する重金属等、汚染物質への曝露状況を詳細に把握すること （13億円）
で、今後のリスク低減のための方策を検討し、適切なリスク管理を推 ・食品汚染物質の安全性検証の推進
進。 （0.4億円）

(２) 消費者の信頼の確保 ア トレーサビリティ・システムの確立 ・食の安全・安心確保交付金（3億
生産者・流通業者の自主的な導入を基本としつつ、生産・加工・流通 円の内数）

等の各段階で食品とその情報が追跡できるトレーサビリティ・システム
の普及を図る。

イ ユビキタス食の安全・安心システムの確立 ・ユビキタス食の安全・安心システ
いつでも、どこでも、誰でも簡単にコンピュータが使える「ユビキタ ム確立事業（18億円）

ス・コンピューティング」技術を活用して、簡単に入手できる安全・安
心情報の充実等を図る食の安全・安心システムを開発。また、これらの
システムを導入するモデル地区を整備。

ウ 食品表示・ＪＡＳ規格の適正化の推進 ・食品表示の適正化及び新たなニー
国、地方公共団体や消費者による日常的な監視の充実、ＤＮＡ分析技 ズに対応したＪＡＳ規格の導入の

術の活用等により食品表示の適正化を推進。また、農産物について、生 推進（4億円）
産情報公表ＪＡＳ規格 有機畜産物に関するＪＡＳ規格を制定 さらに ・食の安全・安心確保交付金（27億、 。 、
食品表示をわかりやすいものに改善するため 「食品の表示に関する共 円の内数）、

」 、 。 、同会議 において 食品の表示基準全般について見直しを進める また
外食における原産地等の表示のガイドラインを整備し、外食産業の自主
的な表示の取組を促進。

エ 消費者への情報提供
農林水産本省、地方農政局等の「消費者の部屋」等において、消費者

からの相談に対応し情報提供を行うほか、全国に食料品消費モニターを
設置。

２ 望ましい食料消費の実現に向け
た食育の推進
(１) 関係者と連携した国民運動と ア 毎年１月の「食を考える月間」に 「食を考える国民フォーラム」や ・にっぽん食育推進事業（6億円）、

しての食育活動の推進 「ニッポン食育フェア」の開催等、集中的な取組を実施。
イ 農林漁業者、食品事業者、消費者等様々な分野における専門的な経験 ・食の安全・安心確保交付金（27億
・知識を有する者を食育推進ボランティアとして育成するとともに、学 円の内数）
校給食における地場産農産物の利用の促進等を図るなど、様々な形での
実践的な取組を実施。また、地域の特色を活かした消費者と生産者との
交流活動等を促進。

ウ 地方農政局等が、学校等の現地に出向いて講義を行う「出張講座」や ・食の安全・安心確保交付金(27億
各種シンポジウム等を実施し、地域段階での消費者等との相互理解を促 円の内数)
進。

エ 栄養教師制度の開始に伴い、講習会の開設、指導参考資料の作成・配 ・食生活に関する教育の充実（7億
付を実施。また、学校、家庭、地域が連携して食育に取り組むモデル事 円）
業等を実施。

(２) フードガイド（仮称）の策定 適正な食事の摂取量をわかりやすく示したフードガイド(仮称 を策定し ・にっぽん食育推進事業（6億円）） 、
と活用 消費者、食品産業その他関係者に対する普及・啓発を図るとともに、その
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活用を促進するためのマニュアルも策定。
ア 米 ・米の消費拡大対策(44億円)３ 食生活の改善に資する品目の消

食育の取組に連動して、食生活の改善を提案するなかでテーマ、対象費拡大
を明確化した米の消費拡大対策を実施。また、米飯学校給食について実
施回数の少ない地域に重点化するとともに、米粉パンをはじめ米加工品
の開発・普及を促進。

イ 野菜 ・強い農業づくり交付金(470億円の
外食・中食における消費拡大活動や栄養成分及び機能性表示の導入等 内数)、

新たな野菜摂取拡大事業を展開。
ウ 果実 ・果実等消費拡大特別対策事業(5億

「毎日くだもの200g運動」を推進し、また、学校給食等の場において 円)
果物のおいしさや含まれる栄養素の働き等に関する啓発等を推進。

エ 牛乳
学校給食を通じた牛乳の消費拡大を図るとともに、牛乳のもつ栄養等 ・学校給食用牛乳供給事業(32億円)

についての知識の普及、牧場・乳業との体験学習等の取組を支援。
生産者と消費者の「顔が見え、話ができる」関係づくりを進め、地産地 ・強い農業づくり交付金(470億円の４ 地産地消の推進

消の実践的な計画の策定を促すとともに、地元消費者のニーズを把握する 内数)
ための交流活動や地場農産物の普及活動、直売や加工等の活動の促進等に
より、地産地消を推進。

５ 食品産業の競争力の強化に向け
た取組
(１) 食品産業の事業基盤の強化 食品産業の食料供給において果たす役割が十分に発揮されるよう、技術 ・地域食料産業等再生のための研究

力の向上の促進、外食産業の振興により、経営体質強化を図る。 開発等支援事業のうち、食品産業
と生産者の連携強化のための技術
開発(4億円)

(２) 食品流通の構造改革の推進 ア 卸売市場の機能・連携強化等 ・卸売市場施設整備対策(470億円の
卸売市場における品質管理の徹底や再編基準に該当する中央卸売市場 内数)

の再編の促進を支援。
イ 食品流通の効率化

卸売市場を中心とした生鮮食料品の流通体系に電子タグを導入し、ユ ・モデル事業物流管理効率化新技術
ビキタスコンピューティング技術を活用して物流の効率化を図るシステ 確立事業(1億円)
ムを開発するための実証実験を実施。

(３) 食品産業における環境負荷の ア 食品リサイクルを通じた循環型経済社会システムの構築 ・バイオマスの環づくり交付金(144
低減及び資源の有効利用 食品リサイクル法に基づき、食品事業者等による食品廃棄物等の発生 億円の内数)

の抑制、リサイクルの実施を促進。
イ 容器包装リサイクル促進対策 ・食品産業環境対策支援事業費(0.5

容器包装廃棄物の発生抑制のため、リターナブル容器の普及や講習会 億円)
の開催等による普及・啓発活動に対する支援を実施。また、容器包装リ
サイクル法において、制度の公平性を確保するため、再商品化義務のあ
る事業者に対して、義務履行を促進。

ウ その他環境対策の総合的推進
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地球温暖化対策を推進するため、環境自主計画の策定及び円滑な実施
を支援。

６ 食料の安定輸入の確保と不測時
における食料安全保障
(１) 農産物の安定的な輸入の確保 アジア諸国とのＥＰＡの締結を通じ、輸出国における生産の安定を図る

とともに、輸出規制等、貿易阻害要因の除去等に努める。
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 ・港湾整備事業費（4,330億円の内

備等、国際港湾の機能強化を推進。 数）
食料供給に影響を及ぼす不測の事態に的確に対処するため、国内外の需(２) 不測時における食料安全保

給動向に関する情報の収集・分析・提供の充実・強化に努めるとともに、障
不測時の食料安全保障マニュアルの国民に対する普及・啓発や必要に応じ
て見直しを実施。

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

準として運営。
イ 麦

現時点では外国産食糧用小麦需要量の2.6ヶ月相当分を保有している
、 、 。が 代替輸入に要する期間の短縮を踏まえ 圧縮に向けた見直しを実施
その際、官民分担については、国及び民間の役割を明確化。

ウ 大豆 ・大豆備蓄対策費補助金(14億円)
4万3千トンの食品用大豆の備蓄を実施。

エ 飼料穀物
とうもろこし・こうりゃんについては60万トン、飼料用大麦について ・飼料穀物備蓄対策事業(45億円)

は、ミニマム・アクセス米とあわせて35万トンの備蓄を実施。
(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７ 国際協力の推進
(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。 かかる予算は、

(１) 食料・農業分野における技術 (ウ) 開発途上国における食料安全保障や地球環境問題への取組を推進す ・地球的規模の問題に対する食料
・資金協力 るとともに、国際農業交渉等における我が国の主張への理解や協力の ・農業・農村分野の貢献策に関

促進に資するため 情報収集 農村開発手法の確立 農民等への研修 する基礎調査（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。 ・アジア水田・水環境システム分

析評価調査（1億円）
・日アセアン地域技術交流事業
（0.3億円）

・アジアにおける食品安全・動植
物検疫関連支援事業（2億円）
等、総額52億円

(２) 国際的な食料の安定供給の確 (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)
、 、 。保に向けた支援策の強化 に対処するため 緊急食糧支援事業により 資金造成を引き続き実施

(イ) 東アジア緊急米備蓄システムの設立に向けたパイロット・プロジェ ・アジア地域食料安全保障強化支援
クトの運営を支援。 事業(0.4億円)
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Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策

平成17年度に講じようとする施策 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集中 ア 担い手の明確化

化・重点化 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 ・強い農業づくり交付金（470億円
て、農林水産省内に「地域で考える担い手創成プロジェクト・チーム」 の内数）
を設置し 「全国担い手育成総合支援協議会」との連携のもと、全国的、
な運動を展開。 ・担い手総合支援事業のうち担い手
また 「今後の担い手政策の推進について」等を受けた市町村等の取 育成支援（1億円）、

組状況の把握を適切に行い、認定農業者制度の運用改善等を徹底。
イ 担い手への支援の集中化・重点化

農業団体及び地方公共団体等により設置される「担い手育成総合支援
協議会」とコーディネーターを核として、認定農業者の体質強化、集落
営農の組織化・法人化等の取組を重点的・総合的に支援。また、認定農
業者等意欲ある担い手に対する制度資金の融通や担い手への経営資源の
円滑な承継に対する支援を実施。

ウ 経営構造対策等の推進 ・強い農業づくり交付金（470億円
担い手の育成や担い手への農地の利用集積の加速化を図るため、アグ の内数）

リビジネスの推進を通じた地域農業の構造改革に必要となる施設を整備 ・農林漁業金融公庫出資金(8億円)。
その際、より高い目標に取り組む地域や経営体を重点的に支援。

(２) 集落を基礎とした営農組織の
育成・法人化の推進 ア 集落営農の育成・法人化の推進 ・強い農業づくり交付金（470億円

地域の合意形成に基づき、集落を基礎とした営農組織の育成と法人化 の内数）
を図るため 「担い手育成総合支援協議会」とコーディネーターを核と、
して、集落段階の合意形成等とその推進役を担うリーダーの育成、集落
営農の組織化を図るための計画の作成を支援。

強い農業づくり交付金(470億円のイ 農作業受託組織の育成 ・
内数)担い手の耕種作物・飼料作物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め、コントラクターの育成とともに、必要な
施設機械の整備を推進。

２ 人材の育成・確保
(１) 新たな人材の育成・確保 ア 体験活動の推進 ・強い農業づくり交付金（470億円

新規就農者の裾野の拡大に資するため、各地で取り組まれている農業・ の内数）
農村体験活動を将来的に定着させるための全国的な組織づくりへの支援 ・新規就農等促進総合支援事業
及び地域における農業・農村体験活動の受入体制の整備等の実施。 （3億円）

イ 新規就農の促進 ・就農支援資金(貸付枠161億円)
新規就農者の確保を一層促進するため、就農・就業に関する相談活動・
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情報収集の強化、新規就農者の研修を行う先進経営体に対する研修用機
械のリース事業等地域段階における実践的な研修の支援等を実施。

(２) 女性の参画の促進 重要な担い手である女性の経営や地域社会活動への参画を促進するため ・強い農業づくり交付金（470億円、
女性認定農業者の拡大や家族経営協定の推進、女性の農業経営・起業活動 の内数）
の高度化に向けた研修や起業向け資金の貸付け、女性のネットワーク化の ・農業・農村男女共同参画チャレン
推進、出産・育児期の女性農業者の支援体制の整備等を実施。 ジ総合推進事業（1億円）

・農業改良資金（貸付枠380億円
うち女性起業優先枠30億円）

(３) 高齢農業者の活動の促進 高齢者の能力の活用促進による担い手支援を通じた地域農業の維持・発 ・強い農業づくり交付金（470億円
展を図るため、高齢者のこれまで培った経験・技能を生かせるよう、新規 の内数）
就農者等との交流等を実施。 ・シニア能力活用促進事業（0.1億

円）
(４) 農業者年金制度の着実な推進 （独）農業者年金基金において、所要の年金給付を行う。また、担い手 ・17年度における国庫助成

の確保に資するため、認定農業者等の保険料の負担軽減により、経営継承 新制度関連( 36億円)
後の生活の安定を図る。 旧制度関連(1,521億円)

３ 農地の有効利用の促進
(１) 担い手への農地の利用集積の インターネット等により農地情報を公開し、引受希望者を募集できる仕 ・担い手農地情報活用集積促進事業

促進 組みの構築や、農地保有合理化法人が経営規模拡大を目指す農業生産法 （14億円）
人に対し農用地等の現物出資等とあわせた金銭出資を行い、農地の利用集 ・農業生産法人経営支援出資事業 7（
積を促進。 億円）

(２) 耕作放棄地の発生防止・解消 農業委員会の指導や知事の裁定による利用権設定等を通じ農地の利用集 ・農業経営基盤強化促進法等の一部
に資する施策 積を促進するとともに 中山間地域等直接支払制度の実施等を推進 また を改正する法律案、 。 、

援農ボランティア・農業者の組織による解消活動等、多様な主体による遊 ・元気な地域づくり交付金(466億円
休農地の活用を促進。 の内数)

(３) 農地の効率的利用のための新 農業生産法人以外の株式会社等の法人についても、リース方式による農 ・農業経営基盤強化促進法等の一部
規参入の促進 業への参入を可能とする仕組みを全国的に展開。 を改正する法律案

(４) 優良農地の確保のための計画 農業振興地域整備計画の策定・変更に当たって地域住民の意見を反映さ ・ 農業経営基盤強化促進法等の一「
的な土地利用の推進等 せる仕組みを導入するほか、公共転用における関係部局間の連携強化、違 部改正する法律案」

反転用事案について迅速な対応を図る。
４ 経営安定対策の確立
(１) 品目横断的政策への転換 品目横断的な経営安定対策の19年産からの円滑な導入に資するために必 ・品目横断的対策導入推進事業（1

要な調査・検討や交付システムの設計を行うとともに、対策の仕組みや、 億円）
経営規模・経営改善の取組に関する要件等を具体化。

(２) 品目別政策の実施 ア 米 ・稲作所得基盤確保対策(538億円)
米価下落時に稲作所得を補てんする 稲作所得基盤確保対策 を実施 ・担い手経営安定対策交付金(115億「 」 。
また、稲作収入減少の影響が大きい担い手を対象に「担い手経営安定 円）

対策」を実施。
イ 麦 ・麦作経営安定資金助成金(1,010億

民間流通制度、農産物検査規格、備蓄制度、管理コストの見直し等に 円)
着手。食料・農業・農村政策審議会において、麦作経営安定資金等のあ

。 （ ） 、り方を検討 経営安定対策 品目横断的政策 の内容が具体的に示され
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同審議会が最終的な取りまとめを行うなかで整理。
ウ 大豆 ・大豆生産者団体等交付金(241億

「大豆交付金制度」の適切な運用を図るとともに 「大豆作経営安定 円)、
対策」の適切な運用を図るため、補てん基準価格算定方法を見直すとと ・大豆作経営安定対策等(25億円)
もに拠出率の引上げを実施。

エ 野菜
（ア 「野菜価格安定制度」について、適切に運用。また、加工・業務用 ・野菜価格安定制度(91億円)）

需要への対応の支援等の観点から、契約取引や大規模生産者に関する
制度の運用改善を図る。

（イ）天候等による一時的な需給変動による価格低落時等に、産地廃棄等 ・重要野菜等緊急需給需給調整事業
の緊急需給調整を行った生産者に対し、交付金を交付。 (3億円)

オ 果樹 ・果実需給調整対策事業(5億円)
うんしゅうみかん及びりんごについて、需給調整対策の取組が行われ ・果樹経営安定対策事業（32億円）

てもなお価格が大きく低下したときに、育成すべき果樹経営者に対する
経営安定対策を引き続き適切に推進。なお、15、16年の運用状況を踏ま
え、高品質果実を生産する担い手の生産拡大を促進するなどの運用改善
を図る。

カ 砂糖及び甘味資源作物 ・国内産糖調整交付金(106億円)
（ア）砂糖生産振興資金を財源として、精製糖企業及び国産糖企業の再編

や生産コスト低減対策等の推進により、国内糖価を引き下げ、価格競
争力の回復と需要の維持・増大を図る。

（イ）輸入糖等からの調整金と交付金により国内産糖への助成を行う仕組
みや最低生産者価格制度を維持しつつ、需給事情等を反映した、客観
的な基準に基づいた適切な運用を図る。

キ 繭・生糸 ・蚕糸業経営安定対策交付金(5億
高品質繭の生産拡大を通じ、経営改善に取り組む養蚕農家を支援。 円)

ク 葉たばこ
葉たばこ審議会の意見を尊重して各耕作者との売買契約において定め

た種類別・品位別価格により、日本たばこ産業株式会社が買入れ。
ケ 加工原料乳
（ア）加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、加工原料乳生産者

補給金を交付。
（イ）価格・需給情報に基づく公正かつ適正で客観的な基準に基づいた生 ・指定生乳生産者団体補給交付金

乳取引、需給調整機能の改善を推進。 (193億円)
（ウ）価格低落時にはその低下額の一定割合を補てんする加工原料乳生産 ・加工原料乳生産者経営安定対策事

者経営安定対策を適切に運用。 業交付金(15億円)
コ 食肉等
（ア）指定食肉(牛肉・豚肉)につき 「畜産物の価格安定に関する法律」、

の適正な運用により、価格の安定を図る。
（ ） 、 。イ 肉用子牛生産の安定を図るため 肉用子牛生産者補給金制度を実施
ウ ブロイラーにつき計画的生産を指導し 需給及び価格の安定を図る ・ブロイラー需給対策推進事務費（ ） 、 。
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(0.04億円)
サ 鶏卵 ・鶏卵価格安定対策事業(14億円)

卵価安定基金の補てん準備金の造成等により、需要に見合った生産を
推進。

(３) 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、被災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、農業災害補償制度の適切な運営を推進。

５ 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推進 (ア) 「担い手育成総合支援協議会」とコーディネーターを核として、地 ・強い農業づくり交付金（470億円

域の担い手に応じたマーケットリサーチを行うとともに、食品産業と の内数）
の連携により新商品開発等を行い、消費者の多様なニーズに対応した
経営の多角化・高度化を推進。

(２) 農業と食品産業との連携の促 生産者と食品産業等が都道府県域を超えて連携し、実需者が求める農産 ・食料産業クラスター推進事業(5億
進 物の安定供給、高付加価値化、販売の展開するために必要となる施設の整 円)

備を実施。また、地産地消の実践による産地ブランドの育成の推進及び地
域の食品企業が実用化に重点をおいた技術開発を行うための環境整備を支
援。

(３) 輸出促進に向けた総合的な取 農林水産物・食品の輸出促進に向けて、販路創出・拡大への支援や産地 ・強い農業づくり交付金(470億円の
組の推進 づくり、検疫条件整備、知的財産権対策等を総合的に展開。 内数)

・農林水産物の輸出促進にかかる予
算は、
・農林水産物海外販路確立対策事
業(3億円）

・輸出促進型米消費拡大事業（1
億円）

・育成者権戦略的取得・活用支援
事業(0.1億円)等、総額7億円

６ 経営発展の基礎となる条件の整
備
(１) 生産現場のニーズに直結した ア 食料産業の国際競争力の強化

新技術の開発・普及 (ア) 土地利用型農業の生産性向上を目指し、モデル事業の枠組みのなか ・高生産性地域輪作システム確立の
で技術開発、普及及び啓発を一体的に実施。 ための技術開発(1億円)

(イ) 栄養・機能性成分に優れた健康増進型農作物等の新品種の育成及び ・新鮮でおいしい「ブランド・ニッ
これらの特性を発揮させる栽培・流通・加工技術の開発を推進。 ポン」農産物提供のための総合研

究(11億円)
イ 地域における食料産業の活性化 ・農林水産バイオリサイクル研究

畜産臭気の低減技術及び液肥の有効利用技術等を開発。また、バイオ (14億円)
マス地域循環システムのモデルの構築及び実証に関する取組を強化。

ウ 食の安全・信頼の確保
（ア）抗菌性飼料添加物に頼らない畜産物生産技術及び動物用医薬品使用 ・安全・安心な畜産物生産技術の開
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量低減のための畜産物生産技術を開発。 発(2億円)
（イ）ＢＳＥ及び主な人獣共通感染症の制圧のための技術開発を実施。 ・牛海綿状脳症(ＢＳＥ)及び人獣共

通感染症の制圧のための技術開発
エ 今後の食料産業の発展基盤の強化 (9億円)

耐病性、多収性、耐冷性等の量的形質に関する遺伝子の単離の迅速化 ・ゲノム育種による効率的品種育成
とその遺伝子の集積等による効率的な育種法の開発を推進。 技術の開発(14億円)

オ 競争的研究資金の拡充
(ア) 異分野の研究者が共同して行う融合研究を通じた画期的な研究等を ・生物系産業創出のための異分野融
引き続き推進。 合研究支援事業(27億円)

(イ) リスク管理型、府省連携型、緊急課題即応型の調査研究を創設。 ・先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業(38億円)

(ウ) 生産、加工及び流通等の活動現場において、直面する課題について ・地域食料産業等再生のための研究
短期集中的な研究開発の支援を行う競争的資金を創設。 開発等支援事業(9億円)

カ 効率的かつ効果的な普及事業の推進
改正農業改良助長法に基づく新たな制度のもとで地域の特性に応じた

農業技術の普及を推進。このため、高度・先進的な技術研修等による普
及職員の資質の向上及びより高度で重点的な普及活動を実施する。

「 」(２) 新品種等の知的財産権の保護 (ア) 植物の新品種の育成者権の保護を強化するため、加工品への育成者 ・ 種苗法の一部を改正する法律案
・活用 権の効力の拡大等を内容とする種苗法の一部改正を行う。 提出

(イ) 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 ・審査基準国際統一委託事業(0.1億
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 円)
り、審査期間の短縮化等を図る。

(ウ) 育成者権行使のため、ＤＮＡ品種識別技術の開発や品種保護Ｇメン ・(独)種苗管理センター運営費交付
の設置等を実施。 金(31億円の内数)

(エ) 主要農作物の種子について、研修会の開催等指導推進体制を強化す ・強い農業づくり交付金(470億円の
るとともに、品質向上施設等を整備。 内数)

(３) 農業生産資材の生産・流通及 ・強い農業づくり交付金(470億円のア 農業生産資材費の低減対策等
び利用の合理化 「農業生産資材費低減のための行動計画」の改定と計画に基づく取組 内数)

を促進するとともに、安価な資材の普及、資材の流通の合理化、効率的
な資材の利用、使用済農業生産資材の適正処理の普及・啓発等を推進。

・次世代農業機械等緊急開発事業イ 高性能農業機械の開発等
生産性の向上、自然循環機能の維持増進等を図るため、高性能農業機 (19億円の内数)

械の開発・改良を行う。また、農作業事故を防止するため、安全鑑定適 ・強い農業づくり交付金(470億円の
合機等の普及を推進する。 内数)

７ 農業生産の基盤の整備
(１) 農業の構造改革の加速化に資 担い手の育成や農地の利用集積等の農業の構造改革を加速化するため、 ・経営体育成基盤整備事業（851億

する基盤整備の推進 農地整備とソフト対策の密接な連携や地域の特性に応じた農業生産基盤の 円）
整備等を推進。 ・元気な地域づくり交付金（466億

円の内数）
(２) 農業水利施設等の適切な更新 ア 基幹水利施設等の既存ストックの有効活用の推進 ・国営かんがい排水事業（1,914億

・保全管理 予防保全対策等による施設の長寿命化 計画的かつ機動的な更新整備 円）、 、
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効率的な管理のための条件整備等を実施。また、地域の営農形態、ニー ・基幹水利施設保全対策事業(17億
ズに応じて畑地かんがい施設等を整備。 円）

・国営造成施設管理体制整備促進事
業（管理体制整備型 （31億円））

・畑地帯総合整備事業(512億円)
イ 農地等にかかる総合的な防災対策 ・国営総合農地防災事業(441億円)

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 ・農地防災事業(396億円)
め池や農業用施設の整備、地すべり対策等を実施するとともに、ため池
決壊等の農地災害の予測及び情報伝達システムの開発を推進。

、(３) 農村環境の保全・形成に配慮 環境配慮のための技術指針の策定や田園環境整備マスタープランの充実
した基盤整備の実施 地域住民やNPO等による保全活動と連携した環境創造型の整備等を実施。

(４) 効率的・効果的な事業の実施 地域再生の取組を支援する観点から 市町村が策定する計画に基づいて ・汚水処理施設整備交付金（490億、 、
他省に所管がまたがる汚水処理施設や道路の整備を効率的に行える仕組み 円：内閣府一括計上）
を構築。 ・道整備交付金（270億円：内閣府

一括計上）
８ 自然循環機能の維持増進
(１) 環境規範の実践と先進的取組 ア 環境規範の普及・定着

への支援 環境と調和の取れた農業生産活動の確保を図るため、農業者が最低限
取り組むべき規範の普及・定着を推進。

イ 先進的取組への支援の導入にかかる調査の実施 ・新たな農業生産環境施策確立調査
環境負荷の大幅な低減を図るための先進的取組への支援の導入を図る 委託事業(0.3億円)

ため、環境負荷の低減効果に対する評価・検証手法の確立に必要な調査
を実施。

(２) 持続的な農業生産の推進 ア 持続性の高い農業生産方式の導入促進 ・強い農業づくり交付金(470億円の
エコファーマーに対する金融上の支援、環境保全型技術の導入促進等 内数)

により、持続的な農業生産を推進。
イ 畜産環境対策の推進 ・バイオマスの環づくり交付金(144

家畜排せつ物の適正な管理、たい肥化及び農地・草地への還元を基本 億円の内数)
とした有効利用を促進する。 ・畜産環境総合整備事業(72億円)

ウ 有機性資源の循環利用システムの構築 ・国産粗飼料増産対策事業(19億円)
稲わら等の収集調整機械施設及び飼料化施設等の整備を推進。 ・強い農業づくり交付金(470億円の

内数)
・農業・食品産業競争力強化支援事
業(64億円の内数)

(３) バイオマス利活用の推進 ア 地域で発生・排出されるバイオマスを地域内で可能な限り循環利用す ・バイオマス・ニッポン総合戦略の
る総合的利活用システムを構築するため、関係者への理解の醸成、バイ 推進にかかる予算は、
オマス利活用計画の策定、バイオマスの種類に応じた利活用対策、バイ ・バイオマスの環づくり交付金
オマスの変換・利用施設の一体的な整備等、バイオマスタウンの実現に （144億円）
向けた地域の主体的な取組を支援。 ・バイオマス生活創造構想事業

イ バイオマスプラスチックの利活用を促進するため、研究開発、普及啓 （10億円）
発、導入実証等をモデル事業として実施。 等、総額278億円
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ウ バイオマスの地域循環利用システム化技術の研究開発等、バイオマス
の利活用の促進のための革新的な研究・技術開発を実施。

エ バイオマス利活用に関する調査・実証、情報収集・情報発信等の取組
を支援。

(４) 農業分野における地球環境保
全対策の充実等 ア 京都議定書の目標達成に向けた取組 ・強い農業づくり交付金(470億円の

京都議定書の目標達成に向けた二酸化炭素等の排出削減の取組として 内数）、
バイオマス・ニッポン総合戦略の推進、省エネルギーに資する農業施設
・機械の導入等を推進。

イ オゾン層破壊物質の削減 ・臭化メチル代替技術開発費(0.4億
モントリオール議定書締約国会合において原則全廃が合意されている 円)

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。
ウ カルタヘナ議定書に基づく生物多様性の確保のための取組
「 」遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
に基づき、遺伝子組換え農作物等の生物多様性影響評価を実施するとと
もに、その運用を通じて、我が国の生物多様性を確保する取組を推進。

エ 農薬による生態系への悪影響の未然防止に資するため改正した、農薬 ・農薬リスク総合評価システム確立
取締法に基づく「水産動植物に対する毒性にかかる農薬登録保留基準」 ・推進事業(0.4億円)
について 基準値の設定が必要となる農薬について 順次基準値を設定 ・農薬残留対策総合調査(1億円)、 、 。

・農薬による水生生物影響実態把握
調査(0.4億円)
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Ⅳ 農村の振興に関する施策

平成17年度に講じようとする施策 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構築
(１) 農地・農業用水等の資源の保 (ア) 資源保全の実態を把握するとともに、一定の地域ごとに資源や農村 ・資源保全実態調査事業（9億円）

全管理施策の構築 環境を適切に保全する計画を現地の実態に即して策定。 ・資源保全手法検討調査（2億円）
(イ) 資源や農村環境の保全にかかる地域の多様な実態を分析し、保全管
理において取り組むべき内容等を示す活動指針や地域の実情に柔軟に
対応し得る効率的・効果的な資源保全手法等を検討。

(２) 良好な農村景観の形成等 (ア) 個性ある魅力的な農山漁村づくりに向け 「水とみどりの「美の里」、
プラン21」に基づき、農林水産関連事業において、景観配慮の原則化
を基本とし、農山漁村の景観形成のための取組等を推進。

(イ) 景観法で規定する「景観農業振興地域整備計画」の定着を図ること
により、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) 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 ・農業生産基盤整備推進調査のうち
たモデル整備計画を策定。それを通じて景観との調和に配慮した生産 景観との調和に配慮した基盤整備
基盤整備の計画・設計手法の早期定着を図る。 推進調査(0.4億円)

(エ) 美しいむらづくりを実現するため、地域住民等の参画による計画づ ・元気な地域づくり交付金(466億円
くりや地域住民の能力構築を促進する取組を支援。 の内数)

(オ) 地域住民等による景観形成の取組を支援。 ・元気な地域づくり交付金(466億円
の内数)

(カ) 河川の蛇行復元や湿地の冠水頻度の増加等、自然再生事業を実施。 ・河川事業（4,403億円の内数）
(キ) 河川やその周辺部の水域における水生生物の生息環境の改善や河川 ・河川事業（4,403億円の内数）

、 。やため池等の結合部の段差解消 魚のすみか等の創出を複合的に実施
(ク) 水と緑豊かな渓流づくり、安全で緑豊かな斜面空間の創出に資する ・砂防事業（1,485億円の内数）
砂防事業を展開。

２ 農村経済の活性化
(１) 地域の特色を活かした多様な (ア) 地域の自立的な取組を「立ち上がる農山漁村」として、全国に発信

取組の推進 ・奨励。
(イ) 農業に関連したコミュニティビジネスの起業等に対し、体制整備や ・元気な地域づくり交付金(466億円
必要な調査等によるソフト支援。 の内数)

(ウ) 地域再生基盤強化交付金の交付や補助対象財産の転用手続きの特例 ・地域再生基盤強化交付金(810億円
等により地域再生を支援。 ：内閣府一括計上）

(エ) 「オーライ！ニッポン会議」に対する支援や共生・対流の優良事例 ・美しいふるさと・国づくり推進事
の表彰を通じて、国民的な運動を推進。 業(1億円)

(２) 経済の活性化を支える基盤の (ア) 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（30,997億円の内数）
整備 規格幹線道路に至る道路ネットワークを整備。

(イ) 交通条件が厳しい奥地等において、産業の振興や生活環境の改善の ・道路事業（30,997億円の内数）
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ため、基盤となる道路整備を推進。
(ウ) 地域経済の浮揚及び雇用の創出を図るため、一般道路事業と有料道 ・道路事業（30,997億円の内数）
路事業を組み合わせて高速自動車道路の追加インターチェンジの整備
を推進。

(エ) 不振に陥っている商店街の再活性化を図るため、賑わいの道づくり ・道路事業（30,997億円の内数）
事業による面的で総合的かつ重点的な道路整備を推進。

(オ) 農産物輸送に大きな役割を担う海上輸送の効率化に資する陸上交通 ・港湾整備事業費（4,330億円の内
機関と連結した複合一貫輸送に対応する内貿ターミナルの整備を推進 数）。

(３) 中山間地域等の振興 ア 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 ・元気な地域づくり交付金（466億
地域の特性を活かした高付加価値型農業等の推進や直売施設等の整備 円の内数）、

地域の実情に即した農業生産基盤と生活環境の整備等を総合的に実施。 ・中山間地域総合整備事業（472億
イ 中山間地域等における多面的機能の確保 円）

中山間地域等直接支払制度を将来に向けて農業生産活動等を継続でき ・中山間地域等直接支払交付金（21
る取組を推進することとし、引き続き実施。 8億円）

ウ 鳥獣害対策の推進 ・強い農業づくり交付金(470億円の
(ア) 被害防止に必要な啓発活動や研修会の開催、追い払いや捕獲等の活 内数)
動を行う自衛体制の整備、被害防止施設の整備等を推進。 ・野生鳥獣による農林業被害軽減の

(イ) 野生鳥獣を適正に管理し、被害を軽減する農林生態系の管理技術や ための農林生態系管理技術の開発
鳥獣害の効果的な防止技術の開発等の試験研究を推進するとともに、 (1億円)
野生鳥獣の生息環境に配慮した森林の保全及び整備を推進。また、人 ・森林環境保全整備事業(505億円の
材育成のための研修や地域ブロックにおける連絡協議会を運営。 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) 都市と農村との交流の促進 都市と農山漁村の共生・対流の一環として、グリーン・ツーリズムの提 ・ 農山漁村滞在型余暇活動のため「

案・普及を図るとともに、都市部のニーズに応じた農山漁村情報の受発信 の基盤整備の促進に関する法律の
機能の強化、農村における受入体制や交流空間の整備及び多様な取組主体 一部を改正する法律案」提出
の育成等について、関係府省と連携しつつ総合的に推進。 ・元気な地域づくり交付金(466億円

の内数)
・グリーン・ツーリズムセンター確
立事業(1億円)

・グリーン・ツーリズムビジネス育
成事業(1億円)

・強い農業づくり交付金(470億円の
内数）

・新規就農等促進総合支援事業(3
億円)

（ア）平成15年４月より特区法により実施している市民農園の開設主体の 特定農地貸付けに関する農地法・「
拡大特例を全国展開し、市民農園の整備を推進。 等の特例に関する法律の一部を改

正する法律案」提出
（イ）地域振興の核となる人材育成のため、観光カリスマ塾の実施、人材 ・観光ルネサンス事業(3億円)

育成テキスト等の策定等の啓発・普及事業を推進。また、観光振興事 ・ 訪日外国人観光旅客の来訪地域「
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業への補助を行い、民間と行政が一体となった取組を支援。 の多様化の促進による国際観光の
振興に関する法律の一部を改正す
る法律案」提出

（ウ）都市と地方の農山漁村の連携による先導的な交流活動について、ハ ・都市地方連携推進事業（4億円）
ード・ソフトを一体的に支援する「都市地方連携推進事業」を推進。
） （ ）（エ 「体験活動推進地域・推進校」等を指定し、他校のモデルとなる体 ・豊かな体験活動推進事業 4億円
験活動に取り組むとともに、命の大切さを学ばせるのに有効な体験活
動について調査研究を実施。

（オ）地域の身近な環境をテーマに、都市と農村の交流活動や農業体験等 ・省庁連携子ども体験型環境学習推
の体験学習を行う事業の実施を通して体験型環境学習を推進するとと 進事業（1億円）
もに、子どもの主体性をはぐくむ体験活動を行う「短期山村留学」を ・青少年の自立支援事業（2億円）
支援。 の一部

（カ 「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（30,997億円の内数））
し、地域の情報発信と連携・交流の拠点形成を推進。

（キ）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（30,997億円の内数）
なトンネルや橋梁の整備を推進。

（ク）優良田園住宅による住宅・宅地供給の促進とこれとあわせた基盤等 ・住宅対策（8,182億円の内数）
の整備を推進。

（ケ）地域交流活動等の拠点となり農山漁村の生活環境の改善を図る公園
の整備を推進。

（コ 「水辺プラザ」の整備や「 子どもの水辺」再発見プロジェクト」の ・河川事業（4,403億円の内数）） 「
推進、河岸整備等により、河川における交流活動を活性化。

（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（1,485億円の内数）
いた周辺整備等を推進。

(２) 都市及びその周辺の地域にお 新鮮な農産物の供給や農業にふれあう機会を提供するため、都市農業ビ ・ 特定農地貸付けに関する農地法「
ける農業の振興 ジョンづくりを支援するとともに、市民農園等の農業体験、緑地空間・防 等の特例に関する法律の一部を改

災空間の形成等の取組を推進する。 正する法律案」提出
・元気な地域づくり交付金(466億円
の内数)

(３) 多様な主体の参画等による集 (ア) 地域住民の参加のもと、関係府省と連携を図りつつ、地域の多様な ・農村振興総合整備事業(208億円)
落機能の維持・再生 ニーズに応じた農業生産基盤と農村生活環境の総合的な整備を実施。

(イ) 地域住民、ＮＰＯ、地方公共団体が一体となって身近な環境を見直 ・グランドワーク推進支援事業(1億
し、自ら改善していく地域の環境改善活動を推進・支援。 円）

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・効果的な生活環境の整備 ・地域再生基盤強化交付金(810億円

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に ：内閣府一括計上）
基づいて、複数の省庁に所管がまたがる汚水処理施設や道の整備を効率 ・汚水処理施設整備交付金(490億
的に行える仕組みを構築。 円：内閣府一括計上)

・道整備交付金(270億円：内閣府
一括計上)
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イ 交通
(ア) 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（30,997億円の内数）
規格幹線道路に至る道路網を計画的に整備。

(イ) 道路交通の事故防止、円滑化を確保するため、歩道、交差点改良、 ・道路事業（30,997億円の内数）
道路情報提供装置等の整備を推進。

(ウ) 地域交流を支援するため、都市まで安全かつ快適な移動を確保する ・道路事業（30,997億円の内数）
ための道路整備を推進。

(エ) 自然環境が豊かな地域において、周辺の景観や生態系と調和した道 ・道路事業（30,997億円の内数）
づくり等を推進するため、道路の法面緑化や木材を活用した道路構造
物の整備等を推進。

(オ) 誰もが安全かつ円滑に通行できる歩行空間を確保するため、歩行空 ・道路事業（30,997億円の内数）
間のバリアフリー化を推進。

ウ 衛生
(ア) 「浄化槽設置整備事業」を実施するとともに、市町村が浄化槽の面 ・浄化槽設置整備事業（149億円）
的整備及び維持管理を行う「浄化槽市町村整備推進事業」を推進。 ・浄化槽市町村整備推進事業（115

億円）
(イ) 複数の市町村による広域的な下水道施設の共同化・共通化を推進。 ・下水道事業（8,281億円の内数）
また、過疎地域において、都道府県が市町村に代わって行う下水道施
設の整備を支援。

(ウ) 「都道府県構想」に基づき、地域の特性に応じて、下水道、農業集 ・下水道事業（8,281億円の内数）
落排水施設及び浄化槽を計画的・効率的に推進。また、水質保全が一
層促進されると見込まれる市町村には、関係省が重点的に支援。

(エ) 農業集落排水施設と下水道の接続による連携及び農業集落排水施設 ・農業集落排水事業(422億円)
と浄化槽との一体的な整備も引き続き推進。

（オ）地方再生等の取組を支援する観点から、事業間での予算の融通や何 ・汚水処理施設整備交付金
（ （ ））度間で事業量の変更を可能とする「汚水処理施設整備交付金制度」を 490億円の内数 内閣府計上

創設し、より効率的に汚水処理施設の整備を図る。
（カ）広域的処理の観点から循環型社会の形成を図るため 「循環型社会 ・循環型社会形成推進交付金、、

（ ）形成推進交付金制度」を創設し、循環型社会にふさわしい汚水処理施 230億円の内数
設の整備を図る。

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 ・元気な地域づくり交付金(466億円
携した情報通信基盤の整備を実施。 の内数)

(イ) 民間事業者等による家庭や職場までの高速大容量の情報通信網の実
現に資するよう、道路、河川、下水道等の施設管理用光ファイバ及び
その収容空間等の整備、開放を推進。

(ウ) 民間主導が原則の高度情報通信社会の実現に向け、情報ハイウェイ ・道路事業（30,997億円の内数）
の構築を推進。

(エ) 安全・円滑な道路交通の確保等が見込まれるＩＴＳ（高度道路交通 ・道路事業（30,997億円の内数）
システム）について、地域特性やニーズにあわせた地域段階のＩＴＳ
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を推進。
オ 住宅・宅地
(ア) 地域の住文化を活かした住宅等の供給のための計画に基づいた居住 ・住宅対策（8,182億円の内数）
環境の整備を推進。また、地域材の活用等、地域特性を活かした木造
建築を普及・啓発。

(イ) 優良田園住宅による良質な住宅・宅地供給の促進と地域活性化居住 ・住宅対策（8,182億円の内数）
基盤整備総合整備事業等による質の高い居住環境整備を推進。

(ウ) 地域における定住を促進するため 特定公共賃貸住宅の供給を促進 ・住宅対策（8,182億円の内数）、 。
カ 教育

農村における適切な教育環境の整備を推進するとともに、文化施設、
社会体育施設等の整備を推進。

キ 文化
(ア) 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 ・民俗文化財伝承活用等事業（1億
形民俗文化財、重要無形民俗文化財に指定。また、登録有形民俗文化 円）
財に登録。 ・文化的景観保存活用事業（0.2億

円）
(イ) 棚田や里山等の文化的景観のうち、特に重要なものを重要文化的景 ・重要文化的景観保護推進事業（1
観へ選定し、保存・活用を支援。 億円）

(ウ) 農村に残されている歴史的な集落等を重要伝統的建造物群保存地区 ・伝統的建造物群保存修理等事業 9（
へ選定し、保存・活用を支援。 億円）

ク 公園
（ ）農村における日常的な休養・娯楽活動の場として、農村公園の整備を ・都市公園事業 1,287億円の内数

。 、 、 、 、推進 また 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 ア 医療
実 第10次へき地保健医療計画を策定し、医療の確保を推進。

地域介護・福祉空間整備等交付イ 福祉 ・
金（866億円）介護・福祉サービス基盤の整備に当たっては、地方公共団体が創意工

夫できる仕組みを創設し、総合的に支援。
(３) 安全な生活の確保 (ア) ため池等の整備、湛水防除、地すべり対策、農地保全整備、復旧治 ・農地防災事業(396億円)

山及び予防治山等の各種事業の実施を通じて、地域住民の生命・財産
及び生活環境の安全を確保。

(イ) 床上浸水被害が頻発している地域において、おおむね5年間で被害の ・河川事業（4,403億円の内数）
解消を図るべく、床上浸水対策を実施。

(ウ) 被災地域における洪水・土砂災害の再発防止対策の短期集中的な実 ・河川事業（4,403億円の内数）
施及び災害時要救護者関連施設にかかる土砂災害危険箇所等における ・砂防事業（1,485億円の内数）
土砂災害防止施設の重点的な整備を実施。

(エ) 「土砂災害危険箇所認知プロジェクト 「土砂災害情報伝達プロジ ・砂防事業（1,485億円の内数）」、
ェクト 「土砂災害警戒避難プロジェクト」を実施し、総合的な土砂」、
災害防止対策を推進。

(オ) ハード、ソフト両面から災害に対する安全性を高めるため、水門等 ・水情報国土の構築（130億円）
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、を遠隔操作するための施設や監視カメラ等の観測・監視装置を整備し
情報の収集、提供体制を構築。
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Ⅴ 国際交渉への取組

平成17年度に講じようとする施策 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、農業のもつ多面的機能の維持等１ ＷＴＯ交渉における取組
を図る観点から柔軟性があり、輸出国と輸入国のバランスが取れた現実的
な貿易ルールが確立されるよう、我が国と共通の関心を有する国等への働
きかけを行いつつ、交渉に取り組む。
各国との交渉においては 「我が国の基幹品目や地域の農林水産業にお２ ＥＰＡ／ＦＴＡへの取組 、

ける重要品目など守るべきものを守り、譲れるものは譲る」との考え方で
対応する。また、16年11月に策定した「みどりのアジアＥＰＡ推進戦略」
を踏まえ、我が国食料輸入の安定化・多元化や国産農産物の輸出拡大を図
るなど戦略的かつ前向きに取り組む。このような考え方で、タイ、韓国、
及び４月から交渉を開始するアセアン全体との交渉に臨む。

Ⅵ 団体の再編整備に関する施策

平成17年度に講じようとする施策 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再編 「農協のあり方についての研究会」報告書や改正農業協同組合法の17年
、 。整備に関する施策 ４月施行等を踏まえた 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編整 16年11月に施行された改正農業委員会法に基づく組織のスリム化、業務
備に関する施策 の重点化を図るとともに、農業委員会系統組織による優良農地の確保、農

用地の利用集積等の取組を支援。
(３) 農業共済団体の再編整備に関 農業共済組合等の広域化を推進するとともに、農業共済事業の二段階制

する施策 について地域の意向等を踏まえ適切に指導 。
(４) 土地改良区の再編整備に関す 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。

る施策
(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、担い手育成支援窓口の一元化 ・強い農業づくり交付金(470億円の

や共同事務局化等を推進。 内数)
・担い手総合支援事業のうち担い手
育成支援(1億円)
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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17年度に講じようとする施策 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
た取組を始め、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、達成目標等を示した工程

表を的確に管理することにより、施策を計画的に推進。
(２) 政策評価 効果的かつ効率的な行政の推進、説明責任の徹底を図るため 「行政機、

関が行う政策の評価に関する法律」に基づき、引き続き政策評価を積極的
に推進。
財政措置を効率的かつ重点的に運用。類似の事業について重複投資を行３ 財政措置の効率的かつ重点的な

わないよう、関係府省が連携して計画的に事業を実施。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明性

信を推進するとともに、幅広い国民の参画を得て施策を推進するため、国の確保
民との意見交換等を実施。
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５ 効果的・効率的な施策の推進体

る周知・徹底を十分に行うとともに、その施策が具体的取組として展開さ制
(１) 効果的・効率的な施策の推進 れるよう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電子 「e-Japan戦略Ⅱ」に基づき、食の安全・安心システムの開発、農業 ・ユビキタス食の安全・安心システ（ア）

政府の実現 経営のIT化、農村地帯における情報通信基盤整備等を一体的に推進。 ム確立事業（18億円）
・食の安全・安心確保交付金（27億
円の内数）

・農業経営ＩＴ活用支援推進事業 1（
億円）

・元気な地域づくり交付金（466億
円の内数）

「電子政府構築計画」に基づき、国民の利便性の向上等を図るため、 ・農林水産行政電子政府推進対策事（イ）
オンライン利用促進に向けた環境整備、業務・システムの最適化等を 業（10億円）
推進。 ・電算処理システムの最適化等対策

事業（1億円）
・改善分散処理システム整備（16億
円）

(３) 政策ニーズに対応した統計の ・2005年農林業センサス(43億円)（ア）経営や多面的機能に着目した調査体系へ見直しして実施した2005年
農林業センサスの調査結果を公表。作成と利用の推進

・農業経営統計調査(6億円)（イ）新たな施策の展開とその推進・評価に資するため、地域・営農類型
に着目し農業経営の実態を把握。

・木質バイオマス利用実態調査(0.1（ウ）バイオマス・ニッポン総合戦略等の推進に資するため、製材工場等
億円)を対象に 木質バイオマスの未利用資源の発生量 利用状況等を把握、 、 。
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・食品産業動向調査(0.1億円)（エ）食品関連企業のトレーサビリティ・システムの導入状況等、世帯、
・食品ロス統計調査(0.2億円)外食産業の食品の使用、廃棄の実態、食品産業の食品廃棄物等の再生
・食品循環資源の再生利用等実態調利用等の実施状況を把握。
査(0.1億円)


