平成２１年度 農村振興局予算の重点事項（概算決定）
１

２

国際的な食料事情を踏まえた食料供給基盤の強化
①

①
① 食料自給率向上に向けた基盤・条件整備の推進
食料自給率向上に向けた基盤・条件整備の推進
食料自給率向上に向け、小麦・大豆の効率的な作付けを可能とするほ
ほ場の大
食料自給率向上に向け、小麦・大豆の効率的な作付けを可能とする
食料自給率向上に向け、小麦・大豆の効率的な作付けを可能とするほ場の大

ほ場の大区画化、排水改良を契機とした大
豆の大規模ブロックローテーション

区画化や排水条件改良等の整備、米粉・飼料用米等の利用促進を図るための施
区画化や排水条件改良等の整備、米粉・飼料用米等の利用促進を図るための施
設整備、さらには実需者との連携の中で国産農産物の供給を強化する産地の基
設整備、さらには実需者との連携の中で国産農産物の供給を強化する産地の基

～生命をはぐくむ「農山漁村」のために～

地域資源の活用によるいきいきとした地域づくりの推進

④
④ 都市との共生・対流を通じた農山漁村活性化対策の展開
都市との共生・対流を通じた農山漁村活性化対策の展開
人材育成への支援、農山漁村集落の再生への支援、都市と農山漁村の共生・対流による地域経済活性化の推進を図るとともに、
の推進を図るとともに、
人材育成への支援、農山漁村集落の再生への支援、都市と農山漁村の共生・対流による地域経済活性化
人材育成への支援、農山漁村集落の再生への支援、都市と農山漁村の共生・対流による地域経済活性化の推進を図るとともに、
農商工連携の取組を促進。
農商工連携の取組を促進。
【【農村活性化人材育成派遣支援モデル事業【非公共】～新規～
農村活性化人材育成派遣支援モデル事業【
】
農村活性化人材育成派遣支援モデル事業【非公共】
非公共】～新規～ ２億円】
２億円
２億円】
【【子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業【非公共】～新規～
子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業【
億円】
子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業【非公共】
非公共】～新規～ ６６億円】
億円】
【【広域連携共生・対流等対策交付金【非公共】～拡充～
広域連携共生・対流等対策交付金【
億円の内数
】
広域連携共生・対流等対策交付金【非公共】
非公共】～拡充～ ６６億円の内数】
億円の内数】
【【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～継続～
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【
】
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】
非公共】～継続～ ３４９億円】
３４９億円
３４９億円】

盤や施設の整備を推進。
盤や施設の整備を推進。
【【経営体育成基盤整備事業【公共】～拡充～
経営体育成基盤整備事業【
】
経営体育成基盤整備事業【公共】
公共】～拡充～ ６０８億円の内数】
６０８億円の内数
６０８億円の内数】
⇒
一般型のうち農業経営高度化支援タイプ ２０億円
⇒一般型のうち農業経営高度化支援タイプ
２０億円

ふ る さ と

【【農山漁村地域力発掘支援モデル事業【非公共】～継続～
農山漁村地域力発掘支援モデル事業【
億円】
農山漁村地域力発掘支援モデル事業【非公共】
非公共】～継続～ ９９億円】
億円】

【【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～拡充～
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【
９億円の内数】
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】
非公共】～拡充～ ３４９
３４
億円の内数】
３４９億円の内数】
⇒
⇒ 新規需要米生産製造連携関連施設整備事業
新規需要米生産製造連携関連施設整備事業 ４０億円
４０億円

人材の育成
整備前

【【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～拡充～
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【
９億円の内数】
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】
非公共】～拡充～ ３４９
３４
億円の内数】
３４９億円の内数】
⇒
億円
⇒ 産地振興追加補完整備
産地振興追加補完整備 ３３億円
【【戦略的産地振興支援事業【非公共】～拡充～
戦略的産地振興支援事業【
】
戦略的産地振興支援事業【非公共】
非公共】～拡充～ ３億円】
３億円
３億円】

集落再生

地域経済の活性化

整備後

祭り

人材

子ども農山漁村交流プロジェクト

②
新たな地域協働の形成
農地情報の
整備

②
② 担い手の育成と農地の有効利用、農業用水の安定的供給の確保
担い手の育成と農地の有効利用、農業用水の安定的供給の確保

景観

担い手を育成し、農地の有効利用を図るため、農地情報の共有化を推進する
担い手を育成し、農地の有効利用を図るため、農地情報の共有化を推進する
とともに、農業用用
用用排水施設の適切な整備・更新を図ることにより、農業用水
排水施設の適切な整備・更新を図ることにより、農業用水
とともに、農業
とともに、農業用用排水施設の適切な整備・更新を図ることにより、農業用水

伝統・文化

⑤
⑤ 農村協働力を活かした農地・水等の資源や環境の保全への取組の推進
農村協働力を活かした農地・水等の資源や環境の保全への取組の推進

の安定的供給を確保。
の安定的供給を確保。

農地・農業用水等の資源や環境の適切な保全と質的向上を図る
農地・農業用水等の資源や環境の適切な保全と質的向上を図る
ため、地域ぐるみの共同活動や先進的な営農活動を支援する「農
ため、地域ぐるみの共同活動や先進的な営農活動を支援する「農

農業用水の
安定的供給

【【水土里情報利活用促進事業【非公共】～拡充～
水土里情報利活用促進事業【
億円】
】
水土里情報利活用促進事業【非公共】
非公共】～拡充～ ８１億円
８１
８１億円】
【【水利区域内農地集積促進整備事業【公共】～新規～
水利区域内農地集積促進整備事業【
】
水利区域内農地集積促進整備事業【公共】
公共】～新規～ ３億円】
３億円
３億円】

都市住民のニーズなど
都市住民のニーズなど
も踏まえ、都心部での農
も踏まえ、都心部での農
業体験が可能な都市の空
業体験が可能な都市の空

地・水・環境保全向上対策」を推進。
地・水・環境保全向上対策」を推進。
【農地・水・環境保全向上対策【非公共】～継続～２７７億円】
【農地・水・環境保全向上対策【非公共】～継続～２７７億円】

【【地域農業水利施設ストックマネジメント事業【公共】～新規～
地域農業水利施設ストックマネジメント事業【
】
地域農業水利施設ストックマネジメント事業【公共】
公共】～新規～ ２０億円】
２０億円
２０億円】

③

【農地・水・環境保全向上対策の評価に関する検討調査
【農地・水・環境保全向上対策の評価に関する検討調査
【非公共】～拡充～０．２億円】
【非公共】～拡充～０．２億円】

耕作放棄地の解消

③
③ 耕作放棄地解消に向けた取組の推進
耕作放棄地解消に向けた取組の推進
整備前

閑地を利用した市民農園
閑地を利用した市民農園
開設への取組等を支援。
開設への取組等を支援。
地域ぐるみの共同活動

⑥
⑥ 中山間地域等条件不利地域への支援
中山間地域等条件不利地域への支援
中山間地域等の条件不利地域において、農業生産活動の継続による多面的機能が確保
中山間地域等の条件不利地域において、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着実に推進。
されるよう、中山間地域等直接支払制度を着実に推進。

【【耕作放棄地等再生利用緊急対策【非公共】～新規～
耕作放棄地等再生利用緊急対策【
】
耕作放棄地等再生利用緊急対策【非公共】
非公共】～新規～ ２３０億円】
２３０億円
２３０億円】
【【農地環境整備事業【公共】～拡充～
農地環境整備事業【
２億円】
農地環境整備事業【公共】
公共】～拡充～ １１２億円】
億円】

【中山間地域等直接支払交付金【非公共】～継続～
【中山間地域等直接支払交付金【非公共】～継続～ ２３４億円】
２３４億円】

政府全体で進める防災情報基盤の整備や、防災・減災の観点を核とする中での、環境
政府全体で進める防災情報基盤の整備や、防災・減災の観点を核とする中での、環境
保全や親水面での利活用にも資するため池の総合整備対策を推進。
保全や親水面での利活用にも資するため池の総合整備対策を推進。
【国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業【公共】～新規～
【国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業【公共】～新規～ １２億円】
１２億円】

整備後

【地域ため池総合整備事業【公共】～新規～
【地域ため池総合整備事業【公共】～新規～ ３億円】
３億円】

農山漁村からの低炭素社会の構築と地球環境問題への対応

⑩
⑩ バイオマス利活用の推進
バイオマス利活用の推進

⑨ 農山漁村地域における低炭素社会の実現
農村地域における低炭素社会の実現を図るため、温室効
果ガス排出量に係る評価手法の構築及び排出量削減に資す
る施設整備等を支援するとともに、基盤整備による農地へ
の炭素貯留手法を確立。

2008/12/19

【炭素貯留関連基盤整備実験事業【公共】～新規～ ４億円】
【地域用水環境整備事業【公共】～拡充～ ２２億円の内数】

暗きょ
農業用水を活用した小水力発電

地域の生物多様性の保全を推進するため、特に

るほか、農林漁業者等とバイオ燃料製造業者が共同で行う
るほか、農林漁業者等とバイオ燃料製造業者が共同で行う
バイオマスの取組等を強化。
バイオマスの取組等を強化。

水田等での生態系配慮対策を推進。

土壌改良

農村地域の資源・エネルギーの有効活用による低炭素社会の実現

⑪ 生物多様性の保全への貢献
保全を行う必要がある地域における環境の保全・

【地域バイオマス利活用交付金【非公共】
【地域バイオマス利活用交付金【非公共】
（未定稿） （登録）
（セット版） ～拡充～
～拡充～ ９５億円】
９５億円】

基盤整備による土壌炭素貯留

地産地消の
ための直売
所

食料供給と競合しない稲わら等のソフトセルロースを原
食料供給と競合しない稲わら等のソフトセルロースを原
料とした国産バイオ燃料の生産拡大に向けた取組を支援す
料とした国産バイオ燃料の生産拡大に向けた取組を支援す

有機質資材（炭素）の投入
客土

【低炭素むらづくりモデル支援事業【非公共】～新規～ ９億円】

都市部
の市民
農園

⑦
⑦ 安全で安心して暮らせる農村づくり
安全で安心して暮らせる農村づくり

⇒
⇒ 耕作放棄地面的集積促進支援の創設
耕作放棄地面的集積促進支援の創設

３

【広域連携共生・対流等対策
【広域連携共生・対流等対策
交付金【非公共】
交付金【非公共】 ～拡充～
～拡充～
６億円の内数】
６億円の内数】

食料供給力の強化を図るため、緊急的に耕作放棄地を解消する総合的・包括的
食料供給力の強化を図るため、緊急的に耕作放棄地を解消する総合的・包括的
な対策を推進。
な対策を推進。

【【耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業【公共】～拡充～
耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業【
１億円】
耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業【公共】
公共】～拡充～ １１１億円】
億円】
【【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～拡充～
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【
億円の内数】
】
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】
非公共】～拡充～ ３４９億円の内数
３４９
３４９億円の内数】

⑧
⑧ 都市農業の振興
都市農業の振興

【ソフトセルロース利活用技術確立事業【非公共】
【ソフトセルロース利活用技術確立事業【非公共】
～継続～
～継続～ ２５億円】
２５億円】

形成に向けた取組を支援するとともに、整備後の

【農村環境保全整備推進モデル事業【公共】
～新規～ ０．５億円】
【水田環境向上基盤整備支援事業【公共】
～新規～０．５億円】

排水路と田んぼを結ぶ魚道
でえさを探すコウノトリ

