
41 地理的表示保護・活用総合推進事業

【令和３年度予算概算要求額 293（－）百万円】

＜対策のポイント＞
地理的表示（GI）保護制度の活用促進や輸出拡大のため、GI登録申請から登録後のフォローアップまでの一貫したサポート体制の構築、販路拡大等
のための活動を支援するとともに、国内及び相互保護対象国におけるGI侵害に対する監視強化の取組を支援します。

＜事業目標＞
地理的表示産品の国内登録数の拡大（200産品［令和11年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地理的表示保護コンソーシアム運営事業

① GI申請相談・フォローアップ体制整備
GIの申請を支援する窓口（GIサポートデスク）を設置します。

また、海外でのGI申請・登録やGI名称の不正使用への対応を支援します。

② 登録生産者団体支援
GI産品の紹介や販路拡大等のための取組を支援します。

２．地理的表示保護執行強化・情報発信委託事業

① 地理的表示保護・監視事業
国内及び相互保護対象国でのGIの不正使用を監視します。

② GI産品情報発信事業
国内外の事業者及び消費者に向けて、GI産品の魅力を多言語で発信します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］食料産業局知的財産課（03-6738-6317）

国 GI生産者団体等

委託

定額、1/2
（１①の事業の一部）

（２の事業）民間団体等

民間団体等
定額、1/2

定額
民間団体等 （１①の事業の一部、１②の事業）

GI申請相談（1①）

情
報
発
信

(

２
②)

地
域
産
品
を
GI
登
録

GI産品の模倣品等の監視
（２①）

国内外でのGI保護・侵害対策
（1①）

不正使用
発覚！農林水産知的財産保護コンソーシアム

・GI不正使用の監視
・模倣品調査

申請から登録後までの一貫したサポート体制の構築、販路拡大等

国内外でのGI侵害対策を通じた我が国食料産業のグローバル化を促進

国内外でのGI保護のため、
・GIの海外への申請等を支援
・GI侵害対策に必要な経費等を支援

HPで国内外に日本の
GI産品の魅力を発信

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

に
よ
る
一
体
的
支
援

（
１
②
）

GI登録生産者団体支援
・輸出業者、加工業者とのマッチング
・百貨店などでの棚の確保、催事などの
販売支援

・ブランディング相談、各種セミナー開催
・登録後のマーケティング支援 等

GI保護制度活用支援窓口
（GIサポートデスク）の設置

説明会
アドバイス



42 ６次産業化の推進

【令和３年度予算概算要求額 9,534（3,065）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
需要に応じた新たなバリューチェーンの創出に向けて、農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地域資源を活用した新商品開発や販路開拓等の取組、
加工・販売施設等の整備、６次産業化サポートセンターによる農林漁業者等の育成、外食・中食等における国産食材の活用を支援します。

＜政策目標＞
６次産業化に取り組んでいる優良事業体数の増加（93事業体［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．食料産業・６次産業化交付金
業務用需要に対応したBtoB（事業者向けビジネス）の取組、「農泊」と連携した

観光消費の促進及び農福連携の発展に資する新商品開発や販路開拓等の取組、
加工・販売施設等の整備を重点的に支援します。

なお、非接触・非対面での作業に対応した加工・販売施設等の整備も可能です。

２．６次産業化サポート事業
① 都道府県サポートセンターが、中央サポートセンターと連携して、６次産業化に取

り組む事業者の経営改善に資する質の高いサポートを実施します。
また、経営やサプライチェーン全体を見渡せるエグゼクティブプランナーを選定・
派遣し、支援を受けた事業者を地域の優良事業者に育成する取組を支援します。

② 優良事例の表彰等を通じて、６次産業化や地産地消等の普及啓発を行います。

③ 農林漁業者と外食・中食事業者のマッチング、ジビエ肉の商談会の開催、情報
共有体制の構築を支援します。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

交付
（定額）

委託

定額

定額

（１の事業）

（２①の事業の一部）

［お問い合わせ先］
（１、２①②の事業）食料産業局産業連携課（03-6738-6473）
（２③の事業） 食品製造課（03-6744-7177）

都道府県等
農林漁業者の
組織する団体

民間団体等

定額、1/2以内、
1/3以内、3/10以内

民間団体等
（２①の事業の一部）

（２③の事業）

（２②の事業）

業務用需要に対応した
BtoBの取組の推進

「農泊」と連携した
観光消費の促進

１．食料産業・６次産業化交付金（６次産業化関係の重点支援分野）

２．６次産業化サポート事業

①６次産業化サポートセンター事業

加工・販売の事業と一体的に
行う加工・収穫体験等の提供

高い品質管理下での業務用
一次加工品等の製造・供給

②６次産業化普及啓発委託事業

優良事例
の表彰等

農福連携の発展

農
林
漁
業
者
等

（
支
援
希
望
者
）

中
央
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

中央プランナー又は
エグゼクティブプランナー

による支援

支援要請

都
道
府
県

サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

１ 支援対象者の選定

２ 支援対象者へのサポート活動

３ 支援による成果の把握

企画推進員＋地域プランナー等による支援チーム

障害者との協働による商品化

⇒ 新たな商流の形成につながる場の設定

マッチング等
（農林漁業者）

地場産食材の販路拡大
（外食・中食事業者）
特色ある食材のニーズ

③外食・中食等における国産食材活用促進事業



43 食品流通拠点整備の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．卸売市場施設整備

「三つの密」の防止を徹底し、生鮮食料品等の流通の核としての機能の高度化、
防災・減災への対応、農林水産物の輸出拡大を図るため、

① 品質・衛生管理の強化

② 物流業務の省力化

③ 保管調整機能の強化

④ 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

⑤ 輸出先国が求める衛生基準の確保

等に資する施設の整備を支援します。

２．共同物流拠点施設整備

共同配送等による効率化のため、ストックポイント等の物流拠点施設の整備を
支援します。

【令和３年度予算概算要求額 24,497（20,020）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
「三つの密」の防止を徹底し、災害時においても国民への安定的な生鮮食料品等の供給体制を確保するとともに、農林水産物の輸出拡大を促進するため、

品質・衛生管理の強化、物流業務の省力化、保管調整機能の強化等を図る卸売市場施設及び共同物流拠点施設の整備を支援します。

＜政策目標＞
○ １中央卸売市場当たりの取扱金額（695億円［平成28年度］→ 719億円［令和６年度まで］）
○ 共同物流拠点の入荷時のトラックの積載率に対し、出荷時の積載率を10％以上向上

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］食料産業局食品流通課（03-6744-2059）

交付
（定額）

国 卸売市場開設者等都道府県
4/10、1/3以内等

高度な温度管理により、品質衛生管理、
保管調整機能を強化

共同配送等の
物流拠点

産地

産地

産地 卸売業者

２．共同物流拠点施設整備

場内業務の効率化、省力化

エアーシャワー室

加工処理施設入室前に除塵
輸出先国が求める衛生基準を

満たした加工処理施設

実需者

１．卸売市場施設整備



44 食品等流通持続化モデル総合対策事業

【令和３年度予算概算要求額 2,485（156）百万円】

＜対策のポイント＞
「新しい生活様式」下での持続的なサプライチェーン・モデルを実現するとともに、持続的な輸出のための食品流通モデルを実現します。

＜事業目標＞
○ 持続的なサプライチェーン・モデルを30モデル構築［令和５年度まで］
○ それぞれのサプライチェーン・モデルにおける労働時間や経費の30％以上削減［令和５年度まで］等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．「新しい生活様式」下での持続的なサプライチェーン・モデルの実現

① 食品流通業者等の業務改革に当たり、「三つの密」防止を徹底するための構造
的な自動化・リモート化、鉄道、船舶へのモーダルシフトや物流拠点の整備等を
支援します。

② 消費者の購買行動の変化に対応した新しい買い物スタイルを確立するため、ド
ライブスルー、移動販売等を支援します。

③ 品目ごとの安定供給と流通の合理化を実現するため、

ア トラック予約システムと商品管理データベースとのデータ連携

イ 肥料の流通合理化に向けた一貫パレチゼーション

ウ 飼料輸送の効率化・標準化に向けた取組

エ 精米・精製糖物流における効率的な配送システムの構築

等の実証を支援します。

２．サプライチェーン全体で連携した持続的な輸出のための食品流通モデルの実現
輸出条件への対応及び取引の高度化のためのトレーサビリティ・データ連携システ

ムの構築、安定的かつ低コストなコールドチェーンの整備等を支援します。

［お問い合わせ先］（１①②③ア、２の事業） 食料産業局食品流通課（03-3502-5741）

（１①の事業（モーダルシフト））生産局園芸作物課 （03-3501-4096）

（１③イの事業） 生産局技術普及課 （03-6744-2435）

（１③ウの事業） 生産局飼料課 （03-3591-6745）

（１③エの事業（精米）） 政策統括官農産企画課（03-6738-8964）

（１③エの事業（精製糖）） 政策統括官地域作物課（03-6744-2116）

国 食品流通業者等

＜事業の流れ＞
定額、1/2

データシステム連携によるトレーサビリティ確保・取引高度化

海外実需者

情報登録
情報共有

コールドチェーンによる品質維持

産地・出荷者
市場

拠点倉庫

①モーダルシフトや物流拠点の整備

・トラック輸送の逼迫等を
踏まえた鉄道、船舶への
モーダルシフト

・集約物流拠点の整備に
おけるパレット体系の構築

①「三つの密」防止
・構造的な自動化・リモート化

③エ ストックポイントの共同利用、

統一機材等による共同配送

③ウ
超音波センサー等を用いた
飼料在庫・
配送管理
の実証

③イ

製
造
業
者

IC搭載パレットに
肥料を積載
出荷を端末で管理

パレットを
無選別
回収

卸
売
業
者

農
業
者

小
売
業
者

１．「新しい生活様式」下での持続的なサプライチェーン・モデルの実現

２．サプライチェーン全体で連携した持続的な輸出のための食品流通モデルの実現

AI・ICTによるリモート商品管理・

マッチング、AGVによる自動搬送



＜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）166,124（129,127）百万円

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
導入等により、新たな農業水利システムの構築を推進します。

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） 224,828（197,309）百万円

農業水利施設の更新・長寿命化・耐震化、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）
7,300（ー）百万円

集落排水施設や農道、情報通信環境等の整備を推進します。

既に標準耐用年数
を超過した施設
5.0兆円

（全体の26％）

さらに今後10年のうちに
標準耐用年数を超過する

施設を加えると
7.8兆円（全体の40％）

全体
19.3兆円

45 農業農村整備事業＜公共＞

【令和３年度予算概算要求額 398,252（326,436）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の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、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、生活インフラや情報通信環境の整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合の増加
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
○ 農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

＜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］農村振興局設計課（03-3502-8695）※直轄で実施する場合は、2/3等

農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
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

⚫農地整備を通じた農地集積・集約化の例

農業競争力強化対策

⚫汎用化の例

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：自家消費希望者

凡 例

Ａ経営体 55ha

Ｂ経営体 83ha

Ｃ経営体 43ha

自家消費農家 51ha

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：集落営農参加合意者

：自家消費希望者

計画現況

⚫大区画化の例

事業実施前 事業実施後 汎用化水田でのレタスの栽培

水管理のICT化

土地改良区による管理 大規模・少数の
担い手による管理

自動ゲート化

⚫新たな農業水利システム（イメージ）

分水
施設

取水
施設

水位･水温の確認
用排水の遠隔操作

面的集積

田 大
豆

麦

調整
施設

自動給水栓

水路のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ化

中央管理所

⚫ため池の整備

⚫施設の耐震化

耐震化後の頭首工堰柱

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

国土強靱化対策

堰柱を拡幅

耐震化前の頭首工堰柱

改修後の堤体

改修前の堤体

⚫基幹的農業水利施設の
標準耐用年数の超過状況

⚫農業水利施設補修による
長寿命化対策

水路の機能診断

補修

注）受益面積100ha以上の農業水利施設の
資産価値（再建設費ベース）



46 農地耕作条件改善事業

【令和３年度予算概算要求額 29,988（24,990）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やかな耕作条件の改善を機動的に実施し、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を支援します。

＜事業目標＞
担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜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

きめ細やかな耕作条件の改善を機動的に支援します。

２．高収益作物転換型

基盤整備を機動的に進めるとともに、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ハードとソフト

を組み合わせて支援します。

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基地局の設置等のスマート農業の導入について支援します。

※ １と２の型では、リタイア農家が所有する農地等を機構を介して担い手に円滑に集約できるよう、機構集積協力金交

付事業の農地整備・集約協力金により、農業者負担の軽減を図ることが可能です（整備費の最大12.5％）。

＜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）
生産局園芸作物課 （03-2502-5957）

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
（スピードスプレイヤー）

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等（１～４の事業）
※ ２～４の事業はこれに加え、実質化された人・農地プランの対象区域等も対象とする。

②総事業費200万円以上、③農業者数２者以上、④スマート農業導入推進計画を策定（４の事業）等

【実施要件】

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

畑作物、園芸作物を作付する水田の排水
改良・石礫除去等のための共同利用機器導
入を支援

［麦大豆増産プロジェクト関連］

疎水材投入機器 弾丸暗渠機器 溝掘り機器



47 農業水路等長寿命化・防災減災事業

【令和３年度予算概算要求額 33,313（25,813）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の持続的な発展を後押しするため、農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な機動的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を、早期

に効果が発現する地区を対象にきめ細かく実施します。

＜事業目標＞
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
○ 農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2、定額等 ［お問い合わせ先］農村振興局水資源課 （03-3502-6246）
防災課 （03-6744-2210）
設計課 （03-6744-2201）
地域整備課 （03-6744-2209）

ため池の保全・避難対策

ため池の廃止

施設情報整備・共有化対策

漏水防止のための整備

老朽化した施設の機能診断

洪水を安全に流下

堤体を開削

ため池の現地パトロール

ため池の整備

施設情報等の地理情報システム化

機動的な防災減災対策きめ細やかな長寿命化対策

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．きめ細やかな長寿命化対策

① 機能診断・機能保全計画に基づいた補修や更新、分水ゲートの自動化、パイプライン化、水
管理のICT化、自動給水栓の導入などによる水管理・維持管理の省力化を支援します。

② ハード対策を行うための機能診断・機能保全計画の策定等を支援します。

２．機動的な防災減災対策

① 災害の未然防止に必要な施設整備、リスク管理のための観測機器の設置、ため池の廃止等
の防災減災を支援します。（ため池廃止の定額助成制度額を引き上げ）

② ハード対策を行うための耐震性点検・調査等を支援します。
③ 浄化槽法により単独処理浄化槽を廃止し農業集落排水管路へ接続する経費を支援します。

３．ため池の保全・避難対策

ハザードマップの作成、監視・管理に必要な研修の開催、管理者への指導・助言等の経費を
支援します。
※ ため池工事特措法期間内は２、３のため池対策を定額支援。

４．施設情報整備・共有化対策

農業水利施設情報等の地理情報システム化やクラウド化等を支援します。

【実施要件】 １、２の対策：総事業費200万円以上、受益者数２者以上、
工事期間３年（ため池の場合は５年以内）以内 等

【実施区域】 農振農用地、生産緑地 等

1/2、定額等

※事業実施年度での採択申請が可能（複数回受付）



48 農山漁村地域整備交付金＜公共＞

【令和３年度予算概算要求額 113,130（94,275）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＞
○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 木材供給が可能となる育成林の資源量が20.7億m3に増加するよう林道等の路網整備を推進［令和５年度まで］
○ 大規模地震が想定されている地域等において海岸堤防等の整備を推進

＜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：農用地整備、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＞

国

都道府県

都道府県、市町村

市町村等

交付

交付交付（1/2等）

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

交付金を活用した事業の実施例

【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



49 農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化

【令和３年度予算概算要求額［執行見込額］ 26,578（26,048）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化を更に加速し、生産コストを削減していく必要があります。このため、

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を更に推進するとともに、農地利用の最適化に向けた農業委員・農地利用最適化推進委員の
積極的な活動を支援します。

＜政策目標＞
担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜事業の全体像＞

農 地 中 間 管 理 機 構市町村・農業委員会等 関 連 対 策

農地中間管理機構事業
農地中間管理機構が、農地の集積・集約化に取り組む

ために必要となる事業費等を支援

機構集積協力金交付事業
機構に対し農地を貸し付けた地域等を支援

経営継承・発展等支援事業(うち推進事務)
人・農地プランの実質化が遅れてしまった地

域における話合い活動等を支援

農地利用最適化交付金
農業委員・農地利用最適化推進委員による

農地利用の最適化（担い手への農地集積・集
約化等）のための積極的な活動を支援

農業委員会交付金
農業委員会法に基づく農業委員会の事務

の円滑な処理のための支援

￮ 農地の大区画化の推進<公共>

￮ 農地耕作条件改善事業

￮ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金

￮ 持続的生産強化対策事業

地域内の分散・
錯綜した農地利用

担い手ごとに集約化
した農地利用Ａ

Ｂ Ｃ 農地の集積・集約化
でコスト削減

農地中間管理機構を中心とする関係者の連携
で農地の集積・集約化を推進

令和５年度８割に向け集積・集約化

うち、果樹支援対策、茶・薬用作物等支援対策

機構集積支援事業
農業委員会等が農地法等に基づく業務を効

果的・効率的に遂行できるようにするための支援

都道府県農業委員会ネットワーク
機構負担金・農地調整費交付金



49ー1 農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化のうち

「人・農地プラン」の実質化を踏まえた農地中間管理機構等による担い手への農地集積・集約化の加速化
【令和３年度予算概算要求額［執行見込額］

21,275（20,744）百万円】

＜対策のポイント＞
農地の集積・集約化に向け、地域の特性に応じて、農地バンク、市町村、農業委員会、ＪＡ、土地改良区等が一体となって、実質化された人・農地プランに

位置付けられた担い手への農地の集積・集約化を更に推進します。引き続き地域集積協力金の単価を平均２割引き上げ、中山間地域の最低活用率要件
を平地の1/5に緩和等を行います。

＜政策目標＞
担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜事業の流れ＞

＜５年後見直しを踏まえた主な改善点＞

○ 機構集積協力金交付事業の改善・重点化
【地域集積協力金】 ※中山間地農業ルネッサンス事業に位置付け６割を優先枠化

①単価：固定化、平均２割引き上げ

②要件：中山間地域を平地の1/5に緩和（機構の最低活用率４％）

【集 約 化 タ イ プ】 担い手同士の農地交換も支援

【経営転換協力金】 令和５年度までに段階的に縮減・廃止

【農地整備・集約協力金】 対象：「農地耕作条件改善事業」

○ 実質化された人・農地プランの実行
【機構集積支援事業 等】

実質化された人・農地プランの実行に必要な意向把握等への支援

○ 人・農地プランの実質化による交付基準への反映
【農地利用最適化交付金】
実質化したプランに位置付けられた集積の予定面積を成果として評価等

【地域集積協力金】 実質化したプランの策定地域を対象

国
市町村

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農地中間管理機構事業 ［執行見込額］6,707（6,303）百万円
※各都道府県の基金及び令和３年度予算で運用

機構の事業費（農地賃料、保全管理費等）及び事業推進費を支援します。
機構の農地買入等に対する利子助成を行います。

２．機構集積協力金交付事業 ［執行見込額］4,823（5,737）百万円
※各都道府県の基金及び令和３年度予算で運用

① 人・農地プランを実質化し、まとまった農地を機構に貸し付けた地域等に対し、
協力金を交付します。

② 基盤整備事業の農業者負担を軽減するため、協力金を交付します。

３．機構集積支援事業 4,061（3,021）百万円
所有者等の農地利用の意向調査、所有者不明農地の権利関係調査、農業

委員会が行う人・農地プランの実質化に向けた地図作成、農地情報公開システム
の改良等を支援します。

４．農地利用最適化交付金 ［執行見込額］5,682（5,682）百万円
農地利用の最適化のための農業委員及び農地利用最適化推進委員の積極

的な活動に要する経費を交付します。

（関連事業）

経営継承・発展等支援事業（うち推進事務）

人・農地プランの実質化が遅れてしまった地域において、継続して実質化に取り組む市

町村、都道府県の活動に係る経費を支援します。

農業委員会

地域・農業者
都
道
府
県

農地中間管理機構交付等
（定額等）

等

［お問い合わせ先］ （１、２①の事業）経営局農地政策課 （03-6744-2151）
（２②の事業） 農村振興局農地資源課（03-6744-2208）
（３の事業） 経営局農地政策課 （03-6744-2152）
（４の事業） 農地政策課 （03-3592-0305）



49ー２ 農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化のうち

農業委員会の活動による農地利用最適化の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業委員会交付金 4,718（4,718）百万円

農地法等に基づく業務を行うための農業委員会の職員の設置、農業委員及び農

地利用最適化推進委員の手当に必要な経費を交付します。

２．機構集積支援事業（再掲） 4,061（3,021）百万円

３．農地利用最適化交付金（再掲）

［執行見込額］5,682（5,682）百万円

４．都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 523（523）百万円

都道府県農業委員会ネットワーク機構が行う農地法に規定された業務に要する

経費を支援します。

５．農地調整費交付金 62（63）百万円

農地の利用関係の調整等に要する都道府県等の経費を支援します。

［お問い合わせ先］ （１、３、４の事業） 経営局農地政策課（03-3592-0305）
（２の事業） 農地政策課（03-6744-2152）
（５の事業） 農地政策課（03-6744-2153）

＜事業の流れ＞

国 都道府県

都道府県農業委員会
ネットワーク機構

市町村（農業委員会）
交付等（定額）

全国農業
委員会ネット
ワーク機構

・集落での話合い 等・農地所有者の意向把握

農業委員・推進委員による最適化活動

農 業 委 員 会

都道府県農業
委員会ネット
ワーク機構

サポート
農地法等に基づく

業務を支援

機構集積支援事業

委員の積極的な
活動を支援

農地利用最適化交付金

○ 農地法等に基づく業務（農地の権利移動に係る許可、遊休農地に係る調査 等）

○ 農地利用の最適化のための活動（農地集積・集約化、遊休農地解消 等）

【令和３年度予算概算要求額［執行見込額］
15,047（14,008）百万円】

＜対策のポイント＞
農地利用の最適化のための農業委員・農地利用最適化推進委員の活動等に必要な経費を支援することにより、担い手への農地集積・集約化を更に加速

し、生産コストを削減していきます。

＜政策目標＞
担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］



50 農業人材力強化総合支援事業

【令和3年度予算概算要求額 23,958（21,294）百万円】

＜対策のポイント＞
次世代を担う人材を育成・確保するため、就農準備や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金の交付、農業法人等での実践研修、労働環境の改
善、労働力の調整による人材の確保、地域の新規就農者へのサポート活動、農業大学校・農業高校等における農業教育の高度化等を支援します。

＜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］）

＜事業の全体像＞

［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-3502-6469）

１．農業次世代人材投資事業 16,793（16,006）百万円

次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備や経

営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。

２．農の雇用事業 5,519（4,627）百万円

① 農業法人等が労働環境を改善しつつ行う49歳以下の新規就業者への実践研

修、新たな法人設立に向けた研修や多様な人材の確保等を支援します。

② 農業法人等による従業員等の派遣研修を支援します。

３．農業教育高度化事業 1,291（349）百万円

農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化を図るため、農業教育カリ

キュラムの強化、国際的な人材の育成に向けた海外研修、リカレント教育の充実、

若者の就農意欲を喚起する活動、研修用機械・設備の導入等を支援します。

＜事業の流れ＞

４．新規就農者確保推進事業 356（312）百万円

地域における新規就農者のサポート活動、農業就業体験、就農相談会の開催、

新規就農相談・情報発信、労働環境の改善、労働力の調整等による多様な人

材の確保等の取組を支援します。

就農準備 法人正職員として
の就農

独立・自営就農

農業の新しい働き方
確立支援

農業次世代人材
投資事業

（経営開始型）

人材の呼び込
み、定着

法人側に対する
農の雇用事業

農業法人等の
次世代経営者の育成
（農の雇用事業）

農業教育の高度化

高校生等の若者の
就農意欲の喚起

研修期間中、年間最
大150万円を最長２
年間交付

農業法人に就職した
青年に対する研修経
費として、年間最大
120万円を最長２
年間助成
（多様な人材の確
保加算 最大30万
円/年）
（将来、独立し法人
化する場合は最長４
年間助成（３年目
以降は最大60万
円））

独立して自営する認
定新規就農者となる
青年※に対して、最
長５年間交付
（１～３年目150
万円/年、４～５年
目120万円/年）

法人等の職員を次世代
経営者として育成するため
の派遣研修経費として、
月最大10万円を最長２
年間助成

※地域のサポート
体制の整備とサポー
ト計画の策定が交
付の要件

就農開始
経営確立

所得の
確保

技術・経営力
の習得

農業次世代人材
投資事業
（準備型）

・労働環境の改善を推進
・産地における労働力の調
整等による多様な人材確
保の取組を支援

克服すべき
課題

経営
ステージ

※交付対象者は、
人・農地プランの中
心経営体に位置付
けられる必要

農業の職業としての魅
力を伝えるための取組

リカレント農業教育

農業就業体験
就農相談会

地域の新規就農者サポート体制づくり

農業教育についての県
計画に基づく農業教育
の高度化に対する取組
等を支援

国

全国農業委
員会ネット
ワーク機構

都道府県等

定額、1/2

新規就農者等

農業法人・
協議会等

定額

都道府県

民間団体等

民間団体等

定額

定額、1/2

定額
定額定額

協議会等
定額定額

市町村

定額

（２の事業）

（３の事業の一部）

（４の事業の一部）

（１の事業）

（４の事業の一部）



51 経営継承・発展等支援事業

【令和３年度予算概算要求額 5,995（503）百万円】

＜対策のポイント＞
農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、実質化された人・農地プラ

ンに基づき、国と地方が一体となって、家族農業経営を始めとする担い手の経営を継承し発展させる取組を支援します。

＜事業目標＞
担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．経営継承・発展支援 5,475（ー）百万円

地域の中心経営体等（実質化された人・農地プランにより位置づけ。畜産経営を

含む。）の後継者が、経営継承後の経営発展に向けた取組（販路の開拓、新品

種の導入、営農の省力化等）に関する計画を策定し、経営を継承した場合に市町

村と一体となって支援（経営継承時に定額100万円を交付、うち市町村が定額

50万円を負担）します。

このほか、中心経営体等に後継者候補が就農し、外部研修等の経営継承の準

備を行う場合に必要な経費を支援（50万円上限（国、市町村がそれぞれ1/2を

負担))します。

２．推進事務等 520（503）百万円

１の事業の事務局を担う民間団体等及び市町村の事務費を措置します。

また、人・農地プランの実質化が遅れている地域の活動経費、農業外の事業者や

地域外の担い手との連携の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

国
市町村
（※）

民
間
団
体
等

中心経営体等
定額、1/2等

定額

（１、２の事業）

（２の事業の一部）

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-6744-0575）

定額、1/2等

【後継者】

経営継承

【現経営者】

【市町村】 実質化された人・農地プランの取りまとめ・公表、同プランに基づく地域の
中心経営体等の育成・確保の取組への支援

・地域の農業者・農地の状況把握
・地域での話合いに基づき、地域の農地利
用等を担う中心経営体を位置づけ、育成・
確保

中心経営体等

地域の農地等の引受け

【各地域】

【国】

経営継承後の経営発展
に向けた計画を策定

・販路の開拓
・GAP等の認証取得
・新品種の導入
・営農の省力化
・デジタル技術の活用
・経営管理の高度化 等

経営継承・発展に
向けた取組を支援

地域の中心経営体等
として発展定額等

※２の事業のうち、人・農地プランの実質化に取り組む活動経費は、民間団体等から都道府県にも補助。



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業経営者サポート事業

都道府県レベルに設置された農業経営相談所が関係機関と連携して行う、農業経

営の法人化、円滑な経営継承等に関する経営相談、経営診断、巡回指導等の取

組を支援します。また、新規就農相談センターの機能を農業経営相談所に一元化し、

就農相談や定着、農業者の経営改善に関する相談会等の取組を強化します。

２．農業経営法人化支援事業

経営相談等をした集落営農等が法人化する取組（定額25万円）を支援します。

３．法人化推進委託事業

農業経営の高度化や継承に向けた事例等の調査・分析、対応方向の検討を行い

ます。

４．担い手サミット・優良経営体表彰事業

「全国農業担い手サミット」を開催し、全国の優れた農業経営体を表彰します。

52 農業経営法人化支援総合事業

【令和３年度予算概算要求額 956（593）百万円】

＜対策のポイント＞
農業経営の法人化、円滑な経営継承など農業経営者が抱える農業経営の諸課題や新規就農者が就農から定着までに抱える課題に対して、農業経営

相談所の専門家チームがアドバイスする取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ 法人経営体数の増加（５万法人［令和５年まで］）
○ 新規就農し定着する農業者を倍増し、40代以下の農業従事者の拡大（40万人［令和５年まで］）

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-6744-2143）

＜事業の流れ＞

（２の事業）

（１、３の事業）

（１の事業）
定額

国
民間団体等（公募）

都道府県

集落営農法人等都道府県

民間団体等
定額

定額

定額

定額

民間団体等
定額

民間団体等
定額

（４の事業）

経営相談等をした集落営農等が法人化する取組（定額25
万円）を支援

農業経営法人化支援事業

農
政
局
、
都
道
府
県
、
市
町
村

・多様な相談内容に対応
・課題毎に専門家が連携
した支援チームを構築

農業経営の法人化、円
滑な経営継承、就農定
着等農業経営に関する
様々な課題が存在

農業者・就農希望者
農業系
団体

商工系
団体

普及組織

農地中間
管理機構

都道府県農業会議
都道府県中央会
法人協会 等

６次産業化
サポートセン
ター 等

専門家
※農業者の相談内容に応じた
オーダーメイド型の支援チーム

先駆的
農業法人

法人化

経営コンサルタント

経営継承

６次産業化
プランナー

（６次産業化
サポートセンター）

６次産業化

普及指導員（県）
営農指導員（農協）

指導農業士（農業者）

技術指導

社会保険労務士

労務・人材

税理士
公認会計士
行政書士

税務・法務・
事業計画

中小企業診断士

経営診断・
事業計画

支援チーム※

農業経営者サポート事業

認定農業者、
補助金等の
情報を提供

市町村の認定
審査会、経営
改善（フォロー
アップ）の支援

コーディネーター
（士業等）

相談

農業経営相談所新規就農
相談センター

一元化



53 女性が変える未来の農業推進事業

【令和3年度予算概算要求額 85（75）百万円】

＜対策のポイント＞
女性農業者が能力を発揮して活躍でき、また女性にとって魅力ある職業として農業が選択されるよう、地域の女性グループ活動支援、地域のリーダーとなりう
る女性農業経営者の育成及び託児や農作業代替を一体的にサポートするネットワーク構築を支援します。

＜事業目標＞
○ 女性の認定農業者の割合の向上
○ 農業委員に占める女性の割合の向上
○ 農業協同組合役員に占める女性の割合の向上

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域の女性グループ活動支援 35（ー）百万円

女性農業者グループによる女性活躍に向けた活動の活性化を図るため、地域の女

性グループに対し、組織力向上のための研修支援や、課題に即したアドバイザー派

遣を支援します。

２．地域の女性リーダー育成支援 15（40）百万円

地域農業の方針策定に参加する女性を増やすため、農業委員、JA役員等に必

要な知識やスキル習得を支援します。

３．子育て地域ネットワーク構築支援 35（35）百万円

子育て世代の女性農業者の育児の負担を軽減し、農業経営力向上や働きやす

い環境整備を促進するため、託児・農作業代替活動を地域で一体的にサポートす

るネットワークの構築を支援します。

（関連事業）

強い農業・担い手づくり総合支援交付金等

女性農業者が積極的に採択されるよう配分ポイント加算等により農業用機械・設

備の導入等を支援します。

農の雇用事業等
女性の活躍推進に資する環境整備等を支援します。

＜事業の流れ＞

国
民間団体

協議会
定額

（１、２の事業）

（３の事業） ［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-3502-6600）民間団体

定額

1. 地域の女性グループ活動支援

地域の女性農業者グループが潜在的に
抱えている課題を明確化し、課題やニーズ
に応じたアドバイザーを派遣し、伴走支援
等の取組を実施します。

3. 子育て地域ネットワーク構築支援

女性農業者の託児と農作業を地域で一
体的にサポートする地域ネットワーク構築に
向けたモデル地区実証を実施します。

2. 地域の女性リーダー育成支援

オンライン、又は対面による、
・コミュニケーション力、ファシリテーション力
や関連法の基礎知識の習得

・現役女性農業委員やJA役員との交流
を支援します。

１～３の事業を通じ、女性農業者の能
力発揮と女性にとって魅力ある職業として
の「農業」が選択されることを目指します。

託児

農作業



54 外国人材受入総合支援事業

【令和３年度予算概算要求額 429（366）百万円】

＜対策のポイント＞
農業、漁業、飲食料品製造業及び外食業の各分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れに向けて、技能試験を実施するとともに、外国人材の受入れ
や就労環境改善等の取組方法及び優良事例の作成・周知、相談窓口の設置等により、外国人材が働きやすい環境の整備等を支援します。

＜事業目標＞
○ 農業、漁業、飲食料品製造業及び外食業の分野における外国人材の確保と適正かつ円滑な受入れ
○ 外国人材が働きやすい労働環境の整備の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．技能試験の円滑な実施

外国人材の知識及び技能を評価・確認するための試験の作成・更新、実施を支

援します。

２．外国人材が働きやすい環境の整備

農業、漁業、飲食料品製造業及び外食業の各分野で就労する外国人材が働き

やすい環境整備等のために、外国人材の受入れや就労環境改善等の取組方法及

び優良事例の作成・周知、相談窓口の設置等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

漁協等
定額定額

(２の事業の一部)

［お問い合わせ先］
（農業分野） 経営局就農・女性課 （03-6744-2159）
（漁業分野） 水産庁企画課 （03-6744-2340）
（飲食料品製造業分野） 食料産業局食品製造課 （03-6744-2397）
（外食業分野） 食料産業局食品製造課外食産業室 （03-6744-7177）

国
定額

民間団体等

日本で即戦力となり得る知識及び技能を有しているかを確認するために必要な試
験の作成・更新、国内外での試験の実施。

１．技能試験の円滑な実施

試験の作成・更新 試験の実施 試験結果の通知

優良事例の
収集・周知

２．外国人材が働きやすい環境の整備

相談窓口
の設置等

就労環境改善等の取組
（説明会・マニュアル等）

民間団体等

国

支援

各分野の特性を踏まえた外国人材の受入れや就労環境改善等の取組方法及び
優良事例の作成・周知、相談体制の整備等の取組を実施。

等

(１の事業)
(２の事業の一部)



55 農林水産業・食品産業における作業安全対策の強化

【令和３年度予算概算要求額 887（563）百万円】

＜対策のポイント＞
農林水産業・食品産業の従事者の安全の確保を推進するため、事故要因の調査・分析、新たに制定する作業安全規範の普及・定着、安全性の高い技術

の現場実証等を総合的に推進するとともに、作業安全に係る研修・指導や作業環境の安全性を向上させるスマート技術の普及を支援します。

＜事業目標＞
農林水産業及び食品産業における労働災害による死傷者数を平成29年比５％以上減少及び死亡者数を15％以上減少させる［令和４年まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農林水産業・食品産業における作業安全強化対策推進事業 200（150）百万円
農林水産業や食品産業における､事故要因の把握と対策に必要な深掘りした調査･分析、高

い水準の安全対策を実施する事業者の見える化､令和２年度に制定した作業安全規範の普
及・定着、安全性の高い技術の現場実証の取組を総合的に実施します。

２．作業安全に係る研修・指導
① 現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策のうち林業労働安全推進対策

519（396）百万円の内数
林業就業者への最新装置を活用した研修などの労働安全の取組を支援します。

② 漁業労働安全確保・革新的技術導入支援事業 168（18）百万円の内数
漁業者等への安全講習会や現場での改善指導等を行うとともに、作業環境改善による労働

災害防止の実証を行い、その効果を普及します。
漁船の衝突・乗揚げ事故を防止するため、船舶自動識別装置（AIS）の導入を推進します。

（関連事業）
・ 持続的生産強化対策事業のうち農作業安全総合対策推進事業

全国の農業者が農作業安全研修を受講可能な体制を整備する取組などを支援します。
・ 林業・木材産業成長産業化促進対策のうちマーケティング力ある林業担い手の育成

都道府県が行う安全作業の研修・訓練の取組などを支援します。

３. スマート技術の普及
スマート農林水産技術の普及により、労働環境の安全性の向上を図ります。

（関連事業）
・ スマート農業総合推進対策事業
・ 林業イノベーション推進総合対策のうち戦略的技術開発・実証事業
・ スマート水産業推進事業のうちスマート水産業現場実装推進事業

国
民間団体等

＜事業の流れ＞ 委託

民間団体等
定額

（１の事業）

（２の事業）

農林水産業や食品産業における労働災害の発生を抑制すること
により、若者が自らの未来を託せる産業に！

農林水産業・食品産業における作業安全強化対策推進事業

事故要因の調査・分析

従事者の意識啓発新技術等の現場実証

作業安全に係る研修・指導

安全研修

転倒！
分析

＜林業の例＞
自動伐倒作業車

＜農業の例＞
ロボットトラクタ

小型漁船向け落水等の漁業者の異常を感知・通報システムの実証

所属漁協や家族

スマート端末による
通報

スマート技術の普及

落水等の異常を検知
周辺漁船等が救助へ

救助要請

作業安全規範

取組・体制のチェック
自己分析

安全伐倒技術等の普及

安全伐倒マニュアル 安全伐倒研修

［お問い合わせ先］（１の事業） 大臣官房政策課 （03-6744-0494）
（２①の事業）林野庁経営課 （03-3502-1629）
（２②の事業）水産庁企画課 （03-6744-2340）



56 スーパーＬ資金の金利負担軽減措置

【令和３年度予算概算要求額 14,198（3,958）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
スーパーＬ資金の金利負担軽減措置を実施し、経営改善に意欲的に取り組む農業者を金融面から強力に支援します。

＜事業目標＞
担い手への資金調達の円滑化による農業経営の育成

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．対象者
以下のいずれかの要件等を満たす認定農業者

① 実質化された人・農地プランの中心経営体として位置付けられた者
② 農地中間管理機構から農用地等を借り受けた者

２．措置内容等
① 対象資金

スーパーＬ資金
② 貸付限度額

個人 ３億円（複数部門経営等は６億円）
法人10億円

（民間金融機関との協調融資の状況に応じ30億円）
③ 償還期限

25年以内（うち据置期間10年以内）
④ 融資枠

900（900）億円
⑤ 金利負担軽減措置

最大20億円まで貸付当初５年間実質無利子化
（最大２％引下げ）

＜取扱融資機関＞ 株式会社日本政策金融公庫
（沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］経営局金融調整課 （03-6744-2165）

国

(公財)農林水産
長期金融協会

実質化された人・農地
プランの中心経営体に
位置づけられた等の認
定農業者

(株)日本政策金融
公庫等

補助金

利子
助成

スーパーL資金
の貸付

貸付当初５年間
実質無利子化
により、農業者の
金利負担を軽減

国
(公財)農林水産
長期金融協会

定額

農業者

利子助成



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農協の公認会計士監査への移行に際し、監査コストの合理化を図る農協
の主体的な取組を支援するため、監査コストの合理化に資する方策を調査し、
周知します。

57 農協監査・事業利用実態調査事業

【令和３年度予算概算要求額 117（158）百万円】

＜対策のポイント＞
農協の公認会計士監査コストの合理化を図る主体的な取組を支援するための実態調査を実施します。

＜事業目標＞
農協の公認会計士監査への円滑な移行

［お問い合わせ先］経営局協同組織課（03-6744-2164）

監査コストが上がると見込まれる県域を対象に
① 事例の多い課題・合理化効果の高い課題にポイントを置いて、
個別農協に対するコンサル活動を実施するとともに、

② コンサル活動で得られた知見に基づき、研修会・説明会を実施

令和元・２年度事業

各地域の農協の実態に応じた課題を克服できるよう、農協の実情や
会計監査に知見を有する者が、
① 経営体力が小さく、監査コストの負担感が大きいＪＡを中心に、
監査コストの合理化の具体化策について調査し、

② そこで得られた知見を他の農協へも周知

令和３年度事業

＜農協の監査コストの合理化支援＞

国 民間団体等

委託

＜事業の流れ＞



58 消費・安全対策交付金

【令和３年度予算概算要求額 3,322（3,020）百万円】

＜対策のポイント＞
豚熱（ＣＳＦ）を始めとする家畜の伝染性疾病や、ジャガイモシロシストセンチュウ等の農作物の病害虫の発生予防・まん延防止及び国産農畜水産物の
安全性の向上に向けた都道府県等の取組を支援します。

＜政策目標＞
○ 家畜・養殖水産動物の伝染性疾病や農作物の病害虫の発生予防・まん延防止［令和６年度まで］
○ 特定の有害化学物質・微生物の食品からの摂取量を科学的評価に基づき設定された耐容摂取量等を超えないように抑制［令和６年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１. 伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止

① 家畜・養殖水産動物の伝染性疾病の発生予防・まん延防止に向けた取組を支援
します。

特に、飼養衛生管理者向け講習会の開催や、家畜疾病の検査の信頼性を確保
するための取組を支援します。

② ジャガイモシロシストセンチュウ等の緊急防除やクビアカツヤカミキリ等の新たに生産
地域に侵入した病害虫のまん延防止対策、スクミリンゴガイ等の被害軽減に向けた
防除体系の確立・導入等を支援します。

２. 国産農畜水産物の安全性の向上

国民の健康の保護を最優先としつつ、食料供給の各段階において、科学的知見
に基づく適切なリスク管理の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

都道府県等

［お問い合わせ先］消費・安全局総務課（03-6744-7166）

１．伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止

ジャガイモシロシスト
センチュウ

（根に付着する粒）
検査精度を向上させる取組

① 豚熱を始めとする家畜の伝染性疾病
への対応

講習会開催

(ア)飼養衛生管理指導等計画に基づき都道府県
が実施する飼養衛生管理者のための講習会開
催の取組の支援

(イ)家畜疾病の検査精度を向上させ、検査の信頼
性を確保するために不可欠な外部精度管理調
査の受検に要する費用の支援 等

国

都道府県等 市町村、農業者団体等

① 農薬の適正使用等の推進
② 有害化学物質・微生物のリスク管理措置の導入等を支援
③ 農業生産段階におけるリスク管理措置の推進
④ 海洋生物毒の監視の推進

２．国産農畜水産物の安全性の向上

② 農作物の病害虫の発生予防・まん延防
止

交付（定額）

(ア) 重要病害虫の侵入警戒調査
(イ) ジャガイモシロシストセンチュウやクビアカツヤ

カミキリ等の甚大な被害を与えるおそれのあ
る病害虫のまん延防止

(ウ) スクミリンゴガイ等の病害虫に対する地域の
実態に応じた防除体系の確立を支援 等

クビアカツヤカミキリ スクミリンゴガイ

交付（定額）



59 家畜衛生等総合対策
【令和３年度予算概算要求額 家畜伝染病予防費 4,984（8,588）百万円

国内防疫・水際対策 4,316（2,462）百万円】

＜対策のポイント＞
畜産振興、畜産物の安定供給と輸出促進を図るため、家畜伝染病予防法に基づき、豚熱（ＣＳＦ）、アフリカ豚熱（ＡＳＦ）、高病原性鳥インフルエン

ザ、口蹄疫等の家畜の伝染性疾病等の発生予防・まん延防止対策を徹底するとともに、地域の家畜衛生を支える産業動物獣医師の育成・確保を図ります。

＜政策目標＞
○ 家畜・養殖水産物の伝染性疾病の発生予防・まん延防止対策の徹底
○ 地域における産業動物獣医師の育成・確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止 7,489（9,768）百万円
① 豚熱、アフリカ豚熱等の発生時に防疫措置が迅速に講じられるよう、家畜伝染病

予防法に基づき、防疫経費の支援、手当金・特別手当金の交付を行います。
② 野生イノシシにおける豚熱のまん延防止に向け、経口ワクチン散布、サーベイラン
ス等の野生イノシシ対策を実施します。

③ 防疫体制強化・農場生産性向上に向け、豚熱、アフリカ豚熱、牛伝染性リンパ腫、
牛ウイルス性下痢等に対する家畜衛生対策、農場の飼養衛生管理強化、民間獣
医師等による衛生管理指導の実施等を支援します。

２．家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止 1,423（966）百万円
動物検疫所において、人や物を介したアフリカ豚熱等の伝染性疾病の我が国への侵

入を防止するため、入国者への質問・検査、検疫探知犬の探知業務、制度の周知・
広報活動の実施等、水際での防疫措置の徹底を図ります。

３．産業動物獣医師の育成・確保 301（241）百万円
産業動物獣医師への就業を志す獣医学生や高校生等に対する修学資金の給付、
獣医学生の臨床実習と獣医師の技術向上のための臨床研修、女性獣医師等の産
業動物分野への就業支援、情報通信機器を用いた診療の試行的な導入の拡大等
を実施します。

４．水産防疫体制の充実・強化 86（75）百万円
養殖魚の新たなワクチン開発、獣医師による魚病診療体制の強化を支援します。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

都道府県
負担（10/10、1/2）

（１①②の事業）

［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）

・ 地域の産業動物獣医師を志す学生への修学資金
の給付

・ 女性獣医師等の産業動物分野への就業支援

発生予防対策
発生国・地域

水際検疫

産業動物獣医師

・診断・防疫体制の構築
・水産防疫に係る技術開発 等

魚病診断機関等

・ 入国者への質問・検査、違反畜産物の廃棄
・ 検疫探知犬による検疫強化、靴底消毒
・ 発生情報の収集
・ 発生国・地域からの動物、畜産物等の輸入停止
・ 輸入家畜・畜産物等の検査

○ 海外からの侵入防止

・ 豚熱経口ワクチン散布、サーベイランス等
・ 野生動物の監視

野生動物 家畜保健衛生所等

・検査・診断体制の整備
・精度管理の実施体制の整備

農場

・ 飼養衛生管理の強化体制の構築
・ 野鳥・野生動物、人・車両等を介した
病原体の侵入防止

・ 管理獣医師による衛生指導
・ 地域研修会の開催
・ 生産性に影響を及ぼす疾病への対策

防疫体制強化・生産性向上

４の事業

１の②の事業

１の③の事業

３の事業

・防疫に要する経費及び手当金等損失に対する支援
・豚熱ワクチン接種
・早期発見・早期通報
・処分、焼却・埋却、消毒
・移動制限と衛生条件の確認による畜産物等の出荷
・清浄性確認のための検査
・感染経路の調査 等

○発生時の迅速・的確な防疫措置

万が一の発生時には・・・
まん延防止対策

家畜保健衛生所

発生農場

家畜の所有者

民間団体等

定額、1/2以内

委託

交付（10/10、1/2）

（１②③、３、４の事業）

（４の事業）

（１①の事業）

１の①の事業

2の事業



60 安全な生産資材の安定供給の推進

【令和３年度予算概算要求額 592（463）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
生産資材の安全確保に向けた科学データの収集分析、リスク管理措置の基礎となる試験法の開発、新技術を活用した動物用医薬品等の開発支援、

肥料の自主的な品質管理に向けた必要なマニュアル策定や技術研修等を推進します。

＜政策目標＞
国際的な標準に整合した制度の下、最新の科学的な知見に基づき、生産資材の安全と品質を確保し、安定的に供給

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農薬、肥料、飼料及び動物用医薬品に関する安全確保対策

① 農薬使用者や蜜蜂への影響評価等、農薬の安全性に関する評価の充実に必要

な調査・試験を行います。

② 肥料検査データベースの構築や新たな表示制度に対応した検査体制の整備、

肥料の生産工程管理推進のためのマニュアル作成や分析セミナー等を実施します。

③ 飼料中の有害物質の含有実態調査、畜産物への残留・移行試験、効率的な

飼料検査法の開発、BSE飼料規制のためのと畜残さの利用実態調査等を行います。

④ 動物用医薬品の使用基準や残留基準値設定等に必要な調査等を実施します。

２．動物用医薬品の迅速かつ安定的な供給

新技術を活用した動物用医薬品や希少疾病や希少動物等用の市場規模の小さい

医薬品等の開発を支援します。

３．ドローンによる空中散布等に対応した農薬の登録促進

利用できる農薬が限られているドローン用農薬等の登録拡大に向けた試験の実施を

支援します。

４. 遺伝子組換え種子の輸入時検査の効率化

遺伝子組換え種子の輸入時検査において迅速な検査法を開発します。

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

委託

定額

（１、４の事業）

（２、３の事業）

［お問い合わせ先］（１①②、４の事業）消費・安全局農産安全管理課 （03-3591-6585）
（１③④、２の事業） 畜水産安全管理課（03-6744-2104）
（３の事業） 植物防疫課 （03-3502-3382）

民間団体等

承認申請に必要な試験等の開発費を支援
・ 新技術を活用した動物用医薬品
・ 市場規模が小さい動物用医薬品

期待される効果
・ 新技術を用いたワクチン等による新たな防疫

措置の開発
・ 魚類ワクチンの開発の促進による抗菌剤に

頼らない養殖技術の確立

・ 有害物質（かび毒、残留農薬、重金属等）の
含有実態調査、残留・移行試験

・ BSE飼料規制のためのと畜残さの利用実態調査

飼 料

家畜を用いた動物試験の実施汚染実態調査の実施

国際的な考え方に基づいて、科学的に基準値を設定

・ 農薬使用者や蜜蜂への影響評価等、農薬の安全
性に関する評価の充実に必要な調査・試験の実施

・ ドローン用農薬等の登録拡大に向けた試験の実施

農 薬

◇新薬の開発・審査の迅速化を推進
◇安全で有効な医薬品等を早期に現場で応用

動物用医薬品

農政局 FAMIC

改正肥料法等に対応するための肥料システムの改革
• 検査結果や新たな表示の検査体制の整備
• 外部システムとの接続による肥料の登録に係る

電子納付機能の導入

肥料の自主的な品質管理に向けた取組み支援
• 業態ごとの品質管理マニュアルの作成
• セミナーによる分析技術習得促進
• 優良表示等による品質管理の取組の普及・啓発

肥 料

立入検査結果等を管理・共有
オンラインによる
申請料の納付

分析実習セミナーの開催

クラウド

・ 遺伝子組換え種子の迅速な輸入時検査法の開発

遺伝子組換え種子

安
全
な
生
産
資
材
の
安
定
的
な
供
給


