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農政改革の検討方向 平成２１年度農林水産関係補正予算 農政改革の検討状況

（４月１７日 農政改革関係閣僚会合決定） （５月２９日 成立） （６月２４日 農林水産省提出資料）

２ 担い手の育成・確保

（２）新しい担い手の参入を促す仕組み

② 農業法人への雇用を通じた農外からの 「農」の雇用事業（39 億円） 新規就農者の確保については、

人材参入については、今後ますますその 農業法人等が就農希望者を雇用して行う ①就農準備校や都道府県農業大

重要性が高まるものと思われる。人材不 実践研修（ＯＪＴ研修）等を実施するとと 学校での研修教育などを通じた

足に悩む農業経営体とリスクや経済的負 もに、就農相談会を開催するほか、新規就 技術習得の支援、就農後のスキ

担のため躊躇している新規参入希望者を 業者の定着促進を支援する。 ルアップ等に関する支援、②新

うまくマッチングさせ、農業に参入した 規に経営を開始する者の農地確

い者が雇用の形で円滑に就農できるよう 強い農業づくり交付金・農業研修教育施設 保や機械の購入等に係る負担を

な方策について検討する。 等整備（２億円） 軽減する措置、③法人に雇用さ

農業法人等で研修を実施する際に必要と れる形での就農を促進するため

なる研修・宿泊施設等の整備に要する経費 の「農の雇用事業」の充実等の

に対して支援する。 検討を進める。

雇用拡大のためのスーパーＬ資金等の無利 参入した担い手を「育て支え

子化事業（99 億円） る」機能を充実させる観点から、

スーパーＬ資金、農業近代化資金につい 担い手の意向・特性に応じた支

て、新たな雇用の創出に結びつく設備投資 援手法の整備を進める。

等に取り組む認定農業者を対象に、800 億

円の無利子化枠を追加措置する。

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

（地域雇用促進型）（10.5 億円）

新たな雇用を行う担い手が融資により農

業用機械・施設等を導入する際、融資残の

自己負担分への補助や追加的な信用供与等
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を実施する。

担い手経営展開支援リース事業（28 億円）

農業経営の改善と併せて、持続的な農地

利用や雇用確保等に向けた取組を実践する

担い手が導入する農業用機械等のリース料

の一部を支援する。

３ 農地問題

（２）農政改革を現場で強力に推進するため

の方策

「平成の農地改革」については、法案 農地集積加速化事業（2,979 億円） 平成の農地改革の内容や支援

成立後、その速やかな具体化を図るため、 「農地法等の一部を改正する法律」によ 策について、生産現場等に浸透

地域の実施体制作りやその取組の支援 り、市町村、市町村公社、農業協同組合等 させるためには、

策、耕作放棄地解消に向けた取組などに が、農地の委任を受けて、その者を代理し ① 全国、都道府県、市町村段

ついて、具体的な施策を検討する。 て農地の貸付けを行う仕組み（農地利用集 階で関係機関が緊密に連携し

積円滑化事業）を創設する。また、これに つつ、推進体制を構築する。

併せて、貸し借りを仲介する組織を通じて ② 農業者や農地制度に関わる

農地の面的集積につながる貸し付けを行っ 行政はもとより、食品・建設

た場合、一定の交付金を交付する。 産業、NPO をはじめ、都会の

サラリーマンを含めた国民全

体に十分に理解してもらえる

よう、徹底的な取組を行う。

耕作放棄地再生利用緊急対策（150 億円） 「平成の農地改革」による新

耕作放棄地の再生・利用活動として、荒 たな農地制度の下、耕作放棄地

廃の程度に応じて行う３万円又は５万円 の再生・利用の取組に対する支

/10a の支援に加え、重機を用いた再生作業 援を実施するとともに、水田フ

及び新規就農者への研修等を支援メニュー ル活用や面的集積に向けた施策

に追加する。 等を必要に応じて活用し、平成
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２３年度を目途に農業上重要な

地域である農用地区域を中心に

概ね１０万 ha の再生・利用を目

指す。

４ 農業生産・流通に関する施策のあり方

（１）需要を基本とした対策の構築

農産物の生産は、需要を起点に売れる 需要即応型生産流通体制緊急整備事業 農業生産・流通に関して措置

ものを作っていくことが大原則である。 （1,168 億円） されている現行の補助金等が、

このような観点から、現行の農業生産・ 食料自給力向上に向けて地域・農業者が 需要に応じて売れるものを作る

流通に関する施策について、需要を起点 一体的に行う実需者との連携活動、品質向 取組に支出される仕組みとなっ

としたものになっているかどうか点検 上、流通効率化等の取組や、麦、大豆、新 ているか点検する。

し、必要な見直しを行っていく。 規需要米の需要拡大に向けた取組を支援す

（２）作物別の特性に応じた施策の構築 る。

穀物生産を行う土地利用型農業の問題 現在の水田農業の構造改革が

は、我が国農政の問題の縮図でもある。 遅れていること、生産調整の実

このため、土地利用型農業・穀物生産に 施者に不公平感があることを踏

関する施策については、国民的議論の中 まえ、自給力の向上のための米

で検討を進め、必要な見直しを行う。 政策・水田農業のあり方につい

て検討を進める。世界的な食料

需給のひっ迫の可能性も踏まえ、

大豆、麦、米粉用米・飼料用米

などの定着・拡大が進むような

思い切った生産振興策を検討し、

早期に実施に移す。

５ 農業所得の増大

（２）生産、価格、コストそれぞれの論点

【野菜・果樹】

定時・定量・定価格・定品質での供給や 国産原材料供給力強化対策事業（10 億円） 加工・業務用需要に対応し、
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一次加工といった食品製造業者等の多様な 国産原材料の安定供給に向けて、産地、 国産野菜等の供給を増大させる

ニーズに対応する。 食品製造業者及び両者をつなぐ中間事業者 ため、生産・流通・製造のサプ

中間事業者を核とした安定的な原材料供 の取組を支援する。 ライチェーン構築支援の強化を

給体制の構築する。 推進する。

【畜産物】

水田フル活用等による国産飼料の生産・ 飼料稲有効活用緊急対策事業（13 億円） 飼料用稲のフル活用や飼料生

利用を拡大する。 飼料用米の稲わら利用や稲ＷＣＳ等の水 産受託組織（コントラクター）

田粗飼料の生産について、低コスト生産を の経営高度化を支援する。

行いつつ、平成２０年度に比べ取組を拡大

した場合、取組面積に応じて支援する。

【麦類・豆類】

乾燥調製施設を効率的に利用する。 強い農業づくり交付金（一般枠）（126 億円） カントリーエレベータ等の産

老朽化が進み、施設利用率の低迷等が課 地基幹施設について、低廉な乾

題となっている穀類乾燥調製施設（カント 燥調製サービスの提供や品質管

リーエレベータ等）の補修等を支援する。 理機能を強化する。

【麦類】

新品種の導入によるパン・中華めん用途 需要即応型生産流通体制緊急整備事業【再 需要の強いパン・中華めん用

への供給拡大 掲】 に専用小麦品種の作付拡大を図

【豆類】 国産麦・大豆等の需要開拓に資するパン るとともに、大豆の実需者との

播種前契約により需要に応じた生産を推 ・中華めん用小麦品種の導入、大豆の契約 契約栽培による安定的な取引関

進 栽培等に取り組む農家等に対して取組費用 係を構築する。また、国産麦・

の一部を助成。また、国産麦・大豆等を利 大豆について、製粉企業や食品

用した商品開発等に取り組む食品製造業者 企業等と連携した多様な商品・

の活動の一部経費を助成する。 サービスの提供を推進する。

【品目共通事項】

農と食の連携や地産地消の推進等、多様 地産地消・産直緊急推進事業（87 億円） 地産地消の取組をさらに促進
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な流通チャネルを形成する。 強い農業づくり交付金（地産地消・産直緊 するため、直売所の整備、ネッ

【米】 急特別枠（10 億円） トワーク化のほか、加工施設の

米飯学校給食の推進をはじめとする消費 大都市等におけるインショップの展開、 導入による高付加価値化や企業

を拡大する。 学校給食での地場農畜産物の利用拡大メニ 等との連携強化等を推進する。

ューの開発・原料費等への助成、家庭用炊

飯器を使用した米飯学校給食推進の取組に

支援を行うとともに、直売施設、地域食材

供給施設、地場農産物を安定的に供給する

中間事業者等の処理加工施設等の整備を緊

急的に推進する。

（３）横断的事項への対応

所得を増大する上で、横断的に取り組む

べき事項について、改革・改善のあり方に

ついて検討を進める。

③ マーケットを拡大するための輸出拡大 海外日本食・日本食材等市場確保緊急対策 農林水産物等の輸出をめぐる

方策 （６億円） 現状を踏まえ、輸出促進施策の

日本産品の販路の維持・定着や拡大を図 適切な見直しを図りつつ、輸出

る取組や、新たな市場を創出する取組を支 環境の整備、意欲ある農林漁業

援する。 者等に対する支援等の施策を着

実に推進する。

６ 食料自給力問題

（３）総合的な肥料確保戦略

中国、インド等の人口増加と食生活の 施肥体系緊急転換対策事業（82 億円） 「海外原料の安定確保」、「国

向上に伴い、国際的な肥料需給がひっ迫 肥料コストの一層の低減を図るため、施 内資源の有効活用」を柱として

してきていることから、輸入の安定化、 肥低減効果の高い新技術の導入等による施 肥料確保の取組を推進する。

適切な施肥の指導等を含めた総合的な肥 肥体系の転換に向けた取組等を支援する。

料確保戦略について検討を行う。
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７ 農山漁村対策

（２）農山漁村活性化のための施策の検証

農村地域の活性化の第一歩はその地域 農村活性化人材育成派遣支援モデル事業（田 左記事業の効果を踏まえつつ、

の農業と担い手に意欲と活力を取り戻す 舎で働き隊！）（６億円） 都市と農山漁村の共生・対流等

ことである。このため、兼業機会が減少 農村地域における都市部人材の活用等に を推進することとし、農山漁村

する中で農業活性化のための施策の農村 取り組む仲介機関を支援する。 を活性化する。

部での機能のあり方、地産地消の推進に

よる農村の消費経済の活性化、都市と農 グリーン・ツーリズム促進等緊急対策事業

山漁村の共生・対流のあり方などについ （３億円）

て、施策の検証を行い、有効な活性化対 グリーン・ツーリズムの推進及び子ども

策のあり方について検討する。 農山漁村交流プロジェクトの受入に意欲を

持った受入地域の体制整備を支援する。

８ 連携軸の強化

（２）施策のあり方

農業と食品加工業などの関連産業との 食農連携促進施設整備事業等（18億円） 農商工連携を一層推進するた

農商工連携といった経済的な連携のほ 農業者と食品産業事業者が連携し、国産 め、多様な先進的な取組の創出、

か、教育面などの社会的な観点からの連 農産物を活用した新商品等の事業化を促進 本格的な事業化の推進に向けた

携など、それぞれに即した連携の強化策 するために必要な施設の整備等を支援する。 支援を行う。

を検討する。なお、連携を推進する施策

についても、既存の関係者間で実施され 農と医の連携促進モデル事業（２億円） 食品製造業と農林水産業との

るだけではなく、新しい連携が芽生える 農業者と医療福祉関係者が連携し、病院等 連携だけでなく、観光業やＩＴ

よう幅広い関係者の参加が得られること における地産地消等を推進するモデル的な取 産業等の多くの経済主体を巻き

を旨として実施することを検討する。 組を支援する。 込んだ地域ぐるみのモデル的な

プロジェクトを推進するために

必要な支援の検討を進める。

９ 新しい分野への挑戦

（２）重点プロジェクトの推進

② 緑と水の環境技術革命
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ア バイオマス新産業創造プロジェクト 地域資源利用型産業創出緊急対策事業（193 １ 新たな食料資源産業の総合的

農林水産物から新素材等を製造する 億円） 戦略の策定

技術や、環境負荷抑制や生物多様性の 農林水産関連施設等への太陽光パネルの 豊富な未利用バイオマスや太

確保を通じて、次世代へ豊かな環境を 設置、農林バイオマス 3 号機等先進的なバ 陽光、水力、風力等の自然エネ

継承するための技術などの開発・実用 イオマス利活用施設の整備を支援する。 ルギーなど、農業・農山漁村に

化を加速する。 賦存する各種資源を活用した食

バイオマス実証実験ベンチプラントの設置 料資源産業において、素材・エ

（5.5 億円） ネルギー・医薬品などの新産業

稲わらや木質バイオマスを原料とする「第 を創出するための総合的戦略と

２世代バイオ燃料」の技術開発を加速する なる基本方針を策定する。

ための実証実験ベンチプラントを設置する。 併せて、素材産業やエネルギ

ー産業、医薬品産業等農業以外

イ アグリ・ヘルス産業開拓プロジェクト スギ花粉症緩和米試験研究拠点の整備（16 の産業や、先端的な研究を行っ

近年実用化されつつある遺伝子組換 億円） ている研究機関、金融機関、関

え技術等を活用した農作物・カイコ等 スギ花粉症緩和米の実用化に向けた安全 係府省などを構成員とする協議

の生産技術や、ＬＥＤ等の人工光を用 性・有効性試験等を実施するため、栽培環 会を設置し、新産業創出に向け

いた植物工場における高度な生産管理 境制御が可能な植物工場を整備する。 た取組を強力に支援する。

技術を用いながら、医薬品、医療用新 ２ 新たな食料資源産業創出に向

素材等を生産する。併せて、植物工場 遺伝子組換えカイコ実用化技術開発拠点の けた支援体制の整備

の普及・拡大を図る。 整備（７億円） 農業・農山漁村を基盤とした

遺伝子組換えカイコによる医薬品・医療 新産業を今後５年から１０年で

用素材の有用物質生産の実用化を加速する 創出し、農業の活力を取り戻す

ための技術開発拠点を整備する。 ため、新たな支援体制の構築に

向け検討を進める。

植物工場普及・拡大総合対策事業（96 億円） ３ 民間企業の参入リスクの軽減

農業・農山漁村の有する未利

大学等に整備する植物工場関連技術の競 用資源を活用した新産業創出に

争展示・研修拠点の運営を推進するととも 取り組む民間企業の参入リスク

に、農業者団体や民間企業等に対し植物工 を軽減するため、関係府省とも

場の導入を支援する。 連携し、新たな資金の確保や、



- 8 -

今後５年から１０年で産業化が

図られるよう、必要経費の支援

ウ 未利用エネルギー活用プロジェクト 地域資源利用型産業創出緊急対策事業【再 について検討を進める。

農山漁村に豊富に存在し、現在、利 掲】 その際、農業・農山漁村の潜

用されていないバイオマス、太陽光、 農林水産関連施設等への太陽光パネルの 在力を活用して６兆円規模の新

水力、風力などの自然エネルギーを効 設置、農林バイオマス 3 号機等先進的なバ 産業を創出することに鑑み、必

果的に活用する社会システムの構築を イオマス利活用施設の整備を支援する。 要な資金規模について検討を進

推進する。 める。

小水力発電工事等技術強化対策事業（５億

円）

農業用水利施設を活用した小水力発電の

導入に向けた計画策定等や新技術を活用し

た低コストな水力発電の実証を支援する。

④ 食品産業グリーンプロジェクト

資源・エネルギーの投入・利用の最適 食品循環資源品質維持体制整備事業（4.5 億 ①業種別食品廃棄物の発生抑

化とエミッションの最小化を可能とする 円） 制方策の検討やフードバンク活

食品産業のグリーン化と企業体質の強化 食品関連事業者の事業所で発生する食品 動の促進等食品関連事業者によ

を実現する。 循環資源を、肥飼料の原料として活用する る食品ロス削減に向けた取組を

ために必要な生ゴミ処理機や専用保冷庫等 進めるための環境整備の検討及

の品質維持設備の導入を支援する。 び②食品リサイクル・ループの

構築に向けた食品関連事業者、

食品産業グリーンプロジェクト技術実証モ 再生利用事業者、農業者等関係

デル事業（8.5 億円） 者による取組の支援、地域の実

食品産業における食品廃棄物の有効活用 情に応じた資源循環モデルの検

等を可能とする技術の導入に向けた、当該 討等効率的な食品リサイクルを

技術の改良、実証を行うモデル的な取組等 進めるための方策の検討を進め

を支援する。 る。


