
機密性○情
報

○○
限りみどりの食料システム戦略関連事業

〇林業・水産業における持続可能性の確保

76 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策

87 漁業構造改革総合対策事業

88 養殖業成長産業化推進事業

〇革新的な技術・生産体系の研究開発の推進

42 ムーンショット型農林水産研究開発事業

〇持続可能な農山漁村の整備

65 農業農村整備事業〈公共〉

74 森林整備事業〈公共〉

92 水産基盤整備事業〈公共〉

〇農畜産業における持続可能性の確保

66 農地耕作条件改善事業

72 環境保全型農業直接支払交付金

7 強い農業づくり総合支援交付金

55 持続的経営体支援交付金

10 農業支援サービス事業育成対策

17 環境負荷軽減型持続的生産支援事業

14 畜産生産力・生産体制強化対策事業

18 畜産高品質堆肥生産流通促進支援事業

19 飼料流通合理化事業

68 農山漁村地域整備交付金〈公共〉

〇持続可能な消費の拡大

フードサプライチェーンの環境調和推進事業

（資料「令和４年度 概算要求の概要」に掲載）

46 ニッポンフードシフト総合推進事業

〇食品産業における持続的可能性の確保

35 新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業

38 食品等流通持続化モデル総合対策事業

39 食品ロス削減・プラスチック資源循環の推進

R3.9 農林水産省北海道農政事務所 みどりの食料システム戦略地域説明会

※事業名に付した番号は、農林水産省HP「令和４年度農林水産予算概算要求の概要」に掲載されている事業の番号

〇41 みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業

〇43 「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出

〇44 みどりの食料システム基盤農業技術の

アジアモンスーン地域応用促進事業
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41 みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業

【令和４年度予算概算要求額 6,530（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立の実現に向け、スマート農業における優れた技術の横展開のための導入実証等を推進するとともに、農林漁

業者等のニーズ、気候変動といった新たな課題、バイオ技術を活用したイノベーション創出等に対応する研究開発等を推進します。

＜事業目標＞
○ 農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［令和７年度まで］
○ 重要課題に対応する技術を開発し、農林漁業者等がその開発された技術を実践［令和８年度まで］

＜事業の全体像＞

2．農林水産研究の推進
① 研究開発

農林水産業・食品産業の持続性を高めるため、国主導で実施すべき重要な研究
分野について、戦略的な研究開発を推進します。

② 環境整備
研究開発と成果の社会実装を効果的に行えるよう、最新の研究開発動向の調
査やアウトリーチ活動の強化等の環境整備を行います。

現場ニーズ対応型研究

農林漁業者等のニーズを踏まえ、
実装まで視野に入れた研究開発を推進

革新的環境研究 アグリバイオ研究

知財マネジメント強化 海外・異分野動向調査 アウトリーチ活動強化

（例）

小麦の減肥・減農薬栽培技術、
深水等雑草抑制技術の開発

省力的なIPM技術等の開発の推進や、
脱炭素・環境対応技術への取組を強化

病害虫予報技術、
畜産GHG排出削減技術の開発

グリーンバイオ産業の創出に向けて、昆虫テ
クノロジーを活用した研究開発等を推進

カイコを活用した循環型生産系、
革新的素材の開発

研究成果の効果的な社会実装に向けた
知財相談対応、マニュアル整備等を実施

海外・異分野の研究動向の調査、
情報発信（シンポジウム）等の実施

ゲノム編集技術等の社会実装に向けた双
方向コミュニケーション等の実施

専門家による相談対応や
マニュアル整備 専門家によるアウトリーチ活動

１．スマート農業の総合推進対策
① スマート農業社会実装加速化のための技術開発・実証

スマート農業の社会実装加速化のため、先端技術の開発や現場実証を行います。

② スマート農業普及のための環境整備
スマート農業を普及させるための環境整備を行います。

通常の水管理

深水管理

最先端の研究動向、
関連施策等を調査

土壌診断の
実施とデータ
ベース構築

生物性評価
の検証等

農産・畜産等に焦点を当てた
スマート農業技術の開発と改良

産学官金現+α（異分
野の企業等）の連携

経営体の枠を超えた産地内でのシェアリングやデータ共有による
生産性向上や販売力強化を実証

スマート農業
モデル校の設置研修会の開催等

遠隔監視による自動走行
の安全技術等の検証

安全性確保策
の検討

自動走行農機 有識者委員会

スマート農機

営農管理ソフト

データ連携に向けた
環境整備

オープンAPI

データ活用の
体制づくりを支援

産地によるデータ
駆動型農業の実践

環境モニタリング
装置等

我が国の優れた
施設園芸の技術

スマート農業技術
の進展

施設園芸の
先駆的開拓

省力・安定生産技術

需給マッチング・
流通最適化

スマート農業加速化実証プロジェクト スマート農業産地モデル実証

農産・畜産等対応スマート農業技術の開発・改良 ペレット堆肥活用促進のための技術開発・実証

農林水産データ管理・活用基盤強化 データ駆動型農業の実践・展開 スマートグリーンハウスの先駆的開拓推進

農林水産業におけるロボット技術
安全性確保策検討

データ駆動型土づくり推進 スマート農業教育推進

スマート農業技術導入による
経営改善効果等を分析・検証

ペレット堆肥の生産から流通、利用までを最適化する技術の開発・実証

可変施肥

［お問い合わせ先］
（１について） 農林水産技術会議事務局研究推進課（03-3502-7462）
（２について） 農林水産技術会議事務局研究企画課（03-3501-4609）

（例） （例）



43 「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出

【令和４年度予算概算要求額 4,421（4,151）百万円】

＜対策のポイント＞
農林水産・食品分野におけるオープンイノベーションを促進するため、農林水産省が開設した『「知」の集積と活用の場』において、様々な分野の多様な知識・

技術等の連携を図ります。

＜事業目標＞
○ 基礎研究ステージ及び応用研究ステージにおける実施課題の70％以上において、革新的な技術成果や実用化につながる技術成果を創出
○ 開発研究ステージにおける実施課題（海外で実証試験を実施するものを除く）の80％以上において、商品化・事業化が有望な研究成果を創出
○ 開発研究ステージにおける海外での実証試験を実施する課題のうち、60%以上において海外での普及性、発展可能性のあるモデル事例を創出

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．イノベーション創出強化研究推進事業（提案公募型研究事業）
『「知」の集積と活用の場』からの提案など、異分野のアイデア・技術等を農林水

産・食品分野に導入し、革新的な技術・商品・サービスを生み出す研究を支援しま
す。さらに、研究成果の迅速な実用化・事業化を図る実証研究を支援します。

※ 『「知」の集積と活用の場』の研究開発プラットフォームからの提案には優遇措置あり

２．スタートアップへの総合的支援
新たな日本版ＳＢＩＲ制度を活用し、サービス事業体の創出、新たな技術開

発・事業化を担うスタートアップを切れ目なく支援します。また、若手研究者等によ
る「創発的研究」の取組を支援します。

３．「知」の集積による産学連携推進事業
『「知」の集積と活用の場』における協議会の運営、研究開発プラットフォームから生

み出された研究成果を海外へ展開するためのセミナー等の開催、バイオエコノミーの
推進に資するプロデューサー人材への支援等、イノベーションの創出に向けた取組を
支援します。

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

生物系特定産業技術
研究支援センター

民間団体等

交付（定額） 委託

委託

（１、２の事業）

（３の事業）

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究推進課（03-3502-5530）

「知」の集積と活用の場
農林水産・食品分野に様々な分野のアイデア・技術等を導入した

産学官連携研究を促進するオープンイノベーションの場

イノベーション創出に向けた
研究開発の推進

研究開発プラットフォーム

研究コンソーシアム

多様な主体の「知」の集積と活用の場から、イノベーションを創造します。

産学官連携
協議会

農林水産・
食品産業を
成長産業へ。

新たな商品化・
事業化を通じて

生命科学

医学

情報工学

流通工学

機械工学

化学

物理学

社会科学 多様な会員が集まり
交流や意見交換を

実施

プロデューサーを中心とし、
新産業創出のための
研究戦略等を策定

「知」の集積と活用の場づくりの推進

商品化・事業化につながる
革新的な研究開発を実施

スタートアップによる
新たなビジネスの創出

「知」の集積による産学連携推進事業
イノベーション創出

強化研究推進事業
スタートアップへの

総合的支援



44 みどりの食料システム基盤農業技術のアジアモンスーン地域応用促進事業

【令和４年度予算概算要求額 200（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
気候変動緩和と持続的農業を実現するため、既存および最新の研究成果情報の収集分析を行い、アジアモンスーン地域で共有できる基盤農業技術を確

立します。また、有望技術の実装を促進するため、国立研究開発法人が有する国際的ネットワークを活用し、各地での応用のための共同研究を実施します。

＜事業目標＞
基盤農業技術の確立や国際ルールメイキングに資する情報を国際会議やレポート等の方法により発信（10点［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．「みどり戦略」に資する国際連携の体制整備と情報発信
① 「国際科学諮問委員会」の設置

国際農林水産業研究センター（国際農研）が有する国際ネットワークを活用し、
著名な科学者らで構成される国際科学諮問委員会を国際農研内に設置します。

② 「みどりの食料システム国際情報センター」の設置
既存および最新の研究成果情報の収集分析を行うみどりの食料システム国際情

報センターを国際農研内に設置します。

③ アジアモンスーン地域の基盤農業技術の確立と情報発信
国際科学諮問委員会の助言の下、みどりの食料システム国際情報センターが研

究成果情報の分析に基づき、アジアモンスーン地域で共有できる基盤農業技術を
明らかにし、国際会議やレポートにより発信します。

２．ネットワークを活用した共同研究による基盤農業技術の応用促進
① 国際共同研究のためのネットワークの構築

国際農研が培ってきた国外の研究機関との協力関係を活用して、内外の研究機
関の連携を図り、国際共同研究のためのネットワークを構築します。

② 有望技術の応用促進
アジアモンスーン地域において、我が国の有望技術を活用し、気候変動の緩和と

持続的農業への転換を進めるため、各地での技術の応用研究を実施します。

＜事業の流れ＞

国 国際農林水産業研究センター（国際農研）

定額 ［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局国際研究官室（03-3502-7466）

1. 「みどり戦略」に資する国際連携の体制整備と情報発信

2. ネットワークを活用した共同研究による基盤農業技術の応用促進

対象作物の拡大例）施肥効率が
高く環境負荷の少ないBNI作物を
開発・普及

適用地域の拡大例）温室効果ガスの
排出が減る水管理手法AWDの南アジ
アへの拡大

農業分野の温室効果
ガスに関する
グローバル・リサーチ・
アライアンス（GRA）

G20首席農業研究者会議

・AWDによるGHG削減と収益
の両立

・BNI作物による肥料削減
・カーボンリサイクル技術

情
報
発
信

ネットワーク構築に
よる国際連携

国内研究機関
大学

民間企業

海外の
大学

国際機関
各国の農業
研究機関

国際農業
研究機関

みどり国際情報センター

国際科学諮問委員会

経過時間

水
位

土壌表面

湛
水

落
水

収
穫

間断灌漑 施肥
（窒素肥料）

NH4
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-

硝化
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域内農地集積型
畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等のきめ細かな耕作条件の改善を支援します。

２．高収益作物転換型
基盤整備と一体的に行う輪作体系の検討や実証展示ほ場の運営、高収益作物への転換に向けた計画策定

から営農定着に必要な取組を支援します。

３．未来型産地形成推進条件整備型
水田転換や既存産地の改良とともに、省力技術・作業機械等を面的に導入し、労働生産性を抜本的に高めた

モデル産地を形成する取組を支援します。また、果樹については、早期成園化等の取組を併せて支援します。

４．スマート農業導入推進型
基盤整備と一体的に行うGNSS基地局の設置等、スマート農業の導入について支援します。

５．環境保全型農業等推進型
環境保全型農業の促進や病害虫対策のための基盤整備等を支援します。

６．土地利用調整型
多様で持続的かつ計画的な農地利用のためのゾーニングに必要な交換分合や基盤整備を支援します。

※ 農地整備・集約協力金（整備費の最大12.5％）又は農地集積割合に応じた促進費（農地中間管理機構が
事業実施主体となる場合に最大12.5％）の活用により、農業者負担の軽減を図ることが可能（３の事業を除く）

【実施要件】
①事業対象地域：農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域

※ これに加え２～６の事業は人・農地プラン区域、５～６の事業はこれらの周辺農地も対象
②総事業費200万円以上、③農業者数２者以上 等

66 農地耕作条件改善事業

【令和４年度予算概算要求額 29,350（24,790）百万円】

＜対策のポイント＞
農地中間管理事業の重点実施区域等において、地域の多様なニーズに応じたきめ細かな耕作条件の改善や、農地中間管理機構による担い手への農地集

積の推進、高収益作物への転換、麦・大豆の増産、営農定着に必要な取組等をハードとソフトを組み合わせて支援します。

＜事業目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国
全国団体

1/2、定額 等

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）
農産局園芸作物課 （03-3502-5957）

検討会 技術研修会

畦畔除去 土層改良暗渠排水

きめ細かな耕作条件改善の支援

高収益作物への転換に向けた取組支援

スマート農業導入の支援

労働生産性を抜本的に高めたモデル産地形成

GNSS基地局設置 自動操舵システム導入

省力樹形導入
（りんごの超高密植栽培）

作業機械導入
（スピードスプレーヤー）

都道府県

都道府県

市町村 等

農業者の組織
する団体 等

1/2、定額 等

定額

1/2、定額

1/2、定額

（３の事業）

（１、２、４～６の事業）



72－３ 日本型直接支払のうち

環境保全型農業直接支払交付金 【令和４年度予算概算要求額 2,926（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

全等に効果の高い農業生産活動を支援します。

＜事業目標＞
温室効果ガス排出削減への貢献、生物多様性保全の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．環境保全型農業直接支払交付金 2,781（2,360）百万円

① 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

② 対象となる農業者の対象となる要件
ア 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
イ 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。

ウ 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）取り組むこと

③ 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等に効果の高い営農活動
※環境保全型農業の取組拡大に必要な活動に対する加算を拡充

２．環境保全型農業直接支払推進交付金等 145（90）百万円

① 環境保全型農業直接支払推進交付金 128（81）百万円

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
の推進を支援します。

② 環境保全型農業効果調査事業委託費 17（９）百万円

本交付金の効果の検証に必要な調査・分析を実施します。

国 都道府県 農業者団体等

＜事業の流れ＞

定額 定額

市町村等
定額

［お問い合わせ先］農産局農業環境対策課（03-6744-0499）
国 民間団体等

委託
（１、２ ① の事業）

（２ ② の事業）

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以下の取組

▶ 全国共通取組

▶ 地域特認取組 地域の環境や農業の実態等を踏まえ、都道府県が申請し、国が承認した、
地域を限定した取組（冬期湛水管理、炭の投入等）

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。✤

注１）国際水準の有機農業を実施していることが要件となります。
有機JAS認証取得を求めるものではありません。

注２）土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、
リビングマルチ、草生栽培のいずれかを実施していただきます。

注３）前作の畝を利用し、畝の播種部分のみ耕起する専用播種
機により播種を行う取組です。

有機農業 堆肥の施用

カバークロップ 長期中干し

国が定めた全国を対象とする取組

全国共通取組 交付単価
（円/10a）

有
機
農
業
注１）

そば等雑穀、飼料作物以外 12,000円

このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施
する場合注2）に限り、2,000円を加算。

そば等雑穀、飼料作物 3,000円

堆肥の施用 4,400円

カバークロップ 6,000円

リビングマルチ
（うち、小麦・大麦等）

5,400円

(3,200円)

草生栽培 5,000円

不耕起播種注３） 3,000円

長期中干し 800円

秋耕 800円

※交付単価は、都道府県が設定します。※配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。

加算項目 措置内容 交付単価

環境整備加算 病害虫の発生源となる近隣の管理不良農地を整備する活動（簡
易な草刈りや防除等）を支援

10,000円/10a

取組広域化加算 環境保全型農業の新規取組者の受入れ・定着に向けた活動を新
規取組面積に応じて支援

4,000円/10a

【支援対象取組・交付単価】

【加算措置】（令和４年度拡充事項）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域の創意工夫による産地競争力の強化（産地基幹施設等支援タイプ）
① 産地収益力の強化

産地農業において中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷貯
蔵施設等の産地の基幹施設の整備等を支援します。

② 産地合理化の促進
産地の集出荷、処理加工体制の合理化に必要な産地基幹施設等の再編等を支援します。

③ 食品流通の合理化
品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場施設、産地・消費地での共同配送等に必要なス

トックポイント等の整備を支援します。
④ みどりの食料システム戦略の推進

みどりの食料システム戦略に掲げる取組（化学農薬の低減、化学肥料の低減、有機農業
の拡大、ゼロエミッション化等）の推進に必要な施設の整備等を支援します。

２．生産構造の急速な変化に対応するための生産事業モデル等の育成
① 生産事業モデル支援タイプ

核となる事業者が連携する生産者の作業支援など様々な機能を発揮しつつ、安定的な生
産・供給を実現しようとする生産事業モデルの育成を支援します。

② 農業支援サービス事業支援タイプ
農業支援サービス事業の育成に必要な農業用機械等の導入を支援します。

７ 強い農業づくり総合支援交付金

【令和４年度予算概算要求額 19,310（14,164）百万円】

＜対策のポイント＞
産地の収益力強化と持続的な発展のため、強い農業づくりに必要な産地基幹施設の整備等を支援します。また、地域農業者の減少や労働力不足等生産

構造の急速な変化に対応するための生産事業モデルや農業支援サービス事業の育成を支援します。

＜事業目標＞
○ 加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大（98万トン［平成29年度］→145万トン［令和12年度まで］）
○ １中央卸売市場当たりの取扱金額の増加（695億円［平成28年度］→719億円［令和６年度まで］ ）
○ 化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行［2050年まで］

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］
（１①②④、２①の事業）農産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
（１③の事業） 新事業・食品産業部食品流通課 （03-6744-2059）
（２②の事業） 農産局技術普及課生産資材対策室（03-6744-2111）

国

都道府県
市町村交付（定額）

１/２以内等 １/２以内等

農業者等

農業者等

１/２以内等

定額、１/２以内

【国直接採択】

Ａ 産地基幹施設等支援タイプ

・助成対象：農業用の産地基幹施設
・補助率 ：1/2以内等
・上限額 ：20億円等

産
地
競
争
力
の
強
化

【都道府県向け交付金】

・助成対象：推進事業（農業用機械、実証等）
整備事業（農業用施設）

・補助率 ：定額、1/2以内
・上限額 ：推進事業5,000万円

整備事業20億円

Ｂ 生産事業モデル支援タイプ

Ｃ 農業支援サービス事業支援タイプ

・助成対象：農業用機械等
・補助率 ：1/2以内
・上限額 ：1,500万円

モ
デ
ル
等
の
育
成

産地のニーズに合わせた
農業支援サービスを提供

（農機シェアリング、データ分析 等）

農業支援サービス
事業体

A産地
B産地

C産地

みどりの食料システム戦略の推進【30億円】
１.①～③のメニューとは別枠で、みどりの食料システム戦略推進のための取組に必要な施設を整備

優先枠の設定
「攻めの農業」の実現に向け、次の取組を積極的に支援

b 集出荷・加工の効率化に向けた再編合理化【20億円】
高収益な産地体制への転換を図るために、集出荷・処理加工施設等の再編合理化

a 中山間地域の競争力強化【20億円】
中山間地域の地域別農業振興計画に基づき行う取組に必要となる産地基幹施設の整備等

c 重点政策の推進【10億円】
水田農業の高収益化、スマート農業を行う取組に必要となる集出荷貯蔵施設等の整備

※この他、加算ポイントにより、輸入農畜産物の国産への切替え、環境保全の取組等を推進

（１の事業）

（２の事業）



55 持続的経営体支援交付金

【令和４年度予算概算要求額 12,000（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿に基づき、持続的に農業を行うための生産の効率化に取り組む等の場合、必要な農業用機

械・施設の導入を支援します。

＜事業目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農地を将来にわたって持続的に利用すると見込まれる者として、人・農地プランに

位置付けられた経営体等が、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地

利用の姿に基づき、持続的に農業を行うための生産の効率化に取り組む等の場合、

必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

※ 広域に展開する農業法人等の経営の高度化に必要な農業用機械・施設の導

入は、補助上限額を引上げ（先進的農業経営確立支援タイプ）

※ イノベーション、集約型農業経営、グリーン化について、優先枠を設けて支援

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］経営局経営政策課担い手総合対策室（03-6744-2148）

国 都道府県 市町村

交付（定額） ３/10以内等 ３/10以内等

農業者等

地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用
の姿に基づき、持続的に農業を行うための生産の効率化に
取り組む等の場合に必要な農業用機械・施設（事業費
50万円以上）

融資残額のうち事業費の3/10以内 等

300万円等
（先進的農業経営確立支援タイプ：

個人1,000万円、法人1,500万円等）

イノベーション優先枠
（ロボット技術・ICT機械等の導入）

集約型農業経営優先枠
（中山間地域等での集約型農業に必要な機械等の導入）

グリーン化優先枠
（「みどりの食料システム戦略」を踏まえた環境に配慮した営農に

必要な機械等の導入）

助成対象

補助率

優先枠の設定

補助上限額

（この他、一定の条件を有する地域において、共同利用機械・施設の導入を支援する事業を実施）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

サービス量の伸び率を大幅に引き上げるため、新規事業立ち上げ当初のニーズ確保
や人材育成に要する以下の取組を支援します（上限1,500万円）。

・ ビジネス確立のためのニーズ調査
・ デモ実演等に必要な機械・システムの改修やデータ収集
・ 農業支援サービス事業体が行う人材育成（研修費等） 等

加えて、農業現場が直面している各課題に対応した以下の農業支援サービス事業
体へも支援します。

１．輸出等超低コスト型
海外現地が求める価格ニーズに対応した農産物生産等のため、超低コスト生産に資す
るサービス事業体を育成
２．みどり戦略型
生産力向上と持続性の両立の実現に資するサービス事業体を育成
３．高収益作物転換型
主食用米から高収益作物への転換に資するサービス事業体を育成

（関連事業）
強い農業づくり総合支援交付金のうち農業支援サービス事業支援タイプ

19,310（14,164）百万円の内数
農業支援サービス事業の新規事業立ち上げに必要な、農薬散布用のドローン等、

農業用機械等のリース導入・取得等を支援します。

10 農業支援サービス事業育成対策

【令和４年度予算概算要求額 420（95）百万円】

＜対策のポイント＞
農業現場の課題に対応しつつ、農業支援サービス事業体の新規参入、既存事業者による新たなサービス事業の育成・普及を加速化するため、新規事業の

立上げ当初のビジネス確立等を支援します。

＜事業目標＞
農業支援サービスの利用を希望する農業の担い手の８割以上が実際に利用［令和７年まで］

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

定額 ［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2111）

作業期に応じた人材派遣 データ分析/農機のシェアリングドローン防除等の作業受託

A産地
B産地

C産地

・ 農業現場の厳しい人手不足
（特にピーク時の臨時雇用）

・ 収量・品質の低下
・ スマート農機導入コスト

課
題

課
題

農業支援サービス事業体

海外現地が求める
価格帯に応えるなどの
超低コスト生産

主食用米から高収益
作物へ転換するための
環境整備

環境負荷軽減と生産性
向上が両立する
生産システムの実現

【事業体の育成・普及上の課題例】
○ 繁閑が明確なため、同一産地・品目では通年
でのニーズ確保が困難。また、複数産地・品目
に対応する場合は高度な人材の育成が必要

○ 一つの作業失敗が収量・品質に大きな影響を
及ぼすため、農家との信頼関係の構築に時間
や労力を要する

本対策で、
・ニーズ調査や人材育成
・デモ実演に必要な
機械・システムの改修

などのソフト経費を支援



17 環境負荷軽減に向けた持続的生産支援対策

【令和４年度予算概算要求額 7,258（6,048）百万円】

＜対策のポイント＞
地球温暖化対策などによる持続可能な社会の実現に向け、畜産・酪農における温室効果ガス排出の削減と持続可能な畜産経営の確立を図るため、酪農・

肉用牛経営が行う温室効果ガス削減の取組を支援します。

＜事業目標＞
酪農・畜産に起因する環境負荷の軽減（温室効果ガス削減量：27万ｔ（CO２換算）［令和13年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．環境負荷軽減型持続的生産支援（エコ畜事業）

飼料作付面積を確保しながら温室効果ガス排出削減に取り組んでいる酪農・肉

用牛経営に対し、交付金を交付します。

① 対象者の要件

ア 牛を飼養する経営体

イ 飼料作付面積が北海道で40ａ/頭以上、都府県で10ａ/頭以上※

ウ 温室効果ガス削減に取り組んでいること（右の取組を実施）

② 交付金単価

ⅰの取組（とうもろこしに転換） 88,000円／ha（５年間）

（牧草に転換） 24,000円／ha（５年間）

ⅱの取組 １取組当たり 7,500円／ha（２つまで取組可）

ⅲの取組 45,000円／ha

（一部の取組については、対象頭数や面積に条件あり）

※ⅰの取組では要件としない

２．環境負荷軽減型持続的生産支援推進

環境負荷軽減型持続的生産支援の実施のための推進活動、要件確認、事業

効果の測定等を支援します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県協議会

生産者
定額

定額

（１の事業）

（２の事業）
［お問い合わせ先］畜産局企画課（03-3502-0874）

番
号

取組内容

ⅰ

輸入飼料から水田を活用した自給飼料への転換
・ 輸入飼料の購入量を削減し水田における自給飼料の生産
を拡大（飼料用米、稲WCSは対象外）

・ 化学肥料を極力削減し適切な量の堆肥を使用

ⅱ

飼料生産等に係る温室効果ガス排出削減
・ 以下の取組を実施（2つまで交付金の支払い対象）
1）放牧（飼料作付地等で放牧を実施）
2）不耕起栽培（不耕起栽培による飼料生産）
3）消化液の利用（バイオマス発電等から発生する消化液

を利用した飼料の生産）
4）化学肥料の削減（化学肥料を削減した飼料の生産）

ⅲ 有機飼料の生産

ⅳ
牛からのメタンガス排出の削減
・ 脂肪酸カルシウムの給与

CH4

【新規】



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜能力等向上強化推進
遺伝子解析技術等を活用した新たな評価手法や始原生殖細胞（PGCs）保存

技術等により、生涯生産性の向上、遺伝的多様性を確保した家畜の系統・品種の
活用促進、肉質・繁殖能力の改良の加速化等を推進する取組を支援します。

２．繁殖肥育一貫経営等育成支援
肉用牛生産の繁殖基盤の強化を図るため、肉用牛肥育経営における一貫化や

地域内一貫生産を推進し、一貫生産体制を普及啓発する取組を支援します。
３．和牛の信頼確保対策

我が国の貴重な知的財産である和牛の血統に関する信頼を確保するため、遺伝
子型の検査によるモニタリング調査を推進する取組を支援します。

４．草地生産性向上対策
不安定な気象に対応したリスク分散技術の活用、高栄養価牧草の導入等により

粗飼料の安定的な収量確保、輸入粗飼料からの置き換えを図るため、草地改良や
飼料作物の優良品種利用・安定生産、飼料用種子の備蓄の取組を支援します。

５．飼料生産利用体系高効率化対策
飼料生産組織の作業効率化・運営強化や地域ぐるみでの自給飼料の増産、子

実用とうもろこし等の国産濃厚飼料の生産振興の取組を支援します。
６．国産飼料資源生産利用拡大対策

放牧、未利用資源の活用等促進・生産体制構築の取組を支援します。
７．持続的飼料生産対策

温室効果ガス削減飼料の畜産物の品質への影響分析等の取組を推進します。

14 畜産生産力・生産体制強化対策事業

【令和４年度予算概算要求額 1,661（887）百万円】

＜対策のポイント＞
家畜の増頭と併せ、肉用牛・乳用牛・豚・鶏の改良や飼料作物の優良品種の利用を推進するとともに、肉用牛の繁殖肥育一貫経営や地域内一貫生産、

和牛の信頼確保のための遺伝子型の検査、国産飼料の一層の増産・利用のための体制整備により、畜産物の生産力及び生産体制の強化を図ります。

＜事業目標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○生乳生産量：728万トン→780万トン ○牛肉生産量：33（48）万トン→40（57）万トン ○豚肉生産量：90（128）万トン→92（131）万トン
○鶏肉生産量：160万トン→170万トン ○鶏卵生産量：263万トン→264万トン ○飼料自給率：25％→34％ ※（）は枝肉換算

５．飼料生産の効率化
６．放牧、未利用資源の
活用

未利用地に
おける放牧

飼料資源として活用する
ための取組を支援

自動操舵装置

子実用とうも
ろこしの収穫

飼料生産組織の運営強化、
ICTによる作業効率化、
地域ぐるみでの自給飼料の
増産等の取組を支援

未利用資源の
活用等促進・
生産体制構築

４．気象リスク分散技術、
高栄養価牧草の導入

９月

８月

６月

７月

OG：１番草

OG：２番草

OG：３番草

TY：２番草

TY：１番草
複数草種
の導入等
による収
穫適期の
拡大

高栄養価
牧草主体
草地への
転換

地域ぐるみ
の取組

[お問い合わせ先] （１~３の事業）畜産局畜産振興課（03-6744-2587）
（４~７の事業） 飼料課 （03-6744-7192）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
生産者
集団等

（１、３～７の事業）民間団体等

定額、1/2以内

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（２の事業）

定額

（４～６の事業）

(注)OG：オーチャード、TY：チモシー

１．家畜能力等の向上強化 ３．和子牛の
遺伝子型の検査

２．肥育経営の一貫化

登記上の父は
人気種雄牛

・国産和牛の信頼低下
・購入者の利益の遺失

モニタリング調査を通じ、
血統矛盾事案の発生を抑止

子牛

母牛

肥育

繁殖経営 肥育経営

売買

子牛

母牛

繁殖肥育一貫経営

肥育

子牛価格に
左右されず
経営が安定

特定の能力と
関連のある塩
基配列をどれ
だけ多く含むか

比較

しかし、
実の父は
登記と
異なる牛

泌乳能力
が高い牛と
推定



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

温室効果ガスの排出削減など環境負荷軽減に資する高品質堆肥の生
産・流通に関して、以下の取組等を支援します。

１. 畜産農家による環境負荷軽減の取組に対する理解醸成

① 環境負荷軽減の取組に対する畜産経営の理解醸成等の促進のため
の手法について検討するための有識者等による検討委員会の開催

② 環境負荷軽減に取り組んでいる畜産経営を対象とした優良事例の
収集・調査

③ 畜産経営の理解醸成等を図るための動画やパンフレットなどによる情
報発信

④ 全国の畜産関係者の理解醸成等を図るためのシンポジウムの開催

２. 堆肥の広域流通のための取組の推進

① 畜産経営が高品質堆肥の生産等に取り組む際の技術的課題を払
拭するための堆肥の成分分析等、専門家による現地指導・助言

② 畜産経営等が高品質堆肥の流通等に取り組むにあたっての現状や課
題を分析・把握するためのコンサルタントによる改善指導等

18 畜産高品質堆肥生産流通促進支援事業

【令和４年度予算概算要求額 94（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略において温室効果ガスの排出削減、化学肥料の低減、有機農業の拡大の推進が掲げられている中、持続的な畜産物生産に向け

た取組の推進を図るため、家畜排せつ物処理に伴い発生する温室効果ガスの排出削減等に資する好気性強制発酵、化学肥料の低減に資する堆肥の高品
質化やペレット化による広域流通のための畜産経営の理解醸成及び高品質堆肥の生産技術の普及等を促進し、畜産経営における環境負荷軽減の取組を
後押しします。

＜事業目標＞
○ 好気性強制発酵に取り組む酪農・肉用牛経営の割合の増加（13.7％［平成30年度］→ 20％［令和10年度］）
○ 好気性強制発酵に取り組む養豚経営の割合の増加（23.2%［平成30年度］→ 40%［令和10年度］）

［お問い合わせ先］畜産局畜産振興課（03-6744-7189）

＜事業の流れ＞

国

定額

民間団体等

高品質堆肥の商流拡大の
ためのコンサルタント

最近SDGsという言葉を
耳にするが、自分は何を
すべきなのか？

化学肥料の低減のため
に自分の生産する堆肥
を使って欲しい！

堆肥生産の際のメタン
を減らすにはどうすれ
ば良いのか？

あの人がやっている取組
なら自分にも出来そうな
のでやってみよう！

全国の畜産経営において好気性
強制発酵の取組、ペレット堆肥
による広域流通の取組等が促進

ペレット堆肥

環境負荷軽減に資する
高品質堆肥の生産・流通
を促進するための
理解醸成等を促進

畜産農家

検討委員会の開催 優良事例の調等査

普及動画の作成等シンポジウムの開催

１. 畜産農家による環境負荷軽減に対する理解醸成

高品質堆肥を希
望する耕種農家
への普及

自動撹拌機

２. 堆肥の広域流通のための取組の推進

専門家による高品
質堆肥生産のため
の技術的指導等



19 飼料流通合理化事業

【令和４年度予算概算要求額 205（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
飼料輸送に携わるトラックドライバーの人材確保や環境負荷軽減のために、飼料輸送の効率化・標準化に資する実証等の取組に対し支援を行い、安定的な

飼料輸送により畜産生産基盤を維持・強化し、国民への畜産物の安定供給を図ります。

＜事業目標＞ ［平成30年度→令和12年度まで］
○生乳生産量：728万トン→780万トン ○牛肉生産量：33（48）万トン→40（57）万トン ○豚肉生産量：90（128）万トン→92（131）万トン
○鶏肉生産量：160万トン→170万トン ○鶏卵生産量：263万トン→264万トン ※（）は枝肉換算

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．飼料輸送安定化推進事業

全国及びブロック（飼料工場等が集約されている地域）ごとに、飼料メーカー、運

送業者、畜産農家等で構成される協議会等において、持続可能な飼料輸送の実

現に向けた検討を行う取組を支援します。

２．飼料輸送効率化等支援事業

民間団体等が行う飼料輸送の効率化・標準化に資する実証等の取組を支援し

ます。

（例）

① 飼料タンク内の在庫を把握し、情報共有するためのIoTの導入等の取組

② 農場内での高所作業の負担を軽減する等労働環境改善に向けた取組

③ 鉄道等を用いた共同輸送及び飼料タンクの改良に関する取組 等

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

定額

定額、1/2以内

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-3591-6745）

国

民間団体等

１ 飼料輸送安定化推進事業
協議会等を立ち上げ、飼料輸送に関

する課題を話し合い、課題解決のため
の取組、効果の検証方法、実装に向け
た課題等について検討を行います。
（補助率：定額）

飼料メーカー 畜産農家

運送業者
飼料卸売・
小売業者

協議会

２ 飼料輸送効率化等支援事業
効率化・標準化の実証例（補助率：定額、1/2以内）

○超音波センサー等を用いた飼料在庫・配送管理の実証
○飼料タンク蓋の遠隔開閉装置等の設置による飼料投入の効率化実証

負担軽減

発注者 受注者

タンク内在庫量の推移、タンクの位置情報

タンクNo.

13515448454 80%

15467643555 60%

19565636454 30%

残量率

飼料製造・配送を効率的に
実施することで配送回数などを
削減

一定時間ごとにタンク内残量
データを送信

労働環境改善による
効率化の実証

飼料在庫・配送管理によるCO2削減等の実証

クラウド



68 農山漁村地域整備交付金＜公共＞

【令和４年度予算概算要求額 94,045（80,725）百万円】

＜対策のポイント＞
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を支援します。

＜事業目標＞
○ 全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）
○ 木材供給が可能となる育成林の資源量（20.7億m3［令和５年度まで］）
○ ゼロメートル地帯等における海岸堤防等の津波・高潮対策の実施率（64％［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．都道府県又は市町村は、地域の実情に応じて農山漁村地域整備の
目標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事
業を実施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現
場の強化や防災力の向上のための事業を選択して実施することができ
ます。

① 農業農村分野：農地整備、農業用用排水施設整備、
海岸保全施設整備等

② 森 林 分 野：予防治山、路網整備等
③ 水 産 分 野：漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等

３．都道府県又は市町村は、自らの裁量により地区ごとに配分できます。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（農業農村分野）農村振興局地域整備課（03-6744-2200）
（森林分野） 林野庁計画課 （03-3501-3842）
（水産分野） 水産庁防災漁村課 （03-6744-2392）

国

都道府県

都道府県、市町村

市町村等

1/2等

交付金を活用した事業例

【農業農村基盤整備】 【水産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業生産性の向
上と秩序ある土地利用の推進

老朽化した用水路の整備・更新

津波・高潮対策としての水門整備津波、高潮による被害を未然に
防ぐため海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難地、避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

林道等の整備により効率的な
間伐材等の搬出を実現

治山施設による山地災害の未然
防止

1/2等

1/2等

（共通）切迫する南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の発生を見据えた防災インフラ整備



42 ムーンショット型農林水産研究開発事業

【令和４年度予算概算要求額 2,000（100）百万円】

＜対策のポイント＞
総合科学技術・イノベーション会議等が決定したムーンショット目標５「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのな
い持続的な食料供給産業を創出」の実現に向け、研究内容の充実化・加速化を図ります。

＜事業目標＞
産業創造や社会変革を実現する研究成果の創出 ［2050年まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題

等を対象とした目標を設定し、その実現に向けた様々な研究ア

イデアを国内外から結集した研究開発を推進するため、科学技

術振興機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本医

療研究開発機構とともに生物系特定産業技術研究支援セン

ターに基金を設置し、中長期にわたる研究開発を弾力的かつ安

定的に実施します。

本事業では、ムーンショット目標５の実現に向け、新たな社会

情勢を踏まえた政策課題（みどりの食料システム戦略、2050

年カーボンニュートラルの実現など）も踏まえ、研究開発プロ

ジェクトの充実化・加速化を図ります。

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究推進課（03-3502-5530）

＜事業の流れ＞

国 生物系特定産業技術
研究支援センター

委託

交付（定額）

〇食料供給の拡大と地球環境保全を両立
する食料生産システムの開発
・作物デザインによる環境に強靭な作物の開発
・土壌微生物機能の解明と活用
・細胞培養による食料生産
・シロアリによる未利用木材の飼料化
・化学農薬に依存しない害虫防除
・牛からのメタン削減と生産性向上の両立

〇食品ロス・ゼロを目指す食料消費システム
・食品残渣等を利用した昆虫の食料化と飼料化
・3D-AIシェフマシンによるパーソナライズド食品の製造
・世界の食品ロスと環境影響の把握
・未利用生物資源を活用した未来型食品の開発

【実施プロジェクト概要】

ムーンショット目標５
「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供
給産業を創出」

ムーンショット目標の実現に向けた既存プロジェクトの充実化・加速化
※公設試・大学を含む

民間団体等※

みどりの食料システム戦略、
2050年カーボンニュートラルの実現など



35 新事業創出・食品産業課題解決に向けた支援

【令和４年度予算概算要求額 632（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
フードテックをはじめとする新技術の活用による新事業の創出や食品産業の共通課題の解決に向け、プラットフォームの設置による知見の共有、実態把握や課

題抽出のための調査、解決策の検討と実証に向けた取組の支援を行います。

＜政策目標＞
○ 食品製造業の労働生産性の向上（平成30年比３割以上［令和12年まで］）
○ 農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］ ）等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．新事業創出・食品産業課題解決プラットフォームの運営
食品産業界、有識者、行政が参画するプラットフォームを設置し、共通課題の解

決策の検討、知見の横展開、事例の収集等を行います。

２．新事業創出・食品産業課題の調査
新事業の創出、食品産業が生産面や環境面で抱える課題等の実態把握とその

課題解決に向けた調査を実施します。
【例：サステナブルな原材料調達、食品産業ﾛﾎﾞｯﾄ協働安全ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、食生活改善ナッジ（行動
変容の後押し） 等】

３．新事業創出・食品産業課題の実証
食品産業、他業界、研究機関、大学、自治体等関係者が参画した課題解決や

新技術導入に向けた実証事業を実施します。
【例：AI、ﾛﾎﾞｯﾄ、IoTの活用（中小企業向け小型ﾛﾎﾞｯﾄ等）、国際標準添加物、JFS規格認証、
植物肉、昆虫飼料、パーソナライズド食（個別最適化された食の提案） 等】

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

委託、1/2、定額

定額

（１、２の事業、３の事業の一部）

（３の事業の一部）

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部新事業・食品産業政策課（03-3502-7568）

民間団体等 民間団体等

新事業創出・食品産業課題解決
プラットフォーム

製造

卸

小 売

外食・中食

大 学

農水省

自治体

金融機関

フードテック
企業

加工機械

包 装

事業化・横展開

労働安全
研究会

持続可能性
研究会

生産性向上
研究会

フードテック
官民協議会

大学発
ベンチャー

・・・・・・・

実態の把握

課題の抽出

解決策の検討
（仮説）

実証

アウト
プット

既存の各種プラットフォームも活用しつつ、必要に応
じて、新規研究会を立ち上げ

・規格や制度策定 等

アウト
プット

２．課題調査

３．課題実証

１．プラットフォームの運営

1/2、定額



38 食品等流通持続化モデル総合対策事業

【令和４年度予算概算要求額 285（285）百万円】

＜対策のポイント＞
食品等流通の合理化・高度化を図るため、デジタル化・データ連携による業務の効率化と輸送コストの低減、コールドチェーンの整備、食料品アクセスの確保

等、効率的なサプライチェーン・モデルを構築します。

＜事業目標＞
○ 流通の合理化を進め、飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合を削減（10％［2030年まで］）
○ 農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．デジタル化・データ連携による効率的な食品流通モデルの構築

コードを標準化し、デジタル化・データ連携することで、サプライチェーンの全ての者が
効率的な流通にアクセス可能となり、全体の業務を効率化し、コスト低減を実現するモ
デルを構築します。

① 国際的な標準規格等と調和した、コードの標準化、システム間データ連携によ
る受発注・トレーサビリティの実証等の取組モデルを支援します。

② ①の取組と合わせて、コード標準化、データ連携による受発注・トレーサビリティの
実証等の効果を最大限活用する観点から、自動化技術の導入、コールドチェーン
の確保等の取組モデルを支援します。

２．食料品アクセスの確保

食料品アクセスの確保に向けた課題解決のため、新技術の活用や新しいネットワー
ク連携による取組を支援します。

＜事業の流れ＞

１．デジタル化・データ連携モデル

２．食料品アクセスの確保

輸送中の
温度履歴生産履歴

従来からの
取組

新技術の活用
(バーチャルスーパー、無人店舗、

ドローン自動配送)

新しいネットワーク連携
(地方公共団体、介護福祉施設、

商店街)

・ コードの標準化、データ連携

・ トレーサビリティ

・ 受発注等のペーパーレス化、キャッシュレス化

・ 受発注等の業務の自動化

・ コールドチェーンの確保

・ 自動化技術の導入

クラウド

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-3502-8237）

国

定額、1/2

食品流通業者等

従来よりも
広い範囲で

食料品の安定供給
を実現



プラスチック

39 食品ロス削減・プラスチック資源循環の推進

【令和４年度予算概算要求額 223（97）百万円】

＜対策のポイント＞
フードバンク活動等を通じた食品ロス削減の取組、農林水産業・食品産業におけるプラスチック資源循環の取組を支援します。

＜政策目標＞
○ 平成12年度比で事業系食品ロス量を半減（273万トン［令和12年度まで］）
○ 海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロまで削減［2050年まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．食品ロス削減総合対策事業 170（70）百万円
① 食品ロス削減等推進事業

ア 商慣習の見直しに向けた検討・調査を支援します。
イ 食品ロス削減につながる商品（見切り品等）を寄附金付きで販売し、利益の一
部をフードバンク活動の支援等に活用する仕組みの構築を支援します。

ウ フードバンク活動におけるマッチングシステムの実証・構築を支援します。
エ フードバンク活動の推進のため、設立初期のフードバンク活動団体を対象に人材
育成の取組や生鮮食品の取扱量の拡大に向けた取組等を支援するとともに、フー
ドバンクにおける広域的な連携等の先進的な取組を支援します。

オ 食品製造業における多様なロス発生要因の把握・分析と業務実態に応じた削
減対策のための取組を支援します。

カ 食品ロス削減を含め、持続可能な食品産業の発展に向けた環境対策等に取り
組む優良者の表彰を支援します。

② 食品ロス削減等調査委託事業
食品ロスの実態把握のため食品関連事業者のデータベースの整備を実施します｡

２．プラスチック資源循環の推進 53（27）百万円
環境配慮設計による減量化と代替素材への置き換えに向けた取組、使用済みPET

ボトルの新たなリサイクルモデルの構築、生分解性漁具の開発、農畜産業における廃プ
ラスチック対策の推進、生分解性マルチの導入推進、肥料のプラスチック被膜殻の効果
的な流出防止対策等の調査・検証を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課（03-6738-6473）

フードバンク活動の推進

フードバンク食品関連
事業者

メーカー・卸・
小売 等

・設立初期のフードバンクに対する
人材育成、生鮮食品の取扱拡大支援

・先進的な取組に対する活動費
（広域的な連携、プラットフォーム構築、
マッチング活動、行政・農業者との連携 等）

子ども食堂等

生活困窮者
子ども食堂
福祉施設 等

農業

農畜産業における廃プ
ラスチックの排出抑制・
流出防止

ハウスフィルム マルチフィルム

サイレージラップ 被覆肥料

漁業

生分解性プラスチック製
漁具の開発

生分解性プラスチック
製の養殖用資材の
試作品

実証試験

食品産業

環境配慮設計による減
量化と代替素材への置
き換え

ガゼット袋 変形ピロー袋

国
都道府県

委託、補助（定額）
民間団体等

補助（定額）
民間団体等

定額、1/2以内

（１①アイウオカ、１②、２の事業）

（１①エの事業）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．情報発信
農林漁業者による地域の多様な取組や地域の食と農業の魅力について、Z世代を

重点ターゲットとして、メディア・SNS等を活用した情報発信を展開します。

２．首都圏・地方におけるシンポジウム・フェア
全国の農林漁業者の意欲的な取組、全国各地の農林水産物の価値・魅力の認

知拡大・理解醸成等に向けて、首都圏でシンポジウム・フェアを開催します。
地域の農業・農村の価値や農林水産物の価値・魅力の再発見、地域の課題解

決に向けた取組を促進するために、地方でシンポジウム・フェアを開催します。

＜対策のポイント＞
食と環境を支える農業・農村への国民の理解と共感・支持を得るため、輸出拡大実行戦略、みどりの食料システム戦略、食と農のつながりの深化の３点を

重点事項として、メディア・SNS等を活用したストーリー性のある情報発信を展開するとともに、首都圏・地方におけるシンポジウム・フェアを開催します。

＜事業目標＞
○ 食料自給率の向上（供給熱量ベース45％、生産額ベース75％［令和12年度まで］）
○ 食料国産率の向上（供給熱量ベース53％、生産額ベース79％［令和12年度まで］）

国 民間団体等

＜事業の流れ＞
委託

ニッポンフードシフト総合推進事業

２ 首都圏・地方におけるシンポジウム・フェア

［お問い合わせ先］大臣官房政策課食料安全保障室（03-6744-2395）

Ｚ世代を重点ターゲットとし、
国民全体の理解醸成・行動変容を目指す

事業全体の方向性を表現したロゴマーク

農業・農村への国民の理解の醸成、食料自給率の向上と食料安全保障の確立

オンラインも組み合わせて、首都圏・地方において
様々な体験を提供

１ 情報発信

農林漁業者による
多様な取組み

メディア・SNS等を
活用して発信

食と農に関わる諸課題と、本取組みの重点事項

46 ニッポンフードシフト総合推進事業

【令和４年度予算概算要求額 214（114）百万円】



76 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策

【令和４年度予算概算要求額 22,394（12,313）百万円】

＜対策のポイント＞
カーボンニュートラルを見据えた森林・林業・木材産業によるグリーン成長を実現するため、「新しい林業」経営モデルの構築、路網の整備、間伐や再造林、木

材加工流通施設の整備、「林業イノベーション」の推進、都市部における木材利用の強化、輸出を含む新たな需要の創出、国民運動の展開等、川上から
川下までの取組を総合的に支援します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3 ［令和元年度］→42百万m3 ［令和12年度まで］）

＜事業の全体像＞

林業・木材産業金融対策

林業・木材産業成長産業化促進対策

意欲と能力のある経営者等が行う設備投資等に対する融資の充実・円滑化

・路網の整備・機能強化

・高性能林業機械の導入

意欲と能力のある林業経営者との連携を前提に行う木材
加工流通施設、木質バイオマス利用促進施設、特用林産
振興施設、木造公共建築物の整備

新技術を活用した「林業イノベーション」の推進

林業イノベーション推進総合対策

・都市部における木材利用の強化
・製材やCLT等の建築物への利用環境整備
・引き続き不透明な木材需給動向に対応するため
の需給情報の共有、建築用木材の安定的・効
率的な供給体制の強化

木材の安定供給・利用拡大

木材需要の創出・輸出力強化対策建築用木材供給・利用強化対策

・レーザ計測等による森林資源のデジタル化
・エリートツリー等の採種穂園の整備
・低コスト造林技術の活用推進
・ICT等を活用する高度技術者育成 等

・主伐・再造林の一貫施業

産学官のプラットフォームにおける
異分野技術等の導入

・非住宅建築物への木材の利用効果の実証
・地域の輸出体制づくり、企業間連携による輸
出の促進

・流通木材の合法性確認システムの検討 等

木材産業等競争力強化対策持続的林業確立対策

開発技術の実装技術開発方針の企画 戦略的技術開発・実証

地域の活性化に取り組むモデル的な地域を優先的に支援

林業成長産業化地域創出モデル事業

「新しい林業」に向けた林業経営育成対策

経営力の向上及び労働安全対策の強化

・伐採から再造林・保育に至る収支をプラス転換する「新しい林業」経営
モデルの構築

・森林プランナーの育成等による経営力向上
・研修等を通じた労働安全の強化対策 等

川上から川下まで連携した取組を総合的に支援

カーボンニュートラル実現に向けた
国民運動展開対策

国民参加の森林づくりや木材利用の促進

・国民の幅広い参画による植樹等の森林
づくりの推進

・多様な分野で森林空間を活用する「森
林サービス産業」の創出・推進

・官民連携による木材利用拡大の機運
醸成 等

・林業機械の自動化、木質系新素材等の
戦略的案件の開発・実証

・森林資源情報等のオープン化

・マーケティング力の強化 等・コンテナ苗生産基盤施設の整備

・搬出間伐



76－１ 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

「新しい林業」に向けた林業経営育成対策 【令和４年度予算概算要求額 1,542（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」の実現に向け、林業経営体がエリートツリー等新たな技術の導入により、収益性の

向上を図り、経営レベルで「伐って・使って・植える」を実現できるよう「新しい林業」の経営モデルを構築します。また、森林プランナー育成等による経営力向上
及び労働安全強化対策等の取組を支援し、「長期にわたる持続的な経営」を担う林業経営体の育成を図ります。

＜政策目標＞
○ 主伐の林業生産性向上（５割向上［令和12年まで］） ○ 労働安全の向上（死傷年千人率５割削減［令和12年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．「新しい林業」経営モデル構築事業 1,222（ー）百万円
① 経営モデル実証事業 1,068（ー）百万円

新たな技術の導入による伐採・造林の省力化や、ICTを活用した需要に応じた
木材生産・販売など、林業収益性等の向上につながる経営モデルの実証、②の
成果も含めた「新しい林業」経営モデルの構築・普及の取組を支援します。

② 国有林活用型生産・造林モデル実証事業 154（ー）百万円
新たな生産・造林方法の導入を行いやすい国有林の特性を活かし、生産・造林

の省力化技術等を実証します。

２．「新しい林業」経営支援事業 320（ー）百万円
① 「新しい林業」に向けた林業経営力向上対策 140（ー）百万円

再造林や立木価値の向上などを通じた持続的な経営を担う森林プランナーの
育成、経営相談等の伴走支援の取組を支援します。

② ICT技術活用促進事業 60（ー）百万円
ICT生産管理システム標準仕様書に準拠したスマート林業技術関連ソフト等

の導入により、生産管理の効率化を支援します。
③ 林業労働安全強化対策 120（ー）百万円

死傷年千人率の半減に向け、労働安全活動の促進や研修の実施、作業安全
規範の普及、チェーンソー等装備安全対策の取組を支援します。

「新しい林業」経営モデル構築事業

「新しい林業」経営支援事業

高度な情報収集

省力化生産

造林の省力化

関連施策

①林業経営力向上対策
②ICT技術活用促進事業

③林業労働安全強化対策プランナー
育成研修

経営体への
伴走支援

ソフト等の導入に
より効率的な生産
管理を実現

最新装置を使用
した研修

再造林の
推進

高性能
林業機械
導入支援

需要に応じた
生産・販売

＜事業の流れ＞
定額、1/2

定額

（１①、２①③の事業）

1/2

※ １②の事業は、国有林において直轄で実施

［お問い合わせ先］（１①、２①③の事業）林野庁経営課（03-3502-1629）
（１②の事業） 業務課（03-6744-2326）
（２②の事業） 計画課（03-6744-2300）

（２②の事業）

経営モデルの構築・普及経営モデルの実証

「伐って」

「植える」

「使って」

収支のプラス転換

収益性等向上

民間団体等

都道府県

国

林業経営体等



76－２ 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

林業・木材産業成長産業化促進対策 【令和４年度予算概算要求額 14,614（8,185）百万円】

＜対策のポイント＞
長期にわたる持続的な林業経営を確立しつつ、カーボンニュートラルの実現にも貢献するため、搬出間伐、主伐と再造林を一貫して行う施業、路網の整備・

機能強化、高性能林業機械の導入、コンテナ苗生産基盤施設、木材加工流通施設や木造公共建築物の整備等、川上から川下までの取組を総合的に推
進します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3［令和元年度］→42百万m3 ［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．持続的林業確立対策
意欲と能力のある林業経営者を育成し、持続的な林業経営を確立するため、

出荷ロットの大規模化等によるマーケティング力の強化、路網の整備・機能強化、
高性能林業機械の導入、搬出間伐、主伐時の全木集材と再造林の一貫作業、
再造林の推進に資するコンテナ苗生産基盤施設の整備、森林境界の明確化、
自伐林家等への支援等を推進します。

２．木材産業等競争力強化対策
木材産業等の競争力強化を図るため、意欲と能力のある林業経営者との連携

を前提に行う、輸入木材不足への対応として国産材の供給力強化に資する木材
加工流通施設、木質バイオマス利用促進施設、特用林産振興施設、木造公共
建築物等の整備を支援します。

３．林業成長産業化地域創出モデル事業
地域の川上から川下までの関係者が連携して、木材の安定供給や木材加工流

通施設の整備等を進め、森林資源の循環利用や地域の活性化に取り組むモデ
ル的な地域を優先的に支援し、優良事例の横展開等を図ります。

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

都道府県 林業経営体等

定額（1/2、1/3以内等）等

委託

（１、２の事業、３の事業の一部）

（３の事業の一部）

定額（1/2、1/3以内等）等

※ 国有林においては、直轄で実施

連携

川 中

製材業者、
合板業者等

連携

川 下

木材
需要者

川 上

森林組合、素材生産業者、自伐林家等

意欲と能力のある林業経営者

川上から川下までの連携により木材の安定供給や流通コストの削減を図り、
生産流通構造改革を推進

持続的林業確立対策 木材産業等競争力強化対策

林業成長産業化地域創出モデル事業

間伐材生産（搬出間伐の推進）

資源高度利用型施業

・主伐時の全木集材、それと一貫して行う再造林の実施

路網の整備・機能強化

高性能林業機械等の導入（購入、リース）

コンテナ苗生産基盤施設等の整備

マーケティング力ある林業担い手の育成
・出荷ロットの大規模化等によるマーケティング力の強化

森林整備地域活動支援対策
・施業の集約化に向けた境界の明確化

自立的経営活動推進
・山村地域活性化の担い手となる自伐林家等への支援

山村地域の防災・減災対策

森林資源保全対策（鳥獣害、病害虫対策等）

木材加工流通施設等の整備

・需要者ニーズに対応した木材製品の安定的・効率的
な供給体制を構築（改正木材利用促進法に基づく協
定締結事業者や急な需要動向の変化に対応しうる供

給力強化を図る施設整備を優先的に支援）

木質バイオマス利用促進施設の整備

・地域連携の下で熱利用又は熱電併給に取り組む
「地域内エコシステム」を重点的に支援

特用林産振興施設等の整備

・地域経済で重要な役割を果たすきのこのほだ場など特
用林産物の生産基盤等の整備を支援

木造公共建築物等の整備

・製材やCLT等の活用など木材利用のモデル性が高い
施設の木造化・木質化を重点的に支援（改正木材利
用促進法に基づく協定締結者を優先的に支援）

事業構想（都道府県が作成する５年間の取組方針）

［お問い合わせ先］林野庁計画課（03-6744-2300）



76－３ 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

林業イノベーション推進総合対策 【令和４年度予算概算要求額 1,910（967）百万円】

＜対策のポイント＞
林業イノベーション現場実装推進プログラムの実現のため、造林作業の自動化機械や木質系新素材等の開発・実証、スマート林業や森林資源デジタル管

理の推進、早生樹・エリートツリー等の苗木の生産拡大に向けた採種穂園の整備、スマート林業に関する教育等の開発技術の実装・環境整備を行います。

＜事業目標＞
○ 自動化等の機能を持った高性能林業機械等の実用化（８件［令和７年度まで］）
○ 森林施業の効率化・高度な木材生産等を可能とする「スマート林業」や低コスト造林モデルの導入（全都道府県［令和６年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．技術開発方針の企画 45（49）百万円
産学官のプラットフォームを設置し、異分野技術等の導入の取組を支援します。
２．戦略的技術開発・実証
① 戦略的技術開発・実証事業 456（130）百万円
林業機械の自動化、木質系新素材等の戦略的案件の開発・実証を支援します。
② 森林情報オープン化推進対策 20（ー）百万円
森林資源情報等のオープン化に向けた最適手法の検討を実施します。
③ 林野火災発生リスク評価対策 10（ー）百万円
林野火災発生危険度予測システムの構築と普及方策の検討等を実施します。
３．開発技術の実装・環境整備
① スマート林業構築推進事業 64（127）百万円
ICT等先端技術を現場レベルで活用する実践的取組を支援します。
② 国有林林業イノベーション技術構築事業 114（144）百万円
国有林での森林資源データの整備や林道路線情報の電子化等を実施します。
③ 森林資源デジタル管理推進対策 400（175）百万円

レーザ計測等による森林資源・境界情報のデジタル化等を支援します。
④ 早生樹等優良種苗生産推進対策 528（128）百万円

早生樹母樹林の保全・整備やエリートツリー等の採種穂園の整備等を支援します。
⑤ 先進的造林技術推進事業 139（99）百万円
造林事業での低コスト技術やリモートセンシング技術の活用等を推進します。
⑥ 木材生産高度技術者育成対策 134（97）百万円
ICT等を活用した森林整備・路網作設ができる高度技術者等の育成を実施します。

＜事業の流れ＞

市町村

民間団体等

定額、1/2、2/3

（１、２の事業、３①④⑤⑥の事業の一部）

（３③④⑤の事業の一部）

国

定額、1/2、2/3

委託、定額

定額、1/2
都道府県

民間団体等

都道府県

※国有林においては、直轄で実施

（３③④⑤の事業の一部）

○ICT等先端技術の
導入

開発技術
の実装・
環境整備

情報共有

山元と川下の需給
情報をリアルタイムで
共有

戦略的技
術開発・
実証

○自動化機械、新素材等の開発・実証

レーザ計測での資源
情報把握

早生樹・
エリートツリーの
活用等

ドローンによる苗木
運搬

セルロース

リグニン等
工業用素材に利用

生産性向上、労災防止に
資する自動化機械の開発

木の成分を使用した新素材の
技術開発・実証等

産学官のトップランナーからなるプラットフォームを構築。各事業への助
言や技術開発の方向性の提言等、PDCAプロセスを支援

技術開発方針
の企画

［お問い合わせ先］
（１、２①③、３⑥の事業）林野庁研究指導課（03-3501-5025）
（２②、３①③の事業） 計画課 （03-6744-2300）
（３④⑤の事業） 整備課 （03‐3502‐8065）
（３②の事業） 経営企画課（03-3502-1027）

○森林資源情報
等のデジタル化

○採種穂園の
整備

○低コスト造林
技術の展開

○森林資源情報のオープン化

森林GIS・クラウド

森林クラウド等に搭載された森林
資源情報等のオープン化



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．都市の木材利用促進総合対策事業 971（330）百万円
都市部における建築用木材（木質耐火部材等を含む）の利用実証の対象に設計者を

追加するとともに、改正木材利用促進法に基づく協定締結者を優先的に支援します。また、大
径材活用も踏まえた地域材による設計合理化等の技術開発・普及や強度等に優れた建築
用木材の製造に係る技術の開発・大学等と連携した普及を支援します。さらに、川上から川
下までが連携した顔の見える木材を使用した構造材、内装材、家具・建具等の普及啓発や、
製材工場等の品目のバリエーションの充実に資する取組を支援します。

２．CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業 1,029（721）百万円
CLT製造企業との連携構築のためのモデル的な建築実証メニューを追加し、CLTを用いた

先駆的な建築物の設計・建築や街づくり等への実証を支援します。また、CLT等の土木分野へ

の利用や設計の容易化、製材やCLT等の品質確保等に関する技術開発や設計者の育成等

を支援します。さらに、BIMを活用した設計、施工手法等の標準化に向けて、設計や資材調

達における課題の抽出等を行います。

３．建築用木材供給強化促進事業 200（ー）百万円

引き続き注視が必要な木材需給動向に対応するため、川上から川下の事業者による需給

情報等を共有する連絡協議会を中央・全国７地区で開催します。また、建築用木材の安定

的・効率的な供給体制を強化するため、川上から川下までの生産・流通における地域ごとの多

様な課題を解決していくための独自の取組を支援します。

また、作業安全推進運動の全国的な展開、木材加工施設等導入の利子助成・リース、

森林認証材の普及啓発等の取組を支援するとともに、原木運送業者の実態調査を進めます。

【令和４年度予算概算要求額 2,200（1,251）百万円】

＜対策のポイント＞
都市部における木材利用の強化等を図るため、建築用木材の利用の実証への支援や大径材活用に向けた技術開発等への支援、 製材やCLT（直交集成

板）・LVL（単板積層材）等の建築物への利用環境整備への支援を行います。あわせて、川上から川下までの需給情報の共有を図るとともに、地域ごとの
生産・流通における課題を解決するための独自の取組を支援し、建築用木材の安定的・効率的な供給体制を強化します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3［令和元年度］→42百万m3［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-3502-8062）
マーケットインによる安定供給体制強化促進

部材のデータ収集建築用木材の開発

都市の木造化に向けた取組 顔の見える木材を使用した構造材・家具等の普及啓発

ＣＬＴ

LVL被覆
1時間耐火柱

CLTを活用した街づくりの実証

川上

川下

川中地域における建築用木材
供給体制強化に向けた取組を支援

中小工務店等

国産材供給工場等

76－４ 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

建築用木材供給・利用強化対策

※ BIM(Building Information Modeling)…コンピュータ上で
部材の仕様等の様々な属性情報を併せ持つ３次元の建築物の
モデルを構築するシステム

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
民間団体等

民間団体等

委託

定額

定額

事業費の定額、2/3、1/2、3/10、1/10

国
民間団体等

（２、３の事業の一部）
（１の事業、２、３の事業の一部）



76－５ 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

木材需要の創出・輸出力強化対策 【令和４年度予算概算要求額 615（506）百万円】

＜対策のポイント＞
非住宅建築物等の木造化・木質化、木質バイオマスのエネルギー利用、木材製品の輸出の推進等による木材需要の拡大を支援するとともに、流通木材の

合法性確認を推進するためのシステム開発に向けた調査等を行います。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3［令和元年度］→42百万m3［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．非住宅建築物等木材利用促進事業 180（ー）百万円

非住宅建築物の木質化による利用者の生産性向上等木の効果を実証する取組

（※）、地域への専門家派遣等による技術的支援（※）等の取組を支援します。

（※）改正木材利用促進法に基づく協定締結者を優先的に支援

２．「地域内エコシステム」推進事業 234（240）百万円

木質バイオマスの熱利用を行う「地域内エコシステム」の構築に向け、地域における

合意形成、技術開発、技術面での相談・サポート等の取組を支援します。

３．木材製品輸出拡大実行戦略推進事業 104（ー）百万円

産地協議会の設置や運営などによる地域による体制づくり、企業間の連携によるモ

デル的な輸出の取組、海外で設計・施工を行う技術者の育成を支援します。

４．「クリーンウッド」普及促進事業 51（51）百万円

木材関連事業者の登録を推進するため、幅広い関係者へのクリーンウッドの普及

啓発の取組への支援をします。また、国別・地域別の違法伐採関連情報を提供します。

５．流通木材の合法性確認システム構築事業 22（ー）百万円

流通過程の木材の合法性確認の信頼性・透明性を向上させるため、流通木材の

合法性確認システムの構築に向けた調査を実施します。

６．広葉樹を活用した成長産業化支援対策事業 25（22）百万円

特用林産物に関する情報の収集・分析・提供、国産特用林産物の競争力の強化

に向けた実証、需要拡大と担い手確保を一体的に行う取組等を支援します。

［お問い合わせ先］（１～５の事業）林野庁木材利用課（03-6744-2120）
（６の事業） 経営課 （03-3502-8059）

国 民間団体等

定額、委託
＜事業の流れ＞

【地域協議会】
事業の理解・合意形成
主体意識づくり

川上：燃料供給

川中：燃料製造
川下：エネルギー利用

「地域内エコシステム」の構築のため
の川上、川中、川下の連携を推進

「クリーンウッド・
ナビ」において

合法伐採木材
関係情報を提供

高付加価値

きのこ等の生産・

加工・流通に係
る実証等を推進

輸出産地形成に向けた地域の合意形成
のための産地協議会を育成

輸出事業計画策定

輸出先国製品・部材

産地協議会

現地のニーズ情報
施工者の手配等

非住宅建築物の木質化の
ための実証等を支援



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．国民参加の植樹等の推進
① 国民参加による植樹等の推進対策 90（ー）百万円

森林づくりを行いたい企業等と植栽場所のマッチング、コーディネート等を支援します。

② 優良種苗プロモーション支援 120（ー）百万円
カーボンニュートラルに貢献するエリートツリー等の成長の良い苗木の普及・展示に

向けた取組を支援します。

③ 全国規模の緑化運動の促進 32（ー）百万円
全国植樹祭、全国育樹祭等の全国規模の緑化行事の開催等を支援します。

④ 新たな森林空間利用創出対策 78（ー）百万円
多様な分野で森林空間を活用する「森林サービス産業」の創出・推進、「日本美

しの森お薦め国有林」での観光利用を推進する環境整備等を実施します。

２．多様な場面での木材利用の推進
① ウッド・チェンジ アクション 200（ー）百万円

建築物等での木材利用拡大の機運を醸成する各種メディアの活用や地域関係者
との連携による普及プロジェクトの実施等の取組を支援します。

② 「木づかい運動」の促進 128（ー）百万円
身近な木材利用やエシカル消費による地域材等の選択的購入を進める普及啓発

の取組を支援します。

76－６ 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策 【令和４年度予算概算要求額 648（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
国民の幅広い参画による植樹等の森林づくりの推進、エリートツリー等の成長の良い苗木の普及、森林空間利用の促進、建築物等での木材利用拡大の

機運醸成、身近な木材利用やエシカル消費等を普及啓発する「木づかい運動」の促進等の取組を支援し、森林・林業・木材産業によるグリーン成長とともにカー
ボンニュートラルの実現に貢献します。

＜政策目標＞
○ 国民参加による植樹の推進（１億本［令和12年度まで］）
○ 国産材の供給・利用量の増加（31百万㎥［令和元年度］→ 42百万ｍ3［令和12年度まで］）

2050年カーボンニュートラルの実現

カーボン
ニュートラル

実現に向けた
国民運動の

展開

企業等と森林の
マッチング、コーディネート、
CSR活動の評価・普及

建築物等での木材利用
拡大のキャンペーン

エリートツリー等の
成長の良い
苗木の普及

全国規模の
緑化行事の開催

森林空間利用の
創出・推進

家具等の身近な
木材利用・

エシカル消費の推進

国民の取組が
カーボンニュートラルに

直接貢献

森林・林業・木材産業
によるグリーン成長 森林・林業・木材

産業の取組を
下支え

［お問い合わせ先］（１の①、③、④の事業）林野庁森林利用課（03-3502-0048）
（１の②の事業） 整備課 （03-3502-8065）
（２の①、②の事業） 木材利用課（03-6744-2298）

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

地域協議会等

定額

定額定額

（１の②③、２の①②の事業）

（１の①④の事業）民間団体等

※国有林においては、直轄で実施



87 漁業構造改革総合対策事業

＜対策のポイント＞
カーボンニュートラル、みどりの食料システム戦略の実現を目指しつつ、我が国漁業・養殖業を収益性の高い構造へ改革するため、不漁・脱炭素対策として長

期的不漁や燃油削減に対応するための多目的漁船の導入や新たな操業・生産体制への転換、マーケット・イン型養殖業等の実証の取組を支援します。

＜事業目標＞
収益性の高い操業・生産体制への転換等を促進するための実証に取り組む漁業者等の償却前利益の確保（80％以上［令和８年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁業改革推進集中プロジェクト運営事業
漁獲から流通に至る操業・生産体制を改革し、収益性向上等を図る改革計画の

策定等を支援します。

２．漁業構造改革推進事業（もうかる漁業創設支援事業等）
① 資源管理や漁場環境改善に取り組む漁業者による革新的な操業・生産体制への

転換等を促進するため、認定された改革計画に基づく高性能漁船や大規模沖合養
殖システムの導入、居住性・安全性・作業性の高い漁船の計画的・効率的な導入
等による収益性向上を支援します。
また、不漁・脱炭素対策として、ICT技術を活用した省エネ航行の導入や操業

体制の転換等のCO2削減に対応しつつ、漁獲対象種・漁法の複数化、複数経営
体の連携による協業化や共同経営化等の実証の取組を支援します。

② 認定された養殖業改善計画に基づくマーケット・イン型養殖業等の実証に必要な
資材・機材の導入費等を養殖経営体・グループ等に支援します。

国 特定非営利活動法人
水産業・漁村活性化推進機構

定額

＜事業の流れ＞

・用船料等相当額（1/3以内等）
・運転経費

・資材・機材の導入費等（1/2以内）

漁業協同組合等

定額

養殖経営体等

定額・1/2

［お問い合わせ先］ 水産庁研究指導課（03-6744-0205）
栽培養殖課（03-6744-2383）

改革計画の策定

漁業協同組合、流通・加工業者、有識者、金融機関、行政等が一体となり、地域
の漁業・養殖業の収益性向上等を図る改革計画を策定

改革型高性能漁船
（多目的化、ICT技術を含む）

◌ 省エネ船型／推進機関
◌ 省力型漁労機器
◌ 高鮮度保持魚倉
◌ 高機能冷凍設備 等

労働環境改善型漁船

◌ 居住性・安全性・作業性
の高い漁船

◌ 資源管理型漁労機器
◌ 船内インターネット環境 等

大規模沖合養殖システム

◌ 耐波浪性大型養殖施設
◌ 省力・省人化給餌施設
◌ 漁場環境・生産情報モニ

タリングシステム 等

もうかる漁業創設支援事業の実施（漁船漁業の場合）

漁業協同組合等が認定改革計画に基づく収益性向上等の実証事業を実施

水揚金
人件費、燃油費、えさ代、
氷代、魚箱代、その他の
資材費、販売費 等

<運転経費>

漁船減価償却費、漁具等
減価償却費、消耗品費、
通信費、修繕費 等

<用船料等
相当額>

用船料等相当額
の1/3以内等を
基金から助成

基金に返還

返還は不要

基金から全額助成

【令和４年度予算概算要求額 10,000（1,916）百万円】



【令和４年度予算概算要求額 467（317）百万円】

＜対策のポイント＞
国が策定する生産から販売・輸出に至る総合戦略に基づき、国内外の需要を見据えた養殖業の成長産業化を実現するための関係者の取組への支援や、

低コスト・高効率飼料等の開発など、養殖生産の三要素である餌、種苗、漁場に関するボトルネックの克服等に向けた技術開発・調査を実施。

＜事業目標＞
主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の増加（1,713千トン［平成22年度］→ 1,739千トン［令和４年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．戦略的養殖品目総合推進事業

養殖業の成長産業化の実現に向けた協議会等の開催、漁場環境の維持・改善

に関する指針等の策定、日本真珠の海外販路拡大等や錦鯉養殖業の振興等の

取組を支援します。

２．養殖業成長産業化技術開発事業

① 生産コストの削減を図るために、養殖対象種の消化生理に基づいた低価格・高

効率飼料の開発、魚粉代替原料の生産技術の開発等を行います。

② 市場で高い評価を受ける養殖対象種の生産性向上に必要な種苗生産技術の

高度化や優良系統の作出等を行います。

３．養殖業成長産業化調査事業

① 貝類養殖において、適正養殖管理と事業収益性の両立について調査・分析を

行います。

② 養殖業の成長産業化に資するよう、陸上養殖の実態を調査・分析を行います。

88 養殖業成長産業化推進事業

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

定額

委託

（１の事業）

（２、３の事業）民間団体等 ［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課 （03-3502-0895）
研究指導課 （03-3591-7410）

戦略的養殖品目総合推進事業【補助事業】

優良種苗開発等養殖生産高度化対策

➢ AI等を利用した消化生理に基づく低価格・高効率
飼料を開発（ブリ、マダイ、スジアラ）

➢ 魚粉代替原料（水素細菌）を活用した飼料開発

➢ 優良系統の作出（サケ・マス類、ノリ等）

➢ 人工種苗安定生産体制構築（カンパチ）

➢ 優良個体選別システムの開発（クロマグロ）

➢ 地球温暖化に適応した養殖技術の開発（ノリ）

➢ 総合戦略の実行に向けた協議会等の開催

➢ 漁場環境に関する指針等の策定を支援

➢ 日本真珠のEC等を活用した海外ビジネス展開の促進等

➢ 錦鯉オンライン販売システム、品種や特徴の規格化・情
報発信等を支援

飼餌料コスト低減対策

養
殖
業
の
成
長
産
業
化

養殖業成長産業化技術開発事業【委託事業】

養殖業成長産業化調査事業 【委託事業】

◇AI等を利用し、理想
的な成長を実現する飼
料成分や給餌量・タイミ
ングを提案する手法開発

成長度配合・給餌

ＡIが餌料成分配合や投餌の頻
度・量時間帯を推薦

メタボローム解析で
分析した世代毎に
必要な栄養成分
の分布

トラウトサーモン カンパチ ノリ

◇協議会の開催

◇水素細菌の養殖飼料としての利用
技術の開発

◇優良系統の作出・人工種苗生産技術の高度化

水素細菌

➢ 貝類の適正管理に向けた適正管理と収益性の両立の検証

➢ 陸上養殖魚種の市場規模等の調査・分析



65 農業農村整備事業＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 394,575（333,256）百万円】

※ デジタル庁計上の政府情報システム予算を含む。

＜対策のポイント＞
競争力強化のための農地の大区画化や汎用化・畑地化、新たな農業水利システムの構築、国土強靱化のための農業水利施設の適切な更新・長寿命化、

省エネ化・再エネ利用、ため池の防災・減災対策や農業用ダムの洪水調節機能強化、集落排水や農道等の生活インフラの整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ 全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）
○ 更新が早期に必要と判明している基幹的農業水利施設における対策着手の割合（10割［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
（農業競争力強化対策）

担い手への農地集積や農業の高付加価値化を図るため、農地中間
管理機構との連携等により、農地の大区画化や汎用化・畑地化、畑地
かんがい施設の整備等を推進します。また、水利用の高度化や水管理
の省力化を図るため、パイプライン化やICTの導入等による新たな農業
水利システムの構築等を推進します。

２．農業水利施設の戦略的な保全管理、防災・減災対策
（国土強靱化対策）

農業水利施設の更新・長寿命化、省エネ化・再エネ利用、農地の湛
水防止対策、ため池の防災・減災対策、農業用ダムの洪水調節機能
強化等を推進します。

３．農村整備（田園回帰・農村定住促進）

農村に人が安心して住み続けられる条件を整備するため、集落排水
施設や農道、地域資源利活用施設の整備等を推進します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

※事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）

1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局設計課（03-3502-8695）

排水機場

ファームポンド

P

給水栓・落水口

分水ゲート

光ファイバ

水位・流量

パイプライン

鳥獣罠
センサー

頭首工

ため池

P

無線
基地局

無線
基地局

農道橋

公衆無線
LAN

排水路

揚水機場

直売所

自動走行農機
（VRS利用）

集 落 集落排水

無線
基地局

無線
基地局

ハウス
環境計測

１．農業競争力強化対策
農業水利施設の
戦略的な保全管理

農業・農村の強靱化に
向けた防災・減災対策

⚫汎用化の例

⚫大区画化の例

汎用化水田でのレタスの栽培

２．国土強靱化対策

改修後のため池堤体

３．田園回帰・農村定住促進

改修後の頭首工

⚫畑地かんがい施設の整備

スプリンクラーによる散水

排水機場の整備

水路の機能診断

田んぼダムの取組

改修前の頭首工

事業実施前 事業実施後

⚫情報通信環境の整備
（関連事業）

⚫農業集落排水施設の整備

⚫農道の整備



74 森林整備事業＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 147,767（124,803）百万円】

※デジタル庁計上の政府情報システム予算を含む。

＜対策のポイント＞
カーボンニュートラルを見据えたグリーン成長を実現するため、森林吸収量の確保・強化や国土強靱化、林業の持続的発展等を図るべく、間伐の着実な実施

に加え、主伐後の再造林の省力化・低コスト化や幹線となる林道の開設・改良等を推進します。

＜事業目標＞
森林吸収量の確保に向けた間伐の実施（令和３年度から令和12年度までの10年間の年平均：45万ha）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．間伐や路網整備、再造林等

① 新たな森林・林業基本計画等を踏まえ、再造林や間伐の省力化・低コスト化を
促進することにより森林整備を推進し、健全な森林を育成します。

② 森林資源が充実した区域等において、路網をバランスよく整備します。
③ 幹線林道の開設・改良を支援し、林道の強靱化を推進します。
④ 老朽化した橋梁等について、集約化のための林道の改良等と併せた撤去を支援

します。
※ 林道事業において発注・施工時期の平準化を図るため、当初ゼロ国制度を導入

２．大規模地震や豪雨・台風等による被害を受けた森林や奥地水源林の整備

① 大規模地震や豪雨・台風等による被害を受けた森林や奥地水源林等について、
公的主体による復旧・整備を推進します。

② 重要インフラ施設周辺の森林整備を支援することで災害の未然防止につなげます。

森林環境保全直接支援事業 35,137（23,810）百万円
森林資源循環利用林道整備事業 4,305 （2,448）百万円
林業専用道整備事業 757 （563）百万円
山村強靱化林道整備事業 2,992  （2,500）百万円

特定森林再生事業 2,384 （1,919）百万円
水源林造成事業 27,558（25,247）百万円

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］林野庁整備課（03-6744-2303）

カーボンニュートラルの実現に向けた対応

〇造林未済地解消対策 【水源林造成事業】

〇再造林の省力化・低コスト化を推進

個
人
等 林業

事業体

市町村又は
森林組合等造林未済地の寄附、

所有権の移転

森林研究・
整備機構

分収造林契約の締結

事業の仕組み
奥地水源林の造林未済地※の解
消に向けて、土地所有者が造林
未済地を市町村等に寄附すること
を条件に、森林研究・整備機構が
分収造林契約により森林を造成
※R2までの伐採箇所に限る

搬出間伐の集約要件、
保育間伐の齢級要件
等の見直し

再造林の面積の確保

植栽本数や下刈り回数の減
などによる造林の省力化・低
コスト化施業に対する支援を
強化

間伐の一層の推進

〇林道の整備や荒廃森林の再生に向けた間伐等の森林整備を実施

・各地の被害森林の再生を推進

・北海道胆振東部地震の被災
森林について奥側に広がるエリア
の再生を本格的に推進

木材輸送の効
率化や防災機
能の向上に向け
た林道の開設、
改良等を推進

国土強靱化等に向けた対応

北海道厚真町の被災森林
国

都道府県、市町村、森林所有者等

1/2、3/10等

定額

（１、２の事業）

（２の事業の一部）

※ 国有林においては、直轄で実施

国立研究開発法人森林研究・整備機構
排水工の設置

〇間伐を推進
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＜対策のポイント＞
国民に安心で高品質な水産物を安定的に供給し、輸出の拡大等による水産業の成長産業化を実現していくため、拠点漁港の流通機能強化と養殖拠点の

整備を推進します。併せて、持続可能な漁業生産を確保するため、環境変化に対応した漁場整備や藻場・干潟の保全・創造、漁港施設の強靱化・長寿命
化対策を推進します。さらに、漁村の活性化や漁港利用促進のため、既存漁港施設の改良・除却や生活・就労環境改善対策等を推進します。

＜事業目標＞
○ 新たに水産物の品質向上や出荷の安定が図られた水産物の取扱量の割合を増加
○ 流通・防災の拠点となる漁港等のうち、地震・津波に対する主要施設の安全性が確保された漁港の割合を増加（55％［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産業の成長産業化に向けた拠点機能強化対策

① 水産物の流通機能強化に向け、拠点漁港等における機能再編・集約や漁船大
型化への対応、衛生管理対策を推進します。

② 養殖生産拠点の形成に向け、消波堤整備による静穏水域の創出や効率的な出
荷体制の構築等に対応した一体的な施設整備を推進します。

２．持続可能な漁業生産を確保するための漁場生産力の強化対策、漁港施設の
強靱化・長寿命化対策

① 水産資源の回復を図るため、資源管理と連携し、海洋環境の変化に対応した漁
場整備を推進するほか、グリーン社会の実現に資する藻場・干潟の保全・整備を推
進します。

② 大規模地震・津波や頻発化・激甚化する台風・低気圧災害等に対応するため、
防波堤・岸壁等の漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化、長寿命化対策を推進します。

３．漁村の活性化と漁港利用促進のための環境整備

① 地域の漁業実態に合わせた漁港機能の再編を推進するため、漁港の有効活用促
進に向けた既存漁港施設の改良・除却を推進します。

② 漁村における漁業集落排水施設等の生活環境改善対策や漁港における浮桟橋
等の就労環境改善対策等を推進します。

＜事業の流れ＞
国

水産業協同組合

地方公共団体1/2等

[お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3502-8491）

魅力ある漁村の形成

持続可能な漁業生産の確保対策

幼稚仔魚の生育の場とな
る藻場の整備

災害発生時の物資輸送拠点となる
耐震強化岸壁の整備

流通機能強化、衛生管理
に対応した荷さばき所の整備

施設の長寿命化対策

水産業の成長産業化に向けた拠点整備

大規模養殖の展開を可能に
する静穏水域の創出

陸揚げの軽労化に資する
浮体式係船岸の整備

※ 事業の一部は、直轄で実施
（国費率2/3等）

【令和４年度予算概算要求額 85,967（72,607）百万円】
※ デジタル庁計上の政府情報システム予算を含む。


