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平成３０年１２月

国際認証取得等支援事業

【平成30年度第２次補正予算額 152百万円】

＜対策のポイント＞
EU諸国等に対する有機農畜産物・加工品等の輸出拡大に向け、有機JAS認証及びGAP認証の取得や商談等の取組を支援します。
＜政策目標＞
○ 農林水産物・食品の輸出拡大（8,071億円［平成29年］→ １兆円［平成31年まで］）
○ 全耕地面積に占める有機農業の取組面積割合：１％
○ GAP認証について、平成29年４月時点の３倍以上の認証取得［平成31年度末まで］
＜事業の内容＞

＜事業のイメージ＞
１及び２ 有機JAS認証、GAP認証取得等支援

１．有機JAS認証取得等支援
○ 有機農畜産物・加工品等の輸出拡大に向け、農業者等による有機JAS認証

輸出に向け
・認証を取得したい
・商談を行いたい
・機械をリースしたい

の取得や、輸出向け商談、商品開発、農業機械リースの取組を支援します。
２．GAP認証取得等支援

農業者等の取組を支援

○ 農産物の輸出拡大に向け、農業者等によるGAP認証（GLOBALG.A.P.、
ASIAGAP）の取得や、輸出向け商談、農業機械リース等の取組を支援します。

認証取得、商談の実施等により海外との取引先確保
→ 農産物等の輸出拡大

３．GAP認証審査員育成支援
○ GAP認証取得拡大のボトルネックとなっているGAP認証審査員の確保に向け、

３ GAP認証審査員育成支援

審査員候補者に対する研修受講を支援します。

＜事業の流れ＞

定額
定額（3/4相当）
１/2以内

定額

国

民間団体等

審査件数の増大により、
新規の認証審査が遅延
審査員候補者の
研修受講を支援
農業者等
審査員候補者

(１，２の事業)
(３の事業)

審査員増加
→ 認証取得拡大

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課
（１の事業）
有機農業推進班（03-6744-2114）
（２、３の事業）GAP推進グループ（03-6744-7188）1

【平成31年度予算概算決定額 694（614）百万円】
(平成30年度第２次補正予算額 152百万円の内数)

GAP拡大の推進

＜対策のポイント＞
我が国農畜産業競争力の強化を図る観点から、国際水準GAPの取組及び認証取得の拡大を図るために必要な取組を総合的に支援します。
＜政策目標＞
○ 平成29年４月時点の３倍以上のGAP認証を取得する［平成31年度まで］
○ GAP共通基盤ガイドラインを国際水準に改訂［平成32年度まで］
○ 日本発GAP認証（ASIAGAP）をアジアで主流の仕組み（デファクトスタンダード）とする
○ 日本版畜産GAP取得経営体数の増加及び国産畜産物に対する評価の向上

＜事業の内容＞
１．GAP拡大推進加速化事業 674（601）百万円
（１）農産GAP拡大推進加速化 491（410）百万円
① GAP取組・認証拡大推進交付金 452（360）百万円
○ 地域の実情に応じて国際水準GAPの取組や認証拡大が加速的に進展する
よう、都道府県の取組を交付金により機動的に支援します。

② 民間団体等への補助事業 27（49）百万円
ア GAP関連運動推進
○ 農作業安全や農薬危害防止運動等と連動し、食品安全、環境保全、労働
安全等のGAPの取組内容の理解度向上に向けた取組を支援します。

＜事業のイメージ＞

１(１) ①都道府県へのGAP交付金、(2) 民間団体等への畜産GAP補助事業
定額

国

イ 日本発GAPの国際化推進
○ 日本発GAP認証（ASIAGAP）の利用拡大及び輸出促進のため、海外
実需等に対する研修等の取組を支援します。
③ GAP共通基盤ガイドライン改訂 12（ー）百万円
○ ガイドラインを国際水準へ改訂するため、必要な分野に関する情報、既存の
国際水準GAPの規格を踏まえた取組事項の調査・整理を実施します。
（２）畜産GAP拡大推進加速化 183（191）百万円
○ 日本版畜産GAPの取組や認証拡大が加速的に進展するよう、普及・推進
体制等の強化や、「GAP取得チャレンジシステム」の取組を支援します。
２．日・アセアン連携によるGAP認知度向上推進 20（14）百万円
○ 日本発GAP認証のアジアにおける認知度向上のため、アセアン各国との情報
交換や必要な調査等を行う調整員をアセアン事務局に派遣します。

交
付
金

農産

畜産

補
助

定額

国

補
助

都道府県、民間団体等
農産GAP指導員等の育成・充実、
GAP指導活動の推進
畜産GAP指導員等の育成・充実、
「チャレンジシステム」の普及推進

定額

GAP認証取得の支援

費用助成

農
業
者
等

１(１) ② 民間団体等への補助事業
民間団体等

○ GAP理解度向上に向けた、全国及び地方ブロック研修会の開催。
○ ASIAGAPの利用拡大のため、海外実需者を対象とした研修等の実施。

１(１) ③ 民間団体等への委託事業
国

GAP
指導

委託

民間団体等

2 国からの拠出金

国

定額

拠出金

アセアン事務局

３民間団体等への補助事業

民間団体等
定額
定額、1/2以内
農業者等
３．国際認証取得等支援事業(平成30年度第２次補正予算) 152百万円の内数
○GAP認証取得、商談等の支援
費用助成
国
補助
○ 農産物の輸出拡大に向けた農業者等によるGAP認証（GLOBALG.A.P.、
○審査員候補者の研修受講等の支援
審査員候補者
ASIAGAP）の取得等及びGAP認証審査員候補者の育成を支援します。
［お問い合わせ先］１(１)、２及び３の事業 生産局農業環境対策課 （03-6744-7188）
＜関連事業＞ 農業経営確立支援事業 575（673）百万円の内数
１(２)の事業
生産局畜産振興課
（03-6744-2276）
○ 農業大学校等における国際水準GAPに関する新たな教育カリキュラムの
(関連事業)
経営局就農・女性課
（03-6744-2160） 2
作成・実施の取組を支援します。

日・アセアン連携によるGAP認知度向上推進事業

【平成31年度予算概算決定額 20（14）百万円】

＜対策のポイント＞
アセアン事務局への調整員の派遣を通じて、国際水準GAPに関する情報交換・意見交換及びニーズ調査を実施し、日本発GAP認証のアセアン諸国
での認知度向上を図ります。
＜政策目標＞
〇 アセアン諸国において、国際水準GAP認証の情報提供等を通じて日本発GAPの認知度向上に貢献します。
〇 アセアン諸国における日本発GAP認証の共通プラットフォーム化により、我が国の農業者や日系加工・流通企業等の事業展開を促進します。
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞
３０～３１年度

１．情報交換・意見交換
日本発GAP認証の認知度向上のため、アセアン事務局に調整員を派遣し、 ア
セアン諸国政府関係者と情報交換・意見交換を行います。
２．ニーズ調査
アセアン諸国で事業を展開する加工・流通事業者等に対して、アセアン諸国に
おける国際水準GAPの取組状況、認知度、期待度等に係るニーズ調査を行い
ます。

○ 情報交換・意見交換
対象者 ：アセアン諸国の政府関係者
意見交換内容：国際水準GAP認証の情報提供等
○ ニーズ調査
対象者 ：日系加工・流通事業者等
調査内容：国際水準GAP認証の認知状況、今後の見通し、課題、
期待度等
※30～31年度：6カ国を予定

＜期待される効果＞
○ 輸出を志向する我が国の農業者や日系加工・流通企業等がアセアン諸国に
展開するための環境を整備します。
○ アセアン諸国での農業生産における食品安全、環境保全、労働安全等の持
続可能性や生産性を向上させるとともに、これらの取組を通じて我が国とアセア
ン諸国との関係を強化します。

＜資金の流れ＞
拠出金

国
日本
（100％）

アセアン
事務局

32年度と合わせて、重点的に認知度向上の取組を行う重点対象国を見極め

３２年度
○ 情報交換・意見交換及びニーズ調査（４カ国を予定）
○ 日本発GAP認証のセミナー開催
重点対象国において、加工・流通事業者等も広く参加可能な日本発
GAP認証のセミナーを開催予定。

［お問い合わせ先］ 大臣官房海外投資・協力グループ（03-3502-5913）
生産局農業環境対策課
（03-6744-7188）
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【平成31年度予算概算決定額 2,458（2,436）百万円】
【平成30年度第２次補正予算額 152百万円の内数】

有機農業の推進

＜対策のポイント＞
有機農業は、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないことなどを基本とする農業で、農業の自然循環機能を大きく増進させるとともに、環境への負荷を大きく低減する
ものであることから、その面的拡大に向けた取組を支援します。
＜政策目標＞
全耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合：１％
１ 有機農産物安定供給体制構築事業

98（76）百万円

有機農業の面的拡大と有機農業により生産された農産物の安定的な供給体制を構築するため、有
機農業者のネットワーク構築や実需者との意見交換等のオーガニックビジネスの実践拠点づくり、販
売戦略の企画・提案、自治体間のネットワーク構築等を支援
補助率：定額、1/2
事業実施主体：協議会

オーガニックビジネス実践拠点づくり事業

オーガ ニックビジネス実践拠点づくり事業

①有機農業者のネットワーク構築、
関連事業者や実需者との意見交換、
新規参入者向け研修ほ場の設置の
取組等を支援
②熟練有機農業者が行う現地指
導の取組を支援
全国に実践拠点
をつくり有機の
生産力・供給力
をアップ！

実践拠点
相談

新規参入者

加工業者

転換
者

近隣地域の
有機農業者

技術提供
有機農業者の
ネットワーク

オーガニックビジネスの拡大支援のため、オーガニック・
プロデューサーによる実需との商談、有機農産物等の
特徴や表示の啓発支援、学校給食への活用などの取
組を共有する自治体間のネットワーク構築等を支援

実践拠点の
取組を支援

全国推進事業

農産物の輸出拡大に向け、農業者等による有機JAS認証の取得、
商談、商品開発、農業機械リースの取組を支援
国

定額、1/2以内

協議会、民間団体等

＜２の事業の流れ＞
国

消費者の理解増進

有機産地・関係自治体の連携促進

２ 国際認証取得等支援事業（30年度第２次補正予算）

＜１の事業の流れ＞

連携

卸売業者
地方公共団体

オーガニックビジネスの拡大支援

定額

民間団体等

農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るために、農業
生産に由来する環境負荷を軽減するとともに、地球温暖化防止や生物多様
性保全に効果の高い有機農業などの営農活動を支援
【事業の概要】
化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する
取組と合わせて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（有機農業の取組、カバー
クロップ（緑肥）の作付等）に取り組む場合に、
追加的コストを支援
農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等

ＪＡ
新規参入
希望者

2,360（2,360）百万円

【対象者】

技術・経営
ノウハウを提供 研修ほ場

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

全国推進事業

流通業者
レストラン
スーパー等

熟練有機
農 業 者

３ 環境保全型農業直接支払交付金

▶ 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
▶ 国際水準GAPを実施していること

※ 指導や研修に基づく取組の実践です。認証取得を求めるものではありません。

▶ 環境保全型農業の取組を広げる活動（技術向上や理解促進に係る活動
等）に取り組むこと
【交付単価※】
有機農業に取り組む場合：8,000円/10a

（ただし、そば等の雑穀・飼料作物は3,000円/10a）

※本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。
申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。

152百万円の内数
補助率：定額、1/2
事業実施主体：民間団体等

定額、1/2以内

【支援の対象となる農業者の要件】

農業者等

＜３の事業の流れ＞
国

定額

都道府県

定額

市町村等

定額

農業者団体等

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課
１、２の事業：03-6744-2114、３の事業：03-6744-0499
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持続的生産強化対策事業のうち

有機農産物安定供給体制構築事業

【平成31年度予算概算決定額 98（76）百万円】

＜対策のポイント＞
有機農業の面的拡大と有機農業により生産された農産物の安定的な供給体制を構築するため、有機農業者のネットワーク構築や実需者との意見交換等の
オーガニックビジネスの実践拠点づくり、販売戦略の企画・提案、自治体間のネットワーク構築等を支援します。
＜政策目標＞
全耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合：１％
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞
オ ーガ ニッ クビジ ネス 実践 拠 点づく り事 業

１．オーガニックビジネス実践拠点づくり事業 48（43）百万円
① 有機農業者のネットワーク構築、関連事業者や実需者との意見交換、

実 践 拠 点

近隣の生産者と連携して有機トマトの
供給量を倍にしたいなあ…

有機農業者の技術・経営力向上研修会の開催、新規参入者向け研

相談

修ほ場の設置の取組等を支援します。

熟練有機
農 業 者

② 有機農業への新規参入者等に対し、熟練有機農業者が行う現地

流通業者・レストラン
・スーパー等
新規参入者

指導の取組を支援します。

転換者

２．全国推進事業 50（33）百万円

加工業者

近隣地域の
有機農業者

技術・経営
ノウハウを提供

① オーガニックビジネスの拡大支援のため、販売戦略を企画・提案する
オーガニック・プロデューサーの選定・派遣、オーガニック・プロデューサー
による実需との商談等を支援します。
② 消費者等の理解増進のため、有機農産物等の特徴や表示をわかり

有機農業者の
ネットワーク
卸売業者

③ 有機産地・関係自治体の連携を促すため、実践拠点に共通する課

連携

技術提供

全国に実践拠点
をつくり有機の
生産力・供給力
をアップ！

やすく伝える資料の作成や啓発活動を支援します。

研修ほ場

新規参入希望者
有機ほうれん草の冷凍食品の取扱いを
増やしたいから、産地をまとめたいなぁ…

ＪＡ

地方公共団体

今はサラリーマンですが、
有機農業を始めたいです！

題等への対応、研修受け入れ農業者に対する研修会の実施、学校
全国推進事業

給食への活用などの取組を共有する自治体間のネットワーク構築等を
支援します。

＜事業の流れ＞

実践拠点の
取組を支援

補助

国

定額、1/2以内

協議会、民間団体等

オーガニックビジネスの拡大支援

消費者の理解増進

有機産地・関係自治体の連携促進

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-6744-2114）
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環境保全型農業直接支払交付金

【平成31年度予算概算決定額 2,451（2,450）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るために､農業生産に由来する環境負荷を軽減するとともに、地球温暖化防止や生物多様性
保全に効果の高い農業生産活動を支援します。
＜政策目標＞
○土壌炭素貯留量の増加への貢献
○市町村における有機農業の推進体制の整備率の向上（50％［平成31年度まで］）
＜事業の内容＞
１．環境保全型農業直接支払交付金

＜事業イメージ＞

2,360（2,360）百万円

【対象者】 農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等
【支援の対象となる農業者の要件】
▶ 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
▶ 国際水準GAPを実施していること

※ 指導や研修に基づく取組の実践です。認証取得を求めるものではありません。

▶ 環境保全型農業の取組を広げる活動（技術向上や理解促進に係る活動等）
に取り組むこと
【支援対象活動】
化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う
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

【対象者】 地方公共団体等
【支援内容】
都道府県、市町村等による環境保全型農業直接支払交付金事業の推進を支援
＜事業の流れ＞

環境保全型農業直接支払交付金

定額

国

定額

都道府県
定額

市町村等
定額

環境保全型農業直接支払推進交付金
定額

農業者団体等

対象取組
全国共通取組

90（90）百万円

支
援
対
象
カバークロップ
堆肥の施用
有機農業
と
な ５割低減の取組の前後のいずれかにカバークロップの作付けや 化学肥料・化学合成農薬を
使用しない取組
る 堆肥を施用する取組
取
地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、都道府県が
組 ▶ 地域特認取組 申請を行い、地域を限定して支援の対象とする取組

交付単価

２．環境保全型農業直接支払推進交付金

▶ 全国共通取組

カバークロップ
（うち、ヒエを使用する場合）
堆肥の施用
有機農業
（うち、そば等雑穀、飼料作物）

交付単価※
8,000円/10a
（7,000円/10a）
4,400円/10a
8,000円/10a
（3,000円/10a）

配分に当たっては、
全国共通取組が
優先されます。

地域特認取組 ※ 取組内容や交付単価は、都道府県により異なります

※ 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。
申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-6744-0499）
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農地土壌炭素貯留等基礎調査事業

【平成31年度予算概算決定額 48（47）百万円】

＜対策のポイント＞
農地・草地土壌における温室効果ガスの吸収・排出量の気候変動枠組条約事務局への報告に必要なデータを収集するための調査等を実施します。
＜政策目標＞
農地土壌等の温室効果ガス吸収・排出量の算定のための精度の高い調査を実施することにより、国際的に信頼性の高いデータを気候変動枠組条約事務局
へ報告する。

＜事業の内容＞
【背景/課題】
・「気候変動枠組条約」の締約国である我が国は、毎年、国全体の温室効果ガス
の吸収・排出量を条約事務局へ報告する義務があります。
・ 農地に堆肥等が施用されると、堆肥等に含まれる炭素の一部が分解されにくい土

＜事業イメージ＞
○農地土壌における炭素貯留のしくみ
二酸化炭素
大気

陸上植生

分解

・ 同じく温室効果ガスであるメタンは、主に水田から発生し、「稲わらすき込み」から
「堆肥の施用」への転換、中干し期間の延長等によって排出量が削減されます。

土壌
土壌有機炭素は

排出削減対策▲23.4％
(農林水産分野▲0.2％)

実態調査及び農地管理技術検証を行います。
14億800万
t-CO2

② 温室効果ガスの排出削減に資する農地管理技術検証
③ ①及び②の調査・検証方法の指導及びデータのとりまとめ

国

委託
委託

都道府県
民間団体

のバランスで増減する

2030年度
排出削減目標 ▲26.0％
（2013年度比）

（温室効果ガスインベントリ報告）等に必要なデータを収集するため、農地管理

＜事業の流れ＞

枯死根

（参考）政府の地球温暖化対策計画の中期目標

農地・草地土壌における温室効果ガス吸収・排出量の条約事務局への報告

量等を把握するための農地管理実態調査

と

光合成

収穫物の
持ち出し

土壌有機炭素

【事業内容】

① 全国47都道府県の農地・草地において、土壌中の炭素含有量や窒素含有

植物残渣

堆肥等

壌有機炭素となって長期間農地土壌中に貯留され、温室効果ガスである二酸化
炭素の排出量の削減に貢献します。

呼吸

10億4200万
t-CO2
2013年度
総排出量

森林吸収源対策 ▲2.0％
農地土壌吸収源対策
▲0.6％
農林水産分野の対策
により ▲2.8％

農地土壌に係る温室効果
ガス削減対策
・稲わらのすき込みから堆肥施用へ
の転換等による水田からのメタンの
削減
2030年度削減目標：64～243万t-CO2

農地土壌吸収源対策
・農地や草地への堆肥や緑肥等の
施用による土壌への炭素貯留
2030年度目標：696～890万t-CO2

2030年度
目標

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-3593-6495）
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消費・安全対策交付金のうち

【平成31年度予算概算決定額
2,017（2,038）百万円の内数】

水田作物におけるカドミウム及びヒ素濃度低減技術の実証・普及

＜対策のポイント＞
コメ中のカドミウム国内基準値への対応やヒ素国際基準値の設定を踏まえ、より安全な農作物の供給体制の確立に向け、水田作物のカドミウム及びヒ素濃
度低減対策を推進します。
＜政策目標＞
平成32年度までに水田作物におけるカドミウム等の濃度低減技術の普及方針を都道府県の３割以上で策定

＜事業の内容＞
１．水田作物におけるカドミウム濃度低減技術の実用化

＜事業イメージ＞
各技術の実証試験の実施

て、カドミウムをほとんど吸収しない「カドミウム低吸収性イネ」の実証試験（生育・
収量等）や、実証結果を踏まえたカドミウム低吸収性イネの普及体制の構築を支
援します。
② 水田における水稲を用いた植物浄化技術の実証・普及
高コストな客土に代わる土壌中のカドミウム濃度低減対策として、カドミウム吸収能

0.9

玄米カドミウム濃度(mg/kg)

農家の労力負担が大きい湛水管理に代わるコメ中のカドミウム濃度低減対策とし

＜植物浄化技術＞

＜カドミウム低吸収性イネ＞

① カドミウム低吸収性イネの実証・普及

カドミウム低吸収性イネ
（コシヒカリ環１号）の効果

コシヒカリ環1号

0.8
0.7
0.6

コシヒカリ

環１号

0.5

基準値

0.4
0.3
0.2
0.1
0

ND

ND

農地A

0.01

農地B

農地C

＜ヒ素濃度低減技術＞

が高い水稲を用いた「植物浄化技術」の実証試験や、実証結果を踏まえた植物浄

水管理により

酸化状態を調節

化技術の普及体制の構築を支援します。
２．コメ中ヒ素濃度の国際基準値設定を踏まえたヒ素濃度低減対策の確立
水管理等による水稲におけるヒ素濃度低減効果と生育・収量等の両立に向けた

技術利用マニュアルの作成

実証試験や、実証結果を踏まえたヒ素濃度低減技術の普及体制の構築を支援し
ます。

各技術の普及

＜事業の流れ＞
国

交付（定額（10/10、１/２以内））

都道府県等

市町村、農業者団体等

コメ中ヒ素
濃度低減

・実証技術の導入・周知のための検討会の開催
・技術利用マニュアルに基づく展示ほの設置・運営

低コストで省力的な農作物中のカドミウム濃度低減技術の実用化
コメ中のヒ素濃度低減対策の確立

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-3593-6495）
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東日本大震災農業生産対策交付金

【平成31年度予算概算決定額 999 （3,524）百万円】

＜対策のポイント＞
東日本大震災からの農業生産の復興に向け、被災地の生産力を回復する取組や農畜産物の販売力の回復に向けた取組を支援します。
＜政策目標＞
被災地域における農業生産の復興（営農活動等が被災前に比べ概ね同程度以上に復旧すること）

＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．被災地における生産力の回復
津波等の影響で生産力が低下した農地等において、生産関連施設の再編整備、
農業機械の導入、農業用資機材の共同調達、鳥獣被害防止対策、農地生産
性回復に向けた土づくり、自給飼料生産・調製の再生・再編に向けた取組等、特
に問題となっている事柄に対して集中的に対策を講じることにより、効率的な生産力
の回復を支援します。
２．農畜産物の販売力の回復
被災により生産の休止を余儀なくされた地域や販売力の低下した地域において、
消費者からの信頼回復や産地ブランドの再興に向け、品種・品目転換や資材施用
等による放射性物質の吸収抑制対策、落ち葉や腐葉土等の利用再開への取組、
家畜改良体制の再構築に向けた取組、公共牧場再生利用のためのモデル実証、
放射性物質による健康不安の解消対策、汚染牧草、牛ふん堆肥等の処理の推
進、農業生産等に伴う副産物の利用体制の確立等を支援します。
＜事業の流れ＞
１/２等

交付（定額）

国

都県

農業者等

【被災地における生産力の回復】
津波等の影響で生産力が低下した地域におい
て、特に問題となっている事柄に対して集中的に
対策を講じることで効率的に生産力を回復

推進事業（補助率）
○リース方式による農業機械等の導入
（1/2以内）
○生産資材の共同調達（1/2以内）
○農地生産性回復に向けた取組（定額）
○自給飼料生産・調製再編支援（1/2以内）
整備事業（補助率1/2以内）
○生産関連施設整備
○鳥獣被害防止施設整備
○自給飼料生産・調製再編支援

【農畜産物の販売力の回復】
農業生産等を休止したことにより途切れた川下
とのパイプの再構築、消費者からの信頼回復、
産地ブランドの再興により販売力を回復

推進事業（補助率）
○放射性物質の吸収抑制対策（定額）
○落ち葉等有機質資材利用再開支援（定額）
○家畜改良体制再構築支援（定額、1/2以内）
○公共牧場再生利用推進事業（定額）
○放射性物質による健康不安の解消対策
（定額）
○汚染牧草、牛ふん堆肥等処理の推進（定額）
整備事業（補助率1/2以内）
○農業系副産物循環利用体制再生・確立

[お問い合わせ先] 生産局総務課生産推進室（03-3502-5945）
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予算総額362億円（基金事業）
平成30年度予算額130億円

福島県営農再開支援事業

＜対策のポイント＞ 福島第一原子力発電所事故による避難指示区域等において、農業者が円滑に営農活動を再開できるよう、福島県に基金を設置し、営農
再開を目的として行う一連の取組を農地の除染や住民の帰還の進捗に応じて切れ目無なく支援します。
＜政策目標＞ 福島県において生産の断念を余儀なくされた農地のうち、平成32年度末までに農地面積の６割の営農再開を図る。
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

＜事業の流れ＞
国

交付
基金設置
（定額）

福島県

交付
（定額、
1/2以内）

事業実施主体
（福島県、市町村、
農業者団体等）

第３段階

営農再開を目指す上で緊急に対応すべき課題に迅速に対応するため、福島県が特に
必要とする対策について支援します。

地力回復対策
堆肥の施用による地力回復
深耕による土壌土層改良

鳥獣被害防止緊急対策
一斉捕獲活動の実施や大規模な侵入防止柵等の設置等
作付・飼養実証
安全な農畜産物の生産
や地力が低下した農地
での生産性の確認等

水稲の作付再開支援
追加的な代かきによる田面
の均平化や耕盤再形成等

管理耕作
避難等により営農再開が見込めない農地の受託組織等
による管理耕作

安全な農畜産物を安定的に生産できる体制の構築に向けて、カリ質肥料の施用等の
吸収抑制対策の実施を支援します。

３．特認事業

除染後農地の保全管理
復興組合による草刈り・
地力増進作物の作付等

新たな農業への転換
経営の大規模化や施設園芸への転換等のために必要な
機械・施設のリース導入等

カ
リ質肥料の施用等の吸収抑制対策の実施

２．放射性物質の吸収抑制対策

第２段階

福島原子力発電所事故の影響により、農畜産物生産の断念を余儀なくされた避難区
域等において、除染終了後の農地等の保全管理や地力回復対策、鳥獣被害防止緊
急対策、放れ畜対策、作付・飼養実証、放射性物質の交差汚染防止対策、帰還し
ない農家の農地の管理耕作、水稲の作付再開支援、新たな農業への転換、営農再
開に向けたビジョンの策定等、営農再開に必要な一連の取組を切れ目なく支援するこ
とにより、営農再開の推進を図ります。

避難区域等

地
域営農再開ビジョンの策定

１．避難区域等における営農再開支援

農地の除染
第１段階

平成24年度補正により福島県に基金（232億円）を設置し、避難区域等におけ
る円滑な営農再開に資する以下の取組を支援しているところです。平成29年4月に帰
還困難区域等の一部の地域を除いて避難指示が解除され営農再開に係る取組が本
格化する中で、引き続き以下の取組を支援するため、事業実施期間（32年度まで）
を延長するとともに、基金に必要額を充当します。

福島県産農産物の信頼回復を通じて、避難指示区域等の営農再開を後押し

福島県内

＜事業の内容＞

上記以外に、特認事業により復興組合の活動等を支援

避難区域等で営農を休止した農地での営農再開の推進
［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-3593-6495）
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福島県営農再開支援事業の事業メニューの追加

【平成31年度予算 制度要求】

＜対策のポイント＞
帰還・営農再開が困難な地域が存在する中、営農再開拠点を速やかに構築し、被災地域の営農を促進するため、地域の営農の核となる新たな経営体等に
よる先端技術の実装等の取組を支援するメニューを追加する（実施要綱の改正、平成30年度予算により充当した基金により実施）。
＜事業の内容＞
＜趣旨＞

 避難指示区域等において、新たな経営体等による先端技術の実装等により、地
域の営農再開の核となる拠点を大規模かつ速やかに構築する事業メニューを追
加。
 営農拠点の構築により、対象となる農地の集積とあわせ、拠点での経営体の活動
等を通じて、先端技術の導入モデルとして拠点周辺の農家の営農再開意欲の向
上等、帰還・営農再開の促進に向けた環境整備に資する。

＜事業イメージ＞
コンソーシアム
（市町村、ＪＡ、機械メーカー、流通業者等）

国

※平成30年度予算により
充当した基金で対応

農業法人等
（事業実施主体）

全体計画
の提出

＜事業の内容＞

福 島 県

（１）大規模な営農再開拠点（水稲50ha以上、園芸10ha以上）を構築する
ために、農業法人等が事業実施主体となり、市町村、農業団体、機械メーカー、流
通業者等と連携し、先端技術の実装、新規作物の導入、管理耕作等を一体的
に進める取組を支援
（２）（１）の取組により得られた新技術実装成果の普及等に係る検討会の開催
等を支援

採択

 省力的技術等の先端技術の実装
 地域の営農再開の核となる新規作物の導入
 帰還・再開しない農業者の農地の管理耕作
等の一体的な実施

＜補助率＞

（１）の事業：定額 1地区当たり上限額5千万円（初年目）、2千万円（2年目）
（２）の事業：定額

＜その他＞

 実施要綱の改正、平成30年度に充当した基金により対応

をためらう
営農再開拠点の構築

水稲50ha以上、園芸10ha以上

＜対象者＞

（１）の事業：農業法人等
（２）の事業：福島県

連携

実装した
先端技術の普及

対象となる
農地の集積

先端技術の
導入モデル
の提示

帰還・再開をためらう農業者

帰還・営農再開の促進
［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-3593-6495）
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福島県農林水産業再生総合事業

【平成31年度予算概算決定額 4,740（4,710）百万円】

＜対策のポイント＞
福島県の農林水産業の再生に向けて、生産から流通・販売に至るまで、風評の払拭を総合的に支援します。
＜政策目標＞
福島県産農林水産物等の価格を震災前と同水準に回復
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．安全・安心を確保した売れる農林水産物づくり
① 安全で特徴的な農林水産物の生産に向けた取組
ア 第三者認証GAP等取得促進事業（交付率：定額）
生産者の第三者認証GAP等の取得を支援します。
イ 環境にやさしい農業拡大事業（交付率：定額、3/4以内、1/2以内）
有機農産物等の環境にやさしい農産物の生産拡大を支援します。

第三者認証GAP等取得促進事業（1①ア）
・第三者認証GAP等の取得経費
・研修会の開催
生 ・GAP指導員の育成
・産地のGAPの実践内容を確認するため
産 のシステムの運営 等

② 農林水産物の検査の推進
ア ふくしまの農林水産物等緊急時モニタリング事業（交付率：定額）
国のガイドライン等に基づく農林水産物等の放射性物質の検査を支援します。
イ ふくしまの恵み安全・安心推進事業（交付率：定額）
産地における放射性物質の自主検査と結果の公表を支援します。

農林水産物の検査の推進（1②）
・国のガイドライン等に基づく放射性物質の検査
・産地における自主検査と検査結果に基づく安全性のPR
福島県産農産物等流通実態調査事業（2①）販路拡大タイアップ事業（2②）
国による福島県産農林水産物等の販売不
生産者の販路開拓等に必要な専門家に
振の実態と要因の調査
よる指導・助言
流
通 水産物競争力強化支援事業（2③）
・ ・水産エコラベル認証の取得経費
販 ・高鮮度流通の実証試験及びそれに必要
売 な機器・設備の導入
・小売店、外食店への販路開拓
・認証水産物等のPR活動 等

２．流通実態調査の実施、販路拡大に向けた取組
① 福島県産農産物等流通実態調査事業（委託）
農林水産物等の販売不振の実態と要因を調査します。
② 販路拡大タイアップ事業（交付率：定額）
生産者の販路開拓等に必要な専門家による指導・助言を支援します。
③ 水産物競争力強化支援事業（交付率：定額、5/6以内）
水産エコラベルの取得、水産物の高鮮度化に向けた取組、新たな販路開拓を支 ＜事業の流れ＞
援します。
交付
３．農産物等戦略的販売促進事業（交付率：定額）
量販店、オンラインストア、アンテナショップでの販売促進の取組、商談会の開催
等を支援します。

環境にやさしい農業拡大事業（1①イ）
・有機JAS認証の取得経費
・有機農産物等の生産・出荷に必要な
施設・機械の導入
・商談会・産地見学会を通じた新たな
販路開拓 等

国

福島県
委託

農産物等戦略的販売促進事業（3）
・量販店での販売コーナーの設置、販
売フェアの開催
・オンラインストアにおける特設ペー
ジの運営
・アンテナショップを活用した首都圏
での販売促進
・商談会の開催 等
定額等

市町村、農業者、
農業者団体、民間団体等
民間団体等

［お問い合わせ先］ 大臣官房文書課災害総合対策室（03-6744-1856)
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持続的生産強化対策事業

【平成31年度予算概算決定額 20,079（－）百万円】

＜対策のポイント＞
産地の持続的な生産力強化等に向けて、農業者や農業法人、民間団体等が行う生産性向上や販売力強化等に向けた取組を支援するとともに、地方公共
団体が主導する産地全体の発展を図る取組を、関連事業における優先採択と併せて総合的に支援します。
＜政策目標＞
○野菜の生産数量の増加（1,395万トン［平成37年度まで］）
○子畜の出生頭数の増加（乳用牛産子：72.0万頭／年→74.4万頭／年、肉用牛産子：51.7万頭／年→54.7万頭／年［平成36年まで］）等
＜事業の全体像＞
○ 農産・畜産を問わず、現場の課題が迅速に解決されるよう、生産強化対策等を１つの事業に大括り化し、総合的に支援します。
○ 産地の課題解決に向け、新たな営農体系の構築・実践の道筋を明確化した計画を策定した場合、課題解決に資する関連事業を優先的に実施できる
仕組みを導入します。
○ 「グローバル産地形成計画」を策定し、海外のニーズに対応した産地づくりに取り組む場合、優先的に関連事業を実施できる仕組みを導入します。
【継続対策】

持続的生産強化対策事業

産地活性化総合対策事業（平成30年度）のうち

養蜂等振興強化推進、茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進、
生産体制・技術確立支援、農作業安全総合対策、地鶏等生産振興対策、
戦略作物生産拡大支援

品目ごとの課題解決に向けた取組を支援
（農業者等向け事業）

野菜・施設園芸支援対策

○ 品目ごとに政策需要に対応した支援
メニューを設けるとともに、重点的に取り
組むべき課題の解決を後押しします。

（新しい園芸産地づくり支援、次世代施設園芸拡大支援）

果樹支援対策（果樹農業好循環形成総合対策）
GAP拡大の推進

（ GAP拡大推進加速化、畜産GAP拡大推進加速化）

有機農産物安定供給体制構築
国産牛乳乳製品需要・消費拡大

【新規対策】

花き支援対策
ICTを活用した畜産経営体の生産性向上対策
環境負荷軽減に向けた酪農経営支援対策
次世代につなぐ営農体系の確立支援

大括り化

［品目］
・
・
・
・
・
・

野菜・施設園芸
果樹
花き
茶
畜産
有機 等

都道府県が主導する取組を支援
（都道府県向け事業）

○ 都道府県のイニシアチブの下で行う
取組を支援します。

［メニュー］

・ 次世代の営農体系構築
（産地営農体系革新計画策定・実践）
・ 新たな園芸産地の形成
・ GAP拡大の推進 等

[お問い合わせ先]（事業全体について）生産局総務課生産推進室（03-3502-5945）
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持続的生産強化対策事業のうち

新品種・新技術の確立支援（生産体制・技術確立支援）

【平成31年度予算概算決定額 92（163）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
生産者及び実需者をはじめとする関係者が連携して、新品種・新技術の評価等を行うとともに、産地・実需者等とのマッチングを行うことで、 「強み」のある
産地形成に資する品種・技術の導入を促進する取組を支援します。
＜政策目標＞
新品種・新技術の導入を各地で実現
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．新品種・新技術等の特性把握
向・ニーズ等調査、産地・実需者等とのマッチング活動等の取組を支援します。

生産技術の確立

２．産地・実需者等が連携して行う実証等を通じた生産技術の確立
○

実需者

品種・技術の評価
特性把握

適応性試験、生産性向上・経営改善効果分析、産地として導入を進めるべき
品種・技術の選定等の取組を支援します。

新品種・新技術の導入

・現地栽培試験

○ 新品種・新技術の導入に向けた、品種・技術の特性把握、産地・実需者の意

ニーズ調査・
マッチング

・成分分析等

３．新品種・新技術の普及等に関する手引きの作成
○ 実需者ニーズに合わせるための工夫・調整や、産地・市場の関係者の連携等の
情報を含めた新品種・新技術の普及等に関する手引きの作成を支援します。

普及すべき
品種・技術の選定

関係機関等による検討

生産者

新品種・新技術※

マニュアル作成

※新品種・新技術の例
研究機関等で開発された品種、
埋もれた品種・技術、
輸出、地球温暖化に対応する品種・技術
等

産地の形成

＜事業の流れ＞
定額

国

都道府県
農業協同組合連合会

市町村

中間事業者

農業協同組合

新品種・新技術の実用化、他産地への普及

［お問い合わせ先］生産局技術普及課普及活動推進班（03-3593-6497）
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農林水産業の輸出力強化

【平成31年度予算概算決定額 5,774（5,745）百万円】

＜対策のポイント＞
「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着実な実施に向け、オールジャパンでの戦略的で一貫性のあるプロモーションの企画・実行等による海外需要の創
出、グローバル産地の形成、輸出環境の整備等を推進し、国産農林水産物・食品の輸出を促進します。
＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（8,071億円［平成29年］→ １兆円［平成31年まで］）

＜事業の全体像＞
政府間交渉のための情報収集・分析等

戦略的マーケティングの強化
及び輸出に取り組む事業者への総合サポート

• 国・地域及び品目を絞り込み、売り込むべきメッセージを明確にした
JFOODO（日本食品海外プロモーションセンター）による戦略的・重点
的プロモーションを支援
• JETROによる国内外の商談会の開催及び海外見本市への出展支援、
セミナーの開催、専門家等による輸出に関する相談対応等の輸出総合サ
ポートを実施

輸出環境課題の解決に向けた支援

•

【輸出環境整備推進事業 6（６）億円】

分野別・テーマ別等市場開拓支援対策

輸出促進に資する動植物検疫等の環境整備

• 輸出拡大が期待される具体的な分野・テーマについて、海外の市場を開
拓する取組を支援
•
トップセールス、海外における日本食・食文化の普及を担う料理人の育
成、海外レストランにおける日本産食材の活用推進等の取組を支援

輸出条件の整備から産地形成までの戦略的植物検疫対策
•

【海外需要創出等支援対策事業 34（34）億円】

我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立 等

畜産物輸出の前提となる家畜疾病対策

グローバル産地の形成支援

• 畜産物の輸出促進に資するよう、家畜衛生対策を実施

・ 輸出に積極的に取り組もうとする産地・農業者等によるコミュニティの形成、産
地形成に必要な計画の策定支援及び同計画に基づくソフト面・ハード面の各種
支援事業における採択への優遇措置等により産地形成を支援
・ コメの輸出向け低コスト生産に向けたスマート農業技術の導入を支援

【グローバル産地づくり総合対策事業 2（ー）億円】
【強い農業・担い手づくり総合支援交付金 230（－）億円の内数】
【スマート農業加速化実証プロジェクト ５（－）億円の内数】 等

日本の既存添加物等を米国等へ登録するために必要なデータ収集等、
自ら輸出環境の整備に取り組む事業者への支援

【輸出促進に資する動植物検疫等の環境整備 10（10）億円】

輸出拡大に資する食産業の海外展開等の促進
・

諸外国の制度・投資環境等の専門的調査、二国間政策対話等での官民連携に
よる働きかけ・PRの実施、食産業インフラを浸透させるための取組支援 等

【海外農業・貿易投資環境調査分析事業 ７（７）億円】

31

年の輸出額１兆円 目標の達成を目指す

原発事故による諸外国・地域の輸入規制等に係る政府間交渉のために
必要となる、科学的データの収集・分析等

•

平成

輸出環境整備推進事業

海外需要創出等支援対策事業
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【平成31年度予算概算決定額 153（－）百万円】
（平成30年度第2次補正予算額 960百万円）

農林水産業の輸出力強化のうち

グローバル産地の形成支援

＜対策のポイント＞
「農林水産物・食品輸出プロジェクト」（GFP）を推進するため、輸出に意欲ある生産者等への輸出診断、コミュニティ形成、産地形成に必要な計画策定等
支援及び同計画に基づくソフト・ハード面の支援事業における採択への優遇措置 、コメの輸出向け低コスト生産等によりグローバル産地形成を支援します。
＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（8,071億円［平成29年］→ １兆円［平成31年まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．グローバル産地づくり総合対策事業
① グローバル産地形成計画策定等の支援
グローバル産地形成を具体的に進めるための計画策定、輸出体制の確立、
事業効果の検証など、産地形成を本格的に進める準備の取組を支援します。
※生産段階での取組を柱に、加工・流通段階の取組も支援します。
＜関連事業＞（優先採択等の優遇措置を実施）
（１①の関連事業は各事業の仕組みで実施）
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金 232億円の内数
・持続的生産強化対策事業 201億円の内数
・食料産業・6次産業化交付金 14億円の内数
・植物品種等海外流出防止総合対策事業 １億円の内数
・林業成長産業化総合対策 241億円の内数 等

② GFPコミュニティの形成、輸出診断等
生産者等への輸出診断や、サイト交流会によるGFP登録者のコミュニティ形成
を行うなど意欲ある生産者等に重点的なサポート・情報を提供する。
2. 米の低コスト生産の実証
○ コメの輸出向け低コスト生産に向けたスマート農業技術の導入を支援します。
・ スマート農業技術の開発・実証プロジェクト【30補正】 62億円の内数
・ スマート農業加速化実証プロジェクト ５億円の内数

国

（１の①事業）
（１の②事業）

定額
委託

（２の事業）
交付（定額）

都道府県等
（国研）農業・食品産業技術総合研究機構

民間
団体等

＜事業の流れ＞

グローバル産地形成計画策定等の支援

※都道府県をまたぐ産地間が連携して形成する産地も本事業の対象となります。
※本事業を活用しないグローバル産地計画も一定の要件の下で承認します。
※GAP等の取組を要件とします。認証取得は求めません。
取組例
輸出ニーズに対応した、生産の転換・拡大、技術導入、産地間連携、
商品開発、輸出対応施設の整備、低コスト化の取組 等々
【実証する技術の例】
経営管理
システム

米の低コスト生産の実証

＋

ドローンによる
リモセン

直播栽培の
導入

多収品種の
導入

＋

（１の事業）食料産業局輸出促進課

＋

輸出向け
低コスト生
産を実現

（03-6744-7169）

委託（定額）［お問い合わせ先］（２の事業）農林水産技術会議事務局研究推進課（03-6744-7043）
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グローバル産地づくり推進事業における関連事業の優遇措置等（平成31年度当初）
ソフト事業

１ 海外需要創出等支援対策事業 ３４億円の内数
輸出拡大が期待される分野・テーマについて海外の市場開拓する取組を支援。
（※優先採択、要件緩和）
２ 輸出環境整備推進事業 ５．５億円の内数
輸出拡大を図るために国際的認証取得等の取組を支援。（優先採択）
３ 植物品種等海外流出防止総合対策事業 １億円の内数
グローバル産地で取り組もうとする新品種について、海外への流出や無断栽培を
防止するため、海外における品種登録を支援。（優先採択）
４ 持続的生産強化対策事業 ２０１億円の内数
① 園芸作物生産転換促進事業
水田地帯における新たな園芸産地の育成を支援。
（優先採択）
② 果樹農業好循環形成総合対策事業
国産果実の品質を維持し、低コストで安定的に輸出するための技術実証等を支援。
（優先採択）
③ 茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業
茶の改植や有機栽培等への転換、消費者・実需者ニーズの把握・商品開発等の生
産から消費までの総合的な取組を支援。（優先採択）
④ 次世代国産花き産業確立推進事業
輸出に対応した産地づくりに必要な生産体制の整備等を支援。（優先採択）

ハード事業

１ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 ２３０億円の内数
産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進するため、産地・担い手の発展の
状況に応じて、必要な農業用機械・施設の導入を農業経営体の規模に応じ切れ
目なく支援。（優先採択）
２ 食料産業・６次産業化交付金
１４億円の内数
六次産業化・地産地消法等の認定を受けた農林漁業者等による加工・販売
施設等の整備を支援。（優先採択）
３ 農業農村整備事業等＜一部公共＞
４，２７９億円の内数
農業の競争力強化を図るため、農地集積の加速化・農業の高付加価値化の
ための農地の大区画化・汎用化や水路のパイプライン化等の整備を支援。
（優先採択）
４ 林業成長産業化総合対策＜一部公共＞ ２４１億円の内数
川上と連携して木材の安定的・効率的な供給に取り組む木材加工流通施設
及び特用林産振興施設の整備を支援。（優先採択）
５ 浜の活力再生・成長促進交付金 ５４億円の内数
漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン」に位置付けられた共同利
用施設等の整備等を支援。（優先採択）
６ 水産基盤整備事業＜一部公共＞
９００億円の内数
水産物集出荷機能の集約・強化や輸出促進に向けた衛生管理対策、養殖
適地の確保などを支援。（優先採択）

出融資事業及び他省庁事業との連携

⑤ ＧＡＰ拡大推進加速化事業
地域の実情に応じて国際水準ＧＡＰの取組や認証拡大が加速的に進展するよう、
都道府県の取組を交付金により機動的に支援。（優先配分）

１ 農林漁業成長産業化ファンドによる出資等 出融資枠１２５億円の内数
農林漁業者による輸出の取組や、食品事業者の事業再編による輸出拡大に資
する取組等を出融資により支援。 （(株)農林漁業成長産業化支援機構）

⑥ 生産体制・技術確立支援事業
生産者や実需者をはじめとする関係者が連携した新品種・新技術の導入促進の取
組を支援。（優先採択）

２ 地域未来投資促進事業 １５８．６億円の内数
地域における継続的なイノベーション創出に向けた総合的な支援、また、新事業
のためのノウハウ各遠く、事業体制の整備、事業課戦略の策定、ものづくり・サービ
スの開発、事業課・市場獲得まで一体的に支援。（経済産業省連携）

５ 中山間地農業ルネッサンス推進事業
２．５億円の内数
中山間地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組を支援。（優先採択）

※優先採択とは、審査に当たってのポイントの加算等

３ 国内・海外販路開拓強化支援事業のうちJAPANブランド育成支援事業
２３．９億円の内数
地域産品が持つ素材や技術等の強みをいかした海外展開戦略の策定を支援。
また、海外でのブランド確立のため、新商品開発や海外展示会出展等のプロジェク
トを支援。（中小企業庁連携）
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