
○　有機農業の推進に活用できる補助事業例/農林水産省（28年度(27年度補正予算を含む)）

事業等名 事業概要 事業主体 補助率等 28年度予算概算決定額等

 １　有機農業者等の支援
(1) 新たに有機農業を行おうとする者の支援

① オーガニック・エコ農産物安定供給体
制構築全国推進事業のうち新規参入・
定着等支援事業

  オーガニック・エコ農業への就農・転換を促すための先
進事例の調査・分析、研修会の開催等の取組を支援

民間団体等 定額 79(-)百万円

②
新規就農・経営継承総合支援事業の
うち新規就農者育成支援事業

  新規就農者の育成を図るため、経営力・技術力の習得
を図る農業教育機関等のレベルアップと、優れた経営感
覚を備えた農業経営者の育成のための研修の実施、農
業大学校・農業高校の新規学卒者や農業への転職を希
望する他産業従事者等を実際の就農に結びつける就農
相談会等の開催を支援

都道府県、民間団体 定額、2分の1以内 583(－)百万円

③ オーガニック・エコ農産物安定供給体
制構築地区推進事業

  オーガニック・エコ農産物の生産供給拠点の構築に向
け、地域におけるオーガニック・エコ農業に関する安定供
給力強化、産地販売力強化、産地育成力強化に向けた
取組を支援

民間団体 定額 79(-)百万円

④ 産地パワーアップ事業

　地域一丸となってオーガニック・エコ農業への転換など
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画策定
経費、技術実証費、計画の実現に必要な農業機械リース
や、集出荷施設の整備に係る経費等を支援

基金管理団体：民間
団体(支援対象者：地
域農業再生協議会等
で作成する「産地パ
ワーアップ計画」に位
置づけられている農
業者、農業団体等)

基金管理団体へは
定額(支援対象者へ
は施設整備は事業
の1/2以内、農業機
械のリース導入は本
体価格の1/2以内
等）

50,500(－)百万円

⑤
新規就農・経営継承総合支援事業の
うち青年就農給付金事業

  青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、青
年新規就農者・経営継承者に対して就農前の研修期間
（２年以内)及び経営が不安定な就農直後(５年以内)の所
得を確保する給付金を給付

都道府県、市町村、
民間団体

定額

11,614(12,245)(27
年度補正予算との
合計 13,922)百万
円

⑥
新規就農・経営継承総合支援事業の
うち農の雇用事業

  青年の農業法人への雇用就農を促進するため、法人が
新規就農者に対して実施する実践研修等に対して支援
するとともに、雇用した新規就農者の新たな法人設立・独
立に向けた研修を支援

民間団体 定額 7,150(6,734)百万円

⑦ 青年等就農資金
  新規就農者の定着を促進するため、新規就農者向けの
無利子資金により、営農に必要な機会・施設の整備等を
支援

日本政策金融公庫

無利子融資、貸付限
度額：3,700万円(特
認限度額1億円)、償
還期間12年以内(据
置期間５年以内）

融資枠105(67)億円

⑧ 農業改良資金利子補給金

　生産・加工・販売分野におけるチャレンジ性のある取組
等を行う一定の農業者等を無利子で後押しする農業改良
資金を公庫が貸し付けた場合に、所要額を利子補給金と
して交付

日本政策金融公庫

無利子融資、貸付限
度額：個人5,000万
円、団体・法人1億
5,000万円、償還期
間12年以内(据置期
間３年以内）

430(532)百万円

⑨
経営体育成支援事業のうち融資主体
補助型

　地域の担い手が融資を受け、農業用機械・施設等を導
入する際、融資残について補助金を交付することにより
主体的な経営展開を支援

市町村
融資残補助(事業費
の3/10以内)、定額

2,997(3,205)百万円

⑩
経営体育成支援事業のうち条件不利
地域補助型

　経営規模が小規模・零細な地域において意欲ある経営
体を育成するため共同利用機械等の導入を支援

市町村
1/2以内(１経営体当
たり上限4,000万円)

2,997(3,205)百万円

(2) 有機農業の取組に対する支援

① 環境保全型農業直接支払交付金
  化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組
と併せて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果
の高い営農活動に取り組む場合に支援

農業者の組織する団
体等

定額 2,310(2,470)百万円

② オーガニック・エコ農産物安定供給体
制構築地区推進事業【再掲】

(略） (略） (略） (略）

③ 強い農業づくり交付金
　地力の強化を通じた農地の生産性の回復等を図るため
の有機物処理・利用施設の整備や土壌土層改良の実施
等の取組を支援

都道府県、市町村、
農業者の組織する団
体、事業協同組合等

都道府県は定額（事
業実施主体へは事
業費の2分の1以内
等）

20,785（23,385)百万
円の内数

④ 農業改良資金利子補給金【再掲】 (略） (略） (略） (略）

⑤ 消費・安全対策交付金

  ＩＰＭ(総合的病害虫・雑草管理)の全国的な普及・定着
による環境に配慮した病害虫管理体制の構築を推進す
るとともに、気候変動に対応した病害虫被害の軽減対策
の確立を支援

都道府県、市町村、
農業者団体等

定額(1/2以内) 1,810(1,789)百万円

(3) 有機農業により生産される農産物の流通・販売面の支援

① オーガニック・エコ農産物安定供給体
制構築全国推進事業のうち生産・実需
情報共有・調整システム構築支援事業

　オーガニック・エコ農産物の生産・需要情報を一元化し、
オンライン上で生産者と実需者を結びつけるポータルサ
イトを構築するとともに、ポータルサイトを利用する生産・
実需の関係者にたいし、付加価値の付け方や新たなビジ
ネスを提案するコーディネーターの設置を支援

民間団体等 定額 79(-)百万円

②
オーガニック・エコ農産物安定供給体
制構築全国推進事業のうち消費者・実
需者等理解増進活動支援事業

  オーガニック・エコ農産物の生産者と消費者が実際に顔
を合わせ、信頼の向上を図りつつマッチングを行うフェア
の実施、生産者と消費者の交流会やシンポジウムの開
催、実需者向けの有機ＪＡＳ認定農産物の取扱促進のた
めの講習会の開催等を支援

民間団体等 定額 79(-)百万円

③ オーガニック・エコ農産物安定供給体
制構築地区推進事業【再掲】

(略） (略） (略） (略）

④
新しい野菜づくり支援事業のうち青果
物流通システム高度化事業

  生産者、流通事業者、実需者等が連携し、トラック輸送
から鉄道・船舶輸送への切替え等によって流通の合理
化・効率化を図る際に必要な技術実証等を支援

生産者、物流事業
者、実需者等からな
るコンソーシアム、民
間団体

定額、3分の1以内
1,080(－)百万円の
内数

⑤ 農林漁業成長産業化ファンドの積極的
活用（財投資金）

  農林漁業成長産業化ファンドを通じて、農林漁業者等が
主体となって流通・加工業者と連携して取り組む６次産業
化の事業活動に対し、出資等による支援を実施

株式会社農林漁業成
長産業化支援機構

－
出資枠：150億円
貸付枠：50億円
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事業等名 事業概要 事業主体 補助率等 28年度予算概算決定額等

⑥ ６次産業化ネットワーク活動交付金

　農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図
るため、地域の創意工夫を生かしながら、多様な事業者
がネットワークを構築して取り組む新商品開発や販路開
拓、農林水産物の加工・販売施設の整備の取組及び市
町村の6次産業化戦略・構想に沿って行う地域ぐるみの6
次産業化の取組を支援

民間団体、地方公共
団体等

都道府県は定額（事
業実施主体へは定
額、事業費の2分の1
以内等）

2,033(2,331)百万円

⑦ ６次産業化サポート事業
　６次産業化に取り組む農業者等の事業を総合的にサ
ポートするため、６次産業化プランナーによる個別相談、
農業者等と流通業者等との商談会等を支援

民間団体等 定額 369(320)百万円

⑧ 輝く女性農業経営者育成事業
  次世代リーダーとなる女性農業経営者の育成及び農業
で新たにチャレンジを行う女性のビジネス発展を支援

農業法人等 定額 110(120)百万円

⑨
日本の食消費拡大国民運動推進事業
のうちの地域の食の絆強化推進運動
事業

　学校給食等への地場食材の供給の取組をはじめとした
地産地消の取組を推進するためのコーディネーターの育
成等を支援

民間団体等 定額 13(-)百万円

⑩
国産農林水産物・食品への理解増進
事業のうち生産者と食品関連事業者
の連携促進事業

　観光、健康等の新たな需要につながる分野を重点に、
都市圏の消費者目線での地域産品の商品開発を推進す
るため、商工会議所・商工会と連携して、ビッグデータを
活用したマーケティング力の強化、生産者と食品関連事
業者のマッチング、地域産品のブランド化等の取組を支
援

民間団体等 定額
27年度補正予算
165百万円

⑪
農畜産物輸出促進緊急対策事業のう
ちのコメ・コメ加工品輸出特別支援事
業

　共同での精米・くん蒸や包装米飯形態での輸出など新
たなビジネスモデルの構築に向けた取組の実証、海外で
のプロモーション活動の強化、米国向け包装米飯輸出促
進、米輸出拡大のための実践的調査等への支援

民間団体 定額、2分の1以内
27年度補正予算
1,205百万円

⑫
農畜産物輸出促進緊急対策事業のう
ちの青果物輸出特別支援事業

　青果物の輸出を拡大するため、低温貯蔵・輸送技術の
実証等により輸出先国におけるコールドチェーンの確立
等を支援

民間団体 定額、2分の1以内
27年度補正予算
495百万円

⑬
農畜産物輸出促進緊急対策事業のう
ちの茶輸出特別支援事業

　緑茶の輸出を拡大するため、茶葉の乾燥を短時間で効
率的に行うための新たな抹茶加工技術の実証等を支援

民間団体 定額、2分の1以内
27年度補正予算
235百万円

 ２　有機農業に関する技術の研究開発・成果の普及
(1) 有機農業に関する技術の研究開発の促進

① 生産現場強化のための研究開発
　有機農業を特徴づける客観的指標の開発と安定生産
技術の開発

民間団体等 －
1,284(1,866)百万円
の内数

② 農林水産業・食品産業科学技術研究
推進事業

  農林水産・食品分野の成長産業化に必要な研究開発
を、基礎から実用化まで継ぎ目なく推進

民間団体等 － 3,203(5,238)百万円

③ 農業機械等緊急開発事業（農業機械
化促進業務勘定運営費交付金）

  農作業の省力化・低コスト化、安全性の向上、環境負荷
の低減等の政策的課題に対応した農業機械を民間企業
等と共同で研究開発

（独）農業・食品産業
技術総合研究機構生
物系特定産業技術研
究支援センター

定額
1,678(1,581)百万円
の内数

④ 独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構農業技術研究業務勘定運
営費交付金

環境保全型農業および有機農業の生産システムの確立
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

定額
49,495(36,358)百万
円の内数

(2) 研究開発の成果の普及の促進

① 協同農業普及事業交付金

  高度な技術・知識をもつ普及指導員による、食料自給
率の向上、産地の収益力の向上、人と農地の問題の解
決、食品の安全性向上、東日本大震災からの復興等に
対する支援を推進

都道府県（普及組織） 定額 2,409(2,409)百万円

②
オーガニック・エコ農産物安定供給体
制構築地区推進事業

　都道府県又は地方独立行政法人が協議会の構成員と
なって、地域の立地条件に適応したオーガニック・エコ農
業に関する技術の確立・導入を支援

協議会 定額 79(-)百万円

③
新品種・新技術活用型産地育成支援
事業のうち地域コンソーシアム支援事
業

 実需者、農業者、普及指導員等が形成するコンソーシア
ムが、新品種等の生産技術の確立・普及、知財活用にい
たる産地化の取組を総合的に支援

協議会 定額
315（437）百万円の
内数

④
新品種・新技術活用型産地育成支援
事業のうち産地ブランド発掘事業

  現在、有効活用されていない品種・技術や新たに開発さ
れた品種・技術等を活用して「強み」のある産地形成を図
るため、関係者のコーディネート、品種・技術等の特性・
有用性の分析評価・実証等の取組を支援

都道府県、中間事業
者

定額
315（437）百万円の
内数

３　消費者の理解と関心の増進、有機農業者と消費者の相互理解の増進
① オーガニック・エコ農産物安定供給体

制構築全国推進事業のうち消費者・実
需者等理解増進活動支援事業

(略） (略） (略） (略）

②
農山漁村振興交付金のうちの都市農
村共生・対流及び地域活性化対策

　農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光・教育・福祉
等に活用する地域の活動計画づくりや手づくり活動等を
支援

地域協議会 定額
1,915(-)百万円の
内数

③ 農山漁村振興交付金のうちの農山漁
村活性化整備対策

市町村等が作成した定住・交流促進のための計画の実
現に向けて、農産物加工・販売施設、地域間交流拠点等
の整備を支援

都道府県、市町村、
地域協議会、農林漁
業者等の組織する団
体等

定額、1/2以内等
5,335(-)百万円の
内数

④ 都市農業機能発揮対策事業

  都市農業が多様な機能を発揮していけるよう、都市農
業の振興に向けた調査・検討等を進めるとともに、都市農
業の新たな取組である福祉農園について、先進事例の創
出等を推進

地方公共団体、民間
団体等

委託費、定額、2分
の1以内

191(191)百万円

⑤
庁費(環境保全型農業コンクール)  優良な取組を行った有機農業者等を表彰し、広く紹介 － － －
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