
１ 施設園芸等燃料価格高騰対策事業

＜対策のポイント＞
経営費に占める燃料費の割合の高い施設園芸及び茶において、燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を進めるため、計画的に省エネルギー化等
に取り組む産地を対象に、農業者と国で基金を設け、燃油・ガスの価格が一定の基準を超えた場合に補塡金を交付するセーフティネット対策を講じます。

＜事業目標＞
燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換（施設園芸等の主要な産地におけるＡ重油等の使用量を15％削減 ［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

ガスも含めた燃料価格が過去平均価格を大きく超える状況を踏まえ、セーフティネット
対策の対象燃料にLPガス、LNGを追加するとともに、基金への積み増しを行い、燃料
価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を支援します。

１．施設園芸セーフティネット構築事業
施設園芸の省エネルギー対策等に計画的に取り組む産地を対象に、農業者と国の

拠出により資金を造成し、燃料価格の高騰時に補塡金を交付します。
（１）対象燃料：Ａ重油、灯油、LPガス（プロパンガス）、LNG（都市ガス）
（２）対象期間：10月~翌６月

２．茶セーフティネット構築事業
茶の省エネルギー対策等に計画的に取り組む産地を対象に、農業者と国の拠出に

より資金を造成し、燃料価格の高騰時に補塡金を交付します。
（１）対象燃料：Ａ重油、LPガス（プロパンガス）、LNG（都市ガス）
（２）対象期間：４月~10月

＜事業の流れ＞

国
(一社)日本施設

園芸協会
都道府県
協議会

農業者の組織
する団体等

定額定額

［お問い合わせ先］（１の事業）農産局園芸作物課 （03-3593-6496）
（２の事業） 果樹・茶グループ （03-6744-2194）

【令和４年度補正予算額 8,499百万円】

定額

補塡金＝補塡単価（発動基準価格との差額）×当月購入数量の70％※

セーフティネットの発動燃料価格

※ 価格急騰時等には、
100％に引き上げ

国と生産者が積み立てた資金から補塡
【国と生産者の負担割合1:1】

発動基準価格
（過去７年中５年平均）

【セーフティネット対策のイメージ】

省エネルギー対策計画の策定・実施

セーフティネット対策

燃料価格高騰の
影響を受けにくい
経営への転換

【省エネルギー対策計画のイメージ】 ※ 2期目以降に継続加入する場合は、単
位生産量(額)当たり燃油使用量を15％以
上削減目標（収量増で達成可能）でも可。

加入 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

１期目 ２期目

15%

削減
合計

30%

燃
油
使
用
量

省エネチェック
シートの実践

省エネ効果のある資
材等を導入

ヒートポンプ等
省エネ機器の導入



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

燃油価格や配合飼料価格の上昇に備えて、漁業者・養殖業者と国が資金を積み
立てます。

燃油については燃油価格、 配合飼料については配合飼料価格が一定の基準を超
えて上昇した場合に、漁業者や養殖業者に対し、補塡金が支払われます。

補塡金は、漁業者・養殖業者と国が１対１の割合で負担します（燃油については、
国の負担割合を段階的に高めて補塡するほか、各加入者の判断に応じて、加入者の
積立金から付加補塡金が支払われます）。

１．補塡基準
補塡金は、四半期ごとに、当該四半期の燃油又は配合飼料の平均価格が７中

５平均値*を超えた場合に支払われます。
*７中５平均値：直前７年間（84ヶ月分）の各月の平均価格のうち、高値12ヶ
月分と低値12ヶ月分を除いた５年（60ヶ月）分の平均値

２．急騰対策
燃油については、補塡基準価格を超えない場合でも一定期間に急激な上昇が

あった場合には補塡金が支払われるほか、各加入者の判断に応じて、加入者の積
立金から付加補塡金が支払われます。

２ 漁業経営セーフティーネット構築事業

【令和４年度補正予算額 33,000百万円】

＜対策のポイント＞
燃油や配合飼料の価格が上昇した場合にその影響を緩和するための備えとして、漁業者・養殖業者と国の拠出により、燃油・配合飼料価格が上昇したときに

影響を緩和するための補塡金を交付するセーフティーネットを構築します。

＜事業目標＞
漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 （一社）漁業経営安定化推進協会 漁業者・養殖業者
定額 定額

［お問い合わせ先］（漁業用燃油） 水産庁企画課 （03-6744-2341）
（養殖用配合飼料） 栽培養殖課（03-6744-2383）

燃油や配合飼
料がまた値上が
りしたらどうしよう。
不安だな。

原油価格
（円/kℓ） 原油の価格推移

燃油や配合飼料価格の
高騰が長期間続いても
安心だね！

価
格

価格高騰の影響を緩和

＝補塡分

配合飼料の価格推移配合飼料価格
（円/トン）

26年６月
69,370円/kℓ

4年6月
95,390円/kℓ

2年4月
13,840円/kℓ

27年６月
212,213円/㌧

24年10月
146,553円/㌧

4年8月
200,266円/㌧



３ 配合飼料価格高騰緊急対策

＜対策のポイント＞
国際的な穀物需要の増加やウクライナ情勢等に伴うとうもろこし等の飼料原料価格の上昇や為替相場の影響等により、配合飼料価格が高騰する中、畜産

経営への影響を緩和するため、配合飼料価格安定制度の異常補塡基金から生産者に補塡金を交付します。

＜政策目標＞［平成30年度→令和12年度まで］ ※（ ）は枝肉換算
○ 牛肉の生産量の増加（33（48）万t→40（57）万t） ○ 豚肉の生産量の増加（90（128）万t→92（131）万t）
○ 鶏肉の生産量の増加（160万t→170万t） ○ 鶏卵の生産量の増加（263万t→264万t） など

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

配合飼料価格が高騰し、畜産経営への影響を緩和するための配合飼料価格安定

制度の補塡の発動が続いています。

このような中で、配合飼料価格安定制度の異常補塡基金に所要額の積増しを実

施し、生産者に補塡金を交付します。

【配合飼料価格安定制度の主な補塡発動条件】

● 平均輸入原料価格が基準輸入原料価格を超える場合に、上回った額を限度

（総補塡額）として、補塡が発動。

● 平均輸入原料価格が基準輸入原料価格の115％を超える場合に、上回った額を
限度として異常補塡が発動。

＜事業の流れ＞

国 （公社）
配合飼料
供給安定

機構

異常補塡
基金

基金管理
団体

通常補塡
基金

生産者

定額

配合飼料
メーカー等

異常補塡基金
への積立て

通常補塡基金への積立て

通常補塡基金
への積立て

異常補塡金 異常補塡金

通常補塡金

【令和４年度補正予算額 10,311百万円】

［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-6744-7193）

異常補塡

通常補塡
基準輸入

原料価格

の115％
基準輸入原料価格

（直前１年間の平均）

四

半

期

毎

の

平

均

輸

入

原

料

価

格

115％を超える部分に対して異常補塡が発動

直 前 ４ 四 半 期 当該四半期

基準輸入原料価格を超える部分に対して、

通常補塡が発動



４ 適正な価格形成への理解醸成と食品アクセスの確保

＜対策のポイント＞
食料や生産資材等の価格が高騰する中、適正な価格形成に向けた国民理解の醸成を図るとともに、社会的弱者の食品アクセスの確保に向け、サプライ

チェーンの改善・強化、こども食堂等へ食品の提供を行うフードバンクに対する支援やこども食堂・こども宅食による食育の取組の支援を行います。

＜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］）
○ 事業系食品ロス量を半減（273万t［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．ニッポンフードシフト総合推進事業 800百万円
Ｚ世代を重点ターゲットとして、食と環境を支える農林水産業・農山漁村の魅力

等について、国民理解の醸成を図るため、官民協働により、メディア・SNS等で情報

発信するとともにシンポジウム・フェアを開催します。

２．生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化対策 876百万円
生鮮食料品等の安定供給を継続的に行うための先進的な取組（共同配送、
モーダルシフト、ラストワンマイル配送等）の実証や設備・機器等導入を支援します。

３．食品ロス削減及びフードバンク支援緊急対策事業 300百万円
フードバンク等に対して、食品の受入れ・提供を拡大するために必要となる経費を
支援するとともに、フードバンクの活動強化に向け、食品供給元の確保等の課題解
決に資するよう、専門家派遣、マッチング・ネットワーク強化を支援します。

４．地域での食育の推進 500百万円
地域の関係者等が取り組む、こども食堂等の共食の場の提供やこども宅食におけ

る日本型食生活の普及・啓発などの食育の取組を支援します。

［お問い合わせ先］（１の事業）大臣官房政策課食料安全保障室 （03-6744-2395）
（２の事業）大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 （03-3502-8237）
（３の事業）大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課・（03-6744-2066）
（４の事業）消費・安全局消費者行政・食育課 （03-3502-5723）

【令和４年度補正予算額 2,476百万円】

＜事業の流れ＞

事業全体の方向性を
表現したロゴマーク

食品アクセスの確保

適正な価格形成への理解醸成

・ラストワンマイル配送実証等
・移動販売車、無人店舗システムの導入等

＜バーチャルスーパーマーケット＞

＜自動配送＞

【物理的な食品アクセスの改善】

＜こども宅食＞

＜こども食堂＞

＜福祉施設＞等

・こども食堂等に食品を提供するフード
バンクへの活動支援

・地域における共食の場の提供支援 等

【経済的な食品アクセスの改善】

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
（特に、自分で「食」を選択し始める大学生前後の層がターゲット）

国

（１の事業、３の事業の一部）

卸売市場関係団体
食品流通事業団体

民間団体等

民間団体等

フードバンク等

民間団体等
（都道府県を含む）

民間団体等
（都道府県、市町村を含む）

（２の事業）

（３の事業の一部）

（４の事業）

民間団体

定額

定額

委託

定額 定額

定額、1/2

定額



＜事業の全体像＞

５ 肥料の国産化・安定供給確保対策

＜対策のポイント＞
化学肥料原料のほとんどを海外に依存している中で、輸入が途絶した場合にも生産現場への肥料の供給を安定的に行うことができるよう、化学肥料原料の備

蓄及びこれに要する保管施設の整備を支援します。
また、肥料の国産化に向けて、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内肥料資源の肥料利用を推進するための技術開発・実証を推進するとともに、

畜産・下水事業者、肥料製造業者、耕種農家等の連携や施設整備等を支援します。

＜事業目標＞
肥料の安定的な供給及び畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内肥料資源の肥料利用の推進

【令和４年度補正予算額 26,998百万円】

肥料原料備蓄対策事業

国内肥料資源利用拡大対策

ペレット堆肥流通・下水汚泥資源等の肥料利用
促進技術の開発・実証

・ペレット堆肥の広域流通促進モデル実証

・下水汚泥資源の活用促進モデル実証

・酪農スラリーの高度肥料利用のための技術開発

・備蓄原料の保管料等の支援

・備蓄用保管施設の整備費の支援

・堆肥等の高品質化・ペレット化など広
域流通等に必要な施設整備等の支援

・ほ場での効果検証の取組、機械導
入等の支援

化学肥料原料の国内備蓄

国内肥料資源の肥料利用

国内肥料資源の肥料利用のための
技術開発・実証

化学肥料の
安定供給

肥料の国産化
の推進化学肥料との混合肥料

国内における
農産物の安定
生産の実現

安
定
調
達

国
内
資
源
活
用



５ー1 肥料の国産化・安定供給確保対策のうち

肥料原料備蓄対策事業

＜対策のポイント＞
化学肥料原料のほとんどを海外に依存している中で、輸入が途絶した場合にも生産現場への肥料の供給を安定的に行うことができるよう、化学肥料原料の備

蓄及びこれに要する保管施設の整備を支援します。

＜事業目標＞
肥料の安定的な供給

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．備蓄原料保管経費支援事業
主要な化学肥料原料を備蓄するために必要な保管費用（保管料、保険料等）を
支援します。

２．備蓄用保管施設整備支援事業
肥料原料を保管するために必要な保管施設の整備費用を支援します。

３．推進事業
上記１及び２の事業の実施に必要な基金管理団体の業務に要する費用を支援し

ます。

＜事業の流れ＞

国 基金管理団体 民間団体

２/３

定額

［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2182）

【令和４年度補正予算額 16,000百万円】

1．備蓄原料の保管料等

肥料の安定
供給

生
産
者

肥料原料の販売事業
者・肥料製造業者等

肥料原料備蓄

海外からの肥料
原料調達

支援

2．備蓄用保管施設の整備費

民間団体

定額

（2の事業）

（1.3の事業）

支援



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．施設整備等への支援
国内資源の肥料としての利用拡大のため、堆肥等の高品質化・ペレット化など広域

流通等に必要な施設整備等を支援します。

２．実証等の取組への支援
国内資源の肥料としての利用拡大のため、ほ場での効果検証の取組、機械導入等
を支援します。

５ー２ 肥料の国産化・安定供給確保対策のうち

国内肥料資源利用拡大対策

＜対策のポイント＞
肥料の国産化に向けて、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内肥料資源の肥料利用を推進するため、畜産、下水事業者、肥料製造業者、耕種

農家等の連携や施設整備等を支援します。

＜事業目標＞
畜産業由来の堆肥や下水汚泥などの国内資源の肥料利用の推進

＜事業の流れ＞

（１、２の事業の
一部）

【令和４年度補正予算額 9,998百万円】

国

都道府県等
（都道府県協議会を含む）

定額、1/2以内

協議会等
（農業者の組織する団体を含む）

民間団体等

定額、
1/2以内 （1、2の事業）農産局技術普及課 （03-6744ｰ2182）

（２の事業） 農業環境対策課 （03-3593ｰ6495）
（1、2の事業）畜産局畜産振興課 （03-6744-7189）
（１の事業） 食肉鶏卵課 （03-3502-5989）

国内資源利用に向けた連携体制の構築

原料供給事業者 肥料製造事業者 耕 種 農 家

肥料製造事業者が使いやすい
原料の供給のための施設整備
等を支援

耕種農家が使いやすい
肥料の製造のための施設整備
等を支援

肥料の効果検証等を支援

高品質堆肥の製造 ペレット製造設備

化学肥料との混合肥料ペレット堆肥

化学肥料と同じ機械で散布

農業のグリーン化を推進

耕種農家が使いやすい肥料の実用化・利用拡大

（１、２の事業の
一部）

定額、1/2以内

［お問い合わせ先］



［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究推進課（03-3502-7437）

ペレット堆肥流通・下水汚泥資源等の肥料利用促進技術の開発・実証
【令和４年度補正予算額 1,000百万円】

＜対策のポイント＞
外的要因により大きく影響を受ける肥料の海外依存体質を改善し、農業経営の安定や国民への食料安定供給のため、国内の資源を有効活用し肥料利用

するための技術開発・実証を推進します。

＜事業目標＞
国産資源を活用した肥料の生産拡大

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

家畜排せつ物や下水汚泥資源といった国内の資源を有効活用した肥料の生産・利
用拡大に向けた技術開発・実証を推進します。

１．ペレット堆肥の広域流通促進モデル実証
地域によって偏在する家畜排せつ物を原料とした堆肥を有効活用するため、ペレット

化し広域流通させる取組の実証をモデル的に実施します。

２．下水汚泥資源の活用促進モデル実証
下水処理施設から排出される汚泥資源を原料としたコンポスト肥料等の活用を促

進するため、費用対効果の高い肥料の生産方法の開発やその肥効に係る現地実証
等を実施します。

３．酪農スラリーの高度肥料利用のための技術開発
酪農から排出されるふん尿混合物（スラリー）を肥料等として高度に利用するため

に、水分調整等の利用技術を開発します。

＜事業の流れ＞

国
（国研）農業・食品産業
技術総合研究機構

民間団体等
（公設試・大学を含む）

委託

交付
（定額）

下水処理場 下
水
汚
泥
資
源

下水処理 肥料製造 生産 販売

配合肥料化

リ
ン
回
収 リン回収

高温発酵 堆肥化

コ
ン
ポ
ス
ト

各地区で行われた研究成果を農研
機構でとりまとめ、成果を全国展開

汚泥コンポストの製造効率化やユーザーニーズにマッチした複合肥料の製造、
安全性・肥効のモニタリング手法確立、汚泥肥料を用いた栽培試験等

耕地面積当たりの家畜排せつ物発生量（窒素ベース）

家畜排せつ物の偏在による資源の無駄を削減するためのさらなる広域流通や、肥
効が高く輸入肥料の代替としての効果が期待できる豚糞・鶏糞を用いたペレット
堆肥の高品質化等の実証 偏在地からの広域流通

ニーズ

製造方法

１．ペレット堆肥の広域流通促進モデル実証

２．下水汚泥資源の活用促進モデル実証

３．酪農スラリーの高度肥料利用のための技術開発

肥料資源の回収

堆肥
液肥

化学肥料
原料

酪農スラリー

肥料成分の回収
（窒素・リン等）

水分調整・
新規資材等の開発

５ー３ 肥料の国産化・安定供給確保対策のうち



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．耕畜連携国産飼料利用拡大対策事業 2,956百万円
農協等が地域農業再生協議会等と耕畜連携協議会を構築し、協議会参画農

家等が長期の利用・供給契約により国産飼料の利用拡大を図る取組を支援します。

２．国産飼料の生産・利用拡大事業 3,044百万円
① 高栄養価牧草を用いた草地改良推進

既存のイネ科主体の草地等から高栄養価なマメ科牧草主体の草地への転換の
ための取組を支援します。
② 草地難防除雑草駆除技術等実証

特に防除の難しい難防除雑草の駆除技術の実証等を支援します。
③ 新飼料資源活用推進

新たな飼料資源の飼料化の実証に必要な器具・機材の導入等を支援します。
④ 国産粗飼料流通体制定着化

国産粗飼料の広域流通の拡大に向け、新たに広域流通を行う取組に対して支援
します。
⑤ 国産稲わら利用拡大実証

国産稲わらの利用拡大に向けた国内での収集・梱包等の実証を支援します。
⑥ 飼料生産組織の規模拡大等支援

飼料生産組織の規模拡大に必要な機械導入や保管場所の確保等を支援します。

3．畜産クラスター事業（飼料増産優先枠） （所要額）6,000百万円
飼料増産に必要な施設・機械の導入のための優先枠を措置します。

６ 飼料自給率向上総合緊急対策

【令和４年度補正予算額（所要額） 12,000百万円】

＜対策のポイント＞
畜産農家と飼料作物を生産する耕種農家との連携や飼料生産組織の運営強化、高栄養価牧草の導入による草地改良、国産稲わらの利用拡大実証、

国産粗飼料の広域流通による国産飼料の生産・供給などの取組を支援し、飼料生産基盤に立脚した畜産経営の推進を図ります。また、畜産クラスター事業
において、飼料増産に必要な施設整備や機械導入を支援する優先枠を措置します。

＜政策目標＞
飼料自給率の向上（25％［平成30年度］→34％［令和12年度まで］）

[お問い合わせ先] （１、２の事業）畜産局飼料課（03-6744-7192）
（３の事業） 企画課（03-3501-1083）

＜事業の流れ＞

国
（２の事業）

（１の事業）

民間団体等（地方公共団体、JA等を含む）、生産者集団等、畜産農家等

１．耕畜連携国産飼料利用拡大対策事業

２．国産飼料の生産・利用拡大事業
⑥ 飼料生産組織の規模

拡大等支援

④ 国産粗飼料流通体制
定着化

② 草地難防除雑草駆除
技術等実証

販売業者
等飼料

生産者
畜産
農家

輸送

② 草地難防除雑草駆除
技術等実証

除草剤の散布方法
等駆除技術を実証

難防除雑草の繁茂
しない生産性の高い
草地

⑥ 飼料生産組織の規模
拡大等支援

作業機械の導入等

（３の事業）
協議会

機械リース事業者 畜産農家等
都道府県・市町村

基金管理団体

交付交付1/2以内

定額、1/2以内

（２の事業）農業者団体、畜産農家等
定額、1/2以内

全国団体等
定額、1/2以内

交付1/2以内

全国団体
定額、1/2以内

協議会等
定額、1/2以内 定額、1/2以内

畜産農家等

耕種農家側

水田作物

・水田を活用した輪作体系・裏作の中での飼料作物の導入
・畑地化後の飼料作物作付けの本格化
・耕作放棄地の活用

再生協議会等 農協等

畜産農家側

国産飼料の利用

輸入飼料

転
換

需要に応じた
マッチングの促進

利用計画書の作成

耕畜連携協議会

長期の利用・供給契約（３年）

飼料作物（青刈り・
子実とうもろこし、牧草等）

転換
飼料の提供

堆肥の提供

コントラクター等による飼料生産のため
の機械導入を支援

輸入飼料からの転換に伴う保管場所
確保等の掛かり増しコストを支援

（連携協議会外との連携も可）



７ 生産資材の使用低減対策

【令和４年度補正予算額 4,000百万円】

＜対策のポイント＞
土壌診断による化学肥料の低減などのグリーンな栽培体系への転換、有機農業の取組拡大、みどりの食料システム法に基づく堆肥等の生産等を支援す

るほか、肥料の利用効率の向上等に繋がる新品種の開発等を支援します。

＜政策目標＞
○ みどりの食料システム戦略に掲げたKPI（重要業績評価指数）の達成［令和12年度及び32年度まで］
○ 作出された品種と、それを遺伝子ドナーとして導入した地域品種等の全国展開［令和12年度まで]

＜事業の全体像＞

１．食料安全保障強化に資する新品種開発
食料品の安定供給・国産化の推進に向けて、高い生産性を確保しつつ

持続的な生産を確保するために、多収性、肥料利用効率向上、病害虫抵
抗性、環境負荷低減等の生産性向上と持続的生産を両立させるために
必要な形質を持つ革新的な品種を作物毎に作出します。

２．食料安全保障に資する育種基盤の構築・強化
多収性、肥料利用効率向上、病害虫抵抗性等の食料品の安定供給・

国産化の推進に資する形質について、未利用遺伝資源等の特性情報、ゲ
ノム情報を取得し、革新的な品種の早期育成に必要となる育種素材を迅
速に開発する取組を強化します。

食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト【1,000百万円】

革新的新品種の例 育種基盤の構築・強化

基腐病抵抗性
サツマイモ

肥料を減らしても
減収しない小麦

１．みどりの食料システム戦略緊急対策交付金
化学肥料の使用低減等を行う栽培体系への転換や化石燃料使用量

削減に資する新技術の実証、有機農業の取組拡大等を支援することによ
り、環境負荷低減と持続的発展に向けた地域ぐるみのモデル地区創出を
推進します。

また、バイオマスプラント等の導入やバイオ液肥の利用拡大、みどりの食
料システム法に基づき認定を受けた事業者が行う良質な堆肥の生産施設
の整備等を支援します。

２．みどりの食料システム戦略環境構築推進事業
有機農産物の販路拡大と新規需要開拓や、穀物の生産段階から集出

荷段階に至るグリーン化技術の確立、生分解性マルチの導入促進等、
事業者と連携して行う環境整備を支援します。

みどりの食料システム戦略緊急対策事業 【3,000百万円】

良質な堆肥の
利用・土づくり

化学肥料の低減
(可変施肥田植機)

省エネ型農業ハウス

生産資材の代替転換・使用低減の例

※みどりの食料システム法に基づく特定区域の設定や計画認定者等を事業採択時に優遇します。

食料品の安定供給・国産化の推進
に向けた品種開発に資する未利用
遺伝資源・データ基盤の整備



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．食料安全保障強化に資する新品種開発

食料品の安定供給・国産化の推進に向けて、高い生産性を確保しつつ持続的な

生産を確保するために、多収性、肥料利用効率向上、病害虫抵抗性、環境負荷

低減等の生産性向上と持続的生産を両立させるために必要な形質を持つ革新的

な品種を作物毎に作出します。

２．食料安全保障に資する育種基盤の構築・強化

多収性、肥料利用効率向上、病害虫抵抗性等の食料品の安定供給・国産化

の推進に資する形質について、未利用遺伝資源等の特性情報、ゲノム情報を取得

し、革新的な品種の早期育成に必要となる育種素材を迅速に開発する取組を強

化します。

７ー１ 生産資材の使用低減対策のうち

食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト 【令和４年度補正予算額 1,000百万円】

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略のKPI達成に資する化学肥料等の使用量低減と高い生産性を両立する革新的な品種の早期開発、品種開発を活性化するため、
育種効率化の基盤構築を加速化するためのデータ基盤の強化を実施します。

＜事業目標＞
○ 作出された品種と、それを遺伝子ドナーとして導入した地域品種等の全国展開［令和12年度まで]
○ 未利用遺伝資源の整備とデータ基盤の強化により、民間・公設試等が活用する育種効率化基盤「育種ハイウェイ」の構築を加速化［令和９年度まで］

➢ 肥料を減らしても減収しない小麦品種

➢ 収量性を向上させた大豆品種

➢ 耐湿性を向上させた子実用とうもろこし品種

➢ 強い耐病虫性を備えた品種

基腐病抵抗性サツマイモ、

シストセンチュウ抵抗性バレイショ等

➢ 米粉専用水稲品種 等

開発を加速化する「革新的新品種」の例

基腐病抵抗性
サツマイモ

肥料を減らしても
減収しない小麦

＜全国に効果が波及＞

食料安全保障に資する育種基盤の構築・強化

➢ 多収性、肥料利用効率向上、病害虫抵抗性等の形
質について、未利用遺伝資源・育成系統の特性情報、
ゲノム情報等の取得・整備

➢ 革新的な品種の早期育成に必要となる育種素材を迅
速に開発するための未利用遺伝資源の整備とデータ基
盤の強化

食料品の安定供給・国産化
の推進に向けた品種開発に
資する未利用遺伝資源・
データ基盤の整備

［お問い合わせ先］
農林水産技術会議事務局研究統括官(生産技術)室 （03-3502-2549）

研究開発官(基礎･基盤、環境)室（03-3502-0536）
（１の事業）
（２の事業）

＜事業の流れ＞

（国研）農業・食品産業
技術総合研究機構

交付（定額） 委託

（１の事業）

（２の事業）

国
交付（定額）

（国研）農業・食品産業
技術総合研究機構

民間団体等
（公設試、大学を含む）



８ 省エネ技術の導入加速化対策

＜対策のポイント＞
エネルギー価格が高騰する中、食料安全保障の強化に向けた構造転換を進めるため、施設園芸や畜産・酪農経営体によるヒートポンプ等の導入を支援する

ほか、水産業における広域浜プラン等に基づく省エネ機器等の導入を支援します。

＜政策目標＞
農林水産分野におけるCO2排出量の削減（1,659万t-CO2［2013年］→ 1,484万t-CO2［2030年まで］） 等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．産地生産基盤パワーアップ事業
施設園芸エネルギー転換枠 （優先枠）2,000百万円

施設園芸産地において、燃油依存の経営から脱却し省エネ化を図るために必要な
ヒートポンプ等の省エネ機器や循環扇等の内部設備のリース導入等を支援します。

２．畜産クラスター事業
省エネ優先枠 （優先枠）4,000百万円

畜産・酪農経営において、電気使用量等の削減に取り組む畜産クラスター協議会
を優先採択し、省エネ機器の導入を支援します。

３．水産業競争力強化緊急事業のうち
競争力強化型機器等導入緊急対策事業 1,999百万円

生産性の向上、省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入を支援します。

［お問い合わせ先］（１の事業）農産局園芸作物課（03-3593-6496）
（２の事業）畜産局企画課 （03-3501-1083）
（３の事業）水産庁企画課 （03-6744-2341）

省エネ技術の導入支援

園芸用ヒートポンプ 循環扇

施
設
園
芸

畜
産･

酪
農

水
産

エネルギー効率の高い
ヒートポンプと燃油暖房機の
ハイブリッド運転等により、
省エネ型施設に転換

生乳の廃熱を活用した
ヒートポンプシステムや
省エネ型換気装置等
省エネ機器の導入を促進

ヒートポンプ・バルククーラー 省エネ型換気装置

省エネ型エンジン等の
導入を支援することにより、
持続可能な収益性の高い
操業体制に転換

省エネ型エンジン LED集魚灯
＜事業の流れ＞

国 機械リース事業者
又は協議会

基金管理団体 都道府県 農業者等

定額

導入

1/2以内定額

（２の事業）

（１の事業）
定額

定額

基金管理団体

交付
（1/2以内）

畜産農家等

（３の事業）

【令和４年度補正予算額（所要額） 7,999百万円】

基金管理団体
1/2以内

漁業者



９ 米粉の利用拡大支援対策事業

＜対策のポイント＞
国内で唯一自給可能な穀物である米を原料とした米粉の利用拡大に向け、消費・流通・生産それぞれの段階における取組を集中的に支援します。

＜事業目標＞

米粉用米の生産を拡大（米粉用米13万t［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

【令和４年度補正予算額 13,992百万円】

［お問い合わせ先］農産局穀物課（03-3502-7950）

国産米粉の特徴を活かした商品開発

ケーキ パン めん

しっとり食感

国産米粉の新たな供給体制の構築

＜製パン施設＞ ＜米粉製造機械＞
もちもち食感 つるつる食感

※数字はアミロース含有率。ミズホチカラ、笑みたわわはパンの膨らみが良い。

米粉専用品種の増産

米粉の特徴を活かした新商品の開発、需要の拡大に対応するための製造能力の強化、
米粉専用品種の生産拡大に向けた取組を集中的に支援します。

１．米粉の商品開発等に対する支援
国産米粉を原料とする新商品の開発・製造等に必要な取組を支援します。
（例）● 米粉の特徴を活かした新商品の開発

● 製造等に必要な機械の開発、導入
併せて、国内で自給可能な米・米粉や米粉製品の利用拡大に向けた情報発信等

を行います。

２．米粉製粉・米粉製品製造能力強化等に対する支援
① 製粉企業・食品製造事業者の施設整備、製造ラインの増設等、米粉の
需要創出・拡大に必要な取組を支援します。

② 米粉の利用拡大が期待されるパン・麺用の米粉専用品種の増産に向け、
必要な種子生産のための機械・施設の導入等を支援します。

＜事業の流れ＞

定額

民間団体
1/2

国

製粉企業
食品製造事業者

民間団体
定額、１/２

（１、２の事業）

（１の事業）



＜対策のポイント＞
近年の新型コロナの感染拡大やウクライナ情勢等の影響により、幅広い輸入食品原材料の価格高騰等が進むなど、輸入原材料の調達リスクが顕在化する中

で、食品製造事業者においては、原材料調達先の多角化等が喫緊の課題となっています。このため、食品製造事業者等に対し、原材料調達先の多角化等の
取組を支援することで、原材料調達に関するリスクに対応し、フードサプライチェーンの強化を図ります。

＜事業目標＞
○ 食料の安定供給、国民生活への影響緩和
○ 円滑な価格転嫁と賃上げ原資の創出

10 食品事業者における原材料の調達安定化対策

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．食品原材料調達安定化対策事業
① 原材料調達先の多角化等を通じた調達の安定化のため、原材料切替等に伴

う新商品の開発・製造・販売に必要となる機械・設備等の導入、調査、包装・資
材、PR等を支援します。

② 輸入原材料等を用いる製造ラインにおいて行う生産性向上によるコスト削減
（省人化（揚げ油の劣化防止装置の導入等を含む）・省力化。）又は包装
資材の変更など環境に配慮した取組に必要となる機械・設備等の導入、新商品
の開発・製造・販売・PR等を支援します。

③ 調達する輸入農林水産物等を継続的に国産農林水産物等に切り替えるため
に行う販路新規拡大の取組、併せて地域の農林水産業との連携について支援し
ます。

２．消費者等の理解醸成
円滑な価格転嫁に向け、インターネット等の各種メディアを活用し、消費者等に対

して、食品の生産コストの高騰等に関する実態等の広報を行うことで、価格転嫁を
進めやすい環境の整備を図ります。

＜事業の流れ＞

国

民間団体

民間団体 食品製造事業者等

1/2または1/3

（１の事業）

（２の事業）

[お問い合わせ先] 
（１の事業） 大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 （03-6744-7180）
（２の事業） 大臣官房新事業・食品産業部企画グループ （03-3502-5742）

委託

定額

国産原材料導入のための
製造ラインの増設

生産者との連携による
地域食材を活用する取組

原材料調達先の多角化
新商品のための

製造ラインの変更・増設

ク
ッ
キ
ー

パ
ン

輸入小麦
を使用

米粉・国産小麦
を使用

もっちり感

【令和４年度補正予算額 10,000百万円】



11 畑作物の本作化対策＜一部公共＞

【令和４年度補正予算額 1,144億円の内数】

＜対策のポイント＞
国産需要が高まる麦・大豆等の畑作物の本作化に向け、畑作物の導入・定着に向けた取組や、機械・技術の導入のほか、水田の畑地化・畑地の高機能

化等に必要となる基盤整備、安定供給に向けた流通対策、利用拡大に向けた消費対策等の支援を行います。

＜政策目標＞
麦・大豆等の生産量を拡大（小麦108万t、大麦・はだか麦23万t、大豆34万t［令和12年度まで］）

＜事業の全体像＞

○ 畑地化促進事業 250億円

国産需要の高い作物の生産拡大支援

・ 水田の畑地化や畑地化後の畑作物の定着まで
の一定期間を支援

・ 畑作物の産地づくりに向けた関係者間の調整や、
土地改良区の地区除外決済金等を支援

○ 持続的畑作生産体系確立緊急支援事業
50億円の内数

・ てん菜の一部を国産需要の高い大豆等に
転換する取組を支援

○ 畑作物産地形成促進事業 300億円の内数
・ 実需者ニーズに対応するための低コスト生産等の
技術導入や畑作物の導入・定着に向けた取組を
支援

○ 産地生産基盤パワーアップ事業のうち
国産シェア拡大対策（麦・大豆）80億円

・ 農業機械や乾燥調製施設の導入、ストックセ
ンターの整備、食品加工施設の整備等を支援

畑作物の本作化の促進 小麦・大豆の国産化の推進

○ 国産小麦・大豆供給力強化総合対策 64億円

・ 麦・大豆等の国産シェアを拡大するため、水田・畑を問
わず、作付けの団地化や営農技術の導入等を支援する
ほか、安定供給に向けた一時保管や新たな流通モデル
づくり、利用拡大に向けた新商品開発やＰＲ、マッチン
グ等を総合的に支援

生産対策

消費対策流通対策

田畑輪換の例（４年４作）

水稲 大豆

小麦なたね

農業農村整備事業における食料安全保障の強化対策 400億円

草地の整備・改良畑地のかんがい施設の整備

・ 畑地かんがい施設の整備や区画整理、農道整備
等の基盤整備を支援

・ パイプライン化や排水改良等による水田の畑地化
等の基盤整備を支援

・ 畜産クラスター計画を策定した地域において、草地
の大区画化、排水改良等の基盤整備を推進

水稲 タマネギ

水田における高収益作物の導入 排水路

起伏・勾配修正 暗渠排水



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１ 畑地化支援

水田を畑地化して、ア．高収益作物 及び イ．畑作物（高収益
作物以外）の本作化に取り組む農業者を支援します。

２ 定着促進支援

ア 高収益作物 【拡充】

水田を畑地化して、高収益作物の定着等に取り組む農業者を５年
間、継続的に支援します。

イ 畑作物（高収益作物以外） 【新規】

水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物（麦、大豆、飼料作
物（牧草等）、子実用とうもろこし、そば等）の定着等に取り組む農
業者を５年間、継続的に支援します。

３ 産地づくり体制構築等支援 【新規】

畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整や土
地改良区の地区除外決済金等を支援します。

11ー1 畑作物の本作化対策＜一部公共＞のうち

畑地化促進事業 【令和４年度補正予算額 24,990百万円】

＜対策のポイント＞
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、

生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援（伴走支援）を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に
伴う費用負担（土地改良区の地区除外決済金等）等に要する経費を支援します。

＜政策目標＞
○ 麦・大豆等の作付面積を拡大（麦30.7万ha、大豆17万ha［令和12年度まで］）

営農計画書・交付申請書等の取りまとめ

交付

申請

＜事業の流れ＞

国 農業者

（１、２の事業） 農業再生協議会等

畑地化支援・定着促進支援

産地づくり体制構築等支援

① 産地づくりに向けた体制構築支援【新規】

畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等の
ための調整（現地確認や打合せなど※５）に要する経費を支援
（定額（１協議会当たり上限300万円））
※５ 畑地化（交付対象水田からの除外）に際しては、借地の場合には、賃借人（耕作者）が土地所有者の理解を得ることが必要。

地域再生協議会において、土地所有者を含めた地域の関係者に対する理解の醸成等の取組を進めていくことが重要。

② 土地改良区決済金等支援【新規】

令和５年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に
支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援（定額（ただし上限25
万円/10a ））

交付

申請

国

（３の事業）

農業再生
協議会等

対象作物 １ 畑地化支援（※１，２） 2 定着促進支援（※３）

ア．高収益作物
（野菜、果樹、花き等）

17.5万円/10a
・ 2.0(3.0※４)万円/10a×５年間

または

・ 10.0(15.0※４)万円/10a（一括）

イ．畑作物
（麦、大豆、飼料作物
（牧草等）、子実用とうも

ろこし、そば等）

14.0万円/10a
・ 2.0万円/10a×５年間

または

・ 10.0万円/10a（一括）

※１ 畑地化の取組は、交付対象水田から除外する取組を指す（地目の変更を求めるものではない）
※２ 令和５年度における取組が対象
※３ 令和４年度または５年度において、畑地化した面積全体が対象
※４ 加工・業務用野菜等の場合

[お問い合わせ先] 農産局企画課 (03-3597-0191）留意事項：農業者単位等で、取組面積等の評価基準（ポイント）に基づき、予算の範囲内で採択。

都道府県

申請

定額



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．国産小麦・大豆供給力強化総合対策
① 生産対策（麦・大豆生産技術向上事業）

麦・大豆の増産を目指す産地に対し、水田・畑地を問わず、作付けの団地化、
ブロックローテーション、営農技術の導入等を支援します。

② 流通対策
ア 麦類供給円滑化事業
国産麦を一定期間保管することで安定供給体制を構築する取組を支援します。

イ 新たな麦・大豆流通モデルづくり事業
麦・大豆の流通構造の転換に向けた新たな流通モデルづくりを支援します。

③ 消費対策（麦・大豆利用拡大事業）
国産麦・大豆の利用拡大に取り組む食品製造事業者等に対し、新商品開発や
PR、マッチング等を支援します。

２．産地生産基盤パワーアップ事業のうち国産シェア拡大対策（麦・大豆）
産地と実需が連携して国産麦・大豆の取扱数量を増加させる取組を推進するた

め、増産に資する農業機械や乾燥調製施設の導入、不作時にも安定供給するた
めのストックセンターの整備、国産麦・大豆の利用拡大に向けた食品加工施設の
整備等を支援します。

【令和４年度補正予算額 14,361百万円】

＜対策のポイント＞
産地と実需が連携して行う麦・大豆の国産化を推進するため、ブロックローテーションや営農技術・機械の導入等による生産性向上や増産を支援するとともに、国産

麦・大豆の安定供給に向けたストックセンターの整備や新たな流通モデルづくり、更なる利用拡大に向けた新商品開発等を支援します。

＜事業目標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○ 小麦生産量の増加（76万t→108万t） ○ 大麦・はだか麦生産量の増加（17万t→23万t） ○ 大豆生産量の増加（21万t→34万t）

＜事業の流れ＞

[お問い合わせ先]
（１①、１②イ、１③(大豆)、２の事業） 農産局穀物課 (03-6744-2108）
（１②ア、１③(麦)の事業） 農産局貿易業務課 （03-6744-9531）

１．生産対策

営農技術の導入
（定額）

農業機械の導入
（1/2以内）

・ ストックセンターの整備（1/2以内）
・ 一定期間の保管（定額、1/2以内）

・ 新商品の開発（定額、1/2以内）
・ 加工設備・施設の導入（1/2以内）

国

民間団体

都道府県 生産者団体等
（都道府県、市町村を含む）

民間団体等
(コンソーシアム及び
民間企業を含む)

交付、1/2

委託

（１①の事業）
定額、1/2

定額、1/2

定額

定額、1/2

（１②アの事業）

（１②イの事業）

（１③の事業）

２．流通対策 ３．消費対策

麦・大豆の国産化を一層推進

乾燥調製施設の整備
（1/2以内）

定額、1/2
（２の事業の一部）

（２の事業の一部）

11ー２ 畑作物の本作化対策＜一部公共＞のうち

小麦・大豆の国産化の推進



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水田の畑地化等のための整備
畑作物・園芸作物の導入・定着に向け、パイプライン化や排水改良等に

よる水田の畑地化等の基盤整備を支援します。

【附帯事業】
畑作物・園芸作物の導入面積割合に応じた促進費 等

２．畑地かんがい等の生産基盤や営農環境の整備
畑地かんがい施設の整備や区画整理、農道整備等の基盤整備を支援

します。

【附帯事業】
高収益作物の導入面積割合に応じた促進費 等

３．畜産クラスターを後押しする草地整備
肉用牛・酪農の生産基盤強化のため畜産クラスター計画を策定した地

域において、草地の大区画化や排水改良等の基盤整備を支援します。

＜対策のポイント＞
麦・大豆等の海外依存度の高い品目の生産拡大を促進するため、排水改良等による水田の畑地化等、畑地かんがい施設の整備等による畑地の高機能

化、草地整備等を推進します。

＜事業目標＞
主食用米から麦・大豆、野菜等への転換及び飼料作物の単収増加を促進

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
（都道府県、市町村を含む）

1/2、定額 等

飼料作物の収量増加

飼料生産の基盤整備

草地の整備・改良

土層改良 排水路

水稲 タマネギ

水田における高収益作物の導入

水田の畑地化・畑地の高機能化

※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）

暗渠排水畑地のかんがい施設の整備

11ー３ 畑作物の本作化対策＜一部公共＞のうち

農業農村整備事業における食料安全保障の強化対策＜公共＞【令和４年度補正予算額 40,000百万円】

暗渠排水起伏・勾配修正

［お問い合わせ先］
（１、２の事業）農村振興局水資源課 （03-3502-6244）

（３の事業）畜産局飼料課 （03-6744-2399）
農村振興局農地資源課（03-6744-2207）

水資源課 （03-3502-6244）
防災課 （03-3502-6430）



12 養殖業体質強化緊急総合対策事業

＜対策のポイント＞
養殖に不可欠な飼料と種苗は、輸入資源・天然資源に依存していることから、魚粉などの原料価格の高騰や不漁など新たなリスクの下でも、持続的に養殖生

産を行うことができるよう、配合飼料の主原料である魚粉の国産化等に対する取組、天然由来の種苗から人工種苗への転換に対する取組、養殖コストの低
減に資する取組を支援します。

＜事業目標＞
戦略的養殖品目の生産量の増加（409千t［平成30年度］ → 620千t［令和12年度まで］ ）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．国産飼料原料転換対策事業
国産飼料原料の利用促進のため、国内で漁獲される原料魚や、加工残渣等を

原料とした国産魚粉・魚油の供給・利用体制の構築や新たな魚粉代替原料を用
いた低魚粉飼料の開発に必要な経費を支援します。

２．国産人工種苗転換対策事業
人工種苗の普及を推進するため、人工種苗の広域供給拠点となる種苗生産施

設の機能強化に必要な経費を支援します。

３．養殖コスト低減対策事業
① 給餌効率の向上支援

餌の使用量削減が期待できるIoT給餌機等の導入に必要な経費を支援します。
② 協業化による養殖経営体の生産性向上支援

協業化に取り組む養殖業者に対し、飼料の統一化、ワクチン・薬浴の共同化等に
必要な経費を支援します。

＜事業の流れ＞

国

［お問い合わせ先］水産庁栽培養殖課 （03-3502-0895）

【令和４年度補正予算額 800百万円】

１．国産飼料原料転換対策事業

民間団体等
（一般社団法人、NPO

法人等を含む）

定額
民間団体等

（都道府県、大学等を
含む）

1/2

２．国産人工種苗転換対策事業 国産魚粉国産いわし・加工残渣

・ 養殖業者、飼料製造販売業者、物流業者等が連携した国産飼料原料の供給・利用
に向けた体制整備

・ 国産マイワシ、加工残渣等を原料とした国産魚粉・魚油の増産や品質向上に必要な
機器整備

・ 新たな魚粉代替原料を用いた飼料開発
・ 国産魚粉を利用した飼料の調査分析・養殖場
における実証

・ ブリ、カンパチ等の人工種苗を広域に供給する
拠点の整備

ブリ人工種苗 人工種苗生産施設３．養殖コスト低減対策事業

① 給餌効率の向上支援 ② 協業化による養殖経営体の生産性向上支援

協業化によるコスト削減

飼料の統一化、ワクチン・薬浴の共同化等
AIによる制御や遠隔での手動操作による適切

な給餌の実現
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