
＜事業の全体像＞

（1）輸出促進に向けた環境整備
・ 畜産物モニタリング検査、インポートトレランス
申請、コメ・コメ加工品の輸出に必要な規制
対応、海外模倣品対策等を支援

・ 加工食品の国際標準化対応や我が国の規
格認証の普及等、輸出先国ニーズの対応に
向け、食品産業の課題解決の取組を支援

（2）輸出先国の規制や需要に対応した加工施設等の整備
・ 加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の
新設及び改修、機器の整備を支援

・ 農産物等の輸出拡大に必要な集出荷貯蔵施設、コールドチェー
ン対応型の卸売市場等の整備を支援

・ 畜産物の輸出拡大を目的とした食肉処理施設の再編等を支援
・ 大規模な水産物流通・生産の拠点での共同利用施設・養殖場
等の一体的整備、魚礁や藻場等の漁場整備を支援

（3）日本の強みを守るための知的財産対策の強化
・ 海外における品種登録出願や模倣品対策を支援
・ 品種登録審査に必要な栽培試験施設の整備を支
援

（4）その他
・ 木材製品等の国際競争力強化に向け、輸出先国
のニーズに対応するための性能検証、販売促進活動
やプロモーション活動、きのこの知的財産保護等を支
援

13 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施

【令和４年度補正予算額 42,609百万円】

＜対策のポイント＞
５兆円目標の実現に向け、官民一体となった海外での販売力の強化、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者の後押し、省庁の垣
根を超えた政府一体となった輸出の障害の克服等を支援します。

＜政策目標＞
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］）

（1）オールジャパンでのマーケットイン輸出の取組強化
・ 認定品目団体等が輸出重点品目についてオールジャパンで行う、輸出課題の解決や販
路拡大等、早急な業界全体の輸出力強化に向けて行う取組を支援

・ JETROによる輸出事業者サポート、JFOODOによる重点的・戦略的プロモーション、民
間事業者等による海外販路開拓・拡大の取組等を支援

・ コメ・コメ加工品の海外需要開拓・プロモーションを支援
・ インバウンド消費と輸出の相乗効果を更に高めていくために必要な、日本食・食文化の情
報発信や、魅力ある地域の食体験コンテンツの造成等を支援

（2）海外での輸出支援体制の確立
・ 主要な輸出先国・地域において、輸出支援プラットフォームが輸出事業者を専門的かつ
継続的に支援する体制を整備

・ 有望な海外市場への物流・商流づくりなどの戦略的サプライチェーンの構築を支援

１ 品目別輸出目標の達成に向けた官民一体となった海外での販売力の強化
【88億円】

２ マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者の後押し
【94億円】

等

３ 省庁の垣根を超えた政府一体となった輸出の障害の克服等 【244億円】

（1）輸出産地・事業者の育成・展開
・ 都道府県やJAが先導する輸出向け生産の拡大に向けた大ロット輸出産
地の形成や、GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）を活用したスター
トアップの取組等を支援

・ 輸出に取り組む事業者等へのリスクマネーの供給を支援
（2）一貫したコールドチェーンによる輸出物流の構築

・ 輸出物流ネットワーク構築に向けた環境調査、輸出物流構築に向けたモ
デル実証、設備・機器導入等を支援

（3）畜産物輸出コンソーシアムの推進
・ 畜産農家、食肉処理施設、輸出事業者等で組織するコンソーシアム（事
業共同体）が取り組む、商流の構築や輸出先国の求めに応えるための取
組、対米認定食肉処理施設における血斑発生低減に向けた設備の改良や
導入等を支援

等

等



13ー１ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

マーケットイン輸出ビジネス拡大緊急支援事業

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．品目団体輸出力強化緊急支援事業 4,201百万円
新たに制度化した認定品目団体等が、オールジャパンで行う輸出課題の解決や販

路拡大等、早急な業界全体の輸出力強化に向けて行う取組を支援します。

２．戦略的輸出拡大サポート緊急対策事業 2,749百万円
JETROやJFOODOの活動として実施される以下の取組を支援します。

① JETROによる、海外見本市への出展、サンプル展示ショールームの設置等、輸
出事業者サポートの強化、民間事業者等による海外販路開拓・拡大の取組の支
援に加え、現地小売店等と連携した商談会を支援します。

② JFOODOによる、円安を契機に更なる市場拡大が見込まれる国・地域におけ
る重点的・戦略的プロモーションを集中的に支援する他、日本産食材サポーター
店等を活用した食文化情報発信の取組を支援します。

３．コメ・コメ加工品輸出推進緊急対策事業 240百万円
品目団体や輸出支援プラットフォームと連携した、戦略的輸出事業者による日本

産コメ・コメ加工品の海外需要開拓・プロモーションを支援します。

４．インバウンド等への食文化発信等を通じた輸出促進支援事業 410百万円
インバウンド消費と輸出の相乗効果の促進に必要な以下の取組を実施します。

① インバウンド訪日外国人等への輸出につなげるプロモーションを支援します。
② 海外の著名料理人やメディア等を活用し日本産食材の情報発信を実施します。
③ 異分野の体験と連携した魅力ある地域の食体験プランの作成等を支援します。

＜事業の流れ＞

【令和４年度補正予算額 7,600百万円】

＜対策のポイント＞
円安による外需の拡大を最大限に活用し、2025年２兆円の目標を前倒しで達成できるよう、品目団体によるオールジャパンの輸出力強化、JETROによる
輸出事業者サポート、JFOODOによる重点的・戦略的プロモーション、日本食・食文化の魅力発信等を行い、輸出の体制強化を加速化します。

＜事業目標＞
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］）

コメ・コメ加工品輸出推進緊急対策

インバウンド等への食文化発信

日本産食材に関する情報発信 食体験コンテンツの造成

品目団体の輸出力強化緊急支援

海外バイヤーとの商談

JFOODOによるプロモーション

JETROによる輸出総合サポート

海外見本市への出展

［お問い合わせ先］
（１、２、４①②の事業）輸出・国際局輸出企画課 （03-3502-3408）
（３の事業） 農産局農産政策部企画課・ （03-6738-6069）
（４③の事業） 大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課（03-6744-2012）

国
定額 定額、1/2

民間団体等

（４②③の事業）

（２①の一部の事業）

（1、３の事業）

委託

民間団体等

JETRO

定額、1/2

メディア関係者等を対象としたPRイベント 炊飯実演によるプロモーション

JETRO
定額

（２①の一部、２②、４①の事業）

民間団体等



【令和４年度補正予算額 1,178百万円】

＜対策のポイント＞
主要な輸出先国・地域において、輸出支援プラットフォームによる現地で輸出事業者を専門的かつ継続的に支援する体制及び規制等への対応を強化する

とともに、食品事業者の海外展開、水産バリューチェーン関係者のモデル的な商流・物流構築の取組等を支援します。

＜事業目標＞
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. 輸出支援プラットフォーム体制強化事業 671百万円
主要な輸出先国・地域において、在外公館やJETRO海外事務所等を主な構成

員とした輸出支援プラットフォームを設置・運営し、現地の規制やニーズの情報発信、
現地主導での商流開拓等の取組を通じて、現地の輸出事業者を支援する体制を
強化します。

２. 輸出先国・地域における規制等への対応の強化事業 90百万円
現地コンサルタント等の外部知見を活用して、主要な輸出先国・地域における通

関、SPS措置、ラベリング、商業慣習等の規制による非関税障壁等に対応するため
の専門的な活動を強化します。

３．海外向け戦略的サプライチェーン構築推進事業 167百万円
コンソーシアム（事業共同体）を形成して実施する国内と有望な海外市場への

物流・商流づくりなどの戦略的サプライチェーンを構築するための海外展開の取組を
支援します。

４．海外展開ハンズオン支援事業 70百万円
食品事業者等の海外展開を加速化するため、中小機構を通じた経営戦略・事

業計画策定等を支援します。

５．水産物輸出拡大連携推進事業 180百万円
生産・加工・流通・輸出等の水産バリューチェーン関係者が連携して国際マーケッ

トに通用するモデル的な商流・物流の構築の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

輸出
業者

加工・
流通
業者

生産者

【２.規制対応強化】【１. プラットフォーム体制の強化】 【３.サプライチェーン構築支援】

【４.海外展開ハンズオン支援】 【５.水産物輸出拡大連携支援】

国

［お問い合わせ先］（１、２、３、４の事業）輸出・国際局国際地域課（03-3502-8058）
（５の事業） 水産庁加工流通課 （03-3591-5612）

委託 JETRO
（１の事業）

委託
民間団体等

（コンサルタント等）
（２の事業）

2/3、1/2以内

（３の事業）

定額
中小機構 （４の事業）

定額、1/2以内
（５の事業）民間団体等

(協議会、グループ等)

民間団体等
（食品、流通事業者等）

民間団体等
（日本台湾交流協会等）

13ー２ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

輸出ターゲット国における輸出支援体制の確立緊急対策



＜対策のポイント＞
輸出向け生産の拡大に向けた大ロット輸出産地の形成、GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）を活用し輸出スタートアップの掘り起こしやその伴走
支援を行うとともに、更なる輸出拡大に向けて品目別の状況に応じた取組等を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年度まで］、５兆円［ 2030年まで］ ）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．GFPフラッグシップ輸出産地形成プロジェクト 550百万円
都道府県やJAが先導し、輸出支援PF等との連携の下、重点品目の生産を大ロット

化し、流通コスト低減も図る輸出産地のモデル形成を支援します。

２．GFPコミュニティ構築支援加速化対策 290百万円
輸出に新たに取り組むスタートアップへの訪問診断等のきめ細かな伴走支援等を実施

します。

３．品目等の課題に応じた取組支援 855百万円
品目特有の緊急課題への対応を支援します。

① 加工食品クラスター緊急対策支援事業

② 青果物輸出産地体制強化加速化事業

③ JAS等の国際標準化に対する支援・JAS商標登録出願等業務

④ 有機JAS認証、GAP認証取得等支援事業等

⑤ 水産エコラベル認証取得支援事業

＜地域の特色ある加工食品の輸出支援＞
コンサルタント、商社等が連携し、新規販路開拓、規制・ニーズに対応する商品開

発・改良、大ロット製造のために必要な施設整備等を支援
＜輸出先国の規制等に対応した青果物の輸出産地体制強化への支援＞

輸出先国の残留農薬基準等の規制に対応した生産体制や品質保持のための流通
体制の強化、ロットの確保等に向けた複数産地と輸出事業者による取組を支援
＜JAS等の国際標準化への支援・JAS商標登録＞

JAS等の国際標準化を加速化するための活動支援や、酒類等について追加的な
JASマークの商標登録出願等を実施
＜有機JAS認証、GAP等認証取得等への支援等＞

有機JAS認証、GAP等認証の取得や輸出向け商談等の取組、生産工程管理ツー
ルの導入等を支援
＜水産エコラベル認証取得への支援＞

水産エコラベル認証取得の促進に向け、審査の事前準備となるコンサルティングの実
施に係る取組を支援

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-6744-2398）

【令和４年度補正予算額 1,695百万円】

国 民間団体等
（研究機関等を含む）

民間団体等

委託、定額
事務費

定額
（１の事業）

（２、３②、③、④の一部、⑤の事業）

農業者
食品製造事業者等

民間団体等
定額 定額、1/2

（３①、④の一部の事業）

３. 品目等の課題に応じた取組支援

１、２．GFP関連事業

都道府県等
定額

GFP事務局による伴走支援大ロット生産に向けた新たな栽培方法の導入実証

13ー３ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

グローバル産地づくり緊急対策事業



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

日本政策金融公庫への出資金 5,000百万円

日本政策金融公庫が、輸出に取り組む農林漁業者・食品産業事業者

やアグリ・フードテックのスタートアップ等に対する投資事業を行う民間の投資

主体（投資円滑化法に基づき、国の承認を受けた株式会社又は投資事

業有限責任組合）に対して出資を行います。

［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（03-6704-2076）

13ー４ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

農林水産・食品関連スタートアップ等へのリスクマネー緊急対策【令和４年度補正予算額 5,000百万円】

＜対策のポイント＞
農林水産物・食品の輸出拡大に向け、輸出に取り組む農林漁業者・食品産業事業者や、農林漁業・食品産業の大幅な生産性向上等に資する技術の開

発・導入を行うアグリ・フードテックのスタートアップ等に対する円滑な資金供給を図る必要があります。このため、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関
する特別措置法（投資円滑化法）に基づき、国の承認を受けた民間の投資主体に対し、日本政策金融公庫を通じた出資による支援を行います。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出拡大（２兆円［2025年度まで］、５兆円［2030年度まで］）

民間金融機関等

国
公
庫

出資出資

出資

投資主体の承認

投資事業
有限責任

組合

（投資主体）

投資株式会社

投資

（投資対象）

①農林漁業及び食品産業の事業者

・農業、林業、漁業の生産者

・食品製造事業者

・食品流通事業者

・輸出事業者（海外拠点含む）

・外食産業事業者 など

②農林漁業及び食品産業をサポート

する産業
・スマート農林水産業などの機械･

ソフトウェア関係の事業者

・生産資材や農業支援サービス･

コンサルティング関係の事業者 など

③新しい食産業

・フードテック等のスタートアップ など

投資事業有限責任組合が行う外国法人に対する投資に関する特例措置

＜事業の流れ＞

国
日本政策
金融公庫

投資主体

全額
出資比率
50％未満



［お問い合わせ先］
（1、2の①、②の事業） 輸出・国際局輸出支援課（03-6744-2398）
（2の③、④の事業） 知的財産課（03-6738-6169）

【令和４年度補正予算額 948百万円】

＜対策のポイント＞
５兆円目標の実現に向け、輸出先国から求められる規制への対応等の輸出のハードルの中でも特に緊急的な対応が必要な取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 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＞

輸出先国の規制に対応した畜水産物のモニタリング検査や残留農薬基準値設定
の申請等を支援するほか、海外における品種登録出願や模倣品対策を実施

１．国として対応すべき輸出環境の整備 321百万円

国に対して求められている緊急的な輸出環境の整備に必要な以下の取組を
実施します。

① 畜水産物モニタリング検査等に係る体制整備と検査
② 輸出証明書の発給等体制強化

２．規制に対応したオールジャパンとしての取組 627百万円

輸出先国が求める食品安全規制等に対応するために必要な以下の取組を支援
します。

① インポートトレランス申請
② コメ・コメ加工品の輸出に必要な規制対応等
③ 植物品種等海外流出防止
④ 海外模倣品対策

＜事業の流れ＞

国

コンソーシアム

育成者権者
(独法、都道府県等を含む)

定額、1/2

（２の③の事業）

畜水産物モニタリング検査等 輸出証明書の発給体制強化
インポートトレランス
申請に対する支援

精米輸出用のくん蒸等の
規制対応に対する支援

民間団体等
(独法、JA等を含む)

委託、定額、1/2、事務費

（１、２の①➁④の事業）

定額、1/2

海外での品種登録の支援
（無断栽培の防止）

【市場の監視・調査】

海外模倣品対策

13ー５ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

輸出環境整備緊急対策事業



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．加工食品国際標準化緊急対策
食品添加物の代替利用を促す早見表の作成等や、包材等の開発（国際標準

化）を支援することで、加工食品の輸出を促進します。

２．JAS・JFSの普及対策事業
① 有機JAS普及対策

有機JAS制度の運用改善効果を実証するため、将来の輸出拡大に向けたス
テップとして有機JAS認証取得予定者等の認証取得を支援します。

② 日本発食品安全マネジメント規格の普及対策
JFS規格の認証取得への導入となる各種研修の実施、JFS規格のモデル認証

取得や取得ノウハウ等の情報発信を支援します。

３．食品産業労働生産性向上技術導入実証事業
食品産業の国際競争力の強化に向け、AI、ロボット、IoT等を活用した自動化

技術等を実際の現場にモデル的に導入、実証する取組や、先端技術の低コスト化
や小型化に関する改良の取組を支援します。また、これらの取組の成果を研修会の
開催等により食品業界全体に普及させる取組を支援します。

４．フードテックビジネス実証支援事業
食品産業の国際競争力の強化に向け、フードテック等を活用し、国内外のニーズ

等に対応するビジネスモデルの実証を支援します。また、これらの実証の成果の横展
開を図るための情報発信等の取組を支援します。

13ー６ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

食品産業の国際競争力強化緊急対策事業 【令和４年度補正予算額 396百万円】

＜対策のポイント＞
加工食品の国際標準化対応や我が国の規格認証の普及、先端技術の活用等、輸出先国のニーズへの対応を強化し、加工食品等の輸出拡大を図るため、
食品産業の課題解決の取組を支援します。

＜事業目標＞
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］）

＜事業の流れ＞

国
定額

民間団体等
（民間事業者、一般
社団法人を含む）

民間団体等
（生産者、食品事業

者を含む）

1/2、定額

［お問い合わせ先］
（１~３の事業）大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 （03-6744-7180）
（４の事業） ・企画グループ・（03-6744-2352）

＜フードテックビジネスの実証支援＞

IoT化
ロボット化

＜日本発食品安全マネジメント規格の普及対策＞

グループで有機JAS認証

売り先を確保して有機JAS認証

＜有機JASの普及対策＞

＜加工食品の国際標準化＞

◆ 輸出先国における加工食品の
規制への対応が必要

◆ 国際標準化に向けた取組を支援

＜生産性向上技術の導入＞

先端技術を活用した生産性向上支援

①早見表の作成
②代替添加物の活用
③包装資材の変更

昆虫を活用した
国産飼料

・環境負荷の低減など、国内外の
ニーズに対応

・食料安全保障に貢献

販
路
拡
大
へ

HACCPの
考え方を

取り入れた衛生管理

HACCPに
基づく
衛生管理

国際標準の
食品安全

マネジメントシステム



13ー７ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

輸出物流構築緊急対策事業

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．輸出物流ネットワーク構築に向けた環境調査
大ロット化・混載促進に向け、産地・物流拠点を単位とした、輸出品目・物量、輸

出インフラ（空港、港湾、物流施設等）、輸送ルート・輸送手段等の環境調査及
びネットワーク形成に向けた関係者の合意形成等を推進します。

２．輸出物流構築に向けたモデル実証
地方の港湾・空港を活用した最適な物流ルートの確立、大ロット化・混載促進

のための拠点確立等に向けたモデル実証を支援します。

３．輸出物流構築に向けた設備・機器導入
輸出物流の構築に向け、安定的かつ低コストなコールドチェーンを実現するため

の冷蔵設備やリーファーコンテナ、デジタル化や業務の自動化・省力化に必要な
設備・機器のリースによる導入を支援します。

【令和４年度補正予算額 500百万円】

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による旅客便の減便、国際海上コンテナ輸送の需給逼迫などの国際的な物流環境の変化に伴う課題への対応が急
務となっているところ、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、大ロット・混載促進に向けた経済的かつ安定的な輸出物流ネットワークの構築を支援します。

＜事業目標＞
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］）

＜事業の流れ＞

国 食品流通業者等
で組織される団体

（２の事業）

（３の事業）

定額

1/2、3/10
食品流通業者、運送業者、

貨物利用事業者 等

民間団体等 （１の事業）

委託

ださい

商品・物量・時期・販路等
に応じた最適輸送ルート・

輸送手段を選択

［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）

ネットワーク構築に向けた環境調査

輸出産地・
輸出事業者

行政、港湾・
空港事業者

物流
事業者

生産・出荷・物流
情報を集約・共有

輸出品目・数量、
輸出インフラ調査

陸上輸送の
時間短縮、

大ロット化等の
方向性を決定

地方
空港

成田空港

東京港

海外空港
Ａ

海外空港
Ｂ

海外港湾
Ｃ地方

港湾 海外港湾
Ｄ

輸出物流構築に向けたモデル実証

物流
拠点

輸出港

相手国

生産地
高湿度冷蔵庫

鮮度保持コンテナ
のラウンドユース

パレタイズロボット

輸出物流構築に向けた設備・機器導入



【令和4年度補正予算額 6,000百万円】

＜対策のポイント＞
食品製造事業者等が行う輸出先国等の規制・条件（食品衛生、ハラール・コーシャ等）に対応した施設の新設及び改修、機器の整備を支援します。

＜事業目標＞
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．加工食品等の輸出拡大に向け、輸出先国等の求める基準・条件等の規制に

対応するため、製造・加工、流通等の施設の新設（掛かり増し経費）及び改修、

機器の整備に係る経費を支援します。

① 輸出先国等の政府機関が定める、HACCP等の要件に適合する施設の認定

取得に必要な施設・設備

② ISO、FSSC、JFS-Ｃ、有機JAS等の認証取得に必要な施設・設備

③ 検疫や添加物等の規制に対応した製品の製造に必要な施設・設備

２．施設整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング

費用等の経費（効果促進事業）を支援します。

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-6744-7184）

国 都道府県

食品製造事業者
食品流通事業者

中間加工事業者等
（地方公共団体、都道府県知
事が適当と認める者を含む）

交付（定額） 1/2以内

＜事業の流れ＞

厳密な温度管理に対応する急速
冷凍庫等の導入

空気を経由した汚染を防止する
設備（パーティション）の導入

排水溝

施設の衛生管理の強化に対応す
る排水溝、床、壁等の改修

製造ラインにおいて添加物混入を
回避する輸出専用ミキサーの導入

13ー８ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．輸出対応型施設の整備
「強い農林水産業」の構築に向け、国産農産物等の輸出促進の取組に必要とな

る輸出対応型の集出荷貯蔵施設や処理加工施設等の整備を支援します。

２．輸出促進に繋がる卸売市場等の整備
生鮮食料品等の輸出促進を図るため、輸出先国までの一貫したコールドチェーン

システムの確保に資する施設や輸出先国が求める衛生基準等を満たす施設等の
整備を支援します。

13ー９ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

農産物等輸出拡大施設整備事業 【令和４年度補正予算額 5,000百万円】

＜対策のポイント＞
国産農産物等の輸出の拡大に必要な集出荷貯蔵施設・処理加工施設等の産地基幹施設やコールドチェーン対応卸売市場施設等の整備を支援します。

＜事業目標＞
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］）

コールドチェーン対応卸売市場施設

高度な温度管理が可能な施設
を整備することで、輸出先国ま
での一貫したコールドチェーンシス
テムを確保

長期間の品質維持を可能とする処理・加工施設（CA貯蔵※施設等）

長期間品質を維持することで、
輸出先国の需要時期に合わせ
た供給を可能とする青果物の長
期保存体制を構築

［お問い合わせ先］（１の事業）農産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
（２の事業）大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-6744-2059）

＜事業の流れ＞

国

都道府県
市町村

1/2以内等 1/2以内等
農業者の組織
する団体等

（民間事業者、卸売市場
開設者を含む）1/2以内等

交付
（定額）

輸出物流事業者等
（卸売市場開設者を含む）

1/3以内

（１、２の事業
の一部）

（２の事業の一部）

※ 貯蔵庫内の酸素の減少や低温管理等により、貯蔵青果物の呼吸を極力低減することで、青果物に含まれる成分の減
耗を防止し、食味や食感を長期間維持する貯蔵方法



［お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3502-8491）

13ー10 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

水産物輸出促進緊急基盤整備事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
水産物の更なる輸出拡大に向けて、産地における輸出促進の取組と連携しつつ、大規模な水産物流通・生産の拠点における集出荷機能の強化や輸出ポ
テンシャルの高い沿岸性資源等の回復・増産、養殖水産物の生産機能の強化等を推進します。

＜事業目標＞
水産物輸出額の拡大（5,568億円［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．大規模流通拠点の集出荷機能の強化及び輸出対象水産物の増産

大規模流通拠点（特定第３種漁港等）において、輸出先国・地域が求める衛

生管理基準等に適合した集荷・保管・分荷・出荷等に必要な共同利用施設等の

一体的整備を推進します。また、輸出のポテンシャルの高い沿岸性資源等の回復・

増産を図るため、水産動植物の生息環境を改善する魚礁や藻場等の漁場整備を

推進します。

２．養殖水産物の生産機能の強化

養殖の生産拠点において、輸出先国・地域のニーズが高い水産物の養殖場及び養

殖水産物の流通・加工等に必要な共同利用施設等の一体的整備を推進します。

【令和４年度補正予算額 4,000百万円】

床・壁の改修 天井・照明機器改修

② 養殖の生産拠点の整備

養殖場消波施設

桟橋

屋根付き岸壁

底質改善

加工場

荷さばき所（作業所等）
種苗生産施設

陸揚施設

① 大規模流通拠点等の整備

水産物流通センター（集荷・保管・分荷・出荷）

荷さばき施設、製氷、冷凍・冷蔵施設、共同の建替・一次処理施設等

漁場

＜事業の流れ＞

国
地方公共団体1/2等

水産業協同組合

※ 事業の一部は、直轄で実施
（国費率2/3等）



＜対策のポイント＞
畜産物の輸出拡大を図るため、畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者で組織するコンソーシアムが取り組む食肉処理施設の再編等を支援するととも

に、輸出対応型畜産物処理加工施設の整備を支援します。

＜事業目標＞
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．食肉流通構造高度化・輸出拡大事業

① 食肉流通構造高度化・輸出拡大推進事業
畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者でコンソーシアムを組織し、国産食

肉の生産・流通体制の強化及び輸出拡大を図るための５か年計画（コンソーシ
アム計画）の策定やその実現に向けた取組を支援します。

② 食肉処理施設の整備
コンソーシアム計画に位置付けられた、食肉処理施設の再編等に必要な施設

整備、機械導入等を支援します。

２．輸出対応型畜産物処理加工施設整備事業
畜産物の輸出拡大を図るために必要となる畜産物処理加工施設の整備を支援

します。

【令和４年度補正予算額 7,003百万円】

推進費：定額
施設整備：1/2以内

＜事業の流れ＞

都道府県

畜産農家・食肉処理施設・
食肉流通事業者

によるコンソーシアム交付

国

畜産物処理加工施設
１/２以内

（２の事業）

（１の事業）

食肉処理施設

食肉流通事業者

・生産コストの低減、品質の向上
・消費者ニーズに即した国産食肉の生産

・施設の再編や高度化のための施設整備
（稼働率・衛生水準の向上）
・自動化等による労働力不足の解消

・消費者ニーズに即した国産食肉の調達のため
の生産者への情報提供

コンソーシアム計画の実現に必要な

施設整備、機械導入等を支援します

畜産農家

集出荷の
安定

食肉流通の
安定

生産者との
連携強化

輸出対応型畜産物処理加工施設
の整備を支援します

米国、EU等は高い衛生水準
（HACCP対応）を要求

［お問い合わせ先］畜産局食肉鶏卵課 （03-3502-5989）
牛乳乳製品課（03-3502-5987）

13ー11 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．コンソーシアムの設立・運営支援事業
産地の畜産農家、食肉処理施設等、輸出事業者が連携して輸出促進活動に

取り組むコンソーシアムの設立、コンソーシアムが実施する商談、産地の特色を活
かしたプロモーション等の取組を支援します。

２．輸出先国の基準に対応するためのコンソーシアムの取組等支援事業
① 動物福祉対応及び血斑発生低減に向けた取組への支援

生産農場や食肉処理施設における牛への頭絡装着の普及・定着及び米国等
向けの食肉処理施設における血斑発生低減に向けた試験的取組や設備の改良、
導入を支援します。
② 鶏肉のサルモネラ低減に向けた対応への支援

シンガポール等向けの食鳥処理施設や生産農場におけるサルモネラ低減のため
の取組を支援します。

３．新たなコンソーシアムの育成支援事業
輸出戦略上のターゲット国・地域への輸出を計画する産地が、本格的な輸出に先

駆けて行う、コンソーシアムの設立や具体的な商流の構築等に向けたマーケット調
査や試験輸出等の取組を支援します。

４．市場ニーズに対応するためのコンソーシアムの取組支援事業
輸出先国やマーケットの求める条件下での畜産物の品質保持・流通方法に係る

試験・実証の取組を支援します。

【令和４年度補正予算額 2,218百万円】

＜対策のポイント＞
2030年の農林水産物・食品輸出目標５兆円の達成に向け、畜産農家・食肉処理施設等・輸出事業者が連携し、生産から輸出まで一貫して輸出促進
を図る体制（コンソーシアム）の取組を更に加速化するため、コンソーシアムの設立、コンソーシアムが実施する商談、プロモーション、輸出先国の求めに応え
るための取組に加え、新たなコンソーシアムの育成等を支援します。

＜事業目標＞
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］）

＜事業の流れ＞

国 都道府県
畜産農家・食肉処理施設

等・輸出事業者による
コンソーシアム等

定額、1/2

①動物福祉対応及び血斑発生の低減

２．輸出先国の求めに応えるためのコンソーシアムの取組

食肉処理施設等
畜産農家

輸出事業者

１．コンソーシアムの設立・運営

輸出先国における
・コンソーシアムが実施する商談
・産地の特色を活かしたプロモーション

３．新たなコンソーシアムの育成

コンソーシアム設
立を目指す者

・試験輸出

・マーケット
調査

コンソーシアムの
育成を支援

［お問い合わせ先］畜産局食肉鶏卵課 （03-3502-5989）
牛乳乳製品課（03-3502-5987）

定額、1/2

血斑発生低減には食肉処理施設
の設備改良・導入も必要
→支援対象に追加

13ー12 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．新市場獲得対策
① 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の対策強化

新市場のロット・品質に対応できる拠点事業者の育成に向けた貯蔵・加工・物流拠点施
設等の整備、拠点事業者と連携する産地が行う生産・出荷体制の整備等を支援します。
② 園芸作物等の先導的取組支援

果樹、野菜、花き、茶について、需要の変化に対応した新品目・品種、新樹形の導入や
栽培方法の転換、技術導入の実証等の競争力を強化し産地を先導する取組を支援します。
③ 国産シェア拡大対策

国産麦・大豆の増産や安定供給に必要な農業機械の導入や集出荷貯蔵施設等の整
備、園芸作物等の生産体制の合理化に向けた機械・設備のリース導入等や出荷調整可
能な大型加工施設の整備、流通効率化に係るパレタイザー等の施設整備等を支援します。

２．収益性向上対策
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画の実現に必要な農業機械の導入、集

出荷施設の整備等を総合的に支援します。また、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導入等を支援します。

３．生産基盤強化対策
① 生産基盤の強化・継承

農業用ハウスや果樹園・茶園等の生産基盤を次世代に円滑に引き継ぐための再整備・
改修、継承ニーズのマッチング等を支援します。
② 全国的な土づくりの展開

全国的な土づくりの展開を図るため、堆肥等を実証的に活用する取組を支援します。

農業者等
（農業者の組織する団体を含む）

農業者等
（農業者の組織する団体を含む）

収益力強化への計画的な取組

14 産地生産基盤パワーアップ事業

【令和４年度補正予算額 30,600百万円】

＜対策のポイント＞
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換等に対して総合的に支援します。また、輸出事

業者等と農業者が協働で行う取組の促進等により海外や加工・業務用等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、需要の変化に対応する園芸作
物等の先導的な取組、食料安全保障の確立に向けた国産農産物のシェア拡大に資する取組、全国産地の生産基盤の強化・継承、堆肥の活用による全国
的な土づくり等を支援します。

＜事業目標＞
○ 青果物、花き、茶の輸出額の拡大（農林水産物・食品の輸出額：２兆円［2025年まで］ 、５兆円［2030年まで］）
○ 品質向上や高付加価値化等による販売額の増加（10%以上［事業実施年度の翌々年度まで］ ）
○ 産地における生産資源（ハウス・園地等）の維持・継承 等

＜事業の流れ＞

国

民間団体等
(都道府県、市町村を含む)

定額、1/2以内等

都道府県
定額、1/2以内等定額 基金管理団体 （１③の事業の一部

2、3の事業）

輸出等の新市場の獲得 産地の収益性の向上

農業の国際競争力の強化

生産基盤
の強化

堆肥等を活用
した土づくり

継承ハウス、園地の
再整備・改修

（１②の事業）

新たな生産・供給体制

拠点事業者の
貯蔵・加工施設

果樹・茶の改植や
新樹形導入

国産シェア拡大に向けた
施設

農業機械の
リース導入・取得

生産資材
の導入

優先枠の設定

ヒートポンプ等の
リース導入・取得

流通効率化に
向けた機械・施設 施設整備

優先枠の設定
・中山間地域の体制整備
・農産物輸出に向けた体制整備

・スマート農業推進枠
・施設園芸エネルギー転換枠
・持続的畑作確立枠

（１①の事業
１③の事業の一部）

［お問い合わせ先］
（１①、２の事業）農産局総務課生産推進室（03-3502-5945）
（１②③、３①の事業） 園芸作物課 （03-6744-2113）
（１②の事業） 果樹・茶グループ （03-6744-2117）
（１③の事業） 穀物課 （03-3502-5959）
（３②の事業） 農業環境対策課 （03-3593-6495）



15 加工施設再編等緊急対策事業

＜対策のポイント＞
農畜産物の流通に必須となる加工施設について、再編合理化を通じてコスト削減を図る取組、機能の高度化等によりニーズの高い加工品への転換を図る
取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ 製糖・精製糖工場等の工場稼働率の向上（10％以上［令和８年度まで］）
○ ばれいしょでん粉工場等の工場稼働率の向上（10％以上［令和８年度まで］）
○ 製粉工場等の製造コストの削減（５％以上［令和８年度まで］）
○ 乳製品生産量の増加（10％以上［令和８年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農産物の競争力強化
① 製糖・精製糖工場等の再編合理化

コスト削減を図るために工場の再編合理化に取り組む製糖・精製糖企業等が
実施する工場の廃棄や製造施設の高度化等を支援します。
② ばれいしょでん粉工場等の再編合理化

コスト削減を図るために工場の再編合理化に取り組むばれいしょでん粉製造企
業等が実施する製造施設の体質強化等を支援します。
③ 製粉工場等の再編合理化

国内産小麦・大麦の効率的な加工体制の構築に取り組む製粉企業等が実施
する施設の再編合理化を支援します。

２．畜産物の競争力強化
乳業工場の機能強化

ハード系チーズ、脱脂粉乳等を製造する乳業者が実施する、国内での需要が見
込まれる品目（ソフト系チーズ､生クリーム､脱脂濃縮乳等）への製造ラインの転
換を支援します。

＜事業の流れ＞

国

【令和４年度補正予算額 950百万円】

製糖・精製糖企業
ばれいしょでん粉企業

製粉企業
乳業者 等

1/2、定額

① 再編合理化を通じた、効率的な加工体制の整備

（施設整備に要する経費、既存施設の廃棄に要する経費等）

② 需要が見込まれる製品への転換など、ニーズに応じた加工品の生産に必要な施設の整備

（施設整備に要する経費、既存施設の廃棄に要する経費等）

① 再編合理化の取組

製糖・精製糖企業、ばれいしょでん粉製造企業、製粉企業等

② 製造ラインの高度化等の取組

製糖・精製糖企業、ばれいしょでん粉製造企業、製粉企業、乳業者等

［お問い合わせ先］（１①､②の事業）農産局地域作物課 （03-3501-3814）
（１③の事業） 貿易業務課 （03-6744-1257）
（２の事業） 畜産局牛乳乳製品課（03-6744-2128）

支援の対象となる取組

支援対象者

乳業工場製糖工場 製粉施設でん粉工場



16 みどりの食料システム戦略緊急対策事業

【令和４年度補正予算額 3,000百万円】

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略及びみどりの食料システム法に基づき、資材・エネルギーの調達から、農林水産物の生産、流通、消費に至るまでの環境負荷低減と
持続的発展に向けた地域ぐるみのモデル地区を創出するとともに、有機農産物の販路拡大・新規需要開拓等を促進します。

＜政策目標＞
みどりの食料システム戦略に掲げたKPI（重要業績評価指標）の達成［令和12年度及び32年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．みどりの食料システム戦略緊急対策交付金 2,840 百万円
地域の特色ある農林水産業・資源を活かした持続的な食料システムの構築を支援し、モデル

地区を創出します。
①グリーンな栽培体系への転換サポート

土壌診断等による化学肥料の低減・スマート農業技術の活用等の産地に適した技術の検証
等を通じたグリーンな栽培体系への転換、消費者理解の醸成等を支援します。
②有機農業産地づくり推進緊急対策事業

有機農業の団地化や給食での利用等の取組や、都道府県の推進体制構築を支援します。
③有機転換推進事業

新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機農業の生産を開始するために
必要な経費を支援します。
④SDGs対応型施設園芸確立

環境負荷低減と収益性の向上を両立した施設園芸のモデル産地育成を支援します。
⑤バイオマス活用による持続可能なエネルギー導入・資材の調達対策

エネルギー地産地消に向け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 160 百万円
①有機農業推進総合対策緊急事業

有機農産物の販路拡大・新規需要開拓や協議会を設置して行う試行的取組を支援します。
②穀物グリーン化転換推進事業

穀物の生産から集出荷段階に至るグリーン化技術の確立に向けた取組を支援します。
③生分解性マルチ導入促進事業

海外依存原材料の国産化検討や国内生産マルチの低コスト化に向けた検証等を支援します。
＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］大臣官房みどりの食料システム戦略グループ（03-6744-7186）

（１の事業）

（２の事業）民間団体等

都道府県 市町村等
定額、1/2以内 定額、1/2以内

定額、1/2以内

（電気・熱・ガス）

バイオマス発電

省エネ型農業ハウス

脱炭素化

減農薬・減肥料
（AI・ドローンによるピンポイント散布）

有機農業

堆肥の利用促進・土づくり

【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、新規需要開拓

・穀物生産のグリーン化に向けた技術体系の確立
・生分解性マルチの導入促進

栽培体系の転換

有機農業の拡大

農林漁業者

都道府県
市町村

流通・小売 大学・研究機関

農機・資材メーカー
サービス事業体

地銀

食品
事業者

シンクタンク
・コンサルタント

みどりの食料システム戦略
緊急対策交付金
モデル地区の創出

団地化・販路開拓

家畜排せつ物

未利用間伐材
等

耕畜連携

※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。
※優遇措置の内容は各メニューにより異なります。

国



268

400

200

300

400

500

現況 計画

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

高収益作物を中心とした営農体系への転換を促進するため、
排水改良等による水田の畑地化・汎用化、スマート農業に適
した農地の区画拡大、畑地かんがい施設の整備等による畑地・
樹園地の高機能化等の基盤整備を推進します。

＜主な工種＞
区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設整備 等

【令和４年度補正予算額 51,234百万円】

＜対策のポイント＞
高収益作物を中心とした営農体系への転換を促進するため、排水改良等による水田の畑地化・汎用化、区画拡大や畑地かんがい施設の整備等による畑
地・樹園地の高機能化等の基盤整備を推進します。

＜事業目標＞
事業実施区域において、次のいずれかの目標を設定

○ 主食用米を除く作物生産額に占める高収益作物の割合及び高収益作物の生産額の増加（おおむね８割以上、かつ、おおむね10％以上）
○ 主食用米を除く作物生産額に占める高収益作物の割合及び高収益作物の生産額の増加（おおむね５割以上、かつ、おおむね50％以上）
○ 作付面積に占める高収益作物の作付面積の割合の増加（５％ポイント以上）

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）
水資源課 （03-3502-6246）

50a程度以上で整備

傾斜小（３°）

マルチ栽培

○みかんのマルチドリップ灌漑

大区画化

かんがい
用ホース

高収益作物の生産額の変化

※ 対策地区（作物生産額の増加要件に係
る1,137地区）における計画値の平均値

大型機械の導入 ハウス栽培

＜水田の畑地化・汎用化＞

用水路

排水路暗渠管

○排水改良のイメージ

水甲

水田に野菜等を導入できるよう
排水改良を行い、かんがい設備
を整備

＜畑地・樹園地の高機能化＞

※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）

0

49％増加

点滴かんがい

※ 農産物の輸出に取り組む地域に予算を優先的に配分
する輸出優先枠を設定。

（百万円）

17 水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進＜公共＞



18 畜産クラスターによる生産基盤の維持・強化

【令和４年度補正予算額（所要額） 61,900百万円】

＜対策のポイント＞
畜産クラスター計画を策定した地域に対し、収益性向上など、生産基盤の維持・強化に必要な機械導入や施設整備、施設整備と一体的な家畜導入等の

ほか、後継者不在の経営資源を継承する取組に必要な施設整備等を支援します。また、昨年度新設した「飼料増産優先枠」を拡充し、省エネ機器の導入の
ための優先枠を新設します。更に、輸出拡大に向けた和牛の増産を進めるため、繁殖雌牛の増頭を支援します。

＜政策目標＞
○ 牛肉の生産量の増加（33（48）万t［平成30年度］→40（57）万t［令和12年度まで］） ※（ ）は枝肉換算
○ 飼料自給率の向上（25％［平成30年度］→34％［令和12年度まで］） 等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．畜産クラスター事業 （所要額）55,500百万円

① 施設整備事業

中心的な経営体に対し、収益力強化等に必要な施設整備等を支援します。

② 機械導入事業

中心的な経営体に対し、収益力強化等に必要な機械の導入を支援します。

③ 調査・実証・推進事業

収益力強化に向けた取組の効果実証に必要な調査・分析を支援します。また事

業の効果を高めるため、地域の連携をコーディネートする人材の育成を支援します。

④ 畜産経営基盤継承支援事業

経営資源を地域の担い手に継承するため、必要な施設整備等を支援します。

２．生産基盤拡大加速化事業 （所要額）6,400百万円

畜産クラスター計画に基づく、優良な繁殖雌牛の増頭に奨励金を交付します。

畜産クラスター協議会

収益性
向上

収益性向上のための取組、中心的な経営体やその他の構成員の役割、連携の内容、収益性向
上の目標等を定めた畜産クラスター計画を作成

飼料メーカー
機械メーカー

普及センター畜産コンサルタント
行政

JA
畜産農家

TMRセンター
コントラクター

乳業・食肉センター
卸小売業

ヘルパー組合

【優先枠等】
中山間地域優先枠
輸出拡大優先枠
肉用牛・酪農重点化枠
飼料増産優先枠（拡充）
省エネ優先枠（新設）

飼料増産に取り組む協議会の他、省エネ機器の
導入に取り組む協議会を優先的に採択

＜事業の流れ＞

（１①、１④の事業）協議会 畜産農家等都道府県・市町村

国

交付 交付

交付
１/２以内
定額

（１③の事業）基金管理団体
定額

協議会

交付

機械リース事業者又は
協議会 （１②の事業）基金管理団体 畜産農家等

交付
交付

１/２以内 導入

基金管理団体 畜産農家

定額

民間団体 農業者団体等

定額

（２の事業）

定額 定額

繁殖雌牛

飼養規模 50頭未満 50頭以上

増頭奨励金 24.6万円/頭 17.5万円/頭

「増頭奨励金」の交付単価

飼料収穫機械 省エネ型換気装置 等

［お問い合わせ先］畜産局企画課（03-3501-1083）



19 国産チーズの競争力強化対策

【令和４年度補正予算額 5,332百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

＜対策のポイント＞
国産ナチュラルチーズ等の競争力強化を図るため、酪農家によるチーズ向け原料乳の高品質化・コスト低減、チーズ工房等による生産性向上と技術研修、
国際コンテストへの参加等の品質向上・ブランド化、国産チーズの需要拡大に向けた取組等を支援します。

＜政策目標＞
国産生乳のチーズ向け需要量（40.3万t［令和元年度］→ 49~55万t［令和12年度まで］）

２．チーズ工房等の生産性向上支援

● 事業実施主体：チーズを製造する又はしようとしている者 ● 補助率：１/２以内

● 支援対象となる施設：
チーズ製造に関する施設・機械（製造室、熟成庫、製品検査室、冷蔵室、チーズ製造に必要な設備等）

熟成庫の整備
より高品質なチー
ズを生産するための
熟成庫を整備。規模
拡大により生産コス
トも削減。国内販売
の強化や輸出に取り
組む。生乳を購入し

チーズを製造

国内コンテスト
で入賞したが、よ
り品質を高めたり、
コスト削減をした
い。

３．国産チーズの品質向上・ブランド化、消費拡大支援

（国内コンテストの開催）（国内研修会の開催） （食文化普及イベント）

１．国産チーズ生産奨励事業 ● 支援対象者：チーズ向け生乳の品質向上を図る生産者

● 乳質向上等に資する取組を実施した上で、要件となる乳

質基準を満たした生乳に対して奨励金を交付

● 補助率：定額

① 基本となる取組：８円/生乳１kg

② 上乗せとなる取組：

ⅰ）特色あるチーズ生産のための取組：＋５円/生乳１kg

ⅱ）輸出に関する取組：＋４円/生乳１kg

③ 国産チーズを増産させた場合：20円/生乳１kg

④ 乳質基準を満たした生乳の割合を増加させた場合

：20円/生乳１kg

更なる飼養管
理の高度化や乳
質管理に取り組
み、品質を向上
させるぞ！

乳質基準を満たせ
ば奨励金を交付

酪農家がチーズを
製造（６次産業化）

チーズ工房

＜事業の流れ＞

１．国産チーズ生産奨励事業

チーズの味や歩留りに影響する原料乳について、酪農家が、実需者が求める高い
品質を確保するため、更なる飼養管理の高度化や乳質管理に取り組む費用の一
部を支援するとともに、特色あるチーズ生産や輸出の取組、国産チーズ増産や高品
質な生乳の増加に向けた取組を支援します。

２．チーズ工房等の生産性向上支援
チーズ工房等のチーズを製造する者が取り組む、高品質なチーズや輸出向けチー

ズの製造に係る規模拡大や生産性向上に必要な施設整備を支援します。

３．国産チーズの品質向上・ブランド化、消費拡大支援
国産チーズの国内技術研修会の開催や海外研修への参加、国内コンテスト開催、

国際コンテストへの参加、地域の特色を活かしたチーズ生産拡大への取組等を支
援します。また、国産チーズの消費拡大を図るため、チーズを日本の食文化に取り入
れるための活動や、国内又は海外でのチーズの価値のPR、展示によるチーズの普及
活動の強化を支援します。

［お問い合わせ先］畜産局牛乳乳製品課（03-3502-5987）

定額、1/2以内

（１、３の事業）

（２の事業）

1/2以内

交付金

生産者団体等ALIC

乳業者等

国



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．大型機械化体系に対応した草地整備事業
大型機械による効率的な飼料生産を一層推進するた

め、草地・畑の一体的整備、草地の大区画化、排水不
良の改善等を推進します。

主な工種：区画整理、暗渠排水 等

２．家畜ふん尿を活用した肥培かんがい施設の整備
家畜ふん尿を発酵しスラリーとして有効活用するための

肥培かんがい施設等の整備を推進します。
主な工種：肥培かんがい施設、排水施設 等

３．泥炭地帯における草地の排水不良の改善
土壌の特殊性に起因する地盤の沈下による草地の湛

水被害等に対処する整備を推進します。
主な工種：整地、暗渠排水、排水施設 等
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現況 計画

【令和４年度補正予算額 3,464百万円】

＜対策のポイント＞
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、飼料作物の単位面積当たりの収量の増加、生産コストの削減に資する草
地の大区画化等のハード整備を推進します。

＜事業目標＞
飼料作物の単位面積当たりの収量の増加（25％以上）

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

事業指定法人

1/2等

［お問い合わせ先］
（１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）
（２の事業） 水資源課 （03-3502-6244）
（３の事業） 防災課 （03-3502-6430）

作業幅： 9.7m

＜整備前＞

現況の自然水路に合わせて整備 大区画による効率的な飼料生産

山なりに合わせて整備個人所有の農業機械による作業 大型作業機械による作業 生産性向上のため、緩傾斜に整地

※小排水路が不要な地
区は30ha区画、小排
水路が必要な地区は７
ha程度の区画

作業幅： 3.2m

＜整備後＞

急傾斜地

作業幅：3.2ｍ 作業幅：9.7ｍ

急傾斜地→緩傾斜地

※対策地区（112地区）における計画値の平均値

＊ TDNとは、飼料作物中の可消化養分のことをいい、
TDNkg/10a は栄養価ベースの収量を指す

飼料作物の単位面積当たり収量

※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）

52％増加

・公共牧場整備事業：受益面積60ha以上等
・再編整備事業：受益面積30ha以上等
※草地と一体的に整備する場合にあっては、

家畜排せつ物処理施設整備に併せペレット化施設整備を追加。

20 畜産クラスターを後押しする草地整備の推進＜公共＞

1/2等



21 新規就農者確保緊急対策

＜対策のポイント＞
新規就農者等の就農準備や初期投資促進、農業大学校・農業高校等における農業教育の高度化、女性が働きやすい環境の整備、農業の魅力発信等

の取組を支援します。

＜事業目標＞
40代以下の農業従事者の拡大 （40万人［令和５年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．新規就農者等の就農準備、初期投資促進に対する支援
① 次世代を担う農業者を目指す49歳以下の者に対し、就農準備を支援する資
金を交付します。

② 就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、
都道府県支援分の２倍を国が支援します。

２．農業教育への支援
農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化を支援します。

３．女性が働きやすい環境の整備等に対する支援
男女別トイレや更衣室の確保等の女性が働きやすい環境の整備、女性農業者

のグループ活動の開始又は発展等の取組を支援します。

４．農業の魅力を伝える取組に対する支援
職業としての農業の魅力発信の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

【令和４年度補正予算額 2,600百万円】

［お問い合わせ先］
（１の事業） 経営局就農・女性課（03-3502-6469）
（２の事業） ・就農・女性課（03-6744-2160）
（３の事業） ・就農・女性課（03-3591-5831）
（４の事業） ・就農・女性課（03-3502-6469）

国

全国農業
委員会
ネット
ワーク
機構

都道
府県

（２の事業）

（１①の事業）

市町村

新規
就農者

等

農業教育
機関

民間団体
等

女性農業者
グループ等

定額、
1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

定額 定額

定額 ※１ 都道府県の支援分の2倍を国が支援
※２ 都道府県支援分＋国支援分

※1 ※2 ※2
（１②の事業）

（３の事業）

（４の事業）

定額 定額

情報発信 環境整備 新規就農

農業をやって
みたい！

就農に向けて勉
強を頑張るぞ！

初期投資して
経営を発展し
よう！就農して地

域の担い手
になる！

・ロールモデルとなる
農業者による職業と
しての魅力発信

・研修期間中の就農希望者に、
12.5万円/月(150万円/年)を
交付

・認定新規就農者に対して機械・
施設、家畜の導入、果樹・茶の新
植・改植、機械リース等を支援す
る場合、都道府県支援分の２倍
を国が支援

・農業教育機関における
研修用機械・設備の導
入、施設の整備

・男女別トイレや更衣室の
確保等の女性が働きや
すい環境の整備、女性農
業者のグループ活動の
開始又は発展等の取組
を支援

女性も安心して
働けるように
なった！

農業って
いいかも！



［お問い合わせ先］経営局経営政策課担い手総合対策室（03-3502-6444）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．事業概要
人・農地プランに基づき、農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取

り組んでいる地域等において、農産物の輸出等に向けた取組など意欲的な取組によ
り、経営の発展を図ろうとする担い手が、融資を活用するなどして農業用機械・施設
を導入する際、補助金を交付することにより、主体的な経営発展を支援します。
優先枠を設定し、化石燃料・化学肥料の使用量の低減や、発展が著しいロボット、

AI、IoT等の技術を活用したスマート農業機械等の現場への導入を重点的に支援
します。

２．助成対象者
以下のいずれかに該当する者
① 人・農地プランに位置付けられた中心経営体

（認定農業者、認定就農者又は集落営農組織に限る）
農地中間管理機構から貸借権の設定等を受けている者

② 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者

３．配分上限額
① 個人 1,500万円 法人 3,000万円 【融資の活用が条件】
② 市町村が認める者 100万円 【融資の活用は不要】

※ 経営発展に向けた取組等に関するポイントにより採択（①、②ごとに基準を設定）

22 担い手確保・経営強化支援事業

＜対策のポイント＞
農産物の輸出に向けた取組など意欲的な取組により農業経営の発展を図ろうとする担い手に対し、必要な農業用機械・施設の導入を支援します。また、
優先枠を設定し、燃油・肥料の高騰、労働力不足等のリスクに対応し得る経営構造への転換を重点的に支援します。

＜事業目標＞
次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成（付加価値額の１割以上の拡大等（売上高の拡大、コストの縮減等））

＜事業の流れ＞

国 都道府県 市町村

1/2
以内

交付
（定額）

【令和４年度補正予算額 2,300百万円】

人・農地プラン作成地区
・中心経営体 ・農地バンク利用者
・市町村が認める者

1/2
以内

農地中間管理機構

農地の貸付け

・本格的な少子高齢化・人口減少による農産物・食品の消費減少が
見込まれる中、農業者の所得の確保・拡大を図る必要
・燃油・肥料の高騰や労働力不足等のリスクに対応し得る経営の確立
が必要

農産物の輸出や低コスト化、品目転換、規模拡大などのチャレンジによ
り経営発展を図ろうとする担い手の農業機械等の導入を支援

次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成
力強く持続可能な生産構造の実現

背景・課題

意欲的な取組による経営発展に必要な機械・施設の導入

自動操舵トラクター 農薬散布用ドローン
生育センサー付き
可変施肥機



23 林業従事者等確保緊急支援対策

【令和４年度補正予算額 319百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

1．「緑の雇用」新規就業者育成推進事業 228百万円
就業や移住などの情報を提供する就業ガイダンス、就業時のミスマッチを抑制

するためのマッチング支援、就業希望者が林業への適性を判断するトライアル雇
用の実施、地域間等の労働力のマッチングを支援します。また、スキル向上や経
営体の収益力向上に資する多能工化研修を支援します。

２．労働安全確保・経営力強化対策 53百万円
① 林業労働安全確保対策 45百万円

安全で衛生な職場づくりのために、労働安全衛生装備・装置の導入及び労働
安全研修の取組を支援します。

② 林業経営体強化対策 8百万円
林業経営体の経営力を強化するために、経営層向けの研修等を支援します。

３．外国人材受入条件整備 38百万円
① 林業における外国人材受入れ 30百万円

技能実習生の在留期間の長期化を可能にする技能実習2号追加や、特定技
能制度への追加の検討に必要な取組を支援します。

② 木材産業における外国人材受入れ 8百万円
特定技能制度への追加の検討に必要な取組等を行います。

［お問い合わせ先］（１、２、３①の事業） 林野庁経営課 （03-3502-1629）
（３②の事業） 木材産業課（03-6744-2290）

＜対策のポイント＞
いわゆるウッドショックやロシア・ウクライナ情勢等により、国産材の安定供給体制の構築が求められており、伐採・造林等の施業を行う林業従事者等の人手不

足・林業労働力の確保等が大きな課題となっています。このため、就業ガイダンスの開催、就業時のマッチング支援、トライアル雇用、地域間等の労働力のマッチ
ング支援、多能工化、労働安全確保及び林業経営体の経営力強化、外国人材の受入れに向けた条件整備等の取組を推進します。

＜事業目標＞
新規就業者の確保（1,200人［令和４年度］）

１．「緑の雇用」新規就業者育成推進事業

林業に興味のある方へ林業就業や地方移住などに関する
情報提供

林業の作業実態や就労条件について理解を促進し、適性
を判断する、地方への定着を図るための短期研修

就業ガイダンス

トライアル雇用
（約９万円/月 ×最大3ヶ月 等）

マッチング支援
就業時のミスマッチによる離職を抑制するための就業希望者
に対する就業前の現地訪問によるマッチング

林業の複数の作業
（造林・伐採）や複
数の作業工程（伐木・
造材・集材等）の技術
を学ぶキャリアップ研修

多能工化
研修

（約９万円／月
×最大2ヶ月 等）

＜事業の流れ＞

国

林業経営体 （１、２①の事業）民間団体等
定額

（２②、３①の事業）民間団体等
定額

（３②の事業）民間団体等
委託

定額、1/2※

※ 1/2は、２①の一部

２．労働安全確保・経営力強化対策

林業労働安全確保対策 林業経営体強化対策

経営層向け
研修等の実施

3．外国人材受入条件整備

【林業】 評価試験作成、国内外のニーズ調査、 受入れマニュア
ル作成等

【木材産業】 協議会の設置・運営、外国人材の受入れに必要
となる環境整備等

地域間・産業間での労働力のマッチングのための要望調査
や調整等の実施労働力のマッチング

労働安全衛生装
備・装置の導入

＋
労働安全研修の

実施

集合研修 オンライン研修



24 漁業担い手確保緊急支援事業

【令和４年度補正予算額 250百万円】

＜対策のポイント＞
就職氷河期世代等多様な人材の新規就業と定着を促進するため、漁業への就業前の者に対する資金の交付、就業相談会の開催、インターンシップの受
入れ、漁業現場での長期研修などにより、就業準備から定着までを支援します。また、近年、海技資格を有する漁船乗組員は、高齢に偏った年齢構成となって
おり、次世代を担う若手の海技士をはじめとする漁船乗組員の計画的な確保・育成が急務であることから、海技士の確保や海技資格の取得等を支援します。

＜事業目標＞

漁業新規就業者の確保（毎年2,000人）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁業就業支援

① 漁業への新規就業者の確保に向け、就職氷河期世代を含む幅広い世代へ働き

かける就業相談会の開催や就業情報の発信、インターンシップの受入を支援しま

す。

② 漁業への就業に向け、漁業学校等で学ぶ者に就業準備資金を交付します。

③ 新規就業者の技術・知識の習得に向け、漁業現場での長期研修の実施を支

援します。

＜事業の流れ＞

国 研修生・漁業者・漁協等

定額 定額、1/2

民間団体等

１．漁業就業支援

［お問い合わせ先］水産庁企画課（03-6744-2340）

就業準備資金の交付
（12.5万円/月）

就業相談会の開催・就業情報の発信・
インターンシップ・就業体験等

長
期
研
修
に
よ
る

技
術
習
得

就
業
前

定
着

就
業
後

夜間・休
日等の学
習支援

雇
用
型

漁業経営体への就業を目指す
最長１年間、最大14.1万円/月を支援

独
立
型

独立・自営を目指す
最長３年間､最大28.2万円/月を支援

① 海技士（機関）確保に要する掛かり増し経費を支援します。

② 海技資格の取得に必要な講習受講等を支援します。

２．海技士確保支援事業

(※)水産高校卒業生等は免除
乗船履歴受有者

口 述
試 験

筆 記
試 験
（ ※ ）

海 技 士
と し て
就 業

免許
講習

船舶職員養成施設等
における講習

受講費等支援

２．乗船履歴受有者の海技資格取得に必要な講習受講等を支援



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農地中間管理事業の重点実施区域等において、担
い手への農地集積・集約化を加速化し、米の生産コス
トの早期かつ大幅な削減等を図るため、スマート農業に
適した農地の大区画化や排水改良、ICT水管理の導
入等を推進します。

＜主な工種＞
区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設整備 等

16,795

9,290

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

現況 計画

【令和４年度補正予算額 21,302百万円】

＜対策のポイント＞
担い手への農地集積・集約化を加速化し、米の生産コストの早期かつ大幅な削減等のため、農地の大区画化や排水対策、水管理の省力化等を推進します。

＜事業目標＞
担い手の米の生産コストの削減（9,600円/60kg以下、かつ、おおむね10％以上）

＜事業の流れ＞

国 都道府県

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）

パイプライン化

水管理の省力化・合理化を可能とするパイプライン化、地下かんがいを推進

＜効果（米の生産コストの低減（円/60kg）＞

大型農業機械の導入が可能な大
区画を創出

地下かんがい

＜整備後のイメージ＞

担い手の米の生産コスト

※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）

（円/60kg）

▲45％

（＜9,600）

※対策地区（502地区）における計画値の平均値自動走行農機による代掻き

※ 農産物の輸出に取り組む地域に予算を優先的に
配分する輸出優先枠を設定。

1/2

自動給水栓

25 農地の更なる大区画化・汎用化の推進＜公共＞



［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）

26 スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト

【令和４年度補正予算額 4,400百万円】

＜対策のポイント＞
海外に依拠するところの大きい我が国の食料供給の安定化を図るため、海外依存度の高い農業資材や労働力の削減、自給率の低い作物の生産性向上

等、必要な技術の開発・改良から実証、実装に向けた情報発信までを総合的に取り組むことで生産現場のスマート化を加速します。

＜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年まで]

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．戦略的スマート農業技術の開発・改良 2,860百万円

海外依存度の高い農業資材や労働力の削減、自給率の低い作物の生産性向上

等に必要なスマート農業技術を開発・改良します。

２．戦略的スマート農業技術の実証・実装 1,540百万円

① 海外依存度の高い農業資材や労働力の削減、自給率の低い作物の生産性向上

等に資するが、データ不足等により市販化には至っていないスマート農業技術の実

証を行います。

② 実証データの情報発信及び実証参加者が、その成果を全国各地の生産者・産

地に横展開する取組を推進します。

＜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）

〇戦略的スマート農業技術の開発・改良

開
発

実
装

実
証

〇戦略的スマート農業技術の実証・実装

「スマート農業」の社会実装による食料供給の安定化

AI分析による斜度を踏まえた経路設計など、ほ場高低
差も考慮した効率的な作業が可能な作業機械

実証参加者による横展開実証データの分析 実証成果等の情報発信

マルチスペクトル
カメラ

ドローンによるセンシング
「ほ場内のNDVI(生育)のバラつき」をマップ化

従来のセンシングによる肥料不足箇所の特定に加え、当該箇所の土壌診断データを加味す
ることで、肥料成分ごとの必要量を正確に把握したうえでの可変施肥が可能となり、収量
の向上と余分な肥料投与の抑制を両立。

土壌診断
データを加味

リン過剰！

日照不足！ 窒素不足！

「何らか」の
理由で生育不足

摘果・袋掛け
ロボット

人手に依存している作業の自動化技術



［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2218）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．サービス事業体スタートアップ支援
スタートアップ段階の事業者を対象に、農業支援サービスを募集し、そのサービスを使

いたい産地においてサービスを試行・改良を支援することにより、農業支援サービスの産
地への定着（マッチング）を推進します。

２．サービス活用促進
農業サービス事業体の活動内容について、産地の関係者に対して情報を発信する

イベントの開催や農業支援サービス事業体の情報をサービスの利用希望者や関係者
が収集できるポータルサイトの構築を支援します。

３．スマート農業機械等導入支援
農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等

を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を支援します。

27 農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策

＜対策のポイント＞
農業支援サービス事業者の創出を促すため、スタートアップ段階の農業支援サービスについて試行・改良を行いながらマッチングを行う取組や、農業支援
サービスの活用を促進する環境整備の取組、農業支援サービス事業者が行うスマート農業機械等の導入の取組に対して支援します。

＜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

民間事業者

定額、1/2

定額

（１の事業）

（２，３の事業）

【令和４年度補正予算額 1,236百万円】

３．スマート農業機械等導入支援

農業支援サービス事業体

農業支援サービスに必要
となるスマート農業機械等
の導入を支援

１．サービス事業体スタートアップ支援

スタートアップ段階
のサービスを募集

２．サービス活用促進

ポータルサイトの
構築を支援

希望する産地で
サービスを試行・改良

事業者と産地
とのマッチング

情報を発信する
イベントの開催を
支援

定額

スタートアップ段階にある農業支援サービスの
マッチングに向けた取組を支援

民間事業者

民間事業者



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．スマート水産機械導入利用支援 206百万円
操業の効率化による生産性向上や資源評価の高度化のために、漁獲量、漁場環

境、漁船の操業情報等のデータを収集し、利活用するICT等の先端技術を用いた機
械等の導入利用を支援します。

２．水産流通適正化制度における電子化推進対策 270百万円
漁協等が漁獲番号等を迅速かつ正確・簡便に伝達することを可能とするための電

子化に向け、漁獲番号等を伝達するためのシステム改修や電子機器の導入、都道府
県単位で創設する協議会が行う制度の周知・普及啓発等の取組を支援します。

28 水産業スマート化推進事業

＜対策のポイント＞
生産現場においてスマート機械等の導入を進めることで生産性の向上に加え、得られるデータを利活用し、資源評価の高度化につなげます。また、水産流

通適正化制度の円滑な実施を促進するため、漁協等が漁獲番号等を迅速かつ正確・簡便に伝達することを可能とするための電子システムの導入等を支援
します。

＜事業目標＞
○ 生産現場におけるスマート機械等の導入利用による生産性の向上
○ 特定第一種水産動植物の密漁件数を半減

【令和４年度補正予算額 476百万円】

１．【スマート水産機械導入利用支援】

漁獲番号等伝達システム等により、漁獲
番号等を迅速かつ正確・簡便に伝達

２．【水産流通適正化制度における電子化推進対策】

［お問い合わせ先］（１の事業）水産庁研究指導課（03-6744-0205）
（２の事業） 加工流通課（03-6744-0581）

＜事業の流れ＞

国

民間団体等
（一般財団法人、一般
社団法人等を含む）

民間団体等
（漁協、協議会等を含む）

定額

定額、1/2定額

（１の事業）

（２の事業）

スマート機械等の導
入利用による生産性

の向上

国等の試験
研究機関

得られたデータを利活
用し資源評価の高度

化等に活用

生産現場

分析結果

漁場環境等のデータ

民間団体等
（一般社団法人含む）

民間団体等
（漁協、協議会等を含む）

定額、2/3、1/2



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

新たな技術開発・事業化を担うスタートアップ等による新たなビジネスシーズとなる技
術開発や技術シーズ創出に向けた研究を支援します。

１．新たなビジネスシーズの創出
若手研究者等が多様な分野の融合による破壊的なイノベーションを起こし、新た

なビジネスのシーズを創出する取組を支援します。
（上限10百万円/件/１年以内 等）

２．プログラムマネージャー等による伴走支援等
ベンチャーキャピタル（VC）等が行う、スタートアップの掘り起こしや国内外の事業

会社等とのマッチング、資金調達や知財戦略についてのセミナー等の取組を支援し
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）

29 アグリ・スタートアップ創出強化対策

＜対策のポイント＞
農林水産・食品分野において新たなビジネスを創出するため、サービス事業体の創出や新たな技術開発・事業化を目指すスタートアップや若手研究者による

ビジネスシーズ（事業化の可能性のある技術）創出の取組を支援します。肥料や飼料の大幅な使用低減に資する技術開発等のアイデアを募集します。

＜事業目標＞
事業化段階の終了課題のうち50％以上において、事業化が有望な研究成果を創出［令和７年度まで］

【令和４年度補正予算額 500百万円】

＜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）

フェーズ１

（構想段階）

フェーズ２

（実用化段階）

フェーズ３

（事業化段階）

フェーズ０

（発想段階）

【研究開発等】

創発的研究に
よる事業シーズ
創出

実行可能性調
査や概念実証

試作品の作成・
試験等

テストマーケティ
ング、社会実
証等

※海外展示会等の出展についても支援

【プログラムマネージャー等による伴走支援】

○ ピッチコンテスト等の開催
○ 研修等の実施
○ チーム組成支援
○ インキュベーション施設の活用 等

経営人材、国内外のVCや事業会社
とのマッチング等

ESG投資の呼び込みやグローバル展
開に向けた環境整備

＜想定される研究開発テーマの例＞
• 土壌からの肥料流出を防ぎ、施肥量削減に資する研究開発
• 需給データと連携した無人コンビニ等新たな販売システムの開発 等

民間団体等
（公設試、大学を含む）



中山間地域等農用地保全総合対策

30 中山間地域等対策

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、人口減少や農地の荒廃化等の諸問題に対応するため、農地の粗放的利用を含めた農用地保全の取組、収益力向上・生活支援
等の取組やデジタル技術の導入・定着、農家所得確保に向けた実践的な計画策定等を推進します。

＜政策目標＞
中山間地域の特色を活かした営農と所得の確保に取り組む地区のうち、新たに事業目標を達成した地区数（350地区［令和７年度まで］）

＜事業の全体像＞

中山間地域は、農家数、耕地面積、農業算出額はいずれも全国の約４割を占めるなど、我が国の食料生産を担うとともに、豊かな自然や景観を有し、多
面的機能の発揮の面でも重要な役割を担っています。しかしながら、当該地域においては、人口減少、高齢化、農地の荒廃化といった諸問題も進行しているこ
とから、農用地保全や農業を軸とした仕事づくりへの支援を新たに加え、所得確保と合わせて中山間地域等の振興を図ります。

地域の実情に即した農用地保全のための多様な
取組を総合的に支援

【事業期間】最大５年間
【交付率(上限)】定額（1,000万円/年 等）、5.5/10 等

構想を作成するための
農用地保全の実証的な取組

長大法面の芝生化 放牧の実証

実情に即した土地利用構想を実現

Step1

土地利用構想の
概定

Step2

土地利用構想図の
策定

簡易な基盤整備 蜜源作物の作付け

構想の実現に向けた
農用地保全のための条件整備等

中山間地域所得確保対策
【185億円（優先枠を設けて実施）】

地域の農業所得確保に向けた実践的な計画策定と実践
を支援
【事業期間】１年間
【交付率(上限)】定額（500万円／地区）

中山間地域所得確保計画の作成

販路拡大等、計画の実践

事業実施計画に以下の関連事業を位置づけた地域は、優先的に採択・配分
○ 水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進
○ 産地生産基盤パワーアップ事業

○ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）
○ 鳥獣被害防止総合対策

マーケット調査、

消費者動向調査

生産・加工・流通・

販売現状分析

生産・販売戦略

の検討

［所得確保］

地域の農業所得確保を実現

中山間地農業推進対策

地域の社会課題解決及び魅力向上のため、収益
力向上、生活支援等の取組、デジタル技術の導
入・定着に対して支援
【事業期間】最大３年間
【交付率(上限)】定額(1,000万円(年基準額)×事業年数)

収益力向上＋《デジタル技術》

高収益作物の導入＋《栽培技術のｅラーニング》

生活支援＋《デジタル技術》

買い物支援＋《デジタル技術を活用した生活サービス》

支援員とのテレビ
電話で買い物 直売所からの搬送

高収益作物導入

［農業を軸とした仕事づくり］

社会課題解決や魅力向上を通じた地域活性化を実現

【14億円】

［農用地保全］



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中山間地域等農用地保全総合対策
地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地、粗放的利用を行う農地

等を区分し、実証的な取組を行いつつ、土地利用構想図を作成し、その実現に必
要な農用地保全のための活動経費、基盤整備や施設整備費等を支援します。
① 地域ぐるみの話合いによる土地利用構想を概定、農用地保全のための実証的
な取組

② 土地利用構想図に基づく粗放的利用のための簡易な整備、農用地保全のため
の基盤整備や施設の整備

③ 粗放的利用の取組や省力化機械の導入等、農用地保全のための活動
④ 農山漁村活性化法に基づき、農用地保全事業を行う場合には農用地保全等
推進員の措置
【事業期間】 最大５年間
【交付率(上限)】 定額（1,000万円/年、粗放的利用支援 １万円/10a、

農用地保全等推進員 250万円/年）、5.5/10 等

２．最適土地利用推進サポート事業
ITを活用した申請手続の簡素化を図るとともに、事業主体の取組内容や農地保

全状況等の確認、地域の課題解決のサポート、優良事例の横展開等を支援します。
【事業期間】 １年間
【交付率】 定額

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-6744-2665）

30ー１ 中山間地域等対策のうち

中山間地域等農用地保全総合対策 【令和４年度補正予算額 1,440百万円の内数】

＜対策のポイント＞
中山間地域等における農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用構想の策定、基盤整備等の条件整備、鳥獣被害防止対策、粗
放的な土地利用等を総合的に支援します。

＜事業目標＞
農用地保全に取り組み、事業目標を達成した地区数（100地区［令和８年度まで］）

＜事業の流れ＞

国
民間団体

（民間企業、一般社団法人等）

都道府県 都道府県、市町村、地域協議会等

定額、5.5/10等

定額

（２の事業）

Step ２

農
用
地
保
全
の
た
め
の
多
様
な
取
組
を
総
合
的
に
支
援

中山間地域等の実情に即した土地利用構想を実現

【農用地保全に資する基盤整備】

地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地、粗放的な利用を行う農地等
を区分し、実証的な取組を実施

【地域ぐるみでの話合い】 【土地利用構想の概定】

【粗放的利用のための条件整備】 【農業用ハウスの整備】【土地利用構想図の策定】

【鳥獣緩衝帯】 【蜜源作物の作付け】

【農用地保全の実証的な取組】

Step １

【計画的な植林】

長大法面の芝生化 放牧

【省力化機械の導入】

伐根・整地 水路の補修・整備

土地利用構想図を策定し、農用地保全のための条件整備や各種取組を選択・実施

（１の事業）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中山間地農業ルネッサンス推進事業

① 元気な地域創出モデル支援
収益力向上、販売力強化、生活支援等に関する具体的な取組、デジタル技術
の導入・定着を後押しすることで、優良事例創出を推進します。
【事業期間】 最大３年間
【交付率(上限)】 定額（1,000万円(年基準額)×事業年数）

30ー２ 中山間地域等対策のうち

中山間地農業推進対策 【令和４年度補正予算額 1,440百万円の内数】

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に基づき、地域の社会課題解決及び魅力向上のため、収益力向上、販売

力強化、生活支援等に関する具体的な取組、デジタル技術の導入・定着を支援することにより、デジタル田園都市国家構想の実現を後押しします。

＜事業目標＞
中山間地域等の特色を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

※対象地域：8法指定地域等

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

ア 収益力向上
・高収益作物の導入等
・栽培技術のｅラーニングシステム導入等

イ 販売力強化
・高品質作物の導入、農産物の高付加価値化等
・出荷予測システムの構築等

ウ 農用地保全
・棚田を含む農用地の保全・振興
・水管理の遠隔操作システム導入等

エ 複合経営
・農業、畜産、林業の組合せによる複合経営、他の仕事を組み合わせた半農半X
・自動ロボット導入による労働時間軽減等

オ 生活支援
・農用地保全や地域資源活用と一体的に行う生活支援等
・デジタル技術を活用した見守り支援、買い物支援等
＜事業の流れ＞

定額

国

市町村、地域協議会
定額

定額

都道府県

都道府県

[農業を軸とした仕事づくり]
収益力向上、販売力強化、農用地保全、複合経営、生活支援

１．① 元気な地域創出モデル支援

元気な地域創出モデル支

援を核として、既存施策

と連携し、立ち上がりを

支援

社会課題解決や魅力向上を通じた地域活性化
（デジタル田園都市国家構想の実現を後押し）

収益力向上＋《デジタル技術》

高収益作物の導入
＋

《栽培技術のｅラーニング》

高収益作物導入

生活支援＋《デジタル技術》

買い物支援と見守りサービス
＋

《デジタル技術を活用した生活支援》

テレビ電話で買い物 直売所からの搬送

通信環境
の整備

【 事 業 期 間 】 最大３年間
【交付率(上限)】 定額

(1,000万円(年基準額)×事業年数)

買い物支援と見守りサービス
情報通信環境
整備対策

民間企業の
スキル導入

INACOME

経営改善等
の伴走支援

農山漁村発

イノベーション

サポートセンター

ノウハウ
の横展開

農村RMO
推進研究会



30ー３ 中山間地域等対策のうち

中山間地域所得確保対策＜一部公共＞ 【令和４年度補正予算額 18,530百万円（優先枠を設けて実施）】

＜対策のポイント＞
中山間地域において農家所得を確保するため、マーケットや消費者の動向把握、生産・加工・流通・販売の再編（スマートフードチェーンの構築）、国内外の

販路拡大に向けた販売戦略の検討等、地域の農業所得確保に向けた計画の策定と実践を支援します。

＜事業目標＞
中山間地域の所得向上に資するなど、新たに地域資源を活用した取組等を行う地区を250地区創出［令和６年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画を策定済みの地域において、
地域の農業所得確保に向けた実践的な計画策定と実践を支援します。計画策定に
際しては、マーケティングの専門家など、第三者の参画を得て所得確保の確実性を高め
るものとします。

１．中山間地域所得確保推進事業 100百万円
① マーケット調査

国内市場、海外市場に関する調査を実施します。
② 消費者動向調査

農産物、農産物加工品に関する動向調査を実施します。
③ 生産・加工・流通・販売現況調査・分析

地域において、農業生産、農産物加工、それらの流通、販売に関する現況を調
査・分析し、生産から販売までのネットワークの再構築やスマートフードチェーン構築
検討を実施します。

④ 生産・販売戦略の検討
これらの調査結果等を踏まえた国内販売や輸出戦略の検討を実施します。

⑤ 中山間地域所得確保計画の作成
販売額の増加（10%以上）、流通・加工コストの削減（10％以上）のいず

れかの目標を設定します。
⑥ 計画の実践・改定（販路拡大、スマートフードチェーンの構築等）

２．関連事業による優先枠の設定 18,430百万円

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3502-6286）

事業実施計画に以下の関連事業を位置づけた地域は、優先的に採択・配分
○ 水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進
○ 産地生産基盤パワーアップ事業
○ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）
○ 鳥獣被害防止総合対策

関連事業による優先枠の設定 【184億円】

中山間地域の所得確保に向けた計画作成に必要な取組を選択して実施
［対象地域］特定農山村地域、振興山村地域、過疎地域、半島振興地域、離島振興地域、

豪雪地帯対策特別措置法の特別豪雪地帯、急傾斜地帯、農林統計上の中山間地域 等

中山間地域所得確保推進事業 【１億円】

計画策定に係る調査・調整や農産物の販売戦略の策定、マーケティング調査など販路拡大の取組等

［実施期間］１年間 ［交付率(上限)］定額（500万円／地区）

［実施主体］地方公共団体、農業者団体等

中山間地域所得確保計画の作成

販路拡大等、計画の実践

マーケット調査、

消費者動向調査
生産・加工・流通・販売現状分析 生産・販売戦略の検討

国 都道府県 農業者団体等
（地域協議会、JA等）

定額

市町村
定額定額



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

鳥獣被害防止総合対策交付金 3,700百万円

１．侵入防止柵の整備（1/2以内、直営施工の場合は定額支援）

中山間地域等での農作物の被害の低減を図るため、野生鳥獣の侵入を防止す

る侵入防止柵の整備及び既設柵の地際補強資材の導入等を支援します。

２．ジビエ利用拡大の推進

① 広域搬入体制の全国展開に向けたモデル整備の取組を支援します。

② ジビエを扱う飲食店の拡大に向けた取組を支援します。

31 鳥獣被害防止総合対策

＜対策のポイント＞
中山間地域等の生産基盤や農村環境を維持するため、野生鳥獣の侵入を防止する侵入防止柵の整備やジビエ利用拡大へ資する取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 農作物被害を及ぼすシカ、イノシシの生息頭数を平成23年度から半減（約207万頭［令和５年度まで］）
○ 野生鳥獣のジビエ利用量の拡大を令和元年度から倍増（4,000t［令和７年度まで］）

［お問い合わせ先］農村振興局鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室（03-3591-4958）

【令和４年度補正予算額 3,700百万円】

＜事業の流れ＞

都道府県 地域協議会等

交付
1/2以内等

（１の事業）

【侵入防止柵整備】

【ジビエ広域搬入体制の全国展開】
各地域の地形等に合わせた処理加工施設への
広域搬入方法の実証、全国展開

【ジビエを扱う飲食店等の拡大】
ジビエ料理に関する指導・メニュー開発支援、
処理加工施設と飲食店の商談会等を実施

【ジビエ利用拡大の推進】

【新規整備】
侵入防止柵を新たに整備することで
被害防止

【再編整備】
既設柵を有効活用しつつ侵入防止柵を
整備することで被害防止

既設柵

再編整備

新設柵

国

農地

農地

農地

農地 農地

※加えて、既設柵の地際補強資材の導入等を支援

民間団体
（民間企業、一般社団法人等）

定額

（２の事業）



32 国内森林資源活用・木材産業国際競争力強化対策＜一部公共＞

【令和４年度補正予算額 49,891百万円】

＜対策のポイント＞
木材製品の国際競争力強化や輸出目標達成に向けた木材産業の体質強化､原木の生産基盤整備､木材製品等の輸出・消費拡大や、海外情勢の影響

を受けにくい需給構造構築に向けた国産材供給力の強化、国産の製品等への転換、木質バイオマス利用促進、きのこの生産資材高騰対策等を支援します。

＜事業目標＞
○ 国産材の供給・利用量の増加（34百万㎥［令和３年度］→42百万㎥［令和12年度まで］）
○ 建築用材等の国産材利用率（48％［令和３年度］→63％［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．国際競争力・木材供給基盤強化対策＜一部公共＞
生産性向上や競争力のある製品生産等に向けた木材加工流通施設等の整備、

原木の低コストかつ安定的・持続的な供給を図るとともに、急激な需要変化にも対応
可能な原木供給体制の維持・拡大に向けた路網整備やデジタル技術を活用した森
林資源情報の整備、高性能林業機械等の導入、間伐材生産、再造林、エリート
ツリー等の苗木の生産施設整備等を支援します。
２．木材製品等の輸出支援対策
輸出先国のニーズや規格・基準に対応するための性能検証、輸出先国におけるプ
ロモーション活動、特用林産物の販売促進やきのこの知的財産保護等の取組を支
援します。
３．木材製品の消費拡大対策

非住宅分野等における消費拡大を推進し、木材製品の国際競争力を高めるため、
CLTを活用した建築物の実証、木質建築部材の技術開発、JAS構造材の利用実
証や外構部等木質化の実証等を支援します。
４．国内森林資源活用・建築用木材供給力強化対策

国産の製品の供給体制強化に向けた木材加工流通施設等の整備、原木供給
力の強化に向けた高性能林業機械等の導入、住宅分野における建築用木材の国
産の製品等への転換、燃油や資材の価格高騰や供給難への対応として木質バイオ
マスエネルギーへの転換、きのこ生産者に対する省エネ機器等の導入支援や次期
生産に必要な生産資材の導入費の一部支援による体質強化を支援します。

国内森林資源活用・木材産業国際競争力強化対策

国際競争力強化、
木材製品等の輸出拡大

国産の製品・資材等への
転換促進

木材製品等の輸出支援対策

木材製品の消費拡大対策

国内森林資源活用
・建築用木材供給力強化対策

・日本産木材製品等の輸出支援対策
・きのこの知的財産保護対策

・CLT建築実証支援
・JAS構造材実証支援
・外構部等の木質化対策支援

①建築用木材供給力強化対策
・ 乾燥施設の能力向上、
既存設備の機能向上、
ストック機能の強化 等

・ 高性能林業機械等の導入
②建築用木材転換対策
③燃油・資材の森林由来資源への
転換対策等

・木質バイオマスエネルギー転換促進対策
・特用林産生産資材高騰対策

①木材産業の輸出促進・体質強化対策
合板・製材・集成材工場等の大規模・高効
率化、低コスト化、工場間連携や他品目への
転換、輸出拡大に資する木材製品の高付加
価値化

②原木の生産基盤整備・低コスト安定供給対策
・林道等の路網整備、デジタル技術を活用した森林資源情報の整備
・高性能林業機械等の導入、間伐材生産
・主伐後の再造林、エリートツリー等の苗木の生産施設整備
・林業機械の自動化・遠隔操作化に向けた開発・実証 等

［お問い合わせ先］林野庁計画課（03-6744-2082）

（１、４の事業の一部）

＜事業の流れ＞

都道府県 民間団体等
（市町村を含む）

定額（1/2
以内等）等

定額（1/2以内
等）等

※国有林においては、直轄で実施
定額

（国研）森林研究・整備機構 （１の事業の一部）

国 民間団体等 民間団体等
定額 定額、1/2以内等

（１、４の事業の一部、
２、３の事業）

国際競争力・木材供給基盤強化対策

木材加工施設
の機能向上

乾燥施設の
能力向上



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 （所要額）19,642百万円
中核的漁業者へのリース方式による漁船の導入を支援します。

２．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。

３．水産業競争力強化緊急施設整備事業 4,500百万円
競争力強化のために必要となる共同利用施設の整備、産地市場の再編の推進

に必要な施設の整備等を支援します。

４．広域浜プラン緊急対策事業 （所要額）2,380百万円
漁協の経営・事業改善の取組等を促進するための意欲ある漁業者の収益力向

上・コスト削減等の実証的取組を支援するとともに、安定的な操業に必要なクロマグ
ロの混獲回避活動を支援します。

５．水産業競争力強化金融支援事業 （所要額）73百万円
漁船の建造・取得・改修、漁業用機器等の導入を図る漁業者等が借り入れる資

金について、無利子・無担保・無保証人等での融資が可能となるよう支援します。
６．水産業競争力強化漁港機能増進事業 1,000百万円

漁港の機能を増進し、競争力のある生産・流通体制を構築するために必要とな
る漁港施設等の整備を支援します。

７．漁業構造改革総合対策事業 7,000百万円
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

の導入等新たな操業・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。

 中核的漁業者を認定し、漁船の導入促進
 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促進
 施設の再編整備等を推進
 収益力向上・コスト削減等の実証的取組への支援を通じた漁協の経営・事業改善
の取組の促進及び安定的な操業に必要なクロマグロの混獲回避活動への支援

広域な漁村地域が連携して取り組む浜の機能再編や中核的漁業者の育成、
漁船漁業の構造改革を推進し、あわせて漁協の経営・事業改善の取組を促進

33 水産業競争力強化緊急事業

【令和４年度補正予算額 14,499百万円】

＜対策のポイント＞
意欲ある漁業者が将来にわたり希望を持って漁業経営に取り組むことができるよう、「広域浜プラン」等に基づくリース方式による漁船導入や産地施設の再編

整備、生産性向上や省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入、漁港施設の整備等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への転
換を推進するとともに、浜の活性化を主導すべき漁協の経営・事業改善の取組を促進します。

＜事業目標＞
１経営体当たりの生産額の向上（10％以上［令和９年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁研究指導課 （03-3502-8482）

広域浜プラン（浜の活力再生広域プラン・漁船漁業構造改革広域プラン）

＜ 広域浜プランに基づき以下を実施 ＞

水産業の体質強化を図り持続可能な操業体制への転換を推進

＜ 導入例 ＞

水産加工処理施設

漁船

＜実証的取組例＞

＜事業の流れ＞

民間団体等

市町村・漁協等

定額、1/2等
（１、２、４、５、７の事業）

（３、６の事業）

国 1/2等

都道府県
1/2等

機器等（省エネ型エンジン）

※1,４,５は、既存の基金を利用するため合計額には含まない




