
有機農業の推進に活用できる県単独予算事業の概要等（３０年度）

都道府県名 事業概要 事業主体 補助率
予算額
(千円)

情報交換会の開催、普及指導員による技術支援 道 － 1,230

協議会の開催、市町村と連携したＰＲ、経営指標の構築、普
及指導員による技術支援

道 － 706

マニュアル作成、講習会の開催、生産者と実需者のマッチン
グ

道 － 704

エコ農業（有機農業含む）技術の普及拡大等 県 － 3,104

エコ農業学校、出張講座の開催、生産者と実需者のマッチ
ング活動、エコ農産物販売協力店の拡大・ＰＲ

県 － 2,277

宮城県
・有機農産物等のＰＲ活動（販売会・イベント）に係る経費
・有機農業者等の情報交換会の開催

県  4,020

環境保全型農業の推進（消費者ニーズへの対応と持続性の
高い農業の推進のため、エコファーマーの認定等）

県 - 308

・有機農業オープンフィールドの設置（県内8ヵ所）
・有機農業オープンフィールド技術交流会等の開催
・有機農業技術研究会の開催
・熟練有機農業者（やまがた有機農業の匠）の認定

県 － 1,012

有機農業推進体制整備促進事業費補助
金

市町村がやまがた有機農業の匠と連携して行う、地域の実
情に応じた多様な有機農業推進の取組を支援。

市町村 1/2 500

有機農業等ネットワーク構築支援
有機農業者のネットワーク構築や消費者交流活動に対する
助成

有機農業者等の団体 1/2 300

有機農業の啓発促進と推進体制の強化
・有機農業ブランド化推進部会の開催
・マッチングフェアへの出展
・有機農業推進フォーラムの開催

県 － 1,625

有機農業新技術開発
野菜の有機栽培技術開発、水稲有機栽培の体系的な除草
技術・施肥管理技術の構築

県 － 1,588

茨城県
有機農業公開ほ場，有機農産物等の環境保全型農業のPR
活動，有機農業を推進するための調査研究の委託等

県 - 5,285

会議及び研修会等の参加 県 － 140

有機農業栽培技術の開発（農業試験場） 県 － 258

オーガニックフェスタ（販売・交流会）の開催 県 － 200

群馬県
・有機農業推進協議会の運営
・有機農業者交流セミナーの開催
・消費者への有機農業等環境保全型農業のＰＲ活動

県 － 384

埼玉エコ農業エコ推進事業

エコ農業の推進

エコ農業の技術サポート
有機農業などのエコ農業の技術開発、技術導入推進や講習
会等の開催等

県 - 587

環境負荷低減モデル産地の育成
総合的病害虫・雑草管理(IPM)技術を導入したモデル産地の
育成

農協、生産者集団等 1/2 250

エコ農業推進活動
エコ農業推進のための取組、消費者・実需者に対するPR活
動

県 - 613

エコ農業への直接支援

エコ農業直接支払
地球温暖化防止等に効果の高い生産技術や有機農業等に
取り組む生産者に対する支援金の交付

市町村 3/4 18,000

エコ農業直接支払推進事務 エコ農業直接支払に必要な事務費 県、市町村 定額 700

有機農業の拡大

有機農業者の増加 有機農業者推進のための研修会、情報交換会の開催等 県 - 511

有機農産物の販路開拓支援販路拡大 認証取得支援、流通業者とのマッチング等 県 - 817

有機農業に関する調査研究 有機農業に関する試験研究の実施（2課題） 県 - 819

有機農業交流会の開催
有機農業に関する情報共有と相互交流を図るために有機農
業者・関係機関を対象とした研修会を開催

県 - 130

有機農業啓発対策 普及啓発資料の作成 県 - 300

有機農業者の栽培技術向上を目的に、県内の先進的有機
農業者等を講師に栽培技術研修会を開催

県 - 530

「環境にやさしい農業」の技術導入に必要な機械・施設、資
材等に対する助成

「ちばエコ農業」生産者
エコファーマー又は有機農業者（有機JAS認定）等
で構成される団体

機械・施設
1/2

資材 1/3
4,000

エコ農業茨城拡大推進事業

栃木県

有機農業推進事業費

有機農業取組推進事業

有機農業生産技術開発事業

有機農業理解促進事業

有機農業推進事業

埼玉県

千葉県

「環境にやさしい農業」推進事業（うち有機農業の支援）

先進事例の紹介、特別講座、
見学会の開催

「環境にやさしい農業」推進事業補助金

事業名

北海道

有機農業拡大ステップアップ事業

生産者支援活動の推進

新規参入サポート

有機転換促進強化等サポート

環境にやさしい農業推進事業

山形県
有機農産物のブランド化

有機農業推進事業

有機農業の技術普及拡大支援

青森県

あおもりエコ農産物生産拡大事業

健康な土づくりレベルアップ事業

エコ農産物生産・販売連携強化推進事業

環境にやさしい農業定着促進事業

秋田県

環境保全型農業推進事業
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都道府県名 事業概要 事業主体 補助率
予算額
(千円)

事業名

東京都エコ農産物の生産支援
環境保全型農業の展示圃設置、講習会、視察研修会、消費
者交流会等を開催

都 - 2,271

東京都エコ農産物認証制度

・環境保全型農業を実践する農業者が栽培した農産物の認
証
・審査会の設置、申請ほ場の調査、栽培状況確認、残留農
薬調査を実施
・安全、安心な農産物のPRによる販路拡大

都 - 13,074

有機農業を推進するため、見学会や有識者の講演会を開催
する。

県 - 380

やまなし有機の郷づくり推進事業

331

有機農業推進協議会開催
有機農業の推進に関する施策の方向等について検討する
協議会を開催する

県 - 82

有機農業技術普及実証事業
有機農業技術の普及を図るため、地域のほ場において実証
試験を行う

県 - 249

やまなし有機の郷ステップアップ事業

県内有機農業者の技術向上を図るため、全国の先進的な研
究者等を招き講演会等を行う。

県 - 428

有機農業推進アドバイザーの設置
有機農業推進アドバイザーによる技術支援・相談活動の実
施

－ 62

有機農業技術等研修会の実施
基礎技術習得講座の開催、有機農業スキルアップ講座の開
催

－ 233

消費者・実需者に対するＰＲと販路の開拓 有機農産物ＰＲ事業 － 73

有機農業推進会議の開催 － 60

環境保全型農業の取組の推進を行う 県 - 2,560

実証ほの設置、有機農業資料作成 県 －
1,175の

内数

富山県 有機JAS認定の取得に係る経費を支援 有機農業者 1/2 100

パンフレットによる消費者への周知 県 定額 25

技術講習会の開催等
石川県有機・減農薬農業
振興協議会

1/2以内 500

清流を守る環境保全型農業の推進
・環境保全型ぎふクリーン農業表示制度の推進
・有機農業の推進

県 - 1,716

清流を守る環境保全型農業の支援
・農産物安全性確認支援
・環境保全型農業新技術導入支援

市町村、農協、農業者の組織する団体
1/2または1/3

以内
5,900

愛知県
環境保全型農業（有機農業含む）の推進
エコファーマーの認定　等

県 0 170

滋賀県
オーガニック農業を推進するため、①生産者への栽培技術
の普及啓発、②新規の販路開拓、③米袋のパッケージデザ
イン等の作成を行う

①、③は県
②は近江米振興協会

②は定額 7,500

大阪府
有機農産物を含む、化学合成農薬・化学肥料（チッソ）を全く
使用しないで栽培した「不使用」認証をはじめとした大阪エコ
農産物の認証を推進する。

府 - 1,208

奈良県 有機農業推進事業
有機農業者及び有機農業指向者を対象とした研修会を開催
し、有機農業の拡大を図る。

県 - 235

新潟県
ＧＡＰ実践からはじめる農業発展支援事業

持続可能な農業県推進事業

環境保全型農業推進事業費

「オーガニック・環境こだわり農業」推進事業

大阪エコ農業総合推進対策事業費

岐阜県

ぎふクリーン農業総合推進事業

清流を守る環境保全型農業総合推進事業

清流を守る環境保全型農業総合支援事業

有機農業推進事業

石川県

環境にやさしい農業推進事業

農業環境規範の遵守

有機・減農薬農業の普及活動

東京都

東京都エコ農産物認証制度

神奈川県

環境保全型農業総合対策事業費

有機農業推進

山梨県

有機農業推進事業

有機農業アカデミー開催事業費

静岡県
安全・安心な農業推進事業費

環境保全型農業の推進

長野県

環境にやさしい農業総合対策事業

有機農業の推進

県

都道府県ー別紙２ 
〔アンケート問４〕

2

eri_takatori120
長方形



都道府県名 事業概要 事業主体 補助率
予算額
(千円)

事業名

有機農産物等認証業務
・産業技術センターへの業務委託（単価契約）
・認定業務者養成研修参加費

県 － 655

有機・特栽推進塾の開催
・有機・特栽に取り組む生産者を対象に生産技術、流通販売
に関する講座を開催（座学、視察調査：年３回）

県 －

地域研究会の開催
・各地方事務所を単位とした環境保全型農業（有機、特栽、
エコファーマー、GAP等）に関する視察研修、意見交換会の
実施（東・中・西各2～3回）

県 －

有機・特栽生産技術支援事業

【ハード】
・有機・特栽に取り組む生産者への機器導入補助
【ソフト】
・生産技術向上に係る研修会参加等事経費補助

有機・特栽認証事業者

【ハード】
1/3以内
【ソフト】
1/2以内

1,200

消費者交流・マッチング支援事業
・消費者交流や消費者ニーズの把握のため生産者が自ら市
場調査を行う経費、外食産業等との円滑な取引をするため
に不可欠なサンプル送付に対する補助

有機・特栽認証事業者 1/2以内 600

有機・特栽推進協議会の開催

・有機・特栽推進分科会の開催（有機・特栽推進に向けた事
業施策への助言・評価、年２回程度）
・有機農産物等認定業務公平性分科会の開催（年１回）
・有機農産物等判定分科会の開催（年４回）
・特別栽培農産物認証審査分科会の開催（年４回）

県 － 457

チャレンジ事業

【ソフト事業】
(1)有機栽培技術実証
(2)有機栽培技術研修
(3)有機農産物の新規販路開拓や取引拡大のための調査や
活動
(4)有機農産物の消費拡大、理解促進を図るための活動
(5)新規就農者の受け入れ、育成を図るための活動
(6)その他知事が認める内容

(1)市町村
(2)農業者及び新規就農者)
(3)農事組合法人
(4)(3)以外の農地所有適格法人
(5)(3)(4)以外の農業を営む法人
(6)特定農業団体
(7)農業者で組織する団体
(8)公社・農業協同組合
(9)その他知事が認める団体（有機農業の普及啓発
等に取り組む団体、NPO法人等）
※実践拡大事業における(2)は、認定農業者及びそ
れに準じる者とする

1/2以内

実践拡大支援事業

【ソフト事業】
(1)先進地調査
(2)新規販路の開拓、取引拡大
(3)有機農業技術導入
(4)有機ＪＡＳ認証取得（初回のみ）
(5)その他知事が認める内容
【ハード事業】
(1)生産関連施設・機械及び小規模基盤の整備

ソフト：1/2以内

ハード：1/3以
内

２．流通・販売者支援事業

チャレンジ事業

【ソフト事業】
(1)有機農産物・加工品の試験販売
(2)有機農産物を活用した新商品等の試作
(3)新規取引先の開拓や取引拡大のための調査や活動
(4)有機農産物の消費拡大、理解促進を図るための活動
(5)その他知事が認める内容

(1)市町村
(2)県内産農産物を取り扱う流通・販売事業者
(3)県内産農産物を取り扱う加工業者
(4)県内産農産物を取り扱う飲食業者
(5)その他知事が認める団体（(2)～(3)で構成する団
体等）

1/2以内

実践拡大支援事業

【ソフト事業】
(1)有機農産物を活用した商品の開発・販売拡大
(2)新規取扱先の開拓、取引拡大
(3)有機ＪＡＳ認証取得（初回のみ）
(4)その他知事が認める内容

【ハード事業】
(1)販売・加工関連施設・機械の整備

ソフト：1/2以内

ハード：1/3以
内

生産者を含む複数の者が連携し、有機農産物を販売する法
人の設立に要する法人登記等の経費を補助

有機農業に取組む複数の農業者（法人を含む）によ
り当該年度に新たに設立された、有機農産物の販
売を行う法人

定額

【ソフト事業】
(1)有機水稲の生産計画策定のための調査検討費
(2)有機水稲の新規販路開拓や取引拡大のための調査や活
動
(3)その他知事が認める内容

【ハード事業】
（1)機械除草に必要な生産関連施設・機械及び小規模基盤
の整備

当該年及び前年度に県の有機水稲実証ほを設置し
た個人又は法人

ソフト：1/2以内

ハード：1/3以
内

５．地域活動支援事業

新規設立支援
地域の課題に応じて取り組む事業を協議会で検討のうえ実
施

事業実施2年目までの有機農業推進地域協議会 定額

協議会機能強化支援

過去に地域活動支援事業を２年間実施した協議会が、さら
なる有機農業推進のため、以下の活動を含む活動を実施
(1)新規就農受入体制整備
(2)労力補完の体制整備
(3)食育推進と連携した活動
(4)地産地消と連携した活動

過去に地域活動支援事業を2年間実施した有機農
業推進地域協議会

1/2以内

島根県

みんなでつなげる有機の郷事業

１．生産者支援事業

46,952

３．組織化支援事業

４．有機水稲産地化モデル事業

鳥取県

有機・特別栽培農産物等総合支援事業

認証業務

技術の開発・普及

450

販路開拓・消費者連携

事業評価
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都道府県名 事業概要 事業主体 補助率
予算額
(千円)

事業名

山口県
化学肥料、化学農薬を5割以上削減して栽培された農産物
の認証、消費者へのPR等、有機農業を含む循環型農業の
推進

県 － 5,067

・有機農業に関する研修会の開催や意見交換会など啓発活
動の実施。
・有機栽培における高付加価値化技術確立試験

県 － 1,066

化学合成農薬低減に必要と認められる資材・設備等導入経
費

農業者の組織する団体 1/3以内 10,905

有機JAS認定に要する認定手数料への補助
有機JAS認定を受ける生産工程管理者(生産者、生
産者組織及び有機加工食品製造業者等)

1/2以内 975

有機農業生産技術の向上、販路開拓及び販売促進に係る
経費

有機農業に取り組む農業者が組織する団体 1/2以内 2,000

有機農業への消費者等の認知度向上と、有機農業を目指
す生産者を支援するため、「さが有機農業塾」等を行う

県 ― 1,216

有機JAS認定経費への助成：１申請当たり農産物は５万円、
農産物と加工食品は１０万円を上限

農業者等 定額 1,400

国際水準に合致したGAP取組を実践する農業者やこだわり
農産物である有機・特別栽培を生産する農業者を育成する

長崎県 ― 682

地下水と土を育む農業総合推進事業

（1）くまもとｸﾞﾘｰﾝ農業推進（推進本部の運営、ｺﾝｸｰﾙ実施、
実証展示圃設置等）
（2）くまもとｸﾞﾘｰﾝ農業宣言制度の推進
（3）有機農業、熊本型特別栽培農産物、ｴｺﾌｧｰﾏｰ等推進
（4）有作くん認証事務委託

県 － 17,936

（1）事業推進
（2）地下水と土を育む農業育成事業

（1）県 － （1）32

適正施肥推進 土壌診断費用の助成
市町村
農業協同組合
土壌診断を行う民間事業者等

1/2以内（上限
2千円/診断1
件）

（１）推進事業
①有機JAS認証取得費、技術実証展示ほ設置費、消費者交
流会開催経費等支援
②くまもとｸﾞﾘｰﾝ農業表示ﾏｰｸ等作成経費及びﾏｰｸ表示農産
物の販売促進に関する経費等支援

1/2以内

（２）技術導入支援
土づくりをはじめとする減化学肥料及び減化学合成農薬栽

培に資する資材・機械等の導入支援

（1）慣行ﾚﾍﾞﾙ
に対する化学
肥料・化学合
成農薬削減割
合5割未満：
1/3以内
（2）慣行ﾚﾍﾞﾙ
に対する化学
肥料・化学合
成農薬削減割
合5割以上：
1/2以内

生きもの共生ﾓﾃﾞﾙ支援
（1）推進事業

土着天敵利用、ﾐﾂﾊﾞﾁ共生、有機農業の産地ﾓﾃﾞﾙ形成に
必要な検討会開催経費等支援

定額（上限30
万円/地区）

（２）生きもの共生実践ﾓﾃﾞﾙ支援
土着天敵利用、ﾐﾂﾊﾞﾁ共生、有機農業のﾓﾃﾞﾙ実践に必要

な資材、機械、小規模集出荷施設等の整備
1/2以内

熊本県

くまもとｸﾞﾘｰﾝ農業推進事業

生産拡大支援事業

（2）地下水と土を育む農業育成事業

環境にやさしい安心・安全な農業推進事業

愛媛県

有機農業推進事業

有機農業推進事業

高知県

高知県環境保全型農業推進事業費補助金

環境保全型農業を実践する農業者の育成支
援

有機農業を実践する生産者の育成支援

みんなでゆうきサポート事業

37,780

くまもとｸﾞﾘｰﾝ農業生産拡大支援

市町村
農業協同組合
農業者等の組織する団体
地域の農産物のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化を推進する団体
NPO法人等

市町村
農業協同組合
農業者等の組織する団体
地域の農産物のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化を推進する団体
NPO法人等

佐賀県

有機農業推進対策事業

有機農業普及対策

有機農業支援対策

長崎県

長崎ECOひいき農産物支援事業
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都道府県名 事業概要 事業主体 補助率
予算額
(千円)

事業名

有機農産物生産流通拡大推進事業

グループ化による生産力強化
先進的有機農業者を核としたグループが行う技術向上、共
同出荷、販路拡大に向けた取組への助成

営農集団（２者以上）
法人

１／２以内
（補助金額は
500千円を上
限）

2,636

新規有機農業者の確保・育成
有機農業での就農を目指す研修生を受け入れているファー
マーズスクール（市町村設置）が実施する研修生の販路確
保の取り組みへの助成

有機農業者育成のファーマーズスクール設置市町
１／２
(１研修上限
100千円）

200

有機農業用の農地確保
市町村振興計画の策定自治体が実施する農地確保に向け
た取組への助成

市町村、有機農業推進地域協議会

１／２以内（補
助金額は150
千円を上限）

450

ホテルや旅館とのマッチング及び試食会の
開催等（委託）

有機農業者の販路確保として、県内ホテル、旅館及び飲食
店での有機農産物の需要拡大

公募により決定 委託 1,836

店舗でのＰＲや親子向けワークショップの
開催等

本県の有機農業やオーガニック野菜に対する消費者の理解
醸成及びファンづくりの以下の業務の実施
（１）県産オーガニック野菜を使った料理の開発（３０品）
（２）県内のオーガニック野菜取扱い店舗におけるＰＲ
（３）大分県農林水産祭におけるＰＲ（１回）

野菜ソムリエコミュニテイ
大分

委託 918

オーガニック・フェスタの開催等

（１）有機農業に関する実態調査
（２）新規就農希望者の情報の収集
（３）有機農業者養成講座の開催（6回）
（４）オーガニック・フェスタの開催（１回／年）

おおいた有機農業推進
ネットワーク

委託 972

大分県 － 720

環境保全型農業直接支払制度による有機農業者への支援 農業者が組織する団体
国：4千円以下
県･市町村：
2千円以下

53,973

有機農業者の団体等が行う規模拡大に向けた取組支援 農業者が組織する団体 県1/2以下 900

有機農業へのＩＰＭ技術の導入・促進 県 県10/10 1,609

”有機百培”の再編集・印刷 県 県10/11 315

有機農業推進研修会の開催等 県 県10/12 445

沖縄県 有機質資材施用等展示ほの設置 農業大学校、普及センター 定額 2,352

鹿児島県

環境と調和した農業推進事業

有機農産物の生産体制確立事業

人と環境にやさしい持続的農業推進事業

大分県

生産体制の確立

流通体制の整備

消費者の理解醸成

推進費
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