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主 要 事 項

事 項 概算決定額 備考

百万円

１．環境保全型農業の推進

２４，４１６の内数強い農業づくり交付金のうち環境保全型農業の推進

施肥体系緊急転換対策（エコファーマーの組織化分） 新規１，１８１の内数

２，９８６農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金

４５２有機農業総合支援対策

２．土壌保全対策

３３７土づくり対策

２４１・たい肥施用の促進に向けた体制整備

新規・たい肥施用等による炭素貯留効果の高い営農体系の確立 ９６

１７７土壌汚染防止対策

新規・カドミウム吸収抑制対策技術普及推進事業 １７７

３．地球温暖化対策（防止策・適応策）

２１家畜排せつ物メタン発酵等利用システム構築事業

３３８土壌由来温室効果ガス発生抑制システム構築事業

土壌炭素の貯留に関するモデル事業 新規９６

地球温暖化戦略的対応体制確立事業 新規３７

地球温暖化に適応した安定的な

２１農業生産技術等の実証・普及

４．省エネルギー対策

拡充強い農業づくり交付金 拡充 原油高騰対策に係るメニュー追加 ２４，４１６の内数（ （ ））

省石油型施設園芸技術導入推進事業 拡充１，０１１

１００施設園芸脱石油イノベーション推進事業

地産地消型バイオディーゼル燃料
４９農業機械利用産地モデル確立事業

省エネ技術・機械等普及推進事業 新規１４１
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１．環境保全型農業の推進

強い農業づくり交付金のうち環境保全型農業の推進
【２４，４１６（２４，９１４）百万円の内数】

施肥体系緊急転換対策 【１，１８１（０）百万円の内数】
農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金

【２，９８６（２，９８６）百万円】
有機農業総合支援対策 【４５２（４５７）百万円】

対策のポイント
我が国農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換すること

を推進し、環境と調和のとれた持続的な農業生産体制を構築する。
このため、効率的施肥の指導者を育成するとともに、エコファーマー等

現場での技術の実践・改良に通じた農業者のネットワーク化を推進しま
す。

（環境保全型農業とは）

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等

を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の低減、さらには農業が有する環境

保全機能の向上に配慮した持続的な農業。

（エコファーマーとは）

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、たい肥等による土

づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む計画を立て、都道府

県知事の認定を受けた農業者の通称。

政策目標
○エコファーマーの認定促進
基準年（平成15年度）47,766件→目標年（平成21年度）200,000件

○水稲の10a 当たりのたい肥施用量の向上
基準年（平成18年度）84kg/10a →目標年（平成24年度）168kg/10a

＜内容＞

（１）強い農業づくり交付金
【２４，４１６（２４,９１４）百万円の内数】

環境と調和した持続的な農業生産を推進するために必要な共同利用機械・施

設、土壌・土層改良等の整備に関する支援を実施します。

補助率：定額（１／２等）

事業実施主体：農業者団体等

（２）施肥体系緊急転換対策 【１，１８１（０）百万円の内数】
施肥体系の転換を図るため、効率的施肥の指導者を育成するとともに、エコ

ファーマー等現場での技術の実践・改良に通じた農業者のネットワーク化を推進

します。

補助率 定額

事業実施主体：民間団体等
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（３）農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金
【２，９８６（２，９８６）百万円】

農地や農業用水等の資源の保全向上活動と一体的に、化学肥料や化学合成農

薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な

営農活動を支援することにより、地域における農地・水・環境の良好な保全と質

的向上の促進を図ります。

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会

（４）農業者が取り組む「農業環境規範」の普及・定着
補助事業等における「農業環境規範」の実践の要件化（クロス・コンプライ

アンス）について、対象を拡大する等、その普及・定着を推進します。

(農業環境規範とは)

農業者が環境保全に向けて取り組むべき事項として、「土づくりの励行」、「適切で

効果的・効率的な施肥」、「効果的・効率的で適正な防除」など７項目を定めており、

農業者が自らの生産活動における実行状況について自己点検を実施するためのもの。

担当：農業環境対策課 調査指導班 （０３－３５０２－５９５１（直））
担当：農業生産支援課

資源効率利用推進班（０３－６７４４－２１１１（直））
担当：農村振興局農地資源課

農地・水・環境保全対策室（０３－６７４４－２４４７（直））
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（５）有機農業総合支援対策 【４５２（４５７）百万円】

対策のポイント
全国段階で有機農業の参入促進・普及啓発に取り組むとともに、土づく

りの推進を図りながら、全国における有機農業の振興の核となるモデルタ
ウンを育成します。

（有機農業とは）
・化学肥料、農薬を使用しないこと等を基本とする環境と調和のとれた農業
・国内農産物の総生産量に占める、ＪＡＳ法に基づく有機農産物の格付数量の割合は、

０．１７％（平成１８年度）

政策目標
平成２３年度までに有機農業の推進を目的とする体制が整備
されている市町村の割合が５０％以上

＜内容＞

１．有機農業推進団体支援事業 【７１（７５）百万円】
有機農業への参入が図られるよう、参入希望者への指導を行いうる有機農業

者を把握し、インターネットを活用した研修先の紹介などの情報提供等を行いま
す。

また、有機農業に対する実需者等の理解と関心を増進するための有機農業セ
ミナー（勉強会）やメディアを利用した周知活動を実施します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

２．有機農業等指導推進事業 【５２（５２）百万円】
有機農業に関する技術を確立するため、有望な技術の実証試験を行い、成果

を提供します。また、有機農業等の推進に貢献した方の顕彰等を実施します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．地域有機農業推進事業 【１７８（１７８）百万円】
有機農業への参入希望者に対する技術指導、販路開拓のためのマーケティング、

消費者との交流、技術実証ほの設置等、全国における有機農業の振興の核となる
モデルタウンの育成に対して支援します。

補助率：定額
事業実施主体：協議会

４．地域有機農業施設整備事業 【７１（８８）百万円】
有機農業に必要な栽培技術の習得、種苗の供給、土壌診断等を行うための拠点

（有機農業技術支援センター）の整備を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

５．土づくり対策推進事業 【４（４）百万円】
土づくり研修会の開催等を通じた指導体制の強化を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

６．土づくり対策施設整備事業 【６３（４５）百万円】
省力、低コストで高品質たい肥生産を可能とする、「品質管理型堆肥自

動混合・かくはん装置」等の整備します。
補助率：１／２

事業実施主体：民間団体

［担当：農業環境対策課 有機農業推進班（０３－６７４４－２１１４（直））］
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２．土壌保全対策
土壌保全対策 【５１４（３９７）百万円】

対策のポイント
たい肥は、作物の生産機能のみならず、炭素貯留、物質循環、水・大気

の浄化など、土壌が有する環境保全機能の発揮に重要な役割を果たしてい

ることから、これらの機能を高めるようなたい肥の施用を促進します。さ

らに、安全・安心な農産物の供給のため、土壌中のカドミウム濃度低減を

目的とした植物浄化技術の普及を図ります。

（農地土壌の炭素貯留効果）

農地土壌はもともと大量の炭素を貯留しており、この量は有機物の施用や耕起の方法

といった営農活動によりその量を増やすことが可能

（植物浄化技術とは）

カドミウム吸収量が大きい植物を用いて土壌中のカドミウムを吸収させ、土壌を浄化

する技術

政策目標
○水田における稲わらすき込みからたい肥施用への転換促進
○米のカドミウム対策技術の普及

（１）土づくり対策 【３３７（３９７）百万円】

１．たい肥施用の促進に向けた体制整備 【２４１（３９７）百万円】

① 土づくり研修会の開催等を通じた指導体制の強化や、高品質たい肥生産を可

能とする「品質管理型堆肥自動混合・かくはん装置」及び「自然エネルギー活

用型高品質たい肥化装置」の整備を支援します。

土づくり対策推進事業（再掲）（①） ４(４)百万円
土づくり対策施設整備事業（再掲）（②） ６３(４５)百万円

補助率 定額（①）、１/２（②）
事業実施主体：民間団体

② 稲わらからたい肥への転換を目的として行う稲わら・たい肥の需給計画の策

定、実証ほの設置、土壌分析や、稲わらの収集・運搬やたい肥の散布体制を確

立するためのマニュアスプレッダー、たい肥運搬車両などの機械及びたい肥貯

留施設などの施設の整備を支援するとともに、たい肥づくりに必要な稲わらの

収集に係る経費の助成を行います。

水田土壌由来温室効果ガス発生抑制推進事業（後掲）（①） ６５(７９)百万円
水田土壌由来温室効果ガス発生抑制施設整備事業（後掲）（②） １０８（２６９)百万円

補助率 定額（①）、１／２（②）
事業実施主体：民間団体
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２．たい肥施用等による炭素貯留効果の高い営農体系の確立

【９６（０）百万円】

土壌炭素の貯留に効果の高いたい肥施用をはじめとする営農活動への転換に取

り組むモデル地区を設置し、活動に伴い生じる農家所得の増減などの調査を通じ、

炭素貯留効果の高い営農体系を確立するとともに、マニュアルの整備等を実施し

ます。

土壌炭素の貯留に関するモデル事業等（後掲）９６（０）百万円
補助率 定額

事業実施主体：地域協議会、民間団体

（２）土壌汚染防止対策 【１７７（０）百万円】
食品衛生法に基づく米に含まれるカドミウム濃度の基準値の見直しに対応し、

土壌中のカドミウム濃度低減対策の推進を図る必要があります。

このため、カドミウム吸収量が大きい植物を用いて土壌中のカドミウムを吸

収させる技術である植物浄化技術を普及させることを目的として、カドミウム濃

度低減対策に関する計画策定や、その実証及び効果の検証を支援します。

カドミウム吸収抑制対策技術普及推進事業 １７７(０)百万円
補助率 定額、１／２

事業実施主体：都道府県協議会

［担当：農業環境対策課 土壌環境保全班（０３－３５０２－５９５６（直））］
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３．地球温暖化対策（防止策・適応策）
（１）家畜排せつ物メタン発酵等利用システム構築事業

【２１(４３）百万円】
対策のポイント

家畜排せつ物の処理過程で発生するメタンガスや消化液等を地域内の園

芸生産に有効活用することにより、農畜産分野における温室効果ガス排出

量を削減するモデル体系の確立を進めます。

（消化液とは）

消化液とは、家畜排せつ物のメタン発酵後に残渣として残る液体のことです。消化液

は窒素、リン、腐植質等を含有しており肥料としての活用が期待されています。

（コージェネレーションシステムとは）

ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等の発電装置を用いて、発生する電気と熱を

有効に利用する省エネルギーシステムです。

政策目標

モデル実証地区において２０１０年までに家畜排せつ物由来のメ
タンガス等を農業生産に有効活用するシステムを確立

＜内容＞

１. 家畜排せつ物メタン発酵等による産生物の農業生産活用モデルの整備

モデル実証地区における家畜排せつ物由来のメタンガスや消化液等の農業生産

への有効活用システムの確立に向けた以下の取組を支援します。

① メタンガス利用のコージェネレーションシステムを装備した省エネルギー温

室の整備

② 消化液を肥料として有効活用するための土壌診断分析器や消化液散布機の導

入

③ モデル実証地区における家畜排せつ物発酵等利用システムの利用可能性や温

室効果ガス排出量削減効果についての検証

家畜排せつ物メタン発酵等利用システム構築事業 ２１(４３)百万円

補助率：１／２

事業実施主体：民間企業等

［担当：農業環境対策課 資源循環推進班（０３－３５９３－６４９５（直））］
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（２）土壌由来温室効果ガス発生抑制システム構築事業
【 ３３８(５２１）百万円】

対策のポイント
水田における稲わらすき込みからたい肥施用への転換促進を図るととも

に、京都議定書の次期対策に向けた全国規模の農地土壌炭素等の実態調査
を実施します。

（土壌由来温室効果ガスとは）

・土壌由来温室効果ガスは、二酸化炭素のほか、水田から発生するメタン（無色無臭）

ガスと水田、畑から発生する一酸化二窒素があります。

・メタンガスは水を張った水田で、細菌が土壌中の有機物を分解する際に発生し、温室

効果は二酸化炭素の２１倍の効果があります。

・稲わらのすき込みに比べ、たい肥を施用した場合、メタンの発生が２５％削減される

ことがわかっています。

水田及び畑地土壌からの温室効果ガス発生のメカニズム

政策目標
稲作（水田）や施肥に伴い、農地から発生する温室効果ガス（メタン）
排出量について、２００５年を基準にして、２０１０年度までに年間排
出量を約１６万５千ＣＯ２トンを削減。

＜内容＞
１．水田土壌由来温室効果ガス発生抑制施設整備事業

【１０８(２６９)百万円】
稲わらを原料としたたい肥づくりとたい肥散布の省力化

畜産地帯周辺における耕畜連携によるたい肥等の収集・運搬・散布体制及び
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たい肥貯留施設の整備や、水稲単作地帯における有機物供給施設及びたい肥等

の収集・運搬・散布体制の整備を支援します。

補助率：１／２

事業実施主体：民間団体等

２．水田土壌由来温室効果ガス発生抑制推進事業【６５(７９)百万円】
稲わらすき込みからたい肥施用への転換促進の普及

稲わら・たい肥需給計画の作成、稲わら収集・たい肥広域散布実証試験、土

壌分析調査等を支援します。

また、飼料用高品質稲わらと家畜排せつ物たい肥の交換を促進するため、飼

料用高品質稲わらの収集、調整に必要な経費について助成します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業
【１６４(１７２)百万円】

新たなメタン発生抑制技術の確立・実証と全国規模の農地土壌炭素等の調査
中干し開始時期の前倒しや期間の延長により排出抑制効果が期待できる新た

に開発されたメタン抑制技術の確立・実証及びその新技術を含めた営農面の温室

効果ガス抑制策の普及・啓発を実施します。

また、水田における稲わらすき込みからたい肥施用への転換や、新たなメタ

ン排出抑制技術の普及状況を把握し、その成果を気候変動に関する国際連合枠組

み条約事務局へ通報するためのモニタリング調査に加え、IPCCｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく

温室効果ｶﾞｽ算定の基礎となる土壌データを収集する全国規模の農地土壌の炭素

等を調査するとともに、諸外国における土壌炭素蓄積量計測の整備状況を調査・

分析します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［担当：農業環境対策課 土壌環境保全班（０３－３５０２－５９５６（直））］
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（３）土壌炭素の貯留に関するモデル事業【９６(０）百万円】

対策のポイント
炭素貯留効果の高い営農活動への転換に取り組むモデル地区を設定し、収

益性や環境保全効果についての調査等を実施することにより、炭素貯留効果
の高い営農体系を確立し、その推進を図ります。

（農地土壌の炭素貯留効果）

農地土壌は大量の炭素を貯留しており、この量は有機物の施用や耕起の方法といっ

た営農活動により増減することが明らかとなっています。このため、地球温暖化防止

の観点から、土壌への炭素貯留を促進させる適切な土壌管理の重要性が高まっていま

す。

政策目標
炭素貯留効果の高い営農活動の普及拡大

＜内容＞

１．炭素貯留効果の高い営農活動に伴う収益性や環境保全効果に関する調査
土壌炭素の貯留に効果の高い営農活動への転換に取り組むモデル地区を設置し、

活動に伴い生じる農家所得の増減、二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出を加味し

た温暖化防止効果についての調査を実施します。

２．炭素貯留効果の高い営農体系の確立
調査の結果を踏まえ、炭素貯留効果の高い営農体系を確立するとともに、マニュ

アルの整備等を実施します。

３．地球温暖化防止効果に着目した農産物表示ルールの構築
地球温暖化防止に資する取組により生産された農産物について、地球温暖化防止

効果に着目した農産物表示ルールの検討を行います。

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会、民間団体

［担当：農業環境対策課 土壌環境保全班（０３－３５０２－５９５６（直））］
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（４）地球温暖化戦略的対応体制確立事業 【３７(０）百万円】

対策のポイント
地球温暖化への戦略的な対応を進めるため、温暖化適応策の推進体制を

整備するとともに、産地診断、技術指導によりモデル産地の取組を支援し

ます。

（地球温暖化による影響が発生している産地の診断、技術指導）

地球温暖化による高温障害等への対応については、独法等試験研究機関による研究開

発等の成果や知見を基にした産地診断や技術サポートの取組が必要となっています。

政策目標

高温障害等地球温暖化の影響を回避するための全国的な推進
体制の確立

＜内容＞

１．専門家によるサポートチームの結成
栽培や気象等の専門家から構成される検討委員会は、都道府県から寄せられた

情報を分析し、深刻な影響が発生していると認められる産地（ブロック又は県）

について、独法等試験研究機関、地方農政局等で構成されるサポートチームを結

成します。

２．産地診断等による助言・指導
サポートチームは、当該ブロック又は県の普及指導センター、試験研究機関等

で構成される協議会に対して、地球温暖化に対応する戦略策定、生育や気象のデ

ータに基づく産地診断、技術指導に必要な調査研究等により、助言・指導を行い

ます。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［担当：農業環境対策課 技術班（０３－３５０２－５９５６（直））］
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（５）地球温暖化に適応した安定的な農業生産技術等の実証･普及

【２１(４３）百万円】

対策のポイント
地球温暖化の影響による農作物の高温障害等について、これを回避する

ための農業生産技術等の実証･普及を進めます。

（農作物の高温障害等）

地球温暖化の農作物に対する影響については、全国的に米の品質低下や野菜・果実の

着色不良、病害虫の発生等が報告されています。

農林水産省では、平成２０年４月に農業生産現場における参考資料として｢平成１９

年夏季高温障害対策レポート」を作成･公表しています。

政策目標

モデル実証地区において高温障害等の回避による生産性向上

＜内容＞

１.地球温暖化適応技術の導入・普及

地球温暖化に適応しうる技術・取組を導入し、その効果を実証しようとする産

地に対し、必要な資材、機械等の導入及び条件整備を支援します。

補助率：１／２

事業実施主体：民間団体等

［担当：農業環境対策課 技術班（０３－３５０２－５９５６（直））］
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４．省エネルギー対策
（１）強い農業づくり交付金

（拡充（原油高騰対策に係るメニュー追加））
【２４，４１６（２４,９１４）百万円の内数】

対策のポイント
原油価格高騰に耐えうる産地体制を確立するため、省エネルギー型の機

械・設備の導入に対して支援します。

（原油価格高騰について）

昨年の冬以降、大幅に高騰した園芸用や農業機械用の燃油価格は、本年の８月をピー

クに低下傾向にありますが、今後の価格動向は依然として不透明な状況にあります。

政策目標
省エネ設備・機械の導入促進による省エネルギー型の農業生
産体系への転換

＜内容＞

次の省エネルギー型の機械・設備について、強い農業づくり交付金の支援メニュー

に追加し、「省エネルギー化推進計画」を策定する農業者グループによる省エネルギ

ー化の取組を支援します。

１. 施設園芸における燃油使用量の低減に資する設備の導入

野菜、花き又は果樹の施設園芸農家が共同で行う

① 温室内の保温性を高めるための外張りの多重化及び内張の多層化

② 温度管理をきめ細かく行うための多段式サーモ装置の整備

③ 温室内の温度ムラを抑えるための循環扇の整備

等を支援します。

補助率：定額（１/２以内）

事業実施主体：農業団体、民間団体

２．燃料消費量の低減に資する農業機械・設備の導入

燃料消費量の低減に資する省エネルギー型の農業機械等の整備を図るため、

市販されている水田直播機、遠赤外線乾燥機等の省エネルギー型農業機械等の導

入に向けた取組を支援します。

補助率：定額（１/２以内、１／３以内）

事業実施主体：農業団体、民間団体

［担当：農業環境対策課 資源循環班（０３－３５９３－６４９５（直））］
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（２）農業生産地球温暖化総合対策事業

温室効果ガス排出削減農業生産システムの確立・推進
省石油型施設園芸技術導入推進事業

【１，０１１(３７５）百万円】
対策のポイント

施設園芸分野における温室効果ガス排出量を削減するため、省エネルギ

ー効果・温室効果ガス排出量削減効果の高い温室用加温設備等のモデル導

入を促進します。

（施設園芸分野における温室効果ガスの排出量）

農林水産分野における二酸化炭素排出量のうち施設園芸分野からの排出量は約４５％

を占めると見込まれています。

政策目標
施設園芸部門において2010年までに温室効果ガスを約１７万CO2ｔ
削減

１. 先進的省エネルギー加温設備等のモデル導入を支援
高い温室効果ガス削減効果を持つ以下の先進的省エネルギー加温設備及び高

断熱被覆設備を組み合わせたモデル導入を支援します。

①先進的省エネルギー加温設備

・木質バイオマス利用加温設備

・ハイブリッド加温設備

②高断熱被覆設備

・高断熱エアーハウス

・多層被覆設備

省石油型施設園芸技術導入推進事業のうち

省エネルギー施設園芸設備導入モデル事業 １，００２(３６５)百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体、農業者団体

２．省エネ資材･設備の省エネ格付の取組を支援
農業者が省エネ効果の高い施設園芸用資材・設備を選択できるよう客観的な

評価に基づき、省エネ効果に応じた格付認定を行う取組を支援します。

省石油型施設園芸技術導入推進事業のうち

省エネ資材･設備格付認定事業 １０(１０)百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当：農業環境対策課 資源循環推進班（０３－３５９３－６４９５（直））］
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（３）未来志向型技術革新対策事業
施設園芸脱石油イノベーション推進事業

【１００（１５６）百万円】

対策のポイント
冬の加温のために重油を使用している施設園芸では、価格の高騰が続く

石油資源への依存度が高いことが課題となっています。石油に頼らない施
設園芸を実現するため、トリジェネレーションシステムや小型水力発電を
利用した温室、集出荷施設等を導入します。

（施設園芸における石油消費量低減技術）

・トリジェネレーションシステムとは、ガスなどの燃焼により発生する電気・熱・

二酸化炭素を同時に利用する仕組みです。発電の際に生じる熱を温室等の加温に、

二酸化炭素を作物の生長促進（なすで５割の増収例あり）等に用いることにより、

エネルギーの利用効率を大幅に高めます。

・小型水力発電は、農業用水等を利用した小規模な発電です。地域の未利用資源を

活用した自然にやさしい発電です。

・トリジェネレーションシステム、小型水力発電による余剰電力を利用し、電気自

動車により、収穫された野菜等を輸送することもできます。

政策目標
石油消費量を半減する脱石油施設園芸生産・流通モデルを
平成２１年度に確立

＜内容＞
１．石油消費量を低減する革新技術の導入

モデルとなる地区において、

① エネルギーの利用効率を大幅に高めるトリジェネレーションシステム、農業

用水を利用した小型水力発電等に対応した省エネルギーモデル温室

② トリジェネレーションシステム等に対応した集出荷施設（ヒートポンプによ

る予冷、二酸化炭素の利用によるＣＡ貯蔵等）、余剰電力を利用した電気自動

車による収穫物等の輸送体制

等の革新技術を導入し、施設園芸の生産・流通における石油消費量の低減を推進

します。

２．導入指針の作成
上記の革新技術について、導入指針の作成等、今後の普及に向けた取組を推進

します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：農業者団体、民間団体

［担当：農業環境対策課 技術班（０３－３５０２－５９５６（直））］
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（４）温室効果ガス排出削減農業生産システムの確立・推進

地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業
【４９(５７）百万円】

対策のポイント
地域で生産されたバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）を農業機械に安定的

・継続的に利用することを目指した地産地消型のＢＤＦ利用モデルを確立
します。

（バイオディーゼル燃料とは）

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）とは、植物油やその廃食油などを原料として製造さ

れたディーゼルエンジン用燃料で、軽油など化石燃料の代替燃料としての利用拡大が期

待されています。

政策目標
実証地区において農業機械利用に伴う温室効果ガス排出量を
３割程度削減

＜内 容＞
「農業生産サイド」によるなたねの低コスト生産と地域へのなたね油の供給を

通じて「廃食油供給サイド」や「ＢＤＦ製造サイド」との連携を強化し、地域で

生産されたＢＤＦを農業機械に安定的・継続的に利用することを目指した地産地

消型のＢＤＦ利用モデルを確立します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

［担当：農業環境対策課 技術班（０３－３５０２－５９５６（直））］

なたね油
の供給

ＢＤＦの
供給

農業生産サイド

廃食油提供サイドＢＤＦ製造サイド

廃食油
の供給

〔農業生産サイド〕
・低コスト生産技術を導入し、なたね及びな

たね油を生産・製造
・地域の給食センターなどになたね油を販売

〔廃食油提供サイド〕
・ＢＤＦ製造施設に良質な廃食油を提供

〔ＢＤＦ製造サイド〕
・トラクター等農業機械に適した品質のＢＤ

Ｆを地域へ安定的に供給

〔農業生産サイド〕
・農業機械におけるＢＤＦの長期安定利用技

術や、農業機械の省エネ運転技術を導入し

てなたね等を生産し、二酸化炭素排出抑制
に配慮した産地を確立
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（５）農業生産地球温暖化総合対策事業

省エネ技術・機械等普及推進事業
【１４１(０）百万円】

対策のポイント
施設園芸分野における省エネルギー効果の高い新技術の開発・実証及び

農業機械の省エネ性能に関する情報提供体制の確立を支援します。

（施設園芸分野における省エネルギー効果の高い新技術とは）

近年の燃油価格高騰に対応するため、現在、生産現場において普及段階に至っていない

省エネ機器、設備、資材、代替燃料及び栽培管理技術等で

① ３０％以上の省エネ効果がある

② 導入コストに対する１．２以上のメリット効果がある（５年以内に投入コストの回

収が可能）

③ ２年以内に生産現場への普及可能性がある

ものをいう。

政策目標
施設園芸における３０％以上の省エネ効果を示す新技術の確
立及び従来の農業機械よりも１０％以上の省エネ性能を示す
農業機械の普及拡大

＜内容＞
１. 施設園芸における省エネ新技術の開発・実証を支援

施設園芸における新たな省エネ新技術の開発を促進するため、公的試験研究

機関と民間メーカーの共同開発及び生産現場での実証を行う取組を支援します。

２．省エネ型農業機械の普及を支援
省エネルギー型の農業機械の普及を図るため、市販されているトラクター、

乾燥機等の主要な農業機械について、型式ごとの省エネ性能の確認方法と農業者

等への提示方法の確立等に向けた取組を支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

［担当：農業環境対策課 資源循環推進班（０３－３５９３－６４９５（直））］
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