
［お問い合わせ先］（１の事業）農産局企画課（03-3597-0191）
（２①の事業） 穀物課（03-6744-2108）
（２②の事業） 企画課（03-6738-6069）

21 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業

＜対策のポイント＞
水田農業を輸出や加工品原材料等の新たな需要拡大が期待される作物を生産する農業へと刷新（リノベーション）するため、実需者との結び付きの下で新
市場開拓用米等の低コスト生産等に取り組む生産者を支援するとともに、需要の創出・拡大に向けた実需者の製造機械・施設整備等を支援します。

＜事業目標＞
○ 実需者との結びつきの下で、需要に応じた生産を行う産地の育成・強化
○ 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．実需者ニーズに応えるための低コスト生産等の取組支援 41,000百万円
水田リノベーション産地・実需協働プランに参画する生産者が、実需者ニーズに対応

するための低コスト生産等に取り組む場合に、取組面積に応じて支援します。

※１ 令和４年産の基幹作が対象です。
※２ 農業者等が実需者と販売契約を締結する又はその計画を有していることが必要です。
※３ 高収益作物及び麦・大豆については、加工用等の用途指定があります。
※４ 本支援の対象となった面積は、令和４年度水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成（加工

用米、麦、大豆、飼料作物（子実用とうもろこし））及び都道府県に対する産地交付金の取組に応
じた追加配分（新市場開拓用米）の対象面積から除きます。

２．需要の創出・拡大のための機械・施設の整備支援 1,000百万円
① 需要の創出・拡大のための機械・施設の整備支援

プランに参画する実需者が、輸出等の需要に応じた加工品の生産体制の強化や
国産原材料への切替えのために必要となる機械・施設の整備を支援します。
（補助率：1/2以内）

② 新市場開拓に取り組む実需者による施設整備等支援
新市場開拓用米の複数年契約を産地と結び、輸出等に取り組む実需者による保

管施設の整備等を支援します。（補助率：1/2以内）
※ ①②とも、事業実施主体は農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP）又はコメ海外市場拡大戦略
プロジェクト（KKP）に加入していることを要件とします。

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県農業
再生協議会

地域農業
再生協議会

民間事業者等

定額 定額
（１の事業）

（２の事業）

【令和３年度補正予算額 42,000百万円】

農業者
定額

定額 1/2以内

土壌診断に基づく施肥直播栽培

【水田リノベーション産地・実需協働プラン】
✓ 産地と実需者が連携し、新市場開拓用米や加工用米、高収益作物、麦・
大豆、子実用とうもろこしについて、新たな需要拡大のために必要な生産対策
や需要の創出・拡大に係る取組内容、目標等を盛り込んだ計画

実需者ニーズに応えるための低コスト生産等の取組支援

輸出向けパックご飯の
製造ライン増設

需要の創出・拡大のための機械・施設の整備支援

排水対策

冷凍野菜製造ラインを国産
野菜仕様に切り替える改修

［例］

［例］

高収益作物、子実用とうもろこし新市場開拓用米、加工用米 麦・大豆

新市場開拓用米等
の保管倉庫の整備

対象作物 助成単価

新市場開拓用米、麦、大豆、
高収益作物（野菜等）、子実用とうもろこし

４万円/10a

加工用米 ３万円/10a



22 麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト

＜対策のポイント＞
麦・大豆の需要を捉えた生産の推進により国産シェアを拡大するため、作付の団地化と営農技術の導入、農業支援サービスの活用等による産地の生産体制の強
化・生産の効率化を支援します。あわせて、作柄変動の大きい国産の供給力を安定させるため、民間保管施設の整備や一時保管により安定供給体制を確立します。

＜事業目標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○ 小麦生産量の増加（76万トン→108万トン）
○ 大麦・はだか麦生産量の増加（17万トン→23万トン）
○ 大豆生産量の増加（21万トン→34万トン）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．麦・大豆等水田農業の生産体制強化
水田麦・大豆産地生産性向上事業 2,148百万円
団地化の推進と営農技術の新規導入と併せて農業支援サービス等も活用した省

力化の推進により、生産性の向上や環境に配慮した営農に向けて技術の新規導入
を図る先進的な麦・大豆産地の取組に対し、ソフト・ハード両面から支援します。

２．需要に応える供給の実現と国産使用拡大
① 麦・大豆保管施設整備事業 900百万円

国産麦・大豆の安定供給に向けた保管施設の整備や、保管施設の整備と一
体的に行う処理加工施設の整備を支援します。
② 麦類供給円滑化推進事業 132百万円

国産麦の供給を円滑化するための一時保管を通じた安定供給体制の構築を
支援します。
③ 麦・大豆利用拡大推進事業 69百万円

国産麦・大豆の利用拡大に向け、商品開発、マッチング等を支援します。

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

都道府県 生産者団体等

民間団体等

交付、1/2以内

補助

（１の事業）

［お問い合わせ先］（１、２①③（大豆）の事業）農産局穀物課 （03-6744-2108）
（２②③（麦）の事業） 貿易業務課（03-6744-9531）

【令和３年度補正予算額 3,250百万円】

定額、1/2以内

1/2以内

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（２①の事業）

（２②の事業）

（２③の事業）

１．麦・大豆等水田農業の生産体制強化

団地化の推進

団地化推進に向けた話合い等
の必要経費を支援（定額）

営農技術の導入や畑
地化に向けた栽培実
証を支援（定額）

生産性向上に必要な
施設・機械導入等を
支援（1/2以内）

営農技術の導入
・畑地化実証支援

施設整備・機械導入

麦・大豆の安定供給

保管施設の整備に向けた支援
（1/2以内）

国産麦・大豆の商品開発等を支援
（定額、1/2以内）

麦・大豆の利用拡大

２．需要に応える供給の実現と国産使用拡大



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

主食用米から麦・大豆、野菜等への転換を促進する
ため、排水改良等による水田の汎用化を推進します。

＜主な工種＞

区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設整備 等

23 農業農村整備事業における米の臨時特別対策＜公共＞

【令和３年度補正予算額 4,600百万円】

＜対策のポイント＞
主食用米の需給安定に向け、主食用米から麦・大豆・野菜等への転換を促進するため、排水改良等による水田の汎用化を推進します。

＜事業目標＞
主食用米から麦・大豆、野菜等への転換を促進

＜事業の流れ＞

国 都道府県

1/2 等

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）

暗渠排水の整備等により、水田を汎用化

＜汎用化のイメージ＞

用水路

排水路
暗渠管

水甲

水稲 大豆

水田の汎用化による大豆の大規模栽培の促進 暗渠排水整備等による反収の向上

麦

未整備 整備済

大豆

未整備 整備済



24 国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症による需要減少等の影響を依然として受けている農林漁業者や食品加工業者等の新たな販路開拓の取組を支援します。また、
国産農林水産物の消費拡大を推進するため、「ニッポンフードシフト」の展開により、農林漁業者等による地域の様々な取組を発信します。

＜事業目標＞
〇 需要減少等の影響を受けている農林漁業者等の新規販路開拓
〇 農業・農村の重要性や持続性への国民の理解醸成

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外食、インバウンド等の需要先が減少
した農林漁業者、食品加工業者等が行う新たな販路開拓を促進するための取組
について、食材費、送料、広告宣伝費等を民間団体等を通じて支援します。
※ 品目については、対象の限定はありませんが、需要減少等の影響を受けている
場合に対象となります。

（支援対象、補助率）
・消費者向けの新たな販路開拓（インターネット販売）（定額、1/2）
・テイクアウト・デリバリーを活用した新たな販路開拓（1/2）
・創意工夫による継続的な販路開拓（1/2）
・学校給食・子ども食堂等への食材提供（定額）

２．国産農林水産物の消費拡大を推進するため、農林漁業者等による様々な取組
について、Z世代を重点ターゲットとして、メディア・SNS等を活用したストーリー性
のある情報発信を展開します。

＜事業の流れ＞

国

定額 定額、1/2以内

委託

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］（１の事業）大臣官房政策課 （03-6744-2089）
（２の事業）大臣官房政策課食料安全保障室（03-6744-2395）

【令和３年度補正予算額 20,000百万円】

民間団体等

民間団体等

（１の事業）

新たな販路開拓の取組

国

民間団体等

給食への提供 子ども食堂等への
提供

テイクアウト・
デリバリーの活用

EC事業者と連携等 直売所等で販促
活動の実施

学校 地域飲食店販売店
ネット
販売

補助（定額）

補助（定額、1/2以内）



25 フードバンク支援緊急対策事業

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化により、子ども食堂や生活困窮者等へ食品を届きやすくすることが課題となっており、子ども食堂等へ食品の提
供を行っているフードバンクの役割が重要となっていることから、フードバンク活動を通じた食品ロス削減を図るため、フードバンクに対して、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します。

＜事業目標＞
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］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．フードバンク活動団体の食品受入能力向上支援
フードバンクに対して、子ども食堂等向けの食品の受入れ・提供を拡大するために

必要となる経費を支援します。

２．食品製造業の食品ロス削減対策に対する支援
食品製造業における多様な食品ロス発生要因を把握・分析し、業務実態に応じ

た削減対策やフードバンク活動との連携のための取組を支援します。

［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（03-6744-2066）

【令和３年度補正予算額 194百万円】

＜事業の流れ＞

フードバンク

国

定額

（１の事業）

定額

（２の事業）

民間団体等

定額

フードバンク※食品関連
事業者

メーカー・卸・

小売等

子ども食堂等

運搬車両、一時保管用倉庫
（冷蔵・冷凍庫含む）、
入出庫管理機器等の賃借料、
食品の輸配送費

・生活困窮者

・子ども食堂

・福祉施設 等

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

・ 「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」（農林水産省公表）に基づく

又は準じた食品の取扱いを１年以上行っていること。

・ 緊急事態宣言等による影響を受けて、子ども食堂等への食品の提供の拡大を図るため、食

品の受入れ・提供体制の追加的な整備に取り組む計画を有すること。

※支援の対象となるフードバンク

《対象経費》
食品の受入れ・提供を拡大するために必要となる
運搬用車両、一時保管用倉庫（冷蔵庫・冷凍庫を含む）、入出庫管理機器
等の賃借料、輸配送費

《補助率》
定額（補助上限額500万円）



26 特定水産物供給平準化事業

【令和３年度補正予算額 2,000百万円】

＜対策のポイント＞
漁業者団体等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける水産物の在庫の滞留を踏まえ、滞留する魚種を買取・冷凍保管（＝調整保管）する際の買
取資金、保管料、運搬料等を支援します。

＜事業目標＞
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける水産物の価格下落の抑止

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．買取資金の助成

輸出の停滞等により需要又は取引価格が下落し、生産面での調整が困難である

など、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける水産物を、漁業者団体等※が買い

取り、保管するために必要な資金を金融機関から借り入れる場合に、金利相当分

に対して助成（無利子化）します。

※ 漁業者団体等：全漁連、全水加工連、県レベルの団体等

２．調整保管等に係る経費助成

新型コロナウイルス感染症の収束後、保管していた水産物を順次放出するまでの

期間の調整保管に要する保管料、入出庫料、加工料、運搬料を助成します。

＜事業の流れ＞

国

（公財）水産物安定
供給推進機構

（公財）水産物安定
供給推進機構

漁業者団体等

漁業者団体等

定額 定額

2/3定額

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］水産庁加工流通課（03-6744-2350）

漁
業
者
団
体
等

民
間
金
融
機
関 ①買取資

金等貸付

養殖・
加工業者等

②水産物
買取

輸出業者等

④コロナ収束
後売却

（公財）水産物安定供給
推進機構

⑥保管料等及び
買取資金等借入利子助成

⑤金利込の
貸付返済

③保管料等
支払

冷凍倉庫

調整保管水産物

調整保管水産物



27 農業労働力確保緊急支援事業

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症の影響等による農業現場における労働力不足を解消するため、農業経営体が行う代替人材の雇用や産地間の調整等による労働
力確保の取組を支援します。

＜事業目標＞
農業分野における労働力の円滑な受入体制の整備

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．新型コロナウイルス感染症の影響に伴う代替人材雇用への支援

新型コロナウイルス感染症の影響により人手不足となっている経営体が代替人材

を雇用する際に必要となる掛かり増しの労賃、交通費、宿泊費等を支援します。

２．産地間の調整等による労働力確保の取組への支援

産地内における労働力確保を推進するための取組や、繁閑期の異なる産地間

の調整による労働力確保の取組を支援します。

【令和３年度補正予算額 1,265百万円】

国

民間団体等

農業経営体等全国農業会議所

＜事業の流れ＞

協議会等

定額

定額

定額、1/2

（２の事業）

（１の事業）

定額

［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-6744-2162）

代替人材 人手不足の産地

✔ 農業法人・農家
✔ 農業サービス事業体

掛かり増しの労賃、交通費、
宿泊費等を支援

【新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響に伴う代替人材雇用への支援】

A産地 B産地

【産地間の調整等による労働力確保の取組への支援】

産地内における労働力確保を
推進するための取組を支援

労働力募集アプリの活用のための周知やアプリ利用
講習会の開催、産地内の農業者の労働力不足情
報の収集・マッチングを支援 等

繁閑期の異なる産地間の調整
による労働力確保の取組を支援

複数産地共同での労働力募集の取組や
それに伴う交通費・宿泊費を支援 等



28 水産業労働力確保緊急支援事業

【令和３年度補正予算額 385百万円】

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症の影響による人手不足を解消するため、漁業や水産加工業における代替人材の雇用や遠洋漁船において現在雇用されている外
国人船員の継続雇用等を支援します。

＜事業目標＞
新型コロナウイルス感染症の影響による漁業・水産加工業における人手不足の解消

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁業・水産加工業における人材確保支援

地域の作業経験者や他産業の人材等を、人手不足となった漁業・水産加工業の

経営体が雇用する場合、掛かり増し賃金、保険料、宿泊費等を支援します。

2．遠洋漁業の船員対策事業

遠洋漁船において外国人船員の確保が困難な場合に、現在雇用している外国

人船員の継続雇用等に要する掛かり増し経費や、外国人船員を配乗する際の経

費等を支援します。

［お問い合わせ先］水産庁企画課 （03-6744-2340）
加工流通課（03-6744-2349）
国際課 （03-6744-2364）

国

全国水産加工業
協同組合連合会

漁業者、
水産加工業者

＜事業の流れ＞

地域の作業経験者等

・地域の作業経験者等

人手不足の経営体

掛かり増し賃金、
保険料、宿泊費等

✔漁業者
✔水産加工業者

遠洋漁業において現在
雇用されている外国人船員

・遠洋漁業における既存の
外国人船員 掛かり増し経費

人手不足の経営体

✔遠洋漁業者

人手不足解消

定額

漁業者（一社）大日本水産会
1/2定額、1/2

（１の事業）

（２の事業）

雇用

定額

雇用継続



29 新型コロナウイルス感染症対策のための金融支援対策

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者の経営継続に必要な農林漁業セーフティネット資金等の実質無利子化・無担保化等を措置します。

＜事業目標＞
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者に対する資金調達の円滑化

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 63百万円

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に影響が出ている農業者の資金繰

りに対する日本政策金融公庫等の融資について、貸付当初５年間実質無利子化

します。

２．農業信用保証保険基盤強化事業 171百万円

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に影響が出ている農業者の資金繰

りに必要となる農業近代化資金等の借入れについて、農業信用基金協会による債

務保証の実質無担保等での引受け及び引受当初５年間の保証料免除を支援し

ます。

［お問い合わせ先］ 経営局金融調整課（03-3501-3726）

【令和３年度補正予算額 234百万円】

＜事業の流れ＞

国

（独）農林漁業信用基金、
（都道府県）農業信用基金協会

新型コロナ
ウイルス

感染症の影
響を受けた
農業者

(公財）農林水産長期金融協会
定額

定額

利子助成

債務保証

補
助
金

実
質
無
利
子
化

実
質
無
担
保
化
等

日本政策
金融公庫

民間
金融機関

国

（独）農林漁
業信用基金

（都道府県）
農業信用
基金協会

保
証
保
険

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた農業者

（公財）農林水産
長期金融協会

農
林
漁
業
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
等
（※

）

利子助成 利子助成 債務保証
（保証料免除）

交
付
金

補
助
金

農業経営基盤強化資金
利子助成金等交付事業

農
業
近
代
化
資
金
・
借
換
資
金

農業信用保証保険基盤強化事業

実
質
無
利
子
化

実
質
無
担
保
化
等

（※） ・農林漁業セーフティネット資金
・スーパーＬ資金
・経営体育成強化資金



30 漁業収入安定対策事業

【令和３年度補正予算額 59,202百万円】

＜対策のポイント＞
記録的な不漁や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う水産物の需要減などに見舞われる中で、計画的に資源管理等に取り組む漁業者の経営を支えるため、

漁獲変動等による減収を補塡します。

＜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４年度まで］ ）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

資源管理等推進収入安定対策事業（積立ぷらす）

計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、収入が減少した場合に、漁業者

が拠出した積立金と国費により補塡します。（漁業者と国の積立金の負担割合は

１：３）

＜事業の流れ＞

国
全国漁業共済
組合連合会 漁業者

定額
収入減少を補塡

［お問い合わせ先］水産庁漁業保険管理官（03-6744-2356）

積立ぷらすの
発動ライン

漁業共済の
発動ライン

収入変動

○ 積立方式（積立ぷらす）
・ 漁業者自身の積立と国費の積立（１：３相当）が
補塡原資。

○ 保険方式（漁業共済）
・ 漁業者が支払った保険料が補塡原資。

漁業共済で
補塡可能な
部分

自己負担部分

漁業者

１

国

３

基準収入※

90%（原則）

100%

80%（原則）

減

収

※基準収入：個々の漁業者の直近５年の収入のうち、
最大値と最小値を除いた中庸３か年の平均値

積立



31 ポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業

【令和３年度補正予算額 876百万円】

＜対策のポイント＞
ポストコロナ下での我が国経済の再生と社会情勢や需要の変化を見据え、卸売市場や食品卸団体等が取り組む生鮮食料品等の安定供給機能を確保する
サプライチェーンの改善・強化等を支援します。

＜事業目標＞
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けにくい卸売市場・食品卸関係事業者等の非接触型等の業務の構築・推進、販路の多様化・拡大

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．非接触型等運営事業
卸売市場、食品卸団体等が感染リスクを考慮し、生鮮食料品等の安定供給を継

続的に行うための非接触型等の効率的、省力的な業務運営（RPA、EDI、キャッ
シュレス化の推進等）の導入を支援します。

２．アフターコロナ需要獲得事業
卸売市場、食品卸団体等が食品インターネット販売や巣ごもり需要の増加等消費

者ニーズの変化に対応した需要を獲得するための新商品・サービスの開発や、販売
先の多様化・拡大等の市場流通の活性化の取組を支援します。

１．非接触型等運営事業

２．アフターコロナ需要獲得事業

＜事業の流れ＞

国

食品卸団体

1/2以内 卸売市場関係団体
民間団体等

定額

［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）

共同配送
システム

ＲＰＡ

・受発注、インボイス発行のシステム化、HACCP
に対応した記録管理の自動化等の推進

・共同配送、自動検品システム
等の導入

・感染症拡大防止に資する機器等の導入

・経営相談、コンサルタント等による業務改善提案の実施

・新商品・サービスの開発、販促活動の実施、

加工機器・冷蔵庫等の導入

等

・経営相談、コンサルタント等による業務改善提案の実施 等

・インターネット販売の推進（開設、食材宅配、ミールキットの開発、配送のシステム化）

等

※ RPA（Robotic Process Automation）・・・人間がコンピュータ上で行っている
定型作業を自動化すること。

※ EDI（Electronic Data Interchange）・・・受発注・出荷・請求・支払などの
各種取引データを通信回線を通じて、企業間でやり取りする取組。



32 外食産業の事業継続緊急支援

【令和３年度補正予算額 60,065百万円】

＜対策のポイント＞
現在各都道府県で実施されているGo To Eat事業について、より安全・安心を確保した新たな仕組みの下、また、感染状況等を踏まえつつ、2022年のゴー
ルデンウィーク頃までを基本として実施期限を延長します。また、厳しい経営環境に置かれている外食事業者の資金調達が円滑に行われるよう、債務保証に
より信用力を強化する取組を支援します。

＜事業目標＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた飲食業の需要喚起と経営改善

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．需要喚起事業の延長等

令和３年12月迄としていた「Go To Eatキャンペーン」の事業期限を延長します。

その際、より安全・安心を確保する観点から、飲食店の第三者認証制度やワクチン接

種証明等を活用していきます※。

（※具体的な内容は、事業実施状況等に応じて、都道府県と相談していきます。）

あわせて、飲食店の感染防止策の強化とテイクアウト・デリバリー等の取組を支援します。

２．外食事業者団体の債務保証基金に対する支援

セーフティネット保証を受けられない中堅・大手事業者の経営安定に必要な運転資

金の調達が円滑に行われるよう、債務保証基金を積み増します。

＜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（03-6744-2053）

民間団体等国
定額

外食事業者

補助

Go To Eatキャンペーン
各都道府県の事務局

プレミアム付食事券
の発行

Go To Eatキャンペーン
各都道府県の参加事業者

食事券代金
の支払い

食事券の回収

食事券の利用

民
間
団
体
等

飲
食
事
業
者

消費者

国

（１の事業）

（２の事業）

事業実施主体：（一社）日本フードサービス協会

債務保証基金

事業実施団体負担の拠出

基金積増し
国

外食事業者 銀行等融資機関
貸 付

保証の通知
保証対象借入額の上限２億円
保証は借入金額の８割以内
（限度額 １事業者1.6億円）

保
証

申
込



33 スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト

＜対策のポイント＞
これまでのスマート農業実証プロジェクトで得られた成果と課題を踏まえ、生産現場のスマート農業の加速化等に必要な技術の開発から、個々の経営の枠を
超えて効率的に利用するための実証、実装に向けた情報発信までを総合的に取り組みます。

＜政策目標＞
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］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．戦略的スマート農業技術等の開発・改良 2,450百万円
複数の品目で汎用的に利用できる栽培管理・収穫・収納などに対応した作業ロ

ボットや、自動化・機械化の効率を高める新たな栽培方法、様々なデータを活用した
システム等、生産現場のスマート化を加速するために必要な農業技術を開発・改
良します。
あわせて、スマート農業と連携しつつ、輸出拡大に貢献する栽培技術等の開発を

実施します。

２．スマート農業産地形成実証 2,400百万円

① 広域的で複数の経営体からなる産地をあたかも一つの経営体のように捉え、生
産から営農・労務管理、販売までの各段階の課題に対して産地ぐるみでスマート
農業技術を導入するための実証を実施します。

② 実際にスマート農業を体験できる場の設定、経営に導入しようとする際のシミュ
レーションの提示等、スマート農業実証プロジェクトの実施地区と連携した情報発
信を実施します。

＜事業の流れ＞

【令和３年度補正予算額 4,850百万円】

国
（国研）農業・食品産業
技術総合研究機構

交付
（定額）

民間団体等※

※ 公設試・大学を含む

委託

［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）

〇戦略的スマート農業技術等の開発・改良

果菜類の栽培管理や収穫・収納・洗浄等に汎用的に使える作業
ロボットや、野菜・果樹の自動収穫機等の開発や改良 等開

発

実
装

スマート農業の導入と合わせ、その最適化のために
産地全体の栽培体系を転換

スマート化と合わせ
加工産地への転換実

証

〇スマート農業産地形成実証

地域の情報発
信拠点

これまでの実証成果

地域の生産者等

助言

相談

発信

「スマート農業」の社会実装の一層の加速化

発信

体験

全国規模の
協議会

栽培作物や作期を揃えて団地化し、オペ
レーターが産地内の作業を一括して実施

玉ねぎの自動収穫機
（試作機）

実証地区と連携 実証地区と連携



【令和３年度補正予算額（デジタル庁計上） 3,515百万円】

34 農林水産省共通申請サービス（eMAFF）等による行政手続の抜本的効率化の加速

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農林水産省共通申請サービス（eMAFF）による行政手続のオンライン化の加速
（農林水産省行政手続オンライン化緊急対策） 1,007百万円
農林水産省が所管する全ての行政手続の申請に係る書類や申請項目等の抜本

的な見直しを進めながら、農林漁業者等が自分のスマホやタブレット、パソコンから補
助金等の申請が行えるようにするための「農林水産省共通申請サービス」（通称：
eMAFF）の機能を早期に拡充し、eMAFFによる行政手続のオンライン化を更に推
進します。

２．農林水産省地理情報共通管理システム（eMAFF地図）の早期開発
（農地関連業務のデジタル化緊急対策） 2,509百万円
eMAFFの利用を進めながら、デジタル地図を活用して、農地台帳、水田台帳等の

現場の農地情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省
力化などを図るための「農林水産省地理情報共通管理システム」（通称：eMAFF
地図）を早期に開発します。

農林水産省所管の補助金
申請における添付書類一式の例

※本事業は、直轄で実施

地図、農地区画、気象、

土壌、育成予測等

の関連データ

農業データ連携基盤、

個別事業システム等

農地台帳

水田台帳等

筆ポリゴン

（現場の農地情報を統合）

eMAFF地図

タブレットでの現地確認による効率化

共通申請
サービス

（eMAFF）

代理申請等の支援

農林漁業者等

審査・承認

オンライン申請

農業経営に関わる
データの提供

農林水産省

県・市町村 等

関係機関

相談

審査・承認

データ連携

申請・通知

省内の既存業務システム及び
歳入金電子納付システム（財務
省会計センター）との接続

DB

法人共通認証基盤（gBizID）によるログイン

［お問い合わせ先］大臣官房デジタル戦略グループ（03-3502-5632）

＜対策のポイント＞
農林漁業者の高齢化や労働力不足等の課題がある中で、担い手が経営に集中できる環境を整備するため、農林水産省が所管する全ての行政手続業務
の抜本的な見直しを進めながら、行政手続のオンライン化を図り、農林漁業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進します。

＜政策目標＞
○ 農林水産省が所管する全ての法令に基づく手続及び補助金・交付金の申請手続のオンライン化率（100％［令和４年度まで］）
○ 上記手続のオンライン利用率（60％［令和７年度まで］）



【令和３年度補正予算額 2,518百万円】

35  みどりの食料システム戦略緊急対策事業

＜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 2,323百万円
① 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学校給食等での利用を通じ、有機農業推進のモデル的
先進地区を創出します。
② グリーンな栽培体系転換へのサポート
グリーン栽培体系への転換を推進するため、産地に適した技術を検証し、栽培

暦の改訂を行う等、定着を図る取組を支援します。
③ SDGs対応型施設園芸確立

環境負荷軽減と収益性の向上を両立した施設園芸のモデル産地を育成します。
④ バイオマス地産地消対策

エネルギー地産地消の実現に向け地域のバイオマスを活用したバイオマスプラント、
バイオ液肥散布車等を導入します。

２．みどりの食料システム戦略環境構築推進事業 195百万円
① 有機農業推進総合対策緊急事業

有機農産物の試行的な取扱いを支援し、有機農産物の販路拡大と新規需要
開拓等の取組を支援します。
② 水田農業グリーン化転換推進事業

籾殻の熱源及び燃焼灰利用による循環型生産技術体系の実証を支援します。
③ 生分解性マルチ導入の加速化
生分解性マルチ導入による製造・流通の課題解決等の取組を支援します。

④ SDGs対応型施設園芸事例普及事業
SDGsに対応した施設園芸産地形成を全国的に普及するため、各産地の事例

の調査及び課題分析と、農業者等への情報発信等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

（電気・熱・ガス）

バイオマス発電

SDGs対応型農業ハウス

耕畜連携

脱炭素化

［お問い合わせ先］大臣官房環境バイオマス政策課（03-6738-6479）

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と新規需要開拓等の促進

SDGsに対応した施設園芸産地の普及

栽培体系の転換

有機農業の拡大

農林漁業者等

都道府県
市町村

流通・小売 大学・研究機関

農機メーカー
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】
モデル的先進地区の創出

団地化・販路開拓

家畜排せつ物

未利用間伐材等

国
民間団体等

（１の事業）

（２の事業）

都道府県 市町村等

交付
（定額、1/2以内）

交付
（定額、1/2以内）

定額、1/2以内

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略に基づき、各地域の状況に応じて、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軽減と持

続的発展に向けた地域ぐるみのモデル的先進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。

＜事業目標＞
みどりの食料システム戦略に掲げた14のKPI（重要業績評価指標）の達成［令和32年度まで］



36 ムーンショット型農林水産研究開発事業

＜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）も踏まえ、グリーン及びバイオ分野等の研究開発プロジェクト

の充実化・加速化を図ります。

＜事業の流れ＞

国
生物系特定産業技術
研究支援センター

民間団体等※
委託定額

［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）

【令和３年度補正予算額 3,000百万円】

※公設試・大学を含む

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

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

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

EU：ホライズンヨーロッパ
米国：日米コアパートナーシップ
など

【実施プロジェクト概要】



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜伝染病予防費 5,194百万円
高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の発生農場における殺処分、焼埋却等の防

疫措置に要した経費、予防的ワクチン接種に要した費用等及び殺処分をした家畜
等に対する手当金について、家畜伝染病予防法の規定に基づき、同法の執行のた
めに要する経費を負担します。

２．野生イノシシの検査促進等に対する支援 207百万円
都道府県や市町村等に対して、野生イノシシにおけるアフリカ豚熱及び豚熱対策

として必要な検査促進費や活動経費、個体処理経費等を支援します。

３．豚熱経口ワクチンの製造用機器の導入支援 30百万円
迅速に国産経口ワクチンを現場に投入するため、経口ワクチン製造に向けた試験

的な機器のリースによる導入を支援します。

４．敷料等の有害物質の家畜等への移行調査・試験費 46百万円
汚染敷料の誤食等による畜産物の汚染を防ぐ指導を行うため、畜産物の汚染濃

度を確認する動物試験、安価で迅速な分析法の開発や実態調査を実施します。

37 家畜伝染病・家畜衛生緊急対策

＜対策のポイント＞
家畜伝染病の発生や有害物質の混入に関し、緊急的に対応が必要なものについて、輸出戦略も含めた我が国の畜産業や地域経済に甚大な影響をもたらす

ことから、家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止並びに畜産物への有害物質混入に対する対策に取り組みます。

＜事業目標＞
○ 家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止
○ 家畜が汚染敷料等を誤食することによる、畜産物の汚染防止

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（１、２の事業）消費・安全局動物衛生課 （03-3502-5994）
（３、４の事業） 畜水産安全管理課（03-6744-2103）

【令和３年度補正予算額 5,477百万円】

１の事業

野生動物の捕獲 伝染性疾病の検査

家畜伝染病予防費
負担金

（対象：都道府県）

患畜処理手
当等交付金
（対象：家畜等
の所有者）

発生予防の
取組

まん延防止の取組

経口ワクチン（イメージ）

ベイト剤（えさ部分）

ワクチン液入りカプセル

ベイト剤（えさ部分）

開発終了後、速やかに国内メーカー
で製造できる体制を構築

製造用機器の試験的導入

国民に安全な畜産物を安定供
給するとともに、輸出を促進

・ 敷料中有害物質の
家畜への移行試験

・ 敷料の汚染調査
・ 迅速分析法の開発

敷料等の適切な管理

○ アフリカ豚熱及び豚熱等の野生動物
を介した伝染性疾病への対応

・ 海外からの侵入リスクの高い伝染性疾病等
の浸潤状況を把握するための野生動物の捕
獲、検査、処理等の取組の支援します。

２の事業

３の事業 ４の事業

国
都道府県

都道府県・家畜等所有者 （１の事業）

民間団体等

（２の事業の一部）

（３、４の事業）

民間団体等

都道府県 （２の事業の一部）

３. 定額、４. 委託

負担
（10/10、1/2（法律補助））

定額、1/2以内

定額、1/2以内 定額、1/2以内



38 重要病害虫侵入・まん延防止緊急支援事業

＜対策のポイント＞
温暖化等を背景として、我が国への侵入リスクが高まっている病害虫や、他の地域へのまん延等により被害の拡大が懸念される病害虫について、早期発
見・早期防除等の取組を緊急的に支援します。

＜事業目標＞
重要病害虫等の侵入・まん延の防止

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．ミカンコミバエ種群の早期発見・早期防除対策 362百万円
中国大陸、台湾等からのミカンコミバエの飛来が確認された地域において、定着・ま

ん延を防止するために必要な防除資材の確保を図るとともに、早期発見・早期防
除の取組を支援します。

２．スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の防除対策 74百万円
暖冬等の影響によりジャンボタニシの発生密度が増加している地域において、各地

域の実情に応じた最適な防除体系の実証を支援します。

３．クビアカツヤカミキリ等の防除対策 95百万円
クビアカツヤカミキリ等のカミキリムシ類及びモモせん孔細菌病が発生している地域に

おいて、早期発見のための園地調査、被害樹の伐採や枝病斑の切除等の防除対
策を支援します。

4．アリモドキゾウムシの根絶防除対策 358百万円
アリモドキゾウムシの根絶に取り組んでいる地域において、放射線を照射して不妊

化した雄を大量に放つ「不妊虫放飼法」等による防除対策を支援します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県等

生産者の組織する団体等

（１、４の事業）

（２、３の事業の一部）

［お問い合わせ先］消費・安全局植物防疫課（03-3502-5976）

【令和３年度補正予算額 889百万円】

重要病害虫等の侵入・まん延の防止

３．クビアカツヤカミキリ

成虫と幼虫

４．アリモドキゾウムシ

１．ミカンコミバエ

被害樹の伐採

２．スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）

交付
（10/10、9/10以内）

交付
（1/2以内） 1/2以内

都道府県等

破砕された貝
ヘリコプターによる
誘殺板の散布 冬期の耕うんによる破砕

成虫 幼虫に食害されたサツマイモ

成虫

交付
（1/2以内）

都道府県等 （２、３の事業の一部）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立対策
病害発生リスクを低減しながら地域の基幹作物を持続的に生産するため、近年需

要が高まっているかんしょや加工用ばれいしょ、豆類等の病害抑制と生産拡大の
両立に向けた取組を支援します。

２．労働負担軽減対策
労働力不足への対応と適期作業による病害抑制等を推進するため、省力作業

機械の導入や基幹作業の外部化の促進を支援します。

３．環境に配慮した生産体系確立支援
減農薬・減化学肥料など環境に配慮した生産技術確立のための実証や病害虫

抵抗性品種の導入を支援します。

４．健全な種子の安定供給対策
ばれいしょの一般栽培ほ場での農薬使用量や管理作業を減らすため、健全な種

子の安定供給に向けた取組を支援します。

５．砂糖の新規需要拡大対策
甘味資源作物の持続的な生産を確保するため、輸入加糖調製品から国内で製

造された砂糖を用いた調製品への切り替えを促すための市場調査やマッチング等
の取組を支援します。

労働負担軽減

▸受託組織の活用・育成

▸省力作業機械の導入

病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立

▸かんしょの病害抑制と継続的な栽培の

両立に向け、交換耕作※や被害軽減

対策の実証等の取組を支援

▸需要が高まっている品目への転換支援

（加工用ばれいしょ、豆類等） 等

※関連して、農地耕作条件改善事業において、
病害虫の発生予防・まん延防止に資する農地
の排水対策や土壌改良等を支援

環境に配慮した生産体系確立

▸化学肥料・農薬の低投入型栽培の実証

▸病害虫抵抗性品種の導入・普及拡大

砂糖の新規需要拡大

▸市場調査、マッチング 等

健全な種子の安定供給

▸加工用等ばれいしょの種子の緊急増産、

り病率の低減

様々なリスクや環境の変化への対応力強化・生産性向上による
持続可能な畑作生産体系の確立に向けた取組を支援

［お問い合わせ先］農産局地域作物課（03-6744-2115）

39 持続的畑作生産体系確立緊急対策事業

＜対策のポイント＞
畑作産地において、病害虫の発生リスクの低減や需要のある作物への転換、労働力不足等の課題に対応するため、サツマイモ基腐病等の病害抑制と需要に
応じた生産拡大の両立、労働負担軽減、環境に配慮した生産体系の確立、ばれいしょの種子の安定供給、新たな需要拡大の取組を支援します。

＜事業目標＞
○ かんしょの生産量の増加（86万トン［令和12年度まで］）
○ ばれいしょの生産量の増加（239万トン［令和12年度まで］ ）

＜事業の流れ＞

【令和３年度補正予算額 3,791百万円】
（関連事業：産地生産基盤パワーアップ事業 持続的畑作確立枠 600百万円）

・難防除病害虫の発生
・かんしょや加工用ばれいしょ、豆類などの需要の高まり
・労働力不足の顕在化
・減農薬・減化学肥料などの環境意識の高まり など

畑作産地を取り巻く環境の変化や課題

↑ サツマイモ基腐病 ↑ ジャガイモ
シストセンチュウ

国
都道府県

生産者組織
民間団体 等

定額
1/2以内

定額
1/2以内

（１～４の事業）

（１，５の事業）
定額、1/2以内 持続可能な畑作生産体系の確立に向けた農業機械等の導入を支援。

（別途、畑作産地の課題に沿った成果目標を設定）

関連事業：産地生産基盤パワーアップ事業
持続的畑作確立枠（600百万円）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．甘味資源作物生産性向上事業 1,716百万円
① さとうきび生産性向上緊急支援事業

台風等の気象災害等の影響を受けやすいさとうきびの持続可能な生産体制の構
築を図るため、島ごとに策定したさとうきびの生産性向上に資する取組計画を着実に
推進するための取組を支援します。
② かんしょ生産性向上緊急支援事業
サツマイモ基腐病の次期作への影響を最小限にしながら、かんしょの持続的な生

産を行う取組やでん粉原料用かんしょの生産性向上・省力化に資する取組を支援
します。
③ 砂糖製造業等生産性向上支援事業
ア 分みつ糖工場について、働き方改革に対応した長時間労働の是正のために必
要な労働生産性向上等の取組を支援します。

イ いもでん粉工場について、省力化による労働生産性向上等の取組を支援します。

２．甘味資源作物生産性向上整備事業 600百万円
① 分みつ糖工場の働き方改革に対応した、集中管理による省力化や自動化、労働
生産性向上等に必要な施設整備を支援します。
② いもでん粉工場の衛生管理の高度化、労働生産性向上等に必要な施設整備を
支援します。
③ 健全な苗や種いもの供給体制の強化に必要な施設整備を支援します。

40 甘味資源作物生産性向上緊急対策事業

【令和３年度補正予算額 2,316百万円】

＜事業の流れ＞

国

定額、6/10以内、1/2以内等

生産者団体等

堆肥等を
活用した土づくり

労働生産性や
単収等、島ごと
に抱える課題に
対応した生産性
向上のための取
組を支援。

<生産性向上の取組例>

分みつ糖・いもでん粉工場への支援

働き方改革を踏まえ、労働力不足の改善や省力化に向けた人員配置の検討及び施設整備など
労働生産性向上等に必要な取組等を支援。

・ 集中管理等による省力化及び自動化設備の導入
・ 既存機器・施設の改良
・ 持続可能な将来像の検討、原料糖の共同配送など
離島間の糖業の連携、生産から製糖における省力化、
人材の確保、育成に向けたモデル的取組 等 労働生産性の向上 集中制御室等整備

健全な苗の確保
生分解性マルチ

の導入

多収新品種
(こないしん)
への転換

かんしょ生産性向上緊急支援事業

さとうきび生産性向上緊急支援事業

適切な作型・品種
への転換

［お問い合わせ先］農産局地域作物課（03-3501-3814）

省力化による労働生
産性の向上と単収の
向上により、離島にお
いて代替の効かないさ
とうきびの持続的な生
産体制の構築を促進。

・ サツマイモ基腐病を防
除し、持続的な生産に必
要なほ場条件の改善、
健全な種いも・苗の確保、
蒸熱処理装置の導入、
他作物転換等を支援。

機械化一貫体系
による省力化

・ でん粉原料用かんしょの生
産性向上のための多収新
品種への転換、廃プラ排出
抑制のための生分解性マル
チの導入、省力化に資する
農業機械の導入等を支援。

＜対策のポイント＞
離島等の地域経済・雇用を支えるさとうきび・かんしょ生産者、製糖工場やでん粉工場の持続可能な生産体制の構築を図るため、生産性向上の取組、サ
ツマイモ基腐病等の病害対応の取組、製糖工場の「働き方改革」に向けた労働生産性を高める取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ さとうきびの単収の向上・安定化（6,230kg/10ａ［令和７年度まで］）
○ さとうきびの10a当たり労働時間の削減（30.9時間/10a［令和７年度まで］）
○ 分みつ糖工場の一人当たりの時間外労働の縮減（80時間/月［令和５年度まで］）
○ かんしょの生産量の増加（86万ｔ［令和12年度まで］）


