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茶支援関連対策
【１，４０５（１，４０４）百万円】

対策のポイント

産地の戦略に基づく茶園の改植や整理等による生産体制の強化、輸出拡大、

新需要開拓等に向けた茶の生産・加工技術の導入、コスト低減に資する生産

・加工機械のリース導入等を支援します。

＜背景／課題＞

・茶は、近年、価格の下落等により経営環境が厳しい状況にあるが、高品質の茶は安定

した価格で取引されていることから、取引の単位である茶工場単位での高品質化の取

組が必要となっています。

・また、リーフ茶の消費が減少傾向で推移する中で、新たな国内外の需要拡大に向けた

取組が必要となっています。

政策目標

茶の輸出額の増加（50.5億円（平成24年）→150億円（平成32年））

＜主な内容＞

１．地域の戦略に基づく茶園の改植、整理等支援

茶産地の収益力の強化と農業者の経営安定を図る観点から、消費者等ニーズに対

応した優良品種への転換や高品質化を加速化するため、茶工場単位等で策定された

品質向上戦略に基づき実施する新植・改植、改植に伴う未収益期間、担い手への集

積等に伴う茶園の整理等に対し支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：農業者等の組織する団体

２．輸出拡大・国内マーケット創出等に向けた取組支援

海外ニーズに応じた茶の生産・加工技術の導入、国内外における市場調査、国内

マーケット創出に向けた新たな茶種の栽培・加工等の取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：農業者等の組織する団体等

３．生産コストの低減、生産体制強化への取組支援

燃油価格の高騰や凍霜害に対応した生産体制への転換等を促進するため、省エネ

等コスト低減に資する生産・加工機械及び防霜ファン等のリース導入を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：農業者等の組織する団体

［お問い合わせ先：生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）］

［平成28年度予算の概要］



・減農薬栽培に向けた防除機械等の導入

・半発酵茶（烏龍茶）、発酵茶（紅茶）
や萎凋香を発生させる加工機械等の導入

・国内外における市場調査

茶の高品質化・需要拡大に向けた生産体制の強化支援

〇 茶については、近年、荒茶価格の低迷により経営環境が厳しい状況。特に、一部
の低品質な荒茶が全体の品質を押し下げていることが価格下落の要因の一つ。

〇 一方、高品質の茶は安定した価格で取引されていることから、安定した価格での
国内需要の維持・拡大や輸出の促進等を図るため、取引の単位である茶工場単位等
での改植促進等による生産性、品質向上による取引等を支援することが必要。

〇 また、国内外の需要拡大に向けた取組を支援することが必要。

・省エネ型加工機械のリース導入

・産地の気象条件等に応じた生産体制を
構築するための防霜ファンなどの導入

生産コストの低減、生産体制強化への取組支援

〇 茶工場単位を基本とする茶生産者グループにおいて、販売方針、品種の転換
や担い手への集積方針、栽培方法等を内容とした「品質向上戦略」を策定。

〇 品質向上戦略に基づき実施する以下の取組を支援。

・改植、移動改植：24万円/10a（異なる品種への改植は28万円/10a）
・新植：12万円/10a
・担い手への集積等に伴う茶園整理：５万円/10a
・棚栽培への転換：４万円/10a ・台切り：７万円/10a

地域の戦略に基づく茶園の改植、整理等支援

省エネ型粗揉機
そじゅうき

茶生産者グループ

・需要を見据えどのような
茶を生産するか

・誰が生産を担うか
・茶工場単位でどう改植を
進めるか など

品質向上戦略

改植の
実施、

新技術の
導入等

・担い手による栽培
技術の平準化、
茶樹の若返り等
による生産性・品
質の向上

経営の安定

安定価格に
よる取引

高品質

安定生産
の実現

サイクロン式害虫
吸引機械

輸出拡大・国内マーケット創出等に向けた取組支援

萎凋処理による香りを
発現させる加工技術

関連対策：燃油価格高騰緊急対策（茶セーフティネット） [事業期限延長]

・農業者と国との拠出により、省エネルギー推進計画（Ａ重油使用量の15％削減）に取

り組む農業者について、燃油価格が一定基準以上に上昇した場合に補てん金を交付。



 薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業
【４６７（４２３）百万円】

対策のポイント
薬用作物等の産地形成を加速化させるため、栽培実証ほ場の設置等のほか、

事前相談窓口の設置や栽培技術の指導体制の確立に向けた取組を支援します。

＜背景／課題＞
・漢方薬等の原料となる薬用作物は、国内需要の拡大が見込まれていることから、産地

と漢方薬メーカーとのマッチングの促進、栽培技術確立のための実証ほ場の設置、農
業機械の改良等に対する支援を通じ、産地化を推進してきました。

・このような中、新たに産地化を検討する地域等では、常時相談できる相談窓口の設置
や専門家による栽培技術指導など一体的・継続的に支援する体制整備が必要です。

政策目標
薬用作物の試験栽培等を通じて新たな産地を創出し、国内生産量を２倍に

拡大（900トン（平成22年度）→1,800トン（平成30年度））

＜主な内容＞
１．産地支援体制整備［新規］

新たに産地化を検討する地域等における産地形成を加速化するため、事前相談・
マッチング窓口の設置や栽培技術指導の確立に向けた支援体制の整備を支援します。

２．新産地等確立支援
（１）地域ごとの気象条件・土壌条件等に適した品種の選定や栽培マニュアルの作成
（２）安定生産に資する栽培技術確立のための実証ほ場の設置
（３）低コスト生産体制の確立に向けた農業機械の改良

等を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 厚生労働省 ・漢方薬メーカーの需要情報の取りまとめ、提供

・薬用作物の新たな育種、栽培、生産技術に関する研究の推進

（関連対策）
１．薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発（委託プロジェクト研究）［新規］

８０（－）百万円
カンゾウ、トウキ等の需要が多い品目について、他作物の研究者・研究機関が蓄積

している知見や技術も幅広く活用しつつ、低コストで安定生産が可能となる技術の実
用化を推進します。

委託費
委託先：民間団体等

２．薬用作物等地域特産作物向け防除体系の確立推進事業［新規］
２６（－）百万円

薬用作物等の地域特産作物について、農薬の適用拡大に必要な薬効薬害・作物残留
試験等の実施及びＩＰＭ（多様な防除技術を組み合わせた病害虫防除体系）を活用し
た標準的な病害虫防除体系の確立に対して支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先： 生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）
関連対策１の事業 技術会議事務局研究統括官（生産技術）

（０３－３５０２－２５４９）
２の事業 消費・安全局植物防疫課 （０３－３５０２－３３８２）

［平成28年度予算の概要］



薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業

産地等確⽴⽀援事業により
・実証ほ場設置
・農業機械の改良
・栽培マニュアルの作成

〇これまで、産地と漢⽅薬メーカーとのマッチングや栽培技術の確⽴を⽀援するなどにより、
その産地化を後押し。
〇今後、着実な産地化の取組を促進するため、これまでの取組に加え、事前相談等の常設窓
⼝の設置や現場における技術確⽴等の取組を⼀体的に実施する体制を整備する必要。

事前相談、マッチング促進等
の常設窓⼝の設置等を⽀援

厚⽣労働省、関係団体と連携し、
薬⽤作物に係る情報交換やマッ
チングの促進のためのブロック
会議を開催。

指導体制の確⽴薬⽤作物は、その８割以上を中国
からの輸⼊に依存。

厚⽣労働省、関係団体と連携した⼀体的・継続的な⽀援体制の構築による産
地形成の加速化今後の展開方向

現場における栽培技術の指導
体制の確⽴を⽀援

⼀⽅、耕作放棄地の活⽤や中⼭間
地域の活性化につながる作物として
⾼い関⼼。

・⼗分な知⾒をもたずに取
り組み、産地化に失敗。

・相談窓⼝が存在しない

相談体制の確⽴

新たな支援策

現状 新たな課題

・現場に栽培指導者がいない
・普及指導員の経験が浅い
・薬⽤作物に関する知⾒が少
ない

【平成28年度予算概算決定額467（423）百万円】

（※補助率：定額、１／２以内）事業内容



いぐさ・畳表支援関連対策
【産地活性化総合対策事業 ２,０４９（２,３４３）百万円の内数】

対策のポイント
・ いぐさ産地が抱える課題を解決し、効率的な生産体制の確立を図るため

の技術実証や需要拡大の取組を支援します。

・ 国産畳表の高品質化・ブランド化に取り組むいぐさ生産者の経営安定を

図るため、国産畳表の価格が下落した際に補てん金を交付します。

＜背景／課題＞

・ いぐさは主産地の熊本県八代地域において稲作との二毛作が可能であり、関連産業

も含めた地域経済を支える基幹的作物として重要な位置付けにありますが、産地の持

続的発展を図るためには、産地の抱える課題の解決に向けて取組む必要があります。

・ 国産畳表の価格は国内流通量の大宗を占める中国産畳表の輸入量・価格の影響を受

けやすいことから、国内生産者の経営安定を図るためには、畳表の価格が下落した場

合のセーフティーネット措置を講ずる必要があります。

政策目標
○ いぐさの効率的な生産体制の確立や国産畳表の新たな需要開拓等により、

ブランド畳表出荷割合の維持・向上を図り、いぐさ産地を持続的に発展

＜内容＞

１．効率的な生産体制を確立するための取組支援

いぐさ産地が抱える課題を解決し、効率的な生産体制の確立を図るための新品種の導

入、農業機械の改良等の技術実証や需要拡大等の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策

国からの補助金と加入生産者の拠出金を原資とし、その中から国産畳表の価格下落の

程度に応じて一定額の補てん金を交付します。

補助率：定額（補てん額の３/４相当）

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）］

[平成28年度予算の概要]



畳表の市場価格の下落状況に応じて、
５段階に分けた補てん基準ごとに
銘柄品８０％、一般品６０％相当を補てん 補助率 定額 （補てん額の３／４ 相当）

＊農家からの拠出金が必要

い
ぐ
さ
・畳
表
農
家

基
金
管
理
団
体

○ 補てんの流れ

契約の締結

拠出金の納付

価格下落状況に
応じて補てん

国

・国産畳表の高品質化・ブランド化に取り組むいぐさ生産者の経営安定を図るため、
国産畳表の価格が下落した際に補てん金を交付。

効率的な生産体制を確立するための取組支援

いぐさ産地が抱える課題

○ 安価な中国産畳表の輸入の増加や、生活様式の洋風化等から、国産畳表の需要・価格が低迷
し、いぐさの作付面積や畳表生産量、生産農家数は大きく減少。

○ 今後、いぐさ産地の持続的発展を図るためには、いぐさ産地が抱える様々な課題の解決が必要。
○ また、いぐさ生産者の経営安定のためには、畳表の価格が下落した場合のセーフティーネット
措置を講ずる必要。

基
金
造
成

いぐさ産地の持続的発展

いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策

・生産者の高齢化と減少
・繁忙期（収穫、株分け）の作業の集中
・需要の減少
・輸入畳表との競合 等

課題解決のための取組支援

①需要・消費動向等の調査
生産体制や販売方針等の検討に資するため、
需給動向や消費者ニーズ等の調査を実施

②課題解決のための実証
・作業の組織化、共同化の試行
・農業機械の改良
・新品種の導入
・試作品の評価 等

③需要拡大に資する取組
いぐさ・畳表に係る文化の普及、消費地における
イベントへの専門家の派遣 等

畳表の市場価格

補
て
ん
金

○ 銘柄品の場合の補てん金のイメージ

＊銘柄品…熊本県の場合、『極』、『特選』、『優』

農業機械の改良 展示会等でのＰＲ

[補助率 定額]
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