他省庁との主な連携事業について
当省事業（概算決定額）

連携事業の概要・当省の取組

連携省庁・主な連携内容

１．担い手への農地集積・集約化、担い手の育成等による構造改革の推進
新規就農・経営継承総
合支援事業のうち農の
雇用事業
（66億円）

農業法人による新規就農者の雇用につ
いて、トライアル雇用から雇用研修へ
の円滑な移行を促進
【農林水産省】
・雇用研修を行う法人への支援
・各県の農業法人協会とハローワーク
等との協議の場を設置

【厚生労働省】
・トライアル雇用を行う事業主への支
援
・各県の農業法人協会とハローワーク
等との協議への協力

新規就農・経営継承総
合支援事業のうち農業
経営者育成支援事業
（５億円の内数）

農業高校、普通高校、大学の学生等の
農業経営に関する研修セミナーへの参
加を促進
【農林水産省】
・農業経営に関する研修セミナーの開
催経費を支援

【文部科学省】
・研修セミナーの開催を教育委員会や
大学等に対して周知

人・農地問題加速化支
援事業のうち農業経営
の法人化等の支援
（４億円の内数）

障害者雇用促進法や障害者雇用に関す
る助成制度の周知徹底、農業法人と障
害者のマッチング等を図る
【農林水産省】
・農業法人と障害者団体、ハローワー
ク等との情報交換会の開催経費等を支
援

【厚生労働省】
・ハローワーク等による就職面接会の
開催

３．強い農林水産業のための基盤づくり
援農隊マッチング支援 収穫期等の繁忙期における労働力の確
事業
保
（１億円）
【農林水産省】
・農家と人材とのマッチング
・必要な労働力の把握
・技術研修・指導への支援

【厚生労働省】
・ハローワーク、シルバー人材セン
ター等を通じた効果的な人材確保

次世代施設園芸導入加 施設園芸を次世代に向かって発展させ
速化支援事業
ることによる化石燃料からの脱却や地
（20億円）
域の所得向上、雇用創出を実現
【農林水産省】
・地域資源のエネルギー活用や先端技
術と強固な販売力の融合による大規模
な施設園芸団地の整備

【経済産業省】
・適正な栽培管理に資するセンサーシ
ステムの技術開発

鳥獣被害防止総合対策 効果的な鳥獣被害対策の推進に向け
交付金
た、鳥獣被害対策実施隊の増設・体制
（95億円）
強化、地域ぐるみの取組の推進、技術
の実証、捕獲鳥獣の処理加工対策等
森林鳥獣被害対策技術 【農林水産省】
高度化実証事業
・地域ぐるみの被害防止活動や侵入防
（２億円）
止柵の整備等の対策を総合的に支援
・森林における鳥獣被害防止に向けた
新技術の導入・実証及び実証に先立つ
調査の実施

【環境省】
・鳥獣保護管理の担い手となる人材の
育成、地域ぐるみで捕獲を推進するた
めのモデル事業、実態調査等を実施

４．農林水産物・食品の高付加価値化等の推進
薬用作物等地域特産作 薬用作物等の産地形成の促進
物産地確立支援事業
【農林水産省】
（４億円）
・地域ごとの気象条件等に適した品種
の選定や栽培マニュアルの作成
・栽培技術確立のための実証ほ場の設
置や農業機械の改良等

【厚生労働省】
・漢方薬メーカーの需要情報とりまと
め、提供
・薬用作物の新たな育種、栽培及び生
産技術等に関する研究推進

民間活力を活かした研 医療、ＩＴ、ロボット工学等異分野の
究の推進
革新的な技術を農林水産・食品分野へ
（11億円）
活用する研究開発を促進
【農林水産省】
・異分野の革新的な技術を活用する研
究開発を促進

【内閣府ほか】
・科学技術イノベーション総合戦略に
基づき、府省連携の下、医農、理農、
農工、薬農などの分野融合研究を支援

５．日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進
学校給食における地場産農林水産物の
利用拡大
【農林水産省】
・学校給食の食材として地場産農林水
産物を安定的に生産・供給するモデル
的な取組等を支援

【文部科学省】
・学校給食での地場産農林水産物の利
用に係る食育効果等の調査・検証等を
行い、成果を普及（スーパー食育ス
クール）

ミラノ国際博覧会政府 ミラノ国際博覧会への政府出展に向け
た準備
出展委託事業
【農林水産省】
（11億円）
・我が国の「食」に関する取組を発信
するための広報・準備等

【経済産業省】
・食糧問題、飢餓と飽食などの課題解
決に向けての我が国の取組を発信する
ための総合的な広報・準備等

途上国での日本型バ
リューチェーンの構築
支援
（９億円）

【外務省】
・ＯＤＡ案件との連携

日本の食魅力再発見・
利用促進事業（学校給
食における地場食材の
利用拡大）
（15億円の内数）

輸出戦略実行事業
(２億円)

先進的な技術を有する我が国農業・食
品関連産業の海外展開と連携し、途上
国におけるバリューチェーンを構築
【農林水産省】
・途上国における品種開発・生産・加
工・流通の各段階の効率的・効果的な
技術や制度の導入等を支援

オールジャパンの輸出促進の司令塔の
設置やJETROとの連携を通じたサポート
体制の強化等
輸出倍増プロジェクト 【農林水産省】
(18億円)
・輸出促進の司令塔として戦略実行委
員会の設置
・ビジネスサポート体制の強化、輸出
に取り組む事業者の支援など、輸出拡
大等に必要な調査

【外務省、経済産業省（JETRO）】
・総合的なビジネスサポート体制の強
化に向けたJETROの活用
・新興市場開拓に向けた在外公館等と
の連携
【内閣官房ほか各省庁】
・各省庁と連携し、輸出戦略に沿った
取組を推進するための戦略実行委員会
を設置

８．活力ある農山漁村の構築
地域バイオマス産業化 バイオマス産業を軸とした環境にやさ
推進事業
しく災害に強いまち・むらづくりを目
（10億円）
指すバイオマス産業都市の構築
【農林水産省】
・構想づくりや施設整備への支援

【経済産業省】
・バイオマスエネルギーの導入を促進
【国土交通省】
・下水汚泥の有効利用の促進
【環境省】
・地球温暖化対策及び循環型社会の構
築を推進

子ども農山漁村交流プ 小学５年生を中心とした農山漁村での
宿泊による自然体験や農林漁業体験等
ロジェクト
を推進
都市農村共生・対流総合 【農林水産省】
対策交付金
・受入側（農山漁村）における宿泊体
（21億円）
験施設・教育農園等の充実・整備や受
農山漁村活性化プロジェ
入農林漁家・人材の育成、農林漁業体
クト支援交付金
験プログラムの開発等への支援
（65億円）

【総務省】
・送り手・受入側の地方自治体への特
別交付税措置等
【文部科学省】
・送り手側（学校）への宿泊体験活動
支援等

「農」と福祉の連携プ 高齢者・障害者のための福祉農園の拡
大・定着を推進
ロジェクト
【農林水産省】
都市農村共生・対流総合 ・高齢者の生きがい農園及び障害者の
対策交付金
就労・雇用を目的とする農園の整備
（21億円）
・福祉・農業関係者を対象とした研修
「農」のある暮らしづく
会の開催、農業専門家の派遣等の支援
り交付金

【厚生労働省】
・活動の拠点となる福祉施設の整備、
農家と福祉施設の連携支援等

（６億円）
農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金
（65億円）

空き家・廃校活用交流 空き家、廃校等の地域資源を、田舎暮
らし希望者の受け皿や多機能な施設等
プロジェクト
として活用する取組を推進
都市農村共生・対流総合 【農林水産省】
対策交付金
・廃校等の地域資源の活用と散在する
（21億円）
既存施設の再編等を組み合わせた多機
農山漁村活性化プロジェ
能な集落拠点強化施設の整備や滞在型
クト支援交付金
交流農園の整備等の支援
（65億円）

【国土交通省】
・集落地域の「小さな拠点」形成のた
めのプランづくりや既存公共施設を活
用したワンストップサービス施設の整
備を支援
【総務省】
・過疎地域の活性化への取組を支援
【文部科学省】
・活用希望者に対し、廃校施設の所在
地、建物面積等の情報や、利用可能な
各省庁の補助制度等を提供
【厚生労働省】
・廃校等を活用した高齢者関係施設や
児童福祉施設等の整備を支援
【経済産業省】
・商店街空き店舗への店舗誘致等を支
援

「農」を楽しめるまち ｢農｣のある暮らしを楽しみたいという
都市住民のニーズに応え、住民参加で
づくりプロジェクト
策定した計画に基づく｢農｣を楽しめる
「農」のある暮らしづく まちづくりを推進
り交付金
【農林水産省】
（６億円）
・地方自治体における、円卓会議等で
の住民参加による計画策定を支援
・交流農園、農産物直売所等の整備を
支援
・都市機能の集約のために除去された
建物跡地での市民農園等の整備を支援

【国土交通省】
・生産緑地の買取りによる農業公園の
整備を支援
・都市機能の集約を促進するため郊外
部に立地している公共施設等の除去費
用を支援

美しい農村再生支援事 農村が有する棚田等の水や緑の農村景
業
観、歴史・文化的な建造物等の総合的
（10億円）
な価値の再生・継承
【農林水産省】
・市町村等が行う将来に残すべき農村
景観・資源を保全・復元・継承するた
めの取組を支援

【文部科学省】
・歴史的風致の維持・向上を支援
【国土交通省】
・歴史的風致の維持・向上、良好な景
観の形成を支援
【環境省】
・良好な景観の形成、生物多様性の保
全・活用を支援

９．食の安全・消費者の信頼確保
生産・流通の場におけ 学校教育の場でも活用できるよう教育
る食育推進
ファームのプログラム内容を充実
（８億円の内数）
【農林水産省】
・教科等と関連付けた教育ファームの
プログラム等の開発を支援

【文部科学省】
・各種外部機関と連携し、食育プログ
ラムを開発するスーパー食育スクール
を指定し、栄養教諭を中心に外部の専
門家等を活用しながら食育の推進を図
る

10．新たな木材需要の創出と強い林業づくり
森林・林業再生基盤づ 学校施設全体の木造化・内装木質化
くり交付金
【農林水産省】
（22億円の内数）
・木造公共建築物の整備、設計段階か
らの技術支援
地域材利活用倍増戦略
プロジェクト
（14億円の内数）

【文部科学省】
・地域材を活用して木造施設を整備す
る場合や、エコスクールパイロット・
モデル事業の認定を受けて内装木質化
を行う場合に補助単価のかさ上げを実
施

森林・山村多面的機能
発揮総合対策のうち森
林整備地域活動支援交
付金（２億円）

【国土交通省】
・林地における地籍調査を実施

森林・山村における境界情報の整備を
推進
【農林水産省】
・不在村等森林所有者の情報の取得を
支援
・森林境界の確認を支援

ＣＬＴ等新たな製品・ 中高層建築物等に係る技術開発等の促
技術の開発
進
(５億円)
【農林水産省】
・ＣＬＴ等の強度データ収集等を実施
・建築の個別認定に必要な技術開発等
を実施
・ＪＡＳ規格（告示）の制定

【国土交通省】
・設計法に関する実証実験
・建築実績を積み重ねるための建築物
の個別認定

