
61 薬剤耐性対策
【令和３年度予算概算要求額 422 （309）百万円の内数

消費・安全対策交付金 3,322（3,020）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
畜産・水産分野における薬剤耐性菌の監視・動向調査を強化し、抗菌剤の慎重な使用に関する研修を実施するとともに、ワクチン、免疫賦活剤、代替薬等
の開発等を支援します。

＜政策目標＞
薬剤耐性菌の発生を抑え、国産の畜水産物に対する消費者の信頼確保に貢献

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．監視・動向調査の強化、抗菌剤の慎重な使用に関する研修の実施

356（243）百万円の内数

① 家畜、養殖水産動物及び愛玩動物における薬剤耐性菌発現の動向調査や、

動物からヒトへの伝播が懸念されている薬剤耐性菌の調査・解析を実施します。

薬剤耐性菌の発生・伝播機序の解明等に必要な遺伝子データベースを運用します。

② 動物分野において、獣医師、生産者等に対する研修を実施します。

③ 農場ごとに抗菌剤の使用量を正確に把握し、獣医師等への投薬指導による抗菌

剤の慎重な使用を徹底させるシステム構築に向けた調査研究等を実施します。

④ 家畜農場周辺における抗菌剤や薬剤耐性菌発現の調査を実施します。

２．ワクチンや代替薬等の開発・実用化の促進 65（65）百万円の内数

抗菌剤の使用機会の減少に資するワクチン・免疫賦活剤・抗菌剤の代替薬剤・試

薬・飼料添加物の開発・実用化を支援します。

３．養殖水産分野における指導体制の構築 3,322（3,020）百万円の内数

養殖水産分野において、都道府県の魚類防疫員等に対する研修を支援します。

［お問い合わせ先］消費・安全局畜水産安全管理課（03-6744-2103）

国

都道府県

民間団体等

委託

交付(1/2以内)

＜事業の流れ＞

民間団体等
定額

（１の事業）

（２の事業）

（３の事業）

動物分野の
薬剤耐性の動向調査

ワクチン等の疾病予防により抗菌剤の使用機会減少

研修実施

ワクチン・代替薬剤の開発

抗菌剤

抗菌剤使用の指導
能力向上
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62 生産・製造現場と連携したリスク管理

【令和３年度予算概算要求額 237（168）百万円】

＜対策のポイント＞
消費者の健康に悪影響が生じるのを未然に防止するため、食品等の有害化学物質・微生物の汚染実態調査、事業者等と連携した低減対策等の策定・普

及、普及した低減対策等の効果検証を推進します。

＜政策目標＞
○ 特定の有害化学物質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
○ 特定の有害微生物による汚染防止・低減を目的とする衛生管理の実施割合を増加

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．有害化学物質・微生物リスク管理等総合対策事業 237（168）百万円

① 食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質・微生物につ

いて、食品等の汚染実態を調査します。

② 人の健康への悪影響が懸念される有害化学物質・微生物について、事業者等

と連携して実施可能な汚染防止・低減対策の策定･普及を行います。

③ 策定した汚染防止・低減対策の効果検証のため、食品等の汚染実態を調査

します。

④ 新たに対応が必要な有害化学物質・微生物について、分析機関の人材育成

等の観点も踏まえ、新たな分析法の導入や分析に必要な標準試薬の作製を行

います。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

委託

フードチェーン全体を通じた安全性の向上

国民の健康への悪影響を未然に防止

リ
ス
ク
管
理
検
討
会

（
関
係
者
） ・サーベイランス・モニタリング計画※の作成

調査・分析対象の選定スキーム

・毒性、汚染実態等についての情報収集

・優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質・微生物の決定

※5年間の中期計画と毎年の年次計画を作成

食品由来の健康リスクが低く、
安全であることを確認

策定した汚染防止・低減対策の効果検証
（必要に応じ、対策を見直し）

汚染防止・低減対策の策定・普及
・事業者と連携した実施可能な低減技術の効果の検討
・事業者への汚染防止・低減対策の普及

①

②

③計画に基づく実態調査の実施

様々な属性の消費者にも対策を周知・普及

食品の安全に係るリスク管理の総合的な推進

新たな分析法の導入等④

［お問い合わせ先］消費・安全局食品安全政策課（03-3502-8731）



【令和３年度予算概算要求額 78,365（77,203）百万円】

＜対策のポイント＞
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を

支援します。

＜政策目標＞
地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動による農業・農村の多面的機能の維持・発揮

＜事業の全体像＞

農地維持支払

資源向上支払

多面的機能を支える共同活動を支援

※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、規模
拡大を後押し

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を
支援

支援対象

• 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面
維持等の基礎的保全活動

• 農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、
地域資源の保全管理に関する構想の策定 等

支援対象

• 水路、農道、ため池の軽微な補修

• 植栽による景観形成や生態系保全などの農村環境
保全活動

• 施設の長寿命化のための活動 等

中山間地域等直接支払 26,800（26,100）百万円

中山間地域等において、農業生産条件の
不利を補正することにより、将来に向けて農
業生産活動を維持するための活動を支援

環境保全型農業直接支払 2,465（2,451）百万円

自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加的コスト
を支援

農地法面の草刈り

水路の泥上げ

水路のひび割れ補修

中山間地域
（山口県長門市）

植栽活動

多面的機能支払 49,100（48,652）百万円

カバークロップ有機農業 堆肥の施用

○ 農業・農村は、国土保全等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民全体が享受していますが、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活
動等によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、地域の共同活動の困難化に伴い、担い手への水路、農道等の地域資源の維持管理の
負担が増大し、担い手による規模拡大が阻害されることが懸念される状況にあります。

○ このため、｢農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律｣に基づき、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行
い、多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等構造改革を後押ししていく必要があります。

63 日本型直接支払



63ー１ 日本型直接支払のうち

多面的機能支払交付金 【令和３年度予算概算要求額 49,100（48,652）百万円】

＜対策のポイント＞
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援します。

＜事業目標＞
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の向上
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面積の割合の向上

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適用］

※１：➋、❸の資源向上支払は、➊の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：➊､➋と併せて❸の長寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適用
※３：❸の長寿命化において、直営施工を行わない等の場合は、5/6単価を適用

都府県 北海道

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
(共同)

❸資源向上支払
(長寿命化)

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
(共同)

❸資源向上支払
(長寿命化)

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400

畑 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

（円/10a）

定額
市町村都道府県

定額 定額

農業者等

＜事業の流れ＞

国

実 施 主 体：農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）

対象農用地：農振農用地及び多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農用地

農地維持支払

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持
等

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域
資源の保全管理に関する構想の策定 等

資源向上支払

・水路、農道、ため池の軽微な補修、植栽による景観
形成や生態系保全などの農村環境保全活動 等

・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
補修 等

水路の泥上げ農地法面の草刈り 農道の路面維持 水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 植栽活動

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2197）

項目 都府県 北海道

多面的機能の更なる増進 多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等 田 400 320

畑 240 80

農村協働力の深化
上記の支援を受けた上で、構成員のうち非農業者等が４割以上を占め、かつ実践
活動に構成員の８割（役員に女性が２名以上参画している場合は６割）以上
が毎年度参加する場合

草地 40 20

水田の雨水貯留機能の強
化（田んぼダム）の推進

資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の１/２以上で取り組む場合 田 400 320

小規模集落支援
既存活動組織が、地域資源の保全管理が困難な小規模集落を取り込み、集落
間連携により保全管理を行う取組を支援

田 1,000 700

畑 600 300

草地 80 40

（円/10a）

項目 都府県 北海道 交付金（定額）

広域化への支援
広域活動組織の面積規模等に応じ
た交付額

３集落以上または50ha以上 ３集落以上または1,500ha以上 ４万円/年・組織

200ha以上 3,000ha以上 ８万円/年・組織

1,000ha以上 15,000ha以上 16万円/年・組織

【加算措置】

２．多面的機能支払推進交付金 1,602（1,602）百万円

都道府県、市町村等による事業の推進を支援します。

１．多面的機能支払交付金 47,498 (47,050）百万円

① 農地維持支払

地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える共
同活動を支援します。

② 資源向上支払

地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化
のための活動を支援します。



63ー２ 日本型直接支払のうち

中山間地域等直接支払交付金 【令和３年度予算概算要求額 26,800（26,100）百万円】

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動を支援します。

＜事業目標＞
耕作放棄を防止し、中山間地域等の農用地7.5万haの減少を防止［令和６年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中山間地域等直接支払交付金 26,600（25,900）百万円
○ 第５期対策（令和２～６年度）のポイント
① 対象地域に棚田地域振興法の指定棚田地域（保全を図る棚田等に限る）を
追加

② ６～10年後を見据えた集落の将来像の明確化を促進するため、体制整備単価
要件を「集落戦略の作成」に一本化

③ 農業生産活動の継続に向けた前向きな取組への支援を強化するため、集落協定
の広域化や集落機能の強化、農業生産性の向上等の加算措置を新設・拡充

④ 農業者等が安心して取り組めるよう交付金返還措置の見直し 等

２．中山間地域等直接支払推進交付金 200（200）百万円
制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県、市町村等の推進体制を強化します。

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

「農業生産活動等を継続するための活動」のみを行う場合は交付単価の８割（基礎単価）、

これに加えて「集落戦略の作成」を行う場合は交付単価の10割を交付（体制整備単価）

国 市町村都道府県

定額 定額

農業者等

定額

＜事業の流れ＞

10m

0.5m

田：急傾斜
（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分
交付単価

（円/10a）

田
急傾斜（1/20～） 21,000

緩傾斜（1/100～） 8,000

畑
急傾斜（15度～） 11,500

緩傾斜（８度～） 3,500

畑：急傾斜
（傾斜：15度）

11,500円/10a

2.7m

10m

【主な交付単価】

【対象地域】 中山間地域等
（地域振興８法と棚田法等指定地域及び知事が定める特認地域）

【対 象 者】 集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

【加算措置】

加算項目（取組目標の設定・達成が必要） 10a当たり単価

棚田地域振興活動加算

棚田地域振興法に基づく認定棚田地域振興活動計画の対象棚田
等（田1/20以上、畑15度以上）の保全と地域の振興を支援
〔超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

10,000円
（田・畑）

超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地（田1/10以上、畑20度以上）の保全や有効活用
を支援

6,000円
（田・畑）

集落協定広域化加算 【上限額：200万円/年】

広域で集落協定を締結し、将来の集落維持に向けた活動を支援

3,000円
(地目にかかわらず)

集落機能強化加算 【上限額：200万円/年】

新たな人材の確保、営農以外の組織との連携体制の構築等の取組を
支援

生産性向上加算 【上限額：200万円/年】

農地の集積・集約や所得向上、省力化技術の導入等の取組を支援

① 農業生産活動等を継続するための活動（耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理活動等）

② 農業生産活動等の体制整備のための取組（集落戦略の作成）

【集落協定等に基づく活動】



63－３ 日本型直接支払のうち

環境保全型農業直接支払交付金 【令和３年度予算概算要求額 2,465（2,451）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るために､農業生産に由来する環境負荷を軽減するとともに、地球温暖化防止や生物多様性

保全等に効果の高い農業生産活動を支援します。

＜事業目標＞
温室効果ガス排出削減への貢献、生物多様性保全の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．環境保全型農業直接支払交付金 2,370（2,360）百万円

① 対象者：農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等

② 支援の対象となる農業者の要件

ア 主作物について販売することを目的に生産を行っていること

イ 国際水準GAPを実施していること

※ 指導や研修に基づく取組の実践です。認証取得を求めるものではありません。

ウ 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)

に取り組むこと

③ 支援対象活動

化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う

地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動

２．環境保全型農業直接支払推進交付金 95（90）百万円

都道府県、市町村等による環境保全型農業直接支払交付金事業の推進を支

援します。

（関連事業）

環境保全型農業効果調査事業委託費 15（ー）百万円

本交付金の効果の検証に必要な調査・分析を実施します。

国 都道府県 農業者団体等

＜事業の流れ＞

定額 定額

市町村等
定額

（１、２の事業）

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-6744-0499）

化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う以下の取組

▶ 全国共通取組

▶ 地域特認取組

支

援

対

象

と

な

る

取

組 地域の環境や農業の実態等を踏まえ、都道府県が申請し、
国が承認した、地域を限定した取組（冬期湛水管理等）

✤

交

付

単

価

リビングマルチ草生栽培

全国共通取組 交付単価
（円/10a）

有
機
農
業

そば等雑穀、飼料作物以外 12,000円

このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施
する場合注１）に限り、2,000円を加算。

そば等雑穀、飼料作物 3,000円

堆肥の施用 4,400円

カバークロップ 6,000円

リビングマルチ
（うち、小麦・大麦等）

5,400円

(3,200円)

全国共通取組 交付単価
（円/10a）

草生栽培 5,000円

不耕起播種 注2） 3,000円

長期中干し 800円

秋耕 800円

配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。

本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する

仕組みです。申請額の全国合計が予算額を

上回った場合、交付金が減額されることがあります。

✤

地域特認取組

交付単価は、都道府県が設定します。

※ 国際水準の有機農業を実施していること。
有機JAS認証取得を求めるものではありません。

注１）土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、

カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培の

いずれかを実施していただきます。

注２）前作の畝を利用し、畝の播種部分のみ耕起

する専用播種機により播種を行う取組です。

有機農業※ 堆肥の施用 カバークロップ 長期中干し

不耕起播種 秋耕

国が定めた全国を対象とする取組



64 中山間地農業ルネッサンス事業＜一部公共＞ 【令和３年度予算概算要求額 49,018（44,200）百万円】
（優先枠等を設けて実施）

＜対策のポイント＞
中山間地において、清らかな水、冷涼な気候、棚田の景観等の中山間地の特色をいかした多様な取組に対し、各種支援事業における優先枠の設定や支

援の強化等により後押しすることで、中山間地農業を元気にします。

＜事業目標＞
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］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

本事業の取組に係る国の指針に即して、複数の市町村単位等で中山間地農
業の振興を図る地域別農業振興計画を都道府県が策定し、この計画に基づき支
援事業の優先採択等を行います。

１．中山間地農業推進対策

① 地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組等の支援と、棚田保全活

動や複合経営の実践等の推進をモデル支援するほか、都市と農村の連携

強化・持続化に向けた取組等を支援します。（中山間地農業ルネッサンス推

進事業）

② 特色ある農業者や農村の課題を解決するための、地元密着型の支援体制

を整備・強化します。（地域密着型農業者等サポート体制強化事業）

③ 地域コミュニティを活性化するため、集落が連携して特色をいかした実践的

な取組を支援します。（中山間地域運営体制強化事業（チャレンジ枠））

２．多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
中山間地域の特色をいかした農業や、観光、福祉、教育等と連携した都市

農村交流や農村への移住・定住に向けた取組を推進します。
３．地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

地域の共同活動を支援する多面的機能支払交付金等による取組を推進し、
兼業農家も含めた小規模な農業者も地域の重要な一員として支援します。

国
市町村、地域協議会等

都道府県

定額

定額

＜事業の流れ＞

都道府県

中山間地農業推進対策 【6.5億円】

○ 計画策定・体制整備等を支援する中山間地農業ルネッサンス推進事業

元気な地域創出モデル事業：具体的な取組を後押しし、優良事例の創出を加速

地域食料供給レジリエンス強化事業：都市部と農村部の連携強化・持続化を支援

○ 中山間地域の農業者の様々な課題を支援する地域密着型農業者等サポート体制強化事業

○ 地域において持続可能な運営組織へのレベルアップを支援する中山間地域運営体制強化事業

地域を下支え

[連携事業] 農山漁村振興交付金 （山村活性化対策）

[連携事業] 中山間地域等直接支払交付金

・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ、

地域担い手育成支援タイプ

・ 機構集積協力金交付事業のうち地域集積協力金交付事業

・ 農業農村整備関係事業

・ 農業経営法人化支援総合事業のうち農業経営法人化支援事業

・ 持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等支援対策

・ 食料産業・6次産業化交付金のうち6次産業化施設整備事業

・ バイオマス地産地消総合対策事業

・ 農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策等）

・ 持続的生産強化対策事業のうち果樹支援対策（未来型果樹農業等推進条件整備事業）

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援 優先枠 286.7億円

[支援事業]

優先枠
優遇措置

・ 多面的機能支払交付金

・ 環境保全型農業直接支払交付金

・ 鳥獣被害防止総合対策交付金のうち整備事業

・ 畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資源生産利用拡大対策

（肉用牛・酪農基盤強化対策（放牧活用型））

・ 森林・山村多面的機能発揮地域力支援対策交付金

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承 優先枠 197.0億円

[支援事業]

優先枠
優遇措置

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3502-6286）* ２、３の事業の流れは事業ごとに異なります。
定額

（１の事業）



65 農山漁村振興交付金

【令和３年度予算概算要求額 10,283（9,805）百万円】

＜対策のポイント＞
地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結びつける取組

を取組の発展段階に応じて総合的に支援し、農林水産業に関わる地域のコミュニティの維持と農山漁村の活性化及び自立化を後押しします。

＜政策目標＞
都市と農山漁村の交流人口の増加（1,540万人［令和７年度まで］） 等

＜事業の全体像＞

１． 農山漁村地域での取組への支援
① 地域活性化対策

地域活性化のための活動計画づくりと実証、地域のコミュニティ機能維持の
取組、就職氷河期世代を含む潜在的就農希望者の発掘、優良事例や農業
遺産及び新事業発掘の取組の情報発信等を支援します。

② 中山間地農業推進対策
中山間地域での収益力向上に向けた取組やモデル構築等を支援します。

また、集落が連携して行う特色をいかした取組を支援します。[チャレンジ枠]
③ 山村活性化対策

振興山村での地域資源を用いた地域経済の活性化の取組を支援します。
④ 農泊推進対策

観光コンテンツ開発や滞在施設等の整備、国内外へのPR等を支援します。
⑤ 最適土地利用対策

重要な地域資源である農地の有効活用等を通じ、地域の特性をいかした農業
の展開や地域資源の付加価値向上を支援します。

⑥ 農福連携対策
障害者等の雇用・就労を通じた農林水産業経営の発展に資する生産・加工施

設の整備、障害者等の生産・加工技術習得や専門人材育成等を支援します。
⑦ 農山漁村活性化整備対策

地方公共団体策定の活性化計画に基づき行う施設整備を支援します。

２． 都市部での取組への支援
① 都市農業機能発揮対策

都市住民と共生する農業経営の実現や都市住民の農業・農山漁村への関心
の喚起、担い手を地域ぐるみで育成する先進モデルの創出等を支援します。

＜事業の流れ＞

国
地域協議会等

地方公共団体

定額、1/2等

山村活性化
対策

都市農業
機能発揮対策

地域活性化対策

地域住民による計画づくり

ソフト

ソフト

ソフト

都 市 部

コミュニティでの合意形成段階から実行段階までそれぞれの発展段階に応じた対策を実施

具
体
的
な
エ
リ
ア
（
中
山
間
地
域
な
ど
）

スタートアップ 取組の具体化・実行 ハードの充実

農産物直売施設

中山間地農業
推進対策

ソフト
高収益作物導入の実証

地域産品の加工・商品化

ソフト ハード

ソフト ハード

農泊推進対策

農福連携対策

人材育成研修

具
体
的
な
ツ
ー
ル
（
ヒ
ト
・
コ
ト
・
モ
ノ
）

農家民宿

農 村 部 情
報
発
信

交

流

就
農

移
住

農山漁村活性化
整備対策

ハード

+

集出荷･貯蔵･加工施設

ハウス

最適土地利用
対策

ソフト ハード

ハード

ハード

都市農地貸借による担い手へ
の支援

都市農業の持つ多様な機能

農地の粗放的利用

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持

農
山
漁
村
の
活
性
化
、
自
立
化

（１①②③④⑤⑥、２①の事業）

農林漁業者の
組織する団体等交付 定額、1/2等

［お問い合わせ先］（１①の事業） 農村振興局農村計画課 （03-6744-2203）
（１②③⑤の事業） 地域振興課 （03-3502-6286）
（１④⑥、２①の事業） 都市農村交流課（03-3502-5946）
（１⑦の事業） 地域整備課 （03-3501-0814）（１②⑦の事業）



＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．農泊推進事業
① 農泊の推進体制構築や魅力ある観光コンテンツの開発、新たな取組に必要な人材確保、インバウンド受入
環境の整備等を支援します。

② 実施体制が構築された農泊地域を対象に、多言語対応、地元食材・景観等の地域資源の活用、ワーケー
ション受入対応、農泊により関係人口を拡大し里づくりを行う取組等に対して支援します。
【事業期間：２年間等、交付率：定額（上限500万円/年等）】

２．施設整備事業
① 農泊を推進するために必要となる古民家等を活用した滞在施設、一棟貸し施設、体験・交流施設の整備や、

活性化計画に基づく農産物販売施設等の整備を支援します。
（活性化計画に基づかない事業）【事業期間：２年間、交付率：1/2（上限5,000万円、１億円）】
（活性化計画に基づく事業） 【事業期間：原則３年間、交付率：1/2等】
② 地域内で営まれている個別の宿泊施設の改修を支援します。（農家民泊から農家民宿へ転換する場合、促

進費の活用可能）【事業期間：１年間、交付率：1/2（上限1,000万円/経営者、5,000万円/地域）】

３．広域ネットワーク推進事業等
① 戦略的な国内外へのプロモーション、農泊を推進する上での課題を抱える地域への専門家派遣・指導を行う
取組等を支援します。【事業期間：１年間、交付率：定額】

② 農泊の成果や利用者のニーズ等の情報を収集・分析し、今後の農泊の効果的な推進に繋げるための調査を
実施します。【委託事業】

65ー１ 農山漁村振興交付金のうち

「農泊」の推進 【令和３年度予算概算要求額 5,485（5,038）百万円】

＜対策のポイント＞
農山漁村の活性化と所得向上を図るため、地域における実施体制の構築、観光コンテンツの磨き上げ、ワーケーション対応等の利便性向上、農泊により里

づくりを行う取組、滞在施設等の整備等を一体的に支援するとともに、国内外へのプロモーションや地域が抱える課題解決のための専門家派遣等を支援します。

＜事業目標＞
都市と農山漁村の交流人口の増加（1,540万人［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

国
中核法人等

地域協議会、ＤＭＯ等

農林漁業者の
組織する団体等

1/2

定額

（３の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）

交付

定額

地方公共団体

民間企業等

1/2等

（１の事業）

※②は委託

地域の食材を
活用したメニューづくり

ワーケーション
受入の対応

インバウンド受入環境の整備

トイレの洋式化Wi-Fi環境の構築多言語への対応

課題に応じた専門家の派遣・指導

※ 地域活性化対策等による取組を含む

古民家を活用した滞在施設

地域の景観を活用した
体験プログラム開発



65ー２ 農山漁村振興交付金のうち

農福連携の推進 【令和３年度予算概算要求額 1,000（1,061）百万円】

＜対策のポイント＞
障害者等の雇用・就労を通じた農林水産業経営の発展に資する生産施設及び加工・販売施設等の整備、障害者等の生産・加工技術等の習得に加え、

農業・福祉双方のニーズのマッチングを行う専門人材の育成等の取組を支援するとともに、効果的な農福連携プロモーション等を実施します。

＜事業目標＞
農福連携に取り組む主体を新たに創出（3,000件［令和６年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農福連携整備事業
農福・林福・水福連携の推進に必要となる施設（農業生産施設、苗木生産施設、養殖施設、

加工・販売施設等）の整備を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：1/2（上限1,000万円、2,500万円等）】

２．農福連携支援事業
① 農福連携支援事業

農福・林福・水福連携の取組において、障害者や生活困窮者が働きやすくなるために実施する技術
習得の研修、簡易な安全・衛生設備（休憩所、トイレ、スロープ等）の整備等を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：定額（上限300万円）】

② 農福連携人材育成支援事業
農業経営体が障害者を雇用等により受け入れる際、障害特性を踏まえた作業指示や配慮事項等

をアドバイスし、職場定着を支援する農福連携サポーターの育成や農業者と福祉事業所をマッチング
するコーディネーターの育成等を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：定額（上限400万円）】

③ 普及啓発等推進対策事業
ワンストップ窓口の設置など都道府県の推進体制の強化、農福連携の全国展開に向けた普及啓

発、調査・研究、メディアを活用した農福連携プロモーションの取組等を支援します。
【事業期間：１年間、交付率：定額（上限1,000万円等）】

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-0033）

農業生産施設
（水耕栽培ハウス）

加工処理施設養殖施設苗木生産施設

人材育成研修

農産加工の実践研修 養殖籠補修、木工技術習得 休憩所、トイレの整備

調査・研究等プロモーション

・食料産業・６次産業化交付金
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金
・農業人材力強化総合支援事業
・林業・木材産業成長産業化促進対策
・水産多面的機能発揮対策事業 等

（関連事業）優先採択等の優遇措置を実施

（２③の事業）

国

農業法人、社会福祉法人、民間企業等

1/2

（１の事業）

（２①②の事業）

民間企業、都道府県等

農業法人、社会福祉法人、民間企業等定額



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．都市農業機能発揮支援事業
都市農業に関するアドバイザー派遣、都市農業の持続的経営の

ための税制度・相続等の講習会の開催、都市農業機能の理解醸
成や農業・農山漁村への関心を喚起する情報発信の取組等の全
国に向けた取組を支援します。

２．都市農業共生推進等地域支援事業
都市住民と共生する農業経営への支援策の検討、都市農業機

能の理解醸成、農山漁村への関心の喚起、マルシェの開催、防
災協力農地の維持・強化等の地域の取組を支援します。

３．都市農業インキュベーション事業
都市農地の貸借による担い手の規模拡大や新規就農を地域ぐ

るみで育成・確保する先進モデルの取組を支援します。

① 都市農業に関わる地域の土台づくり
都市農業に関わる地域の担い手(都市農業者)への農地の利

用集積、農地所有者・都市住民等の位置づけや権利関係の調
整等に係る地域の協働体制(土台)づくり

② 都市農業を起点とする事業創出とサービス提供等
①の事業を具体化させ、新たな事業創出やサービス提供等

65ー３ 農山漁村振興交付金のうち

都市農業機能発揮対策 【令和３年度予算概算要求額 10,283（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
都市部での農業体験等による交流を通じた都市住民と共生する農業経営の実現や都市住民の農業・農山漁村への関心の喚起を図る取組、農地の周辺
環境対策や災害時の避難地としての活用の取組、都市農業の担い手の規模拡大・新規就農を地域ぐるみで育成・確保する先進モデルの取組を支援します。

＜事業目標＞
都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づき貸借された農地面積（255ha［令和６年度まで］）

［お問い合わせ先］ 農村振興局都市農村交流課（03-3502-5948）

＜事業の流れ＞

定額、1/2

地域協議会

都市農業の振興に関
するアドバイザー派遣

都市農地に関する税
制度や相続の講習会

都市農業の理解醸成
や農山漁村への関心
の喚起のための発信

交流促進等の情報発
信活動の取組

都市住民の都市農業
機能の理解醸成

１．都市農業機能発揮支援事業

都市農業者
（受け手）

農地所有者
（出し手）

地域協議会

食品事業者
飲食事業者
都市住民等

貸
借

防災協力農地の機
能の維持・強化

３．都市農業インキュベーション事業

【ハード事業】
○ 上記取組に必要な施設等整備

農産物直売所や加工施設
簡易な土地改良 等

○ 農地所有者、都市農
業者等が商品開発

○ 都市農業者による新
たなサービスの創出

② 都市農業を起点とする事業創出とサービス提供等

○ 市町村やJA等が連携したサービスの提供 等
担い手や地域が自治体と連携したマッチングを実施

【ソフト事業】

○ 地域の都市農業の現状把握
や新たなサービス、都市住民等
との関わり方の検討

都市農地貸借法に基づく貸借
に関連する取組を対象
※賃借権に限る

① 都市農業に関わる地域の土台
づくり

【ソフト事業】

○ 「三密」の回避等、新しい生活
様式に対応した販売方法等の
検討 等

○ 遊休化のおそれのある都市農
地の集積に向けた方策の検討

○ 都市農業者の育成・確保や法
人化への方策の検討

＜取組内容＞

国

定額
民間団体、地域協議会、

市区町村、JA、NPO法人等
（１、２の事業）

（３の事業）

農業者自ら弁当販売や
ケータリングサービス

地元野菜を利用した
オリジナル商品を開発

直売所の整備

２．都市農業共生推進等地域支援事業



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．多機能型農林漁業振興拠点整備事業

① 地域運営計画策定に向けたワークショップの開催、アドバイザーによる助言等を支

援します。

② 地域運営計画に掲げられた地域コミュニティの維持に資する活動の実践を支援

します。

③ 地域運営計画に掲げられた活動に必要な複数の機能を有する施設の整備を支

援します。

２．申請要件

① 活動の実践に当たり、各世帯が年会費の支払等により継続的にサポートしていく

ことについて合意形成が得られていること。

② 「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業（国土交通省）

の対象地域ではないこと。

（低密度で農林漁業従事者が多数を占める地域を想定）

農林水産業の
活性化

65ー４ 農山漁村振興交付金のうち

配食・見守りサービス等による農山漁村のコミュニティ機能の維持 【令和３年度予算概算要求額 10,283（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農山漁村における生業・暮らしの持続性を確保するため、農林漁業の振興とともに、それを支える食事・買い物・子育て・高齢者の見守り等による地域のコミュ
ニティの維持に資するサービスの提供に必要な取組・施設整備等を支援します。

＜事業目標＞
地域課題の抽出や、課題解決のための活動計画の策定・実証を行う地域の創出（100地域［令和６年度まで］）

＜事業の流れ＞

国

地域協議会等

地域協議会等

1/2(上限500万円/地区)

定額（上限500万円/年)

（１①②の事業）

(１③の事業）

［お問い合わせ先］農村振興局農村計画課（03-6744-2203）

ステップ１

地域運営計画の策定

住民の話し合い等を通じて、地域を維持していく上で不可欠な、
・農林漁業の活性化に向けた方針
・地域の生活の維持に必要な取組
を明確化。

ステップ２

廃止されたJA販売所等を
活用した多機能型施設の整備

・農産物の加工・販売、農泊施設等の情報発信等
・移動販売や配食サービス、高齢者世帯の見守り・預かりサービス等
・上記の活動に必要な多機能型施設の整備
等の実施。

ステップ３

補助事業終了後も各世帯の年会費の支払等により活動
を自立的・継続的に実施。

多機能型施設を拠点とした活動を
継続実施

事業の効果
地域住民の生活インフラの

機能向上
地域コミュニティの

活性化



65ー５ 農山漁村振興交付金のうち

最適土地利用対策 【令和３年度予算概算要求額 500（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
農村における所得向上、雇用創出など、地域コミュニティ機能の維持・強化に向けて、地域ぐるみの話合いを通じ、重要な地域資源である農地の有効活用

や粗放的な利用方策による低コスト土地利用の取組などを支援し、土地利用の最適化を推進します。

＜事業目標＞
地域コミュニティ機能の維持や強化に取り組み、事業目標を達成した地区数（100地区［令和８年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農地等活用推進事業 360（ー）百万円

市町村や地域協議会等が、重要な地域資源である農地等を有効活用するため、

地域ぐるみの話合いを通じ、生産基盤や周辺環境を整備するなど、地域の特性を

活かした農業の展開や、地域資源の付加価値向上を推進します。

ア 専門家を入れた話合いや地域の特性を活かした整備計画の策定

イ 水田の畑地化や高収益作物の導入等に係る農地の簡易な整備

ウ 簡易ハウスや簡易トイレ等農業参入しやすい環境の整備

２．低コスト土地利用支援事業 140（ー）百万円

市町村や地域協議会等が、重要な地域資源である農地等を低コストで維持する

ため、粗放的な利用方策（放牧や環境保全効果が期待される蜜源対策等）を実

証するとともに、感染症の流行などによる食料不足等の有事を想定し、当該農地の生

産性や有用性を検証します。

① 粗放的農地利用型

ア 専門家を入れた話合いや粗放的利用方策の実証計画の策定

イ 粗放的利用を行うための農地の刈払いや電牧柵等条件整備

ウ 蜜源作物の種苗費や省力化機器の導入等粗放的利用の実証に必要な経費

② 生産性検証（食料自給力確保）型

ア 専門家を入れた有事を想定した安定的な食料生産の実証計画の策定

イ 食料生産の実証に必要となる土壌改良や簡易な施設整備

ウ 食料生産の実証に必要となる生産コストや流通コスト等への支援

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県 市町村、地域協議会等

市町村、地域協議会等

1/2、定額等

定額

（１、２①の事業）

（２②の事業）

［お問い合わせ先］（１、２の事業）農村振興局農村計画課（03-3502-6003）
（１、２の事業）農村振興局地域振興課（03-6744-2665）
（２①の事業） 生産局農業環境対策課（03-6744-0499）

農
村
に
お
け
る
多
様
な
土
地
利
用
方
策
の
取
組
支
援

現況凡例

担い手なし・荒廃農地

担い手なし・水稲単作

担い手有り・野菜

担い手有り・水稲

担い手有無・現況

担い手有り・果樹

水田の畑地化
（畦畔除去、客土を実施し換地により集積・集約化）

最適土地利用整備事業

樹園地団地化
（荒廃農地の解消後樹園地化）

最適土地利用整備事業

放牧管理ゾーン
（畜舎建設等生産対策を併せて実施）

集積

鳥獣害緩衝帯ゾーン

農業環境整備
（簡易トイレ、市民農園等に整備）

最適土地利用整備事業

【専門家を入れた話合い】 【整備計画、実証計画の策定】

【農地の簡易な整備】 【蜜源作物の取組】 【放牧の取組】

【高収益作物の導入】 【生産性の検証】

農村における所得向上、雇用創出など、地域コミュニティ機能の維持・強化

【景観作物の取組】



66 鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進

【令和３年度予算概算要求額 16,239（10,170）百万円】

＜対策のポイント＞
野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、捕獲活動の抜本的強化の取組や、ジビエフル活用に向けた取組等を支援します。また、シカ被害の甚大

化を防止するための林業関係者による捕獲効率向上対策や新技術の開発・実証、国土保全のための捕獲事業等を実施します。

＜事業目標＞
○ 農作物被害を及ぼすシカ、イノシシ、サルの対策強化（生息頭数等を平成23年度から半減（シカ、イノシシで約200万頭）［令和５年度まで］）
○ 野生鳥獣のジビエ利用量の拡大（ジビエ利用量を令和元年度から倍増（4,000t）［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．鳥獣被害防止総合対策交付金 16,035（10,010）百万円
市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組等を総合的に支援します。

① 侵入防止柵、焼却施設、捕獲高度化施設等の整備※

② 捕獲活動の抜本的強化・地域ぐるみの被害防止活動

ア 捕獲活動経費の直接支援

イ 捕獲サポート体制の構築、ICTを活用したスマート捕獲等の取組を支援 〔限度額内で定額支援〕

ウ 都道府県が行う広域捕獲活動、新技術実証活動等を支援 〔2,300万円以内を定額支援〕

③ ジビエフル活用に向けた取組
ア 利用可能な個体のフル活用体制構築に向けた、処理加工施設やジビエカー、簡易な一次
処理施設等の整備※ 〔1/2以内〕

イ 放射性物質による出荷制限解除に向けた検査費用の支援 〔限度額内で定額支援〕

ウ 捕獲者・処理加工施設・実需者等によるコンソーシアム方式の導入
エ ジビエの全国的な需要拡大のため、プロモーション等への取組を支援 〔定額支援〕

２．シカ等による森林被害緊急対策事業 204（160）百万円
① シカ被害の甚大化を防止するための林業関係者による捕獲効率向上対策やICT等を活用

した新技術の開発・実証、国有林野内で国土保全のための捕獲事業を実施
② 顕在化しつつあるノウサギ被害の対策手法の検討を実施

＜事業の流れ＞

国 都道府県
地域協議会
民間団体 等

交付 1/2以内等

〔ジビエフル活用に向けた取組〕
①捕獲頭数の増加に応じた活動経費の支援

②捕獲サポート体制の構築支援

①利用可能な個体のフル活用体制構築

②放射性物質影響地域における支援

捕獲活動経費
の直接支援

刈り払い等による
生息環境管理

侵入防止柵の設置
や捕獲機材の導入

〔捕獲活動の抜本的強化〕

〔総合的な鳥獣対策・ジビエ利活用への支援〕

処理加工施設等
の整備

処理加工施設等
での人材育成

地域の農業者や農業関連団体、
若者等で捕獲サポート体制を構築

簡易な一次処理施設や
残渣処理施設等の整備
よる処理体制の構築

出荷制限解除に向け
た検査費用の支援

捕獲者・処理加工施設・
実需者等によるコンソーシ
アム方式の導入

集荷

処分

処理・加工

シカ・イノシシの平均捕獲頭数以上の捕獲に対して、
最大２倍まで上乗せ支援

③捕獲から販売まで一体となった活動への支援

（実施イメージ）

等

国 民間団体等
交付

（①、②、③アイウの事業） （ ③エの事業）

※は地域協議会の構成員も可

〔国土保全のための捕獲〕〔ICT等を活用した新技術の開発・実証〕

捕獲により植生への食害・
表土侵食を防止

〔捕獲効率の向上〕

赤外線センサーによる
群れの探査

狩猟熟練者の技能、
新技術の活用

［お問い合わせ先］（１の事業）農村振興局鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室（03-3591-4958）
（２の事業）林野庁研究指導課森林保護対策室 （03-3502-1063）

1/2以内、侵入防止柵の資材費のみ
交付対象とする場合は定額支援

獣種やジビエ利用に応じた上限単価以内で定額支援
シカ・イノシシは捕獲頭数の増加に応じて上乗せ支援

国 都道府県等

＜事業の流れ＞
定額

（①の事業）

国 民間団体等

（②の事業）

※国有林においては、直轄で実施
委託



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

活動火山対策特別措置法に基づき都道府県知事が作成す
る防災営農施設整備計画の対象地域において、降灰による被
害を防除・最小化するために必要となる洗浄用機械施設等の
整備や関連して行う基盤整備等を支援します。

① 降灰被害を防除・最小化するために必要な洗浄用機械施
設整備等を実施

② ①に関連する整備等を一体的に実施

67 特殊自然災害対策施設緊急整備事業

【令和３年度予算概算要求額 300（300）百万円】

このボックス内は12pt 枠の上下幅調整可 上下中央揃え

事業の定量的な目標を１行程度で記載（体言止め）

＜対策のポイント＞
火山の噴火により著しい被害を受けるおそれがある地域を対象として、降灰被害に対応するための施設整備等を緊急的・集中的に実施します。

＜事業目標＞
農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

［お問い合わせ先］農村振興局防災課（03-3502-6430）

都道
府県

＜事業の流れ＞

【①施設整備等】

【②関連整備等】

・乗用型洗浄用機械施設により、農作物に付着した
火山灰を洗浄し、収量及び商品性の低下を防止します

・ 農作物の洗浄のための用
水を供給する施設により、
洗浄効果を高め、収量及
び商品性の低下を防止し
ます

農業協同組合、
農業生産法人等

１/２
以内

農作物への降灰
（茶、露地野菜等）

洗浄された農作物

火山の噴火 ＜事業の実施＞

・工場の据置型の洗浄
用機械施設により、
農作物に付着した火山
灰を洗浄し、商品性の
低下を防止します市町村

市町村
都道
府県

１/２
以内

国

桜島

茶

キャベツ

エンドウマメ

露地野菜洗浄用機械（乗用型）

茶

キャベツ

エンドウマメ

茶葉洗浄用機械（乗用型）

据置型洗浄用機械

洗浄用水供給施設



68 農村整備事業＜公共＞

【令和３年度予算概算要求額 7,300（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
老朽化の進行や災害への脆弱性が顕在化している農村地域のインフラの持続性を確保するとともに、地方移住への関心が高まっている機を捉えて農村の活

性化を図るため、集落排水施設や農道等の再編・強靱化、情報通信環境の整備など、農村に人が安心して住み続けられる条件の整備を推進します。

＜事業目標＞
○ 「小さな拠点」の形成の推進、情報基盤・交通等の生活インフラ等の確保
○ スマート農業の加速化などデジタル技術の利活用の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農村基盤の整備
農村地域の生活に不可欠なサービスが持続的

に提供できるよう、集落排水施設や農道等の再
編・強靱化対策等を支援します。

２．農業農村の情報通信環境の整備
農業農村インフラの管理の省力化・高度化やス
マート農業技術の実装に対応しつつ、新たな生活
様式にも活用できる情報通信環境の整備を支援
します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

1/2等1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局地域整備課（03-6744-2200）

施設の老朽化対策や再編・コンパクト化により
インフラの持続性の確保や規模を適正化

農道等の改良・保全により、
生産性の向上と集落へのアクセスを確保

農業・農村振興を目的とした無線基地局等の整備を行い、
リモート化による施設の把握、農業生産性を向上

浸水対策

非常用電源の設置

停電対策

止水壁の設置

集落排水施設 営農飲雑用水施設

処理区Ｂ
処理場を廃止処理場の統合・更新

処理区A 再編により維持管理・更
新コストを低減

農機格納庫
農地の大区画化

↓
農機の大型化

農道を改良
（拡幅）すれば格納
庫からほ場まで大型農

機で通作できる！

橋梁・トンネルの点検・保全対策
耐震化を行い、施設の安全性を確保

緊急車両の通行、災害時の
緊急輸送路として活用

※2：LPWA（Low Power Wide Area）とは、省電力で、農地等の気象や水位等を観測する場合に

適し、電波伝播距離は数kmから数十kmと広範囲。

※1：BWA（Broadband Wireless Access）とは、高速通信が可能で、

大容量な映像データ等を送信する場合に適した無線。

取水堰の
監視・操作

遠隔自動
給水栓

水位センサー

水利施設の
監視・制御

排水路の
監視

自動走行農機

分水工の
監視・操作

中継局

B

B

市町村道河川

L

子供・高齢者
見守り

農泊

WI-FI

VRS

中央管理所

農道（橋）
の監視

ドローン

豪雨時や夜間でも
ため池の水位がわかり監

視が楽で安全！

配水を自動化し
少人数でも管理が
適切に行える！

ため池の
監視

ハウス監視

鳥獣害対策

B BWA基地局

L LPWA基地局

既設光ﾌｧｲﾊﾞ

新設光ﾌｧｲﾊﾞ

新設地中化
【電柱地中化】

【凡例】 ※赤字が整備対象

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxrMqyncbZAhUBNpQKHdB7DPUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.istockphoto.com/jp/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%80%E8%BE%B2%E6%A5%AD&psig=AOvVaw2WLsHxhCnQMCfmLZteyJx4&ust=1519825507121117
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxrMqyncbZAhUBNpQKHdB7DPUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.istockphoto.com/jp/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%80%E8%BE%B2%E6%A5%AD&psig=AOvVaw2WLsHxhCnQMCfmLZteyJx4&ust=1519825507121117
https://4.bp.blogspot.com/-WTWqadeLYmI/WEVok29KAaI/AAAAAAABAOM/EmEYS8EMGYA5q-2rg7dvhsH1j_PqFhITQCLcB/s800/tablet05_ojiisan.png


69 森林整備事業＜公共＞

【令和３年度予算概算要求額 149,158（122,261）百万円】

＜対策のポイント＞
森林資源の適切な管理と林業の成長産業化を実現し、国土強靱化や地球温暖化防止等にも貢献するため、間伐や主伐後の再造林、幹線となる林道の

開設・改良等を推進します。

＜事業目標＞
森林吸収量2.0%以上（平成25年度比）の確保に向けた間伐の実施（令和３年度から令和12年度までの10年間の年平均：45万ha）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．間伐や路網整備、再造林等

① 再造林や間伐等の森林整備を推進することで、健全な森林を育成します。
② 森林資源が充実した区域等において、路網をバランスよく整備します。
③ 防災上重要な幹線林道の開設・改良を支援し、林道の強靱化を推進します。
④ 林道施設のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を支援します。

２．台風等の気象害を受けた被害森林や奥地水源林の整備

① 気象害等の被害森林や奥地水源林等について、公的主体による復旧・整備を推
進します。

② 重要インフラ施設周辺の森林整備を支援することで災害の未然防止につなげます。

＜事業の流れ＞

国

都道府県、市町村、森林所有者等

1/2、3/10等

定額

（１、２の事業）

（２の事業の一部）

［お問い合わせ先］林野庁整備課（03-6744-2303）※国有林においては、直轄で実施

国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林環境保全直接支援事業 37,451（23,491）百万円
森林資源循環利用林道整備事業 4,164（2,051）百万円
林業専用道整備事業 845（1,017）百万円
山村強靱化林道整備事業 500（ー）百万円
林道施設PCB廃棄物処理促進対策事業 52（ー）百万円

特定森林再生事業 2,537（2,399）百万円
水源林造成事業 27,898（25,247）百万円

幹線となる道の整備

森林の多面的機能の発揮に向けた森林整備

コンテナ苗による再造林利用間伐の実施
奥地水源林の整備による
水源涵養機能の強化

激甚化する自然災害への対応【山村強靱化林道整備事業】

近年、豪雨・台風災害が激甚化・頻発化する中で、強靱で災害に強く災害時には代替路としての機
能が確保される林道を早急に開設・改良

公 道

○事業対象
公道等に接続している林道（林道規程に基づく「幹線」）であって、地域防災計画等の警戒避難

体制の整備に関する計画において代替路と位置付けられる予定のもの

暗渠工の設置

災害に強い幹線林道の開設・改良

法枠工の設置

災害時の代替路としての活用

豪雨等への強靱化対策

林道の改良を一律1/2補助で実施
既設林道の強靱化を推進

路網ネットワーク
を形成するため
森林作業道、林
業専用道、林業
生産基盤整備道
をバランスよく整備

間伐等により、
適切な森林管
理と木材の利
用促進を両立



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．災害リスクの高い地域における総合的な山地災害対策の推進
1,126（939）百万円

豪雨等に見舞われた地域を対象として、崩壊危険箇所の把握に効果的なレーザ計
測等を取り入れるとともに、警戒避難体制整備、治山施設の設置等のハード・ソフト
対策を一体的に行う取組を推進します。

２．山地尾根部における崩壊予防等予防治山対策の推進
4,700（3,077）百万円

山地尾根部の崩壊による甚大な災害が発生している中、被害を未然防止するため
の崩壊予測・発生源対策を推進します。

３．流木災害の未然防止に向けた保安林整備の推進
2,765（2,526）百万円

豪雨による流木発生リスクの増大を踏まえ、被害の未然防止のため、保安林整備と
一体的に行う渓流沿いの危険木除去を推進します。

４．効率的な復旧対策のためのICT施工等新技術導入の推進
27,726（22,022）百万円

災害の多発化・激甚化に伴い難工事が増加する中、施工の効率化のためのICTを
活用したリモート施工など新技術の導入を推進します。

ため池等への被害抑制のための治山対策推進
農山漁村地域整備交付金の取組として、農地防災の取組と連携した
ため池・農地等の上流部における治山対策を推進します。

70 治山事業＜公共＞

【令和３年度予算概算要求額 74,058（60,703）百万円】

＜対策のポイント＞
激甚な山地災害からの復旧とともに、地球温暖化の進行に伴う短時間豪雨の発生回数や総降水量が増加傾向にある中、山地災害の発生リスクの増大を踏

まえ、山地災害危険地区における災害リスクの把握や治山施設の設置等のハード・ソフト一体的な対策、流木対策等の治山対策を強化します。

＜事業目標＞
周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の増加（約56.2千集落［平成30年度］→約58.6千集落［令和５年度］）

＜事業の流れ＞
国 都道府県

1/2等

［お問い合わせ先］林野庁治山課（03-6744-2308）

○災害リスクの高い地域における総合的
な山地災害対策の推進

○山地尾根部における崩壊予防等予防治山
対策の推進

○効率的な復旧対策のためのICT施工
等新技術導入の推進

土石流センサー
の設置

ドローンレーザによる
崩壊危険箇所の把握

豪雨等により災害発生のリスクが高まった地域に
おいて、地域全体の激甚な山地災害発生を未然防止

山地災害の発生予測

尾根部からの大規模崩壊発生
を踏まえ、山地災害の発生予測
や発生源対策の取組を推進

施工条件が厳しい急傾斜地
等での復旧対策として、ICT
施工等の新技術導入を推進

短時間豪雨等に伴う流量の増大を踏まえ、保安林整備
と一体的に行う渓流沿いの危険木除去を推進

山地尾根部

急傾斜の
大規模崩壊地

運搬性や施工性に優れた
施工方法の導入

事業体の省力化や非接触化
等に資するレーザスキャナ

による施工箇所の現況調査

崩壊の発生を未然に抑制
する対策の実施

※国有林や民有林のうち大規模な山腹崩壊地等においては、直轄で実施

○流木災害の未然防止に向けた保安林
整備の推進

危険木除去

治山施設の設置

豪雨により流木化するおそれ
のある危険木

（関連事業）



71 林業成長産業化総合対策

【令和３年度予算概算要求額 17,324（12,868）百万円】

＜対策のポイント＞
意欲と能力のある林業経営者の育成や経営の集積・集約化を進めるため、路網の整備・機能強化、間伐、木材加工流通施設の整備、スマート林業・新素

材開発等の「林業イノベーション」の推進、都市の木造化の促進、木質建築資材の利用環境整備等、川上から川下までの取組を総合的に支援します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（30百万m3 ［平成30年］→ 40百万m3 ［令和７年まで］）

＜事業の全体像＞

林業・木材産業金融対策

林業・木材産業成長産業化促進対策

・利子助成や債務保証、低利融資などの実施により、意欲と能力のある経営者等が行う設備投資等に対する支援を充実

・路網の整備・機能強化 ・高性能林業機械の導入 意欲と能力のある経営者との連携を前提に行う木材加
工流通施設、木造公共建築物、木質バイオマス利用促
進施設、特用林産振興施設の整備

新技術を活用した「林業イノベーション」の推進

林業イノベーション推進総合対策

産学官のプラットフォームを設立し、各事業の助言や技術
開発の方向性の提言等、PDCAプロセスを支援

・都市の木造化の促進
・CLT・LVL等の建築物への利用環境整備
・需給情報の共有、マッチングの取組の推進

木材の需要拡大・流通改革

木材需要の創出・輸出力強化対策木材産業・木造建築活性化対策

・ICT等を活用したスマート林業の推進
・造林分野への異分野技術等の導入促進
・国有林での森林資源データの整備や情報通信基盤整備等の実証

・レーザ計測等による情報のデジタル化
・早生樹母樹林の保全・整備
・低コスト造林技術の活用推進 等

・経営体の能力向上等に資する施業（保育間伐、造林等）等

林業機械の自動化、木質系新素材等の
戦略的案件の開発・実証

・公共建築物等の木造化・木質化
・高付加価値木材製品の輸出促進
・流通木材の合法性確認システム構築 等

木材産業等競争力強化対策持続的林業確立対策

木材の需要拡大・創出、流通改革

林業イノベーションハブ構築事業

普及に向けた環境整備戦略的技術開発・実証

開発技術の実装

地域の活性化に取り組むモデル的な地域を優先的に支援

林業成長産業化地域創出モデル事業

現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策

人材の育成・林業労働安全の推進

・現場管理責任者等の育成
・森林施業プランナーや森林経営プランナーの育成
・専門家による安全診断、最新装置を用いた安全研修等の実施 等

川上から川下まで連携した取組を総合的に支援



71ー１ 林業成長産業化総合対策のうち

林業・木材産業成長産業化促進対策 【令和３年度予算概算要求額 10,614（8,604）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．持続的林業確立対策
意欲と能力のある経営者を育成し、持続的な林業経営を確立するため、出荷ロッ

トの大規模化等によるマーケティング力の強化、路網の整備・機能強化、高性能
林業機械等の導入、間伐材生産、主伐時の全木集材と再造林の一貫作業、経
営体の能力向上等に資する施業（保育間伐、造林等）、コンテナ苗生産施設の
整備、森林境界の明確化、自伐林家等への支援等を推進します。

２．木材産業等競争力強化対策
木材産業等の競争力強化を図るため、意欲と能力のある経営者との連携を前提に

行う木材加工流通施設、木造公共建築物、木質バイオマス利用促進施設、特用

林産振興施設の整備を支援します。

３．林業成長産業化地域創出モデル事業
森林資源の利活用により地域の活性化に取り組むモデル的な地域を優先的に支

援し、優良事例の横展開等を図ります。

［お問い合わせ先］林野庁計画課 （03-6744-2300）

連携

川 中

製材業者、
合板業者等

連携

川 下

木材
需要者

川 上

森林組合、素材生産業者、自伐林家等

意欲と能力のある経営者

川上から川下までの連携により木材の安定供給や流通コストの削減を図り、
生産流通構造改革を推進

持続的林業確立対策 木材産業等競争力強化対策

林業成長産業化地域創出モデル事業

路網の整備・機能強化
高性能林業機械導入（購入、リース）
搬出間伐の推進
資源高度利用型施業

・主伐時の全木集材、それと一貫して行う再造林の実施

経営体の能力向上等に資する施業（保育間伐、造林等）
コンテナ苗生産施設や幼苗生産高度化施設等の整備

・幼苗生産段階における種子選別機や環境制御室等の導入等

マーケティング力ある林業担い手の育成
森林整備地域活動支援対策等

・施業の集約化に向けた境界の明確化
・山村地域活性化の担い手となる自伐林家等への支援

林業成長産業化地域保全対策事業
・山村地域の防災・減災対策
・森林資源保全対策
（鳥獣害、病害虫対策等）

木材加工流通施設等の整備
・需要者ニーズに対応した木材製品の安定的・効率的

な供給体制を構築（労働環境の向上に資する施設の

導入支援を含む）

木造公共建築物等の整備
・CLTの活用など木材利用のモデル性が高い施設の木

造化・木質化を重点的に支援

木質バイオマス利用促進施設の整備
・地域連携の下で熱利用又は熱電併給に取り組む

「地域内エコシステム」を重点的に支援

特用林産振興施設の整備
・地域経済で重要な役割を果たすきのこのほだ場など

特用林産物の生産基盤等の整備を支援

事業構想（都道府県が作成する５年間の取組方針）

＜対策のポイント＞
意欲と能力のある経営者を育成し、木材生産を通じた持続的な林業経営を確立するため、主伐と再造林を一貫して行う施業、路網の整備・機能強化、
高性能林業機械の導入、 経営体の能力向上等に資する保育間伐、木材加工流通施設の整備等、川上から川下までの取組を総合的に推進します。

＜政策目標＞
○ 国産材の供給・利用量の増加（30百万m3［平成30年］ → 40百万m3 ［令和７年まで］）
○ 間伐材生産に係る経費の低下（平成30年度比１割［令和７年度まで］）
○ 高性能林業機械を整備した事業体の労働生産性の向上（整備前から２割［令和９年度まで］）
○ 木材加工流通施設の原木処理量の増加（整備前から２割［令和９年度まで］）
○ 公共建築物における木材利用の増加（累積15,000m3［令和４年度まで］）
○ 木質バイオマス利用促進施設における木材利用の増加（55万m3／年 ［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

都道府県 林業経営体等

定額（1/2、1/3以内等）等

委託

（１、２、３の事業）

（３の事業の一部）

定額（1/2、1/3以内等）等

※ 国有林においては、直轄で実施



71ー２ 林業成長産業化総合対策のうち

林業イノベーション推進総合対策 【令和３年度予算概算要求額 1,973（1,050）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

1. 林業イノベーションハブ構築事業 68（ー）百万円
イノベーションプログラムの実現のため、産学官のプラットフォームを構築します。

2. 戦略的技術開発・実証事業 432（194）百万円
林業機械の自動化、木質系新素材等の戦略的案件の開発・実証を支援します。

3. 開発技術の実装
① スマート林業構築推進事業 212（212）百万円

ICT等先端技術を現場レベルで活用する実践的取組を支援します。
② 先進的造林技術推進事業 65（10）百万円

造林分野への異分野技術等の導入促進の取組を支援します。
③ 国有林林業イノベーションモデル実証事業 247（157）百万円

国有林での森林資源データの整備や情報通信基盤整備等の実証を実施します。
4. 普及に向けた環境整備
① 森林資源デジタル管理推進対策 196（182）百万円

レーザ計測等による森林資源・境界情報のデジタル化等を支援します。
② ICT生産管理推進対策 30（30）百万円

森林資源データの解析・管理手法の標準仕様の作成等を支援します。
③ 早生樹等優良種苗生産推進対策 311（129）百万円

早生樹母樹林の保全・整備や採種園の造成等を支援します。
④ 先進的造林技術推進事業 265（137）百万円

造林事業での低コスト技術やリモートセンシング技術の活用等を推進します。
⑤ 木材生産高度技術者育成対策 147（ー）百万円

ICT等を活用した路網作設ができる高度技術者等の育成を実施します。

＜対策のポイント＞
林業イノベーション現場実装推進プログラム実現のため、産学官のトップランナーから成るプラットフォームを構築するとともに、自動化機械や木質系新素材等

の開発・実証、スマート林業や先進的造林技術等の開発技術の実装、森林資源デジタル管理や高度技術者育成等の普及に向けた環境整備を行います。

＜政策目標＞
○ 自動化等の機能を持った高性能林業機械の実用化（９機種［令和６年度まで］）
○ 森林施業の効率化・高度な木材生産等を可能とする「スマート林業」や低コスト造林モデルの導入（全都道府県［令和６年度まで］）

○ICT等先端技術、異分野
技術の活用、導入

開発技術の実装

異分野人材による事業開発への支
援等

情報共有

山元と川下の需給情報をリアルタ
イムで共有

ニーズとシーズ
をマッチング

企業、ベンチャー等

戦略的技術開発・実証

○自動化機械、新素材等の
開発・実証

普及に向けた環境整備

○早生樹母樹林の保全、低
コスト造林技術の展開等

レーザ計測での資源情報把握

早生樹・
エリートツリーの
活用等

ドローンに
よる苗木運搬

造林関係者

セルロース

リグニン等 工業用素材に利用

生産性向上、労災防止に資す
る自動化機械の開発

木の成分を使用した新素材の技術
開発・実証等

産学官のトップランナーからなるプラットフォームを設立。各事業への助言や技術開発の
方向性の提言等、PDCAプロセスを支援

林業イノベーションハブ構築事業

［お問い合わせ先］
（１、２、４⑤の事業） 林野庁研究指導課（03-3501-5025）
（３①、４①②の事業） 計画課 （03-6744-2300）
（３②、４③④の事業） 整備課 （03‐3502‐8065）
（３③の事業） 経営企画課（03-3502-1027）

＜事業の流れ＞
市町村

民間団体等

定額

（１、２、３①②、４②③④⑤の一部）

（４①③④⑤の一部）

国

定額、1/2

委託、定額

定額、1/2
都道府県

民間団体等

都道府県

※３③、４①③⑤の一部の事業は、国有林において直轄で実施

（４①④の一部）



71ー３ 林業成長産業化総合対策のうち

木材産業・木造建築活性化対策 【令和３年度予算概算要求額 1,931（1,310）百万円】

＜対策のポイント＞
都市部における木材需要の拡大に向け、木質建築資材の利用の実証への支援や大径材の需要拡大に向けた技術開発等への支援、 CLT・LVL等の建築

物への利用環境整備への支援を行います。あわせて、需給情報の共有やマッチングの取組を推進し、効率的なサプライチェーンを構築します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（30百万m3 ［平成30年］→ 40百万m3 ［令和７年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．都市の木造化促進総合対策事業 642（448）百万円

都市部における木質建築資材（JAS構造材、木質耐火部材、内装材等）の利用実証を、
山元還元を促進する優先枠（SCM推進フォーラム等）を設けて支援します。

大径原木や羽柄材・内装材等の利用拡大等に向けた取組を支援します。
また、川上から川下までの事業者が連携した顔の見える木材を使用した構造材、家具・建具

等の普及啓発等の取組を支援します。

２．CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業 1,029（661）百万円

CLTを用いた先駆的な建築物の設計・建築や街づくり等の実証、CLT・LVL等の利用促進

や設計の容易化、設計者・施工者の育成等を支援します。

木質建築資材の標準化や低コスト化等を支援するとともに、品質を保証するための仕組み

の開発等を実施します。

３．生産流通構造改革促進事業 261（201）百万円

SCM推進フォーラム（協議会）の設置・運営による川上から川下までのマッチングや、木材

需給情報を収集・分析し発信する取組等を支援します。あわせて、中高層建築物における木

材の利用環境整備、製材品等の流通実態の調査を実施します。また、木材加工設備等導入

の利子助成・リース、森林認証材の普及啓発等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞ 国 民間団体等

民間団体等

民間団体等

委託

定額

定額

事業費の定額、2/3、1/2、3/10、1/10

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-3502-8062）

国

民間団体等

各地区における情報活用支援

SCM推進フォーラムの設置・運営

需給情報DB

部材の標準化に必要なデータ収集木質建築資材の開発

都市の木造化に向けた取組 顔の見える木材を使用した構造材・家具等の普及啓発

ＣＬＴ
LVL被覆
1時間耐火柱

需給情報の収集・分析

SCM推進フォーラム

CLTを活用した街作りの実証



71ー４ 林業成長産業化総合対策のうち

木材需要の創出・輸出力強化対策 【令和３年度予算概算要求額 909（700）百万円】

＜対策のポイント＞
林業の成長産業化を実現するため、公共建築物等の木造化・木質化、木質バイオマスのエネルギー利用、民間セクターによる非住宅建築物等への木材利

用や木材利用に対する消費者等の具体的行動の促進等の様々な分野における木材需要の創出及び高付加価値木材製品の輸出拡大の取組を支援します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（30百万m3 ［平成30年］→40百万m3 ［令和７年］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．民間部門主導の木造公共建築物等整備推進事業 50（45）百万円

民間事業者等が主導する公共建築物等の木造化・木質化を推進するため、地域

への専門家派遣や地域での取組を分析・普及する取組等を支援します。

２．「地域内エコシステム」推進事業 260（269）百万円

木質バイオマスの熱利用を行う「地域内エコシステム」の構築に向け、地域における

合意形成や技術開発、技術面での相談・サポート等の取組を支援します。

３．高付加価値木材製品輸出促進事業 130（104）百万円

木材製品の輸出拡大を図るため、企業間の連携によるモデル的な輸出の取組、

高耐久木材の輸出環境調査、日本産木材製品のPR等の取組を支援します。

４．「クリーンウッド」普及促進事業 57（57）百万円

木材関連事業者の登録を推進するため、幅広い関係者へのクリーンウッドの普及

啓発の取組への支援をします。また、国別・地域別の違法伐採関連情報を提供します。

５．流通木材の合法性確認システム構築事業 100（－）百万円

流通過程の木材の合法性確認の信頼性、透明性を向上させるため、林業DXに繋

がる流通木材の合法性確認システムの構築に向けた調査・検討、普及啓発を行います。

６．民間セクターによる非住宅建築物等木材利用促進事業 253（201）百万円

木材利用に取り組む民間企業ネットワークの構築、内装木質化等の促進、屋外

での木材利用拡大、普及啓発活動等の取組を支援します。

７．広葉樹を活用した成長産業化支援対策事業 59（24）百万円

特用林産物に関する情報の収集・分析・提供、国産特用林産物の競争力の強化

に向けた実証、需要拡大と担い手確保を一体的に行う取組等を支援します。

［お問い合わせ先］ （１～６の事業）林野庁木材利用課（03-6744-2120）
（７の事業） 経営課 （03-3502-8059）国 民間団体等

定額、委託
＜事業の流れ＞

公共建築物の木造化・木質化
のため技術支援を推進

「クリーンウッド・ナビ」において
合法伐採木材関係情報を提供

ウッドデッキ等に使われる高耐久
木材の海外販路開拓を推進

川上 川中 川下 消費者

流通過程の木材の
合法性確認の信頼性、透明性を向上

川上から川下までを繋ぐシステム構築に向けた調査等を実施

高付加価値きのこ等の生産・

加工・流通に係る実証等を推進

【地域協議会】
事業の理解・合意形成
主体意識づくり

川上：燃料供給

川中：燃料製造
川下：エネルギー利用

「地域内エコシステム」の構築のため
の川上、川中、川下の連携を推進

民間企業ネットワークにより民間

建築物の木造化等の実現を推進

情報技術も活用した木材利用
の効果的な普及啓発を推進



【令和３年度予算概算要求額 519（396）百万円】

＜対策のポイント＞
効率的かつ効果的な木材生産を実現するため、林業の現場を管理する班長クラスの責任者やこれからの林業経営を担う人材の育成、林業労働安全を推
進するための取組等を支援します。

＜政策目標＞
○ 現場管理責任者等の育成（7,200人［令和７年度まで］） ○ 林業労働災害死傷者数（平成29年比５％以上減少［令和４年まで］）
○ 林業労働災害死亡者数（平成29年比15％以上減少［令和４年まで］）○ 森林経営プランナー認定者数（500名［令和４年］ ）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．現場技能者キャリアアップ対策

現場管理責任者（フォレストリーダー）、統括現場管理責任者（フォレストマ

ネージャー）の育成や技能検定への林業の追加に向けた取組を支援します。

２．森林プランナー育成対策

施業集約化を担う森林施業プランナーや木材の有利販売等を担う森林経営プラ

ンナーの育成を支援します。

３．林業労働安全推進対策

林業経営体の自主的な安全活動を促進するため、労働安全の専門家による林

業経営体への安全診断、死亡災害が多い伐木作業についての労働安全に資する

最新装置を活用した研修の実施等を支援します。

［お問い合わせ先］林野庁経営課（03-3502-1629）

71ー５ 林業成長産業化総合対策のうち

現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策

国

民間団体等
定額

＜事業の流れ＞

定額、1/2

民間団体等

（１、３の事業）

（２の事業）

森林プランナー育成対策

林業経営体

林業労働安全
推 進 対 策

伐木等作業の労働
安全に資する最新
装置を活用した研修、
労働安全の専門家に
よる安全診断等

ﾌｫﾚｽﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾌｫﾚｽﾄﾘｰﾀﾞｰ

ﾌｫﾚｽﾄﾜｰｶｰ

就業５年以上

就業10年以上
技能検定への林業の
追加に向け、技能評
価試験の試行的な
運用を支援

現場を管理する班長ク
ラス等の責任者を育成

現場技能者キャリアアップ対策

「緑の人づくり」総合支援
対策により実施

森林経営ﾌﾟﾗﾝﾅｰ森林施業ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

木材の有利販売や、
事業体間の連携などに
取り組む経営者を育成

施業集約化を推進
する人材を育成



72 「緑の人づくり」総合支援対策

【令和３年度予算概算要求額 5,314（4,686）百万円】

＜対策のポイント＞
新規就業者の確保・育成や林業への就業前の青年に対する給付金の支給を行うとともに、就業への関心を高めるためのスマート林業の技術の普及啓発、

森林経営管理制度の運用に当たって市町村への指導・助言を行える技術者の養成等に取り組みます。
＜政策目標＞
○ 新規就業者の確保（1,200人［令和３年度］）
○ 林業労働災害死傷者数（平成29年比５％以上減少［令和４年まで］）
○ 林業労働災害死亡者数（平成29年比15％以上減少［令和４年まで］）
○ 森林経営管理制度の支援を行える技術者の育成（１,000人［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

1．森林･林業新規就業支援対策 5,272（4,644）百万円

① 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業 4,628（4,230）百万円
就業ガイダンスや林業作業士（フォレストワーカー）研修、造林作業者の育成

等に必要な経費を支援します。
② 緑の青年就業準備給付金事業 560（376）百万円

林業大学校等において、林業への就業に必要な知識・技術等の習得を促進し、
将来的に林業経営をも担い得る有望な人材として期待される青年を支援します。

③ 未来の林業を支える林業後継者養成事業 84（38）百万円
スマート林業をはじめとした技術・知識の普及啓発活動、社会人等が先進的技

術を学ぶインターンシップの実施、地域の中核となる女性の活動等を支援します。

2．森林経営管理制度推進事業 41（41）百万円

森林経営管理制度を円滑に運用できるよう、市町村の森林・林業担当職員を支
援する技術者を養成するとともに、全国の知見・ノウハウを集積・分析し、市町村等
に提供します。

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

都道府県等

林業経営体

給付対象者

定額 定額

定額

定額

（１①の事業）

（１②の事業）

［お問い合わせ先］（１の事業）林野庁経営課 （03-3502-8048）
（２の事業） 森林利用課（03-6744-2126）

民間団体等

民間団体等

委託、定額、1/2

定額

（１③の事業）

（２の事業）

就業ガイダンスの開催、トライアル雇用（最長３ヶ月の短期研修）

林業大学校等で学ぶ青年への給付金の支給
（最大155万円／年・人 最長２年支給）

１．森林･林業への新規就業の支援

就業前

↓

就業後

フォレストワーカー研修
（最大約137 万円／年・人（１経営体に研修生２名で、１年目研修生の場合））

※造林作業者を育成する研修を含む

※山間部での定着に向けた導入研修を含む

フォレストワーカー研修
（集合研修とOJTを組み合わせた３年間の体系的な研修）

（最大約137 万円／年・人（１経営体に研修生２名で、１年目研修生の場合））

高校生・社会人に対するインターンシップ等

２．森林経営管理制度推進事業

地域の森林・林
業行政の支援体
制を構築森林経営管理制度に関する知見・ノウハウを

集積・分析し、市町村等に提供

市町村を指導できる技術者を養成する研修
の実施



73 新たな森林空間利用創出対策

【令和３年度予算概算要求額 191（121）百万円】

＜対策のポイント＞
地方の活性化に向けた「関係人口」の創出・拡大のため、森林空間を多様な分野で活用する「森林サービス産業」の創出・推進の取組や、「日本美しの森
お薦め国有林」の重点的な環境整備を行うとともに、森林と人との関わりに対する国民理解の醸成を図るため、全国規模の緑化行事の開催を支援します。

＜事業目標＞
○ 新たに「森林サービス産業」の創出・推進に向けて取り組む地域数（30地域以上 [令和４年度まで]）
○ 重点整備された「日本美しの森 お薦め国有林（レクリエーションの森）」の利用者数（平成29年度比50%以上増 ［令和６年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．「森林サービス産業」創出・推進に向けた活動支援事業 95（55）百万円
健康、観光、教育等の分野で森林空間を活用して、新たな雇用と収入機会を生み

出す「森林サービス産業」の創出・推進の取組を支援します。
① モデル事業（ワーケーションの推進を含む）の実施
② 課題解決型研修会の実施
③ 課題共有・解決のための効果分析・情報発信
④ 産学官コンソーシアムにおける技術課題の調査・研究等

２．森林景観を活かした観光資源の整備事業 64（34）百万円
「日本美しの森 お薦め国有林」において、外国人旅行者を含めた観光利用を推進

するため重点的な環境整備等を実施します。
① 多言語による情報発信や木道整備等の実施
② 安全に利用できるための通話可能エリアマップ等の整備
③ 「新たな日常」を見据えたワーケーション環境の整備等

３．全国規模の緑化運動の促進 32（32）百万円
森林空間利用や緑化をはじめとした森林と人との関わりに対する国民の理解醸成を

図るため、全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭の開催等を支援します。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等 地域協議会等

定額 定額

（１、３の事業）

［お問い合わせ先］（１、３の事業）林野庁森林利用課（03-3502-0048）
（２の事業） 経営企画課（03-6744-2323）

（１の事業の一部）

※２の事業は、直轄で実施

にっぽんうつく

「３密」でない森林空間を活用した新たな産業等の創出・推進

「森林サービス産業」創出・推進に向けた
活動支援事業

民間企業等と地域協議会等
が、「企業の健康経営」による
森林空間利用を核とした「森
林サービス産業」の創出・推
進に向けた課題解決に取り
組むためのモデル事業や研修
会の実施

効果分析・情報発信

・効果の検証、先行
事例等の分析
・企業等への効果の
発信、地域への具
体的実施手段の共
有

森林景観を活かした観光資源の整備事業

産学官コンソーシアム

・コンソーシアムによる
研究開発、サービス
提供の仕組みづくり、
普及・啓発などの活
動を支援

モデル事業・課題解決型研修会の実施

ワーケーション環境の

整備（Wi-Fi整備）

通話可能エリアマップの整備

動画によるPR

木道の整備
森林セラピー等

研修会



74 森林・山村多面的機能発揮地域力支援対策

【令和３年度予算概算要求額 1,900（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
森林の多面的機能発揮や新たな関係人口の創出を通じ、地域固有の資源である森林の価値を顕在化させ、山村地域の活性化を図るため、多様なコミュニ

ティによる森林資源を活用した地域づくりの取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 地域外からの活動参加者数（関係人口を含めた活動への参加者数）が増加した活動組織の割合を毎年度増加
○ 森林の多面的機能の発揮及びコミュニティの形成に関する目標を達成した活動組織の割合（８割 ［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．森林・山村多面的機能発揮地域力支援対策交付金 1,877（ー）百万円

① 森林資源価値創造タイプ

地域住民や地域外関係者（関係人口）で構成する活動組織が主体となって実

施する里山林を活用した森林空間利用活動、里山林整備活動等、関係人口の創

出を通じ地域コミュニティ活性化を図る取組を支援します。

② 地域資源維持保全タイプ

地域住民、森林所有者等地域の実情に応じた３名以上で構成する活動組織が

実施する里山林の保全・整備、希少種等の保全等、地域価値の発揮を通じ地域

コミュニティ維持を図る取組を支援します。

※ 活動組織の自立を促す地域協議会、都道府県の取組を併せて支援

２．森林・山村多面的機能発揮地域力支援対策評価検証事業

24（ー）百万円

① 森林・山村多面的機能発揮地域力支援対策交付金による活動の成果を評価・

検証します。

② 地域協議会や活動組織を集めた活動内容の報告・意見交換会等を開催します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］林野庁森林利用課（03-3502-0048）

地
域
協
議
会

都
道
府
県
・
市
町
村

自ら設定する成果目標に基づき活動組織が事業
の自己評価（モニタリング調査等）を実施

森林・山村多面的機能発揮地域力支援対策交付金

評価検証事業
・活動の成果の評価・検証（モニタリング調査の分析等を含む）
・地域協議会、活動組織を集めた報告・意見交換会等

○地域コミュニティ活性化のための

・森林空間利用活動（健康、教育
等の場として利用）

・間伐材、薪、炭、特用林産物の
利活用

・情報発信活動
・地域外関係者の創出活動
・路網等整備活動
・活動用資機材の整備

②地域資源維持保全タイプ①森林資源価値創造タイプ

○里山林整備等作業（定額）
・里山林整備（12万円/ha）
・進入竹の伐採等（28.5万円/ha）
・路網の補修・機能強化等（800円/m）
・機材及び資材の準備（1/2、1/3以内）

○地域コミュニティ維持のための

・里山林保全・整備活動
・進入竹の伐採・除去活動
・希少種等の保全活動
・地域コミュニティ維持活動
・路網等整備活動
・活動用資機材の整備

○その他(森林空間利用、地域外活動
等)活動経費（上限300万円）

①タイプの上限 1,000万円
②タイプの上限 500万円

活動組織

・
活
動
組
織
へ
の
支
援
等

交
付
単
価

国

国 民間団体等
委託

地域協議会 活動組織
（１の事業）

定額、1/2、1/3以内

都道府県 市町村
定額定額

（２の事業）

定額、1/2、1/3以内



75 花粉発生源対策推進事業

【令和３年度予算概算要求額 154（117）百万円】

＜対策のポイント＞
花粉症対策苗木等への植替えの支援、スギ花粉飛散防止剤の実用化に向けた実証試験、スギ雄花の着花状況等の調査、スギ雄花の着花特性の短期

間・高精度検査手法の開発等を進めるとともに、これらの対策の強化、普及啓発等を一体的に実施し、総合的に花粉発生源対策を進めます。

＜事業目標＞
スギ苗木の年間生産量に占める花粉症対策に資する苗木の割合の増加（約５割［平成30年度］ → 約７割［令和14年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．総合的な花粉発生源対策の強化及び普及 10（10）百万円

国や都道府県等が取り組む花粉発生源対策に係る調査及び技術開発の成果の

普及等を支援します。

２．花粉の少ない森林への転換促進 100（62）百万円

① 花粉症対策苗木等への植替促進

花粉を飛散させるスギ・ヒノキ林の花粉症対策苗木や広葉樹等への植替えを促す

ため、素材生産業者等が行う森林所有者への働きかけ等を支援します。

② 花粉症対策品種の円滑な生産支援

スギ雄花着花特性を短期間・高精度で検査する手法の開発及び少花粉ヒノキ

のミニチュア採種園の管理に係る技術的指導を支援します。

３．スギ花粉飛散防止剤の実用化試験 29（29）百万円

花粉飛散防止剤の実用化を図るため、空中散布の基本技術の確立、低コスト・

高品質な大量培養技術の開発等を支援します。

４．スギ・ヒノキ雄花の着花量調査の推進 15（15）百万円

スギ雄花の着花状況等の調査、ヒノキ雄花の観測精度向上のための調査手法の

開発を支援します。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

定額

［お問い合わせ先］林野庁森林利用課（03-3501-3845）

・素材生産業者等が行う森
林所有者への花粉症対策
苗木や広葉樹等への植替
えの働きかけ

花粉の少ない森林への転
換促進

伐って花粉の少
ない森林づくりを
しましょう。

いいね！

・スギ雄花の着花状況等の
調査

・ヒノキ雄花の観測技術の
開発、試行的な着花状
況調査の実施

・ドローンの活用等による効
率的かつ高精度な着花
量推定手法の開発

スギ・ヒノキ雄花の着花量
調査の推進

＜スギ雄花の着花量調査＞

スギ花粉飛散防止剤の
実用化試験

＜スギ花粉飛散防止剤に
より枯死した雄花＞

・スギ花粉飛散防止剤の空
中散布技術の開発

・低コスト・高品質な大量培
養技術の開発

総合的な花粉発生源対策の強化及び普及

・上記の取組状況や調査成果、特色ある地域の植替促進取組等の情報収集及び発信

・スギ雄花着花特性を短期
間・高精度で検査する手法
の開発
・少花粉ヒノキミニチュア採
種園の管理技術の指導

取組成果等情報の集約、一体的に普及啓発



76 水産資源調査・評価推進事業等

【令和３年度予算概算要求額 9,018（5,225）百万円】

＜対策のポイント＞
調査船調査、市場調査、海洋観測等を拡充し、資源調査・評価体制を強化することにより、最大持続生産量（MSY）を達成できる資源水準の算定や資
源評価対象魚種の拡大を促進するとともに、近年の不漁の原因解明も含め、水産資源に対する海洋環境の影響把握を推進します。

＜事業目標＞
資源評価対象魚種の拡大（50種［平成30年度］→200種程度［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．調査船調査（加入量や親魚量等の推定精度の向上）
漁獲可能量（TAC）制度の対象魚種の精度向上やTAC対象魚種の拡大等の

ため、魚群探知機等による調査船調査を行い、加入量や親魚量等を推定します。

2．市場調査（生物情報収集体制の強化）
魚市場において、対象となる魚種を購入し、分析することにより、年齢や成熟状態等

の生物学的情報を収集し、資源評価対象魚種の拡大を推進します。

３．海洋環境要因の把握（不漁原因の解明、気候変動の影響予測等）
近年、複数魚種が同時に不漁となったことも踏まえ、調査船や観測ブイ等を利用し、

水温、塩分、海流等の情報を収集することにより、海洋環境と資源変動や漁場形成と
の関係の解明に取り組みます。また、漁業・養殖業に及ぼす気候変動の影響を予測
し、適応策を検討します。

４．資源評価の理解促進
資源評価の客観性等の確保、理解促進のためのレビューや情報提供を推進します。

５．国際交渉対応
多国間等での国際交渉を日本が主導するために必要な調査等を行います。

６．水産庁漁業調査船「開洋丸」の代船建造
増大する資源調査・評価のニーズに対応するため、最新鋭の調査・情報機器を

導入した新鋭の調査船への代船建造を進めます。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

委託、
補助（定額、1/2）

（１～５の事業） ［お問い合わせ先］水産庁漁場資源課（03-6744-2377)
研究指導課（03-3502-0358)

水産資源の維持・回復のため、
〇MSYをベースとした資源評価・管理を実施
〇TAC制度の対象魚種拡大や個別割当(IQ)の導入を促進
〇資源管理協定の目標設定や検証に活用し、より効果的な資源管理を推進
〇国際水産資源の持続的利用と我が国漁業の操業の確保を推進

〇資源解析
・収集したデータを解析し、加入量と親魚量の関係等からMSYを算定 等

〇生物学的許容漁獲量（ABC）の算定等
・資源状態や漁獲管理規則等に応じたABCの算定 等

〇資源状態の判断
・資源や漁獲圧力が、MSYを達成する水準よりも上か下かを判断

〇データの収集
・調査船調査により加入量や親魚量等に関する情報を収集
・市場調査により対象となる魚種の生物学的情報を収集 等

＜主な目標＞

〇国際交渉への対応

・国際交渉に対応するための調査船調査の実施、データの解析・評価、協議 等

〇資源評価結果の情報提供
・資源評価結果の理解促進のため、情報提供を実施

＜主な目標＞
〇資源評価対象魚種及び評価内容（MSY等）を国際的に遜色のないレベルへ向上
〇諸外国との協議の場で資源評価・資源管理を主導
〇気候変動に適応した漁業・養殖業を推進

MSYベースの資源評価

関係国が収集
したデータを基
に共同で資源
評価を実施し、
資源管理措置
を策定

国際水産資源

漁業調査船の代船建造
による調査体制の強化

※６の事業は、直轄で実施



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁獲情報デジタル化推進事業
漁業者等から漁獲情報の迅速な収集を可能とするためのシステムを構築するとともに

生産現場におけるシステムの導入等に必要な経費を支援します。
２．数量管理システム強化事業
TAC魚種等の漁獲情報の収集･分析等に対応したシステムの改修、漁獲成績報告

の電子化システムの実装等を行います。
３．漁獲証明等システム普及事業
漁獲証明制度の導入に向け、漁協等が漁獲番号を含む取引伝票を即座に発行等
するために必要となる電子化システムの開発及び関連機器等の普及等を支援します。
４．スマート水産業推進基盤構築事業
データ利活用のガイドラインやデータ標準化の充実、資源評価・管理の高度化と水

産業の生産性の向上に資するデータ連携の取組を推進します。
５．ICTを利用した漁業技術開発事業
沿岸漁業において、ICTを利用した7日先までの漁場探索の「見える化」を推進し、
資源管理を図りつつ、沿岸漁業の操業の効率化等を支援します。
６．スマート水産業現場実装推進事業
スマート水産技術に関する人材バンクの設置、スマート水産業の現場導入に向け
た教育機関での授業やフォーラムの開催等を支援します。

民間団体等

［お問い合わせ先］ （１、４の事業）水産庁漁場資源課（03-6744-2377）
（２の事業） 管理調整課（03-5510-3303）、国際課（03-6744-2364）
（３の事業） 加工流通課（03‐6744‐1867）（５、６の事業） 研究指導課（03-3591-7410）

77 スマート水産業推進事業

【令和３年度予算概算要求額 2,897（689）百万円】

＜対策のポイント＞
新たな資源管理システムに対応しつつ、人との接触機会の軽減にも資する電子的情報収集体制や漁獲証明制度の導入に向けた漁獲情報等の電子化シス
テム等の整備を推進します。また、データのフル活用を可能とする環境整備の推進、 ICTを活用した漁場の見える化、現場導入に向けた教育機関での授
業・フォーラムの開催等を支援します。
＜事業目標＞
○ 主要な漁協・市場からの水揚げ情報を電子的に収集する体制を整備（400箇所以上［令和４年度まで］）
○ 漁獲量ベースで８割をTAC魚種とする［令和５年度まで］
○ 経験が少ない漁業者でも、資源管理を図りつつ、漁場到達できるシステムを確立し、全国の海域に拡大［令和５年度まで］
○ スマート水産業の導入等に向けた人材の育成［令和５年度まで］

＜事業の流れ＞

国
民間団体・漁業協同組合等

定額

委託

＜目的＞資源評価・資源管理の高度化
・資源評価の精度向上
・資源評価対象魚種の拡大
・適切な数量管理の実現
・資源管理の徹底

１．漁獲情報デジタル化推進事業
・産地市場・漁協からのデータ収集体制整備
・漁業者からの漁獲報告用ツールを開発
・資源評価用のデータ収集ツールの開発

２．数量管理システム強化事業
・TAC魚種及び国際資源に係る漁獲情報の収
集、情報システムの保守管理・改修等を実施
・漁獲成績報告の電子化システムの現場実装

４．スマート水産業推進基盤構築事業
・データ利活用の推進に向けたガイドラインの策定やデータの標準化の推進
・水産業データ連携基盤を活用した資源評価・管理、漁業・養殖業の生産性向上の事例創出

３．漁獲証明等システム普及事業
・ナマコやアワビを扱う全国の主要な漁協等が、鮮度を重視した迅速な水産流通に対応して漁獲番号を含む取
引伝票を発行し、かつサプライチェーン間で耐改ざん性の高い状態で漁獲番号がスピーディーに伝達されていくこと
を可能とするシステムの開発・実証及び関連機器等の普及。
・都道府県単位で創設する関係者協議会の現地の取引実態に即した運用の在り方の検討等の取組への支援

＜目的＞漁業・養殖業の生産性向上
・勘と経験に基づく漁業からの脱却
・スマート水産技術の普及・啓発
・輸出を視野に入れた品質面・コスト面等で
競争力ある流通構造の確立

５．ICTを利用した漁業技術開発事業
・ICT技術により7日先までの漁場の「見える化」を図る
・資源管理を図りながら漁場予測海域を全国に拡大

６．スマート水産業現場実装推進事業
・スマート水産技術の知識等を有する専門家による人
材バンクの設置し、生産性の向上や資源管理の高度
化に繋がる技術を普及
・スマート水産業の現場導入等に向けたフォーラム等の
開催や教育機関での授業等により人材を育成

水産資源の持続的利用
のための取組

水産業の成長産業化
に向けた取組

スマート水産業の推進



78 新たな資源管理システム構築促進事業

【令和３年度予算概算要求額 1,746（1,332）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１.国内資源の管理体制構築促進
① 数量管理体制構築推進事業

ア 定置網漁業等における数量管理のための技術開発を支援します。
イ IQ導入に向けた取組を支援します。
ウ 新たに数量管理の取組を試行する場合に必要な経費を支援します。

② 資源管理協定体制構築事業
ア 資源管理計画の履行確認、評価・検証の実施及び資源管理協定への移行に
必要な経費等を支援します。

イ 自主的な資源管理の効果を見える化するための手法開発や開発された手法の
普及・啓発に必要な経費を支援します。

③ 遊漁資源管理システム構築事業
ア 遊漁の実態調査を行い、採捕量等の推計手法の確立を進めます。
イ 遊漁者に対する資源管理の指導等に必要な経費を支援します。

④ さけ・ます等栽培対象資源対策事業
ア 遺伝子解析による広域種の放流効果検証等への支援や新規栽培対象種の種
苗生産・放流に係る技術開発を行います。

イ 河川ごとのサケ増殖戦略を策定する取組等への支援や、サケ稚魚放流後の減耗
回避等に係る技術開発を行います。

2.国際資源の管理体制構築促進
① 周辺諸国等と協調した資源管理の推進等のための民間協議、国際的な資源管
理に必要な情報収集等を支援します。

② 地域漁業管理機関（RFMO）によるかつお・まぐろ等の国際管理魚種の資源管
理措置を履行するとともに、資源評価・管理に資する正確なデータ収集を推進します。

＜事業の流れ＞

＜対策のポイント＞
改正漁業法の下、新たな資源管理システムへ移行するため、TAC・IQ導入の推進、自主的な管理の強化等に必要な資源の管理体制を構築します。

＜事業目標＞
漁獲量ベースで８割をTAC魚種とする［令和５年度まで］

国内資源の管理体制構築促進

数量管理のための技術の開発

・選択的な漁獲が難しい漁法（定置網等）
において数量管理のための技術を開発

「TAC・IQの導入を推進」

数量管理の取組の試行を支援

• 新たに数量管理の取組の試行を希望する
地域、団体に対して、現場の合意形成や
技術・知見の導入等に必要な経費を支援

資源管理計画から資源管理協定への移行
• 資源管理指針・計画体制の着実な実施

に加え、資源管理協定への移行に伴って
必要な指導、調査費等を支援

資源管理の効果を見える化
• 自主的な資源管理の効果を見える化し、

定量的に評価する手法を開発

「自主的な管理を強化」

• 遊漁の実態を把握し、採捕量等を推計
する手法を開発、併せて指導員を育成。

「遊漁実態の把握・指導強化」

広域種の効果的な種苗生産・放流
• 遺伝子解析に基づいた放流の受益と負

担の公平化に必要な経費等を支援

サケ増殖戦略の策定
• 低密度飼育の取組や増殖戦略策定に

必要な経費を支援

「さけ・ます等栽培対象資源対策」

国際資源の管理体制構築促進

• 周辺諸国等との資源管理の推進等のための
民間協議、国際的な情報収集等の実施

• VMSシステムによる操業管理、違法操業抑
止・VMS故障警報装置の整備

• 科学オブザーバーの配乗・EMの実施
収集データの管理・分析

• 漁獲証明制度、外国漁船漁獲物の
DNA分析等による漁獲・輸入管理

［お問い合わせ先］

水産庁管理調整課（03-3502-8452）国 際 課（03-3501-3861）

栽培養殖課（03-6744-2385）研究指導課（03-3591-7410）

国
委託

民間団体等

（1③ア④、2②の事業）

定額

国 協議会等

（1②アの事業）補助

定額、1/2

民間団体等

（１①②イ③イ④、２①の事業）

国

ＩＱの取組を支援

・ＩＱの導入に向けた漁業の実態に合わ
せた管理に必要な体制づくりや普及のた
めの調査、機器開発等の取組を支援



79 新資源管理導入円滑化等推進事業

【令和３年度予算概算要求額 1,000（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
新たな資源管理への移行に伴い影響を受ける漁業者による減船等の構造再編や、それにより影響を受ける加工業者による原料転換の取組を支援するとと

もに、新たな数量管理の導入に伴い更なる操業制限を行う漁業者が取り組む漁場保全活動や水産資源調査等を支援します。

＜事業目標＞
漁業経営の安定、資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合の増加（90％［令和４年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．資源・漁場保全支援事業
TAC・IQの導入に伴い更なる操業制限を行う漁業者が取り組む漁場保全活動や

水産資源調査を支援します。

２．減船・休漁等支援促進事業
新たな資源管理への移行に伴い影響を受け、漁船隻数の縮減や休漁等を行う漁

業者を支援します。

３．水産加工業支援事業
１の事業の影響を受ける加工業者に、原料転換に伴う経費などを支援します。

４．相互扶助漁獲支援事業
同一資源を利用する漁業者間において、若齢魚を獲り控える漁業者に対し、成魚を

漁獲し利益を得る漁業者がとも補償を行う場合に上乗せ支援します。

定額

国 事業実施主体
(一社)大日本水産会

＜事業の流れ＞

漁業者
定額 定額、2/3、1/2

定額 漁連等 漁協等

（２、４の事業）

（１の事業）

３．水産加工業支援事業

原料転換等に伴う経費支援
・製造ライン改修
・機器整備
・マーケティング経費

掛かり増し経費
・遠隔地からの原料確保に伴う運賃
・原料変更に伴うパッケージ変更

４．相互扶助漁獲支援事業

若齢魚

放流

基金

漁獲

成
長

定
置
網

は
え
縄

成魚

拠出金＋α

拠出金

［お問い合わせ先］水産庁企画課（03-6744-2341）

水産加工業者

漁協等

定額、1/2

（３の事業）

２．減船・休漁等支援促進事業

休
漁

廃業
一定期間
の休漁

新たな資源水準に
見合った漁業体制を構築

資源管理と漁業経営の両立が困難

休漁

特定の資源対象魚種の漁獲を目的とし
ていないにも関わらず、資源管理をするた
めに休漁する漁業者を支援

通常は定置網で
魚種Ａを漁獲

出漁
できない

魚 種 Ａ の 主
漁 期 に 魚 種
Ｂが大量に来
遊した場合、
魚 種 Ｂ を 漁
獲したくない漁
業者でも数量
管理に基づく
規制によって
休漁を強いら
れる

数量管理して
いる魚種Ｂが
大量に来遊

海底耕うん・海洋ごみの除去等
＋底質情報把握等

漁場生産力の向上を
図る環境・生態系の保全

漁業者の
水産資源調査
に係る理解促進

漁業者の
環境・生態系

に係る理解促進

資源管理に関する
漁業者の参画意識の
醸成や取組の促進

海洋環境データの収集

資源管理に資する
水産資源の調査

１．資源・漁場保全支援事業

定額、2/3、1/2

https://1.bp.blogspot.com/-aeKekNAoLUc/WSa80P0dK0I/AAAAAAABEhk/WbxbJh70DB4Av2ykjq14Vgp9ipzCtKCPwCLcB/s800/job_gyogyou_ryoushi.png
https://2.bp.blogspot.com/-pyvw2e7MRPs/WUdY4OZ8CII/AAAAAAABFAk/ADmfCaOVJAc7jwGpM3aaq-buBkryu8DggCLcBGAs/s800/job_gyogyou_ryoushi_furyou.png


80 漁業収入安定対策事業

【令和３年度予算概算要求額 57,705（14,200）百万円】

＜対策のポイント＞
記録的不漁や台風等の災害が多発し、また、国内外において需要が変化する中で、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＞

１．資源管理等推進収入安定対策事業費

＜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）

２．漁業共済資源管理等推進特別対策事業費

＜共済掛金の追加補助＞

計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、共済掛金の上乗せ補助をします。

（国の補助は共済掛金の30％（平均）程度）

３．収入安定対策運営費

事業を運営するために要する経費について補助します。

＜事業の流れ＞

国 漁業共済組合
連合会

漁業者

定額
共済掛金の
上乗せ補助

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。共済掛金に
上乗せ補助

漁業共済で
補塡可能な

部分

自己負担部分

漁業者

１

国

３

平均70％程度

掛金の負担割合（模式図）

法定
補助金

(平均40％)

自己
負担

基準収入（※）

90%（原則）

100%

80%（原則）

減

収

収安
補助金

(平均30％)

※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カ年の平均値


