64 農山漁村振興交付金
【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）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
に対し、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＞
ソフト

中山間地農業推進対策

ハード

地域における土地利用構想の作成から実現までの取組を総合的に支援します。

土地利用構想の作成

簡易な整備

農地の粗放的利用

農山漁村発イノベーション対策

ソフト

中山間地域での収益力向上に向けた取り組みや農村型地域
運営組織（農村RMO）形成を支援します。

栽培技術のｅラーニング

農泊推進型

農村RMOによる農用地保全

農福連携型

農山漁村発イノベーション
推進事業
ソフト

景観等を利用した
高付加価値コンテンツの開発

障害者等の農産物栽培
技術の習得等

新モデル確立・展開事業

インフラ管理や
スマート農業等
に必要な情報
通信環境の整
備を支援します。

都市農業機能
発揮対策
農産物加工・
販売施設の整備

集出荷・貯蔵・加工
施設の整備

農山漁村発イノベーション委託調査事業

（※）農山漁村振興交付金の全ての対策について活用が可能

古民家等を活用した
滞在型施設の整備

障害者等が作業に携わる
生産施設の整備等

ソフト

ハード

通信施設の整備

農山漁村地域
都 市 部

農山漁村発イノベーション
整備事業
ハード
農山漁村の地域資源を活用
し、新たな価値を創出する施
設整備を支援します。

情報通信環境
整備対策

ソフト

都市農業への
関心の喚起や
多様な機能の
発揮に資する取 都市農地貸借による
組を支援します。 担い手づくりへの支援

就農移住

地域資源を活用した
新商品開発

山菜を利用した商品開発

交流

地域活性化のための
活動計画づくり（※）

ソフト

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。

情報発信

地域活性化のための活動計
画づくりや農山漁村の地域資
源を活用し、新たな価値を創
出する取組等を支援します。

山村活性化対策

コミュニティの維持と農山漁村の活性化・自立化

中山間地域等

最適土地利用総合対策

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-6744-2493）

64ー１

農山漁村振興交付金のうち

最適土地利用総合対策

【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
中山間地域等における農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用構想の策定、基盤整備等の条件整備、鳥獣被害防止対策、粗
放的な土地利用等を総合的に支援します。
＜事業目標＞
農用地保全に取り組み、事業目標を達成した地区数（100地区［令和８年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

２．最適土地利用推進サポート事業
ITを活用した申請手続の簡素化を図るとともに、事業主体の取組内容や農地保
全状況等の確認、地域の課題解決のサポート、優良事例の横展開等を支援します。
【事業期間：１年間、交付率：定額】

＜事業の流れ＞

国

定額

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

長大法面の芝生化

【地域ぐるみでの話合い】

Step 2

市町村、地域協議会等

【土地利用構想の概定】

放牧

【農用地保全の実証的な取組】

土地利用構想図を策定し、農用地保全のための条件整備や各種取組を選択・実施

【土地利用構想図の策定】

【鳥獣緩衝帯】

5.5/10、定額等

都道府県

Step １

農用地保全のための多様な取組を総合的に支援

１．最適土地利用総合対策
地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地、粗放的利用を行う農地
等を区分し、実証的な取組を行いつつ、土地利用構想図を作成し、その実現に必
要な農用地保全のための活動経費、基盤整備や施設整備費等を支援します。
① 地域ぐるみの話合いによる土地利用構想を概定、農用地保全のための実証
的な取組
② 土地利用構想図に基づく粗放的利用のための簡易な整備、農用地保全のた
めの生産基盤整備や施設の整備
③ 粗放的利用の取組や省力化機械の導入等農用地保全のための活動
【事業期間：最大５年間、交付率：5.5/10、定額（上限1,000万円/年）、
（粗放的利用支援：10,000円/10a）等】

伐根・整地

【簡易な整備】

【蜜源作物の作付け】

水路の補修・整備

【生産基盤整備】

【加工・販売施設等】

【計画的な植林】

【省力化機械の導入】

（１の事業）

中山間地域等の実情に即した最適かつ持続的な土地利用を実現
民間企業等

（２の事業）

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-6744-2665）

64ー２

農山漁村振興交付金のうち

中山間地農業推進対策

【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に基づき、収益力向上、販売力強化、生活支援等に関する具体的な取組、
複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織（農村RMO）」の形成、デジタル技術の導入・定着に対する支援を実施します。
＜事業目標＞
中山間地域等の特色を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．中山間地農業ルネッサンス推進事業
① 中山間地農業ルネッサンス推進支援
中山間地域等の特色を活かした創意工夫あふれる取組等を支援します。
② 元気な地域創出モデル支援
収益力向上、販売力強化、生活支援等に関する具体的な取組、デジタル技術
の導入・定着を後押しすることで、優良事例創出を推進します。
（上限500万円/地区・年（デジタル技術活用の場合は1,000万円/地区・年））
【事業実施期間：上限３年間（デジタル技術活用の場合は５年間）】
③ 地域レジリエンス強化支援
地域レジリエンス強化連携協定に基づく災害時の避難等に関する活動を支援します。
（上限500万円/地区）
④ 中山間地複合経営実践支援
地域特性に応じた複合経営を実践する取組を支援します。

１．② 元気な地域創出モデル支援（デジタル技術活用）

２．農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
① 農村RMOモデル形成支援
地域協議会等が作成する将来ビジョンに基づく農用地保全、地域資源活用、生
活支援にかかる調査、計画作成、実証事業等の取組、デジタル技術の導入・定着
を推進する取組を支援します。
【事業実施期間：上限３年間（デジタル技術活用の場合は５年間）】
② 農村RMO伴走支援体制の構築
協議会の伴走者となる中間支援組織の育成等の取組を支援します。
＜事業の流れ＞
定額

国

定額

都道府県

定額

都道府県、民間団体

市町村、地域協議会

高糖度トマト

定植、収穫予測

高収益作物の導入＋《栽培技術のｅラーニング》
ウ 農用地保全＋《デジタル技術》

高品質作物生産＋《出荷予測システム構築》
エ 複合経営＋《デジタル技術》

棚田の保全

自動収穫ロボット

ミニトマト

加工品開発

自動制御

農用地保全＋《棚田の水管理を遠隔操作》
オ 生活支援＋《デジタル技術》

農業・加工品開発＋《自動収穫ロボット》
直売所からの搬送

支援員とのテレビ電話で買い物

買い物支援＋《デジタル技術を活用した生活サービス》

２．農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業

農用地保全

（１①~③、２①の事業）

（１④は民間団体、２②の事業）

イ 販売力強化＋《デジタル技術》

ア 収益力向上＋《デジタル技術》

高収益作物導入

※対象地域：8法指定地域等

スマート農業機械の導入

地域資源活用

食材の地域内循環

生活支援

テレビ画面で買い物支援

《デジタル技術の導入・定着のための実証・改善・普及等の実施》

デジタル技術を活用した農村RMOの形成

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

64ー３ 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策）のうち
農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業

【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、複数の農村集落の機能を補完する農村RMOの形成により地域で支え合うむらづくりを推進するため、むらづくり協議会等が行う
実証事業等の取組、デジタル技術の導入・定着を推進する取組のほか、協議会の伴走者となる中間支援組織の育成等の取組に対する支援を実施します。
＜事業目標＞
農用地保全に取り組む地域運営組織（100地区［令和８年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．農村RMOモデル形成支援
地域協議会等が作成する将来ビジョンに基づく農用地保全、地域資源活用、生
活支援にかかる調査、計画作成、実証事業等の取組、デジタル技術の導入・定着
を推進する取組に対して支援します。
【事業期間：上限３年間（デジタル技術活用の場合は５年間）、交付率:定額】

農村型地域運営組織（農村RMO）のイメージ
自治会・町内会
婦人会・PTA
社会福祉協議会など

●複数の集落による集落協定等と自治会など多様な地域
の関係者が連携して協議会を設立
●地域の話合いにより、農用地の保全、地域資源の活用、
農村の生活支援に係る将来ビジョンの策定

資源部

産業部

農用地保全

集落協定、集落営農
農業法人
など
交流部

生活部

総務部

２．農村RMO伴走支援体制の構築
農村RMO形成を効率的に進めるため、中間支援組織の育成等を通じた都道府
県単位における伴走支援体制の構築や、各地域の取組に関する情報・知見の蓄
積・共有、研修等を行う全国プラットフォームの整備に対して支援します。

○○むらづくり協議会

農用地の保全、農業生産
Ａ集落 Ｂ集落 Ｃ集落 Ｄ集落 Ｅ集落 Ｆ集落
集落 集落
集落 集落 農業
集落
協定 協定
協定 営農 法人

農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
農村RMO形成伴走支援
農村RMOモデル形成支援
地域資源活用

生活支援

農村型地域運営組織（農村RMO：Region Management Organization）
複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生
活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織
スマート農業機械の導入

食材の地域内循環

テレビ画面で買い物支援

全国プラットフォーム
中間支
援組織
地域

＜事業の流れ＞

棚田の自動水管理

定額

国

定額

ネットワーク構築･販路拡大

地域

中間支
援組織
地域

地域

センサーを使った安否確認

定額

都道府県
都道府県、民間団体

地域協議会
（２の事業）

（１の事業）

自動制御

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築⇒販路拡大

デジタル技術の導入・定着のための実証・改善・普及等の実施

デジタル技術を活用した農村RMOの形成

全国規模の
研究会

中間支援組織によ
る人材育成研修

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

64ー４

農山漁村振興交付金のうち

農山漁村発イノベーション対策

【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農林水産物や農林水産業に関わる多様な地域資源を活用し、新事業や付加価値を創出することによって、農山漁村における所得と雇用機会の確保を図
る取組等を支援します。
＜事業目標＞
農山漁村発イノベーションに取り組んでいる優良事業体数の増加（100事業体［令和７年度まで］） 等
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

※１

１．農山漁村発イノベーション
１．農山漁村発イノベーション推進事業※２
推進事業
① 地域活性化に向けた活動計画策定、関係人口創出、地域づくり人材育成、情報発信等を支援します。
①地域活性化型
② 地域資源を活用した商品開発、デジタル技術の活用に係る専門人材の派遣・育成等を支援します。
③ 農泊の実施体制の整備、観光コンテンツの磨き上げ等の取組を支援します。
④ 農福連携の普及啓発、障害者等の農林水産業に係る技術の習得、専門人材の育成等を支援します。

２．農山漁村発イノベーション
整備事業
①定住促進・交流対策型
産業支援型

※１

２．農山漁村発イノベーション整備事業
① 農産物加工・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援します。
② 農泊の推進に必要となる古民家等を活用した滞在施設等の整備を支援します。
③ 農福連携の推進に必要となる障害者等が作業に携わる生産施設等の整備を支援します。
３．新モデル確立・展開事業
複数の地域における新しい農山漁村発イノベーションの実証的な取組、有効なビジネスモデル等の取り
まとめ、これらの情報発信等を支援します。
４．農山漁村発イノベーション委託調査事業
農山漁村発イノベーション推進に係るエビデンスに基づく施策企画・立案の充実を図るため、所得創出効
果等の施策効果を測定するための委託調査を実施します。
＜事業の流れ＞

定額、1/2
定額

国

定額
定額、1/2等
委託

地域住民による地域活性化のための
活動計画づくり

②農山漁村発イノベーション
創出支援型

地域資源を多分野で活用した商品・
サービスの開発

（１、２②,③、３の事業）

定額、1/2

都道府県
地方公共団体
民間団体

農林漁業者、市町村、民間事業者等

集出荷・貯蔵・加工施設の整備

③農泊推進型

②農泊推進型

④農福連携型

③農福連携型

※1 旧 地域活性化対策、旧 農山漁村発イノベーション対策、旧 農泊推進対策、旧 農福連携対策を再編
※2 農山漁村振興交付金の全ての対策について活用が可能

民間団体、地域協議会等

農産物直売所の整備

古民家等を活用した滞在型施設の整備

（１②の事業）

（１②,④の事業）
3/10、1/2等
（４の事業）

農林漁業者の組織する団体等

（２①の事業）

障害者等の農産物栽培技術の習得や
専門人材の育成等

障害者等が作業に携わる生産施設の
整備

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-6744-2493）

64ー５

農山漁村振興交付金のうち

農山漁村発イノベーション対策（農泊推進型）
【令和５年度予算概算要求額

13,777（9,752）百万円の内数】

＜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整備、食や景観を活用した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、国内外へのプロモーション等を支援するとともに、古民家等を活用した滞在施設、体験施設の整備等を一体的に支援します。
＜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］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．農山漁村発イノベーション推進事業（農泊推進型）
① 農泊推進事業
ア 農泊の推進体制整備や観光関係者とも連携した観光コンテンツの開発、Wi-Fi等の環境整備、新たな取組に
必要な人材確保等を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：定額（上限500万円/年等）】
イ 実施体制が構築された農泊地域を対象に、インバウンド受入環境の整備やワーケーション受入対応、地元食
材・景観等を活用した高付加価値コンテンツ開発等を支援します。
【事業期間：上限２年間、交付率：1/2等】
② 広域ネットワーク推進事業
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、利用者の
ニーズ等の調査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．農山漁村発イノベーション整備事業（農泊推進型）
① 農泊の推進に必要な古民家等を活用した滞在施設、一棟貸し施設、体験・交流施設等の整備を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：1/2（上限2,500万円※）】
（※ 遊休資産の改修：上限5,000万円、市町村所有の遊休資産を宿泊施設として改修：上限１億円）
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、促進費が活用可能）
【事業期間：１年間、交付率：1/2（上限1,000万円/経営者かつ5,000万円/地域）】

インバウンド受入環境の整備

多言語への対応

Wi-Fi環境の構築

トイレの洋式化

地元食材・景観等を活用した高付加価値コンテンツの開発

課題に応じた専門家の派遣・指導

＜事業の流れ＞
定額、1/2

国

定額
1/2

地域協議会等

（１①の事業）

民間企業等

（１②の事業）

中核法人等

（２の事業）

古民家等を活用した滞在施設の整備

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）

64ー６

農山漁村振興交付金のうち

農山漁村発イノベーション対策（農福連携型）
【令和５年度予算概算要求額

13,777（9,752）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農福・林福・水福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、障害者等に農業体験を提供するユニバーサル農園※の開設、障
害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設の整備、全国的な展開に向けた普及啓発、都道府県による専門人材育成の取組等を支援します。

※ 農業分野への就業を希望する障害者等に対し
農業体験を提供する農園

＜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．農山漁村発イノベーション推進事業（農福連携型）
① 農福連携支援事業
障害者等の農林水産業に関する技術習得、作業工程のマニュアル化、ユニバー
サル農園の運用、移動式トイレの導入等を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：定額（上限150万円等）】
② 普及啓発・専門人材育成推進対策事業
農福・林福・水福連携の全国的な横展開に向けた取組、農福・林福・水福連携
の定着に向けた専門人材の育成等を支援します。
【事業期間：１年間、交付率：定額（上限500万円等）】
２．農山漁村発イノベーション整備事業（農福連携型）
障害者等が作業に携わる生産施設、ユニバーサル農園施設、安全・衛生面にか
かる附帯施設等の整備を支援します。
【事業期間：最大２年間、交付率：1/2（上限1,000万円、2,500万円等）】

＜事業の流れ＞

１．農山漁村発イノベーション推進事業（農福連携型）
① 農福連携支援事業

養殖籠補修・木工技術習得

農産加工の実践研修

移動式トイレの導入

ユニバーサル農園の運用

② 普及啓発・専門人材育成推進対策事業

人材育成研修

普及啓発に係る取組

２．農山漁村発イノベーション整備事業（農福連携型）

農業生産施設（水耕栽培ハウス）

養殖施設

苗木生産施設

定額、1/2

国

農業法人、社会福祉法人、民間企業等

（１①、２の事業）

定額

民間企業、都道府県等

（１②の事業）

休憩所、トイレの整備

園地、園路整備

処理加工施設

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-0033）

64ー７

農山漁村振興交付金のうち

情報通信環境整備対策

【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
人口減少、高齢化が進行する農村地域において、農業水利施設等の農業農村インフラの管理の省力化・高度化、スマート農業の実装又は地域活性化に
必要な情報通信環境の整備を支援します。
＜事業目標＞
農業農村インフラの管理省力化等を図る情報通信環境の整備に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（50地区［令和７年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．計画策定事業
① 情報通信環境に係る調査、計画策定に係る取組を支援
します。
② 事業を進める中で生じる諸課題の解決に向けたサポート、
ノウハウの横展開等を行う民間団体の活動を支援します。
２．施設整備事業
農業農村インフラの管理の省力化・高度化、スマート農業
の実装又は地域活性化に必要な光ファイバ、無線基地局等
の情報通信施設及び付帯設備の整備を支援します。
（スマート農業の実装又は地域活性化の取組のみを目的とする整
備も支援対象となるよう拡充）

スマート農業

農業農村インフラの管理の省力化・高度化

地域活性化
活性化施設の
公衆無線LAN

自動走行農機

カメラ監視

農道橋

ため池
公衆無線LAN

無線基地局

光ファイバ

鳥獣罠
センサー

農業用ダム

ドローン

鳥獣罠センサー

＜事業の流れ＞

自動走行農機
（VRS利用）

ハウス
環境計測
頭首工

農作業
体験施設

国

光ファイバ

都道府県 （１①、２の事業）
都道府県
定額

市町村等 （１①、２の事業）

民間団体 （１②の事業）

ドローン

選果場

定額、1/2等

国

スマホ管理

自動給水栓

集落排水

排水機場
自動給水栓

ハウスの環境管理
無線基地局は地域の実状を踏まえて
適切な通信規格（LPWA、BWA、
Wi-Fi、ローカル5G等）を選定

居住エリア

［お問い合わせ先］農村振興局地域整備課（03-6744-2209）

64ー８

農山漁村振興交付金のうち

都市農業機能発揮対策

【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
都市住民と共生する農業経営の実現のため、農業体験や農地の周辺環境対策、防災機能の強化等の取組を支援し、その際、都市農地の貸借に関係す
る取組を優先します。また、国の施策の方向性に沿ったモデル的な取組や都市部の空閑地を活用した農地や農的空間を創設する取組等を支援します。
＜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］）
＜事業の内容＞

＜事業の流れ＞
国

都市住民と共生する農業経営への支援策の検討

農作業体験会の開催

市民農園の整備等

都市住民との交流促進

マルシェ等の開催

都市住民への理解醸成や効果的な情報発信

防災機能の維持・強化

防災訓練や防災兼用
井戸の整備

都市農地貸借法
に基づく農地の貸
借による次世代
の担い手づくり等
の取組に対し、加
点により優先。

●モデル支援型

●都市農地創設支援型

防災機能の強化

③ 都市農地創設支援型
都市農業者や行政機関等が連携し、都市部の空閑地（駐車場等）を活用
して農地や農的空間を創設する取組等を支援します。

税・相続に関する講習会

農村ファンの拡大

② モデル支援型
国の施策の方向性に沿った取組を、複数の地域が連携して一体的に実施し、
当該取組をガイドライン化するなどにより、各地域へ波及させる取組を支援します。

都市農業アドバイザーの派遣

●地域支援型

都市農業共生推進等地域支援

２．都市農業共生推進等地域支援事業
① 地域支援型
ア 都市住民と共生する農業経営への支援策の検討や都市農業の多様な機能
についての理解醸成、市民農園等の附帯施設の整備や都市農地の周辺環境
対策等の取組
イ 都市農業者と都市住民が直接ふれあうマルシェの開催等による交流促進の
ための取組
ウ 防災機能の維持・強化等の取組
等を支援します。

都市農業機能発揮支援

１．都市農業機能発揮支援事業
都市農業の多様な機能を発揮させるため、アドバイザーの派遣や税・相続に関
する講習会の開催、都市住民の都市農業や農山漁村に対する理解醸成に効果
的な情報発信等の取組を支援します。

＜事業イメージ＞

＜各地域への波及＞
当該取組を通じ、課
題や振興方策等を取
りまとめ、ガイドライン
などにより全国に波及
させる取組を支援。

貸借

老朽化した駐車場を農地等への整備

都市農業者
（担い手）

定額

民間団体、地域協議会、
市区町村、JA、NPO法人等

［お問い合わせ先］農村振興局農村計画課（03-3502-5948）

65 鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
【令和５年度予算概算要求額 12,662（10,139）百万円】
＜対策のポイント＞
農作物被害のみならず農山漁村での生活に影響を与える鳥獣被害の防止のため、鳥獣の捕獲等の強化やジビエ利用拡大への取組等を支援します。また、
森林におけるシカ被害の効果的な抑制のため、林業関係者による捕獲効率向上・新規参入の促進や国有林野におけるシカ捕獲等を実施します。
＜事業目標＞
○ 農作物被害を及ぼすシカ、イノシシの生息頭数を平成23年度から半減（約207万頭［令和５年度まで］）
○ 野生鳥獣のジビエ利用量の拡大を令和元年度から倍増（4,000t［令和７年度まで］）
＜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
12,516（10,003）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、捕獲技術高度化施設の整備、既設柵の地際補強資材
等の支援(※１、柵を直営施工する場合は定額支援)
② 地域ぐるみの被害防止活動・捕獲等の強化
ア 捕獲活動経費の支援(獣種等に応じた上限単価以内での定額支援)
イ 県が行う広域捕獲に係る調査、捕獲活動、人材育成等の支援(※２)
ウ 被害対策に係るICT活用の定着に向けた取組の支援(※２)
エ 鳥類に対する地域ぐるみの総合的な対策の支援(※２)
③ ジビエ利用拡大の推進
ア 処理加工施設やジビエカー等の整備(※１)
イ 広域搬入体制の全国展開に向けたモデルの整備(※２)
ウ 豚熱感染確認区域でのジビエ利活用を推進する体制整備等の支援(※２)
エ ジビエ利用飲食店等の増加に向けたプロモーション等への支援(※２)
等
＜事業の流れ＞
交付

国

交付
交付

1/2以内等

都道府県
都道府県

地域協議会等

（②イ、③ウの事業）

民間団体等

（③イエの事業）

（①、②アウエ、③アの事業）

※１ 1/2以内
※２ 限度額内で定額支援

〔総合的な鳥獣対策・ジビエ利用拡大への支援〕

侵入防止柵の設置や
捕獲機材の導入

刈り払い等による
生息環境管理

〔捕獲等の強化〕

捕獲活動経費の
支援

①ICT活用の定着に向けた取組の推進

データを活用した鳥獣被害対策や、ICTを活
用できる人材の育成等を支援
被害程度
大きい
軽微
なし

被害等の可視化、対策への活用 ドローン操作技術の習得

②鳥類に対する総合的な対策の実施
地域ぐるみで行う
計画的な鳥類の
追払い等を支援

鳥類の食害を受けたキャベツ

処理加工施設等の
整備

処理加工施設等に
おける人材育成

〔ジビエ利用拡大に向けた取組〕

①広域搬入体制の全国展開

各地域の地形等に合わせた処理加工施
設への広域搬入方法の実証、全国展開

②豚熱感染確認区域における支援

「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用
の手引き」に基づく検査体制等を支援

③ジビエを扱う飲食店等の拡大

消費者へのPR、ジビエ料理に関する指導、
処理加工施設と飲食店の商談会等を
実施

〔鳥獣被害対策推進枠〕

・多面的機能支払交付金のうち、多面的機能の増進を図る活動等の一部
・中山間地域等直接支払交付金のうち、生産性向上加算、集落機能強化加算等の一部
・農山漁村振興交付金のうち、最適土地利用総合対策、山村活性化対策、中山間地農業推進対策の一部

２．シカ等による森林被害緊急対策事業

〔国土保全のための捕獲〕
〔捕獲効率の向上・新規参入促進〕
〔広域捕獲への支援〕
146（136）百万円
都道府県による広域捕獲
県境
Ａ県
Ｂ県
森林におけるシカ被害を効果的に抑制するため、林業関係者のシカ捕獲効率の向上
及び新規参入の促進、広域的な捕獲の取組、新技術の開発・実証への支援とともに、
奥地天然林や複数の都府県に
狩猟熟練者の技能、
国有林野における国土保全のためのシカ捕獲等を実施します。
またがる地域で捕獲
新技術の活用
被害をもたらす群の駆除
＜事業の流れ＞※国有林においては、直轄で実施
［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）

国

定額

都道府県等

国

委託

民間団体等

（２の事業）林野庁研究指導課森林保護対策室

（03-3502-1063）

66 特殊自然災害対策施設緊急整備事業
【令和５年度予算概算要求額 300（300）百万円】
＜対策のポイント＞
火山活動による降灰被害を受ける地域において、農作物への被害を防除・最小化するために必要な施設等を支援します。
＜事業目標＞
湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積（約21万ha［令和７年度まで］）
＜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、以下の支援を
実施します。

＜事業の実施＞
【１．施設整備等】

火山の噴火

１．施設整備等
降灰被害を防除・最小化するために必要な洗浄用機械施
設整備等を支援します。
２．関連整備等
１に関連する一体的な整備等を支援します。

国

1/2
以内

都道
府県

桜島
茶葉洗浄用機械（乗用型）
露地野菜洗浄用機械（乗用型）
農作物への降灰
（茶、露地野菜等） ・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。

茶

＜事業の流れ＞
1/2
以内

洗浄された農作物

市町村

据置型洗浄用機械

農業協同組合、
農業生産法人等

キャベツ

【２．関連整備等】
キャベツ

都道
府県

・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。

茶

市町村

エンドウマメ

洗浄用水供給施設

・ 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。

エンドウマメ

［お問い合わせ先］農村振興局防災課（03-3502-6430）

67 日本型直接支払
【令和５年度予算概算要求額 78,656（77,452）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＞
近年の農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられ国民全体が享受している多面的機能（国土保全、水源涵養、景観
形成等）の発揮に支障が生じつつあることから、平成27年度から「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、地域の共同活動による
多面的機能の発揮を促進する制度として実施しています。
多面的機能の
高度な発揮

環境保全型農業直接支払
2,831（2,650）百万円

生産方式
に着目

○自然環境の保全に資する生産方式を導入した農業生産活動を推進するため、
活動の追加的コストを支援

多面的機能支払

49,325（48,702）百万円

有機農業

カバークロップ

堆肥の施用

活動内容
に着目

多面的機能の発揮

【資源向上支払】
○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
・水路、農道、ため池の軽微な補修
・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
水路のひび割れ補修

ため池の外来種駆除

【農地維持支払】
○多面的機能を支える共同活動を支援
・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 等 農地法面の草刈り
※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

水路の泥上げ

中山間地域等直接支払
26,500（26,100）百万円

対象地域
に着目

○中山間地域等における農業生産活動の継
続的な実施を推進するため、農業生産条件
の不利を補正
・農業生産活動（耕作放棄の防止活動等）
・多面的機能を増進する活動（周辺林地の
管理、景観作物の作付等）

中山間地域
（山口県長門市）

67ー１

日本型直接支払のうち

多面的機能支払交付金

【令和５年度予算概算要求額 49,325 （48,702）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（５割以上［令和７年度まで］）
○ 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（６割以上［令和７年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

資源向上支払
農地維持支払
１．多面的機能支払交付金 47,673（47,050）百万円
① 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 ・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生
地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える共
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源 態系保全などの農村環境保全活動 等
同活動を支援します。
・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
の保全管理に関する構想の策定 等
② 資源向上支払
補修 等
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。
交付単価

（円/10a）
都府県

北海道

❶農地維持支払 ❷資源向上支払 ❸資源向上支払
❶農地維持支払 ❷資源向上支払 ❸資源向上支払
※1,2,3
※1,2,3
（共同）※1
（長寿命化）
（共同）※1
（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

250

240

400

130

120

400

草地

農地法面の草刈り

２．多面的機能支払推進交付金 1,652（1,652）百万円
交付金の適正かつ円滑な実施に向けて、都道府県、市町村
等による事業の推進を支援します。

【加算措置】

定額

都道府県

市町村

定額

農業者等

農道の窪みの補修

都府県

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

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

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

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

広域化への支援

ため池の外来種駆除

（円/10a）

項目

項目
定額

水路のひび割れ補修

多面的機能の更なる増進

＜事業の流れ＞
国

農道の路面維持

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

［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

水路の泥上げ

北海道

田

400

320

畑

240

80

40

20

田

400

320

田

1,000

700

畑

600

300

80

40

草地

草地

都府県

北海道

交付金（定額）

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

3,000ha以上

８万円/年・組織

15,000ha以上

16万円/年・組織

広域活動組織の面積規模等に応じ
200ha以上
た交付額
1,000ha以上

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2197）

67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５年度予算概算要求額 26,500（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＞
１．中山間地域等直接支払交付金

＜事業イメージ＞

26,200（25,800）百万円

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持
・管理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業生産活動等を
行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。
【主な交付単価】
地目
田

畑

区分
急傾斜（1/20～）
緩傾斜（1/100～）
急傾斜（15度～）
緩傾斜（８度～）

【加算措置】

交付単価

（円/10a）

21,000

田：急傾斜
（傾斜：1/20）

8,000
11,500
3,500

【対象地域】 中山間地域等
（地域振興８法と棚田法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
【集落協定等に基づく活動】
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）
加算項目（取組目標の設定・達成が必要）

畑：急傾斜
（傾斜：15度）
0.5m

棚田地域振興活動加算
2.7m

10m

10m

21,000円/10a

11,500円/10a

「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）

300（300）百万円
２．中山間地域等直接支払推進交付金
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。

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

10,000円
（田・畑）

棚田地域振興活動加算を受ける農地のうち超急傾斜農地
（田1/10以上、畑20度以上）

14,000円
（田・畑）

〔超急傾斜農地管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

〔超急傾斜農地管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

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

集落協定広域化加算

【上限額：200万円/年】

【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

国

定額

都道府県

定額

市町村

定額

6,000円
（田・畑）

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

集落機能強化加算
生産性向上加算

＜事業の流れ＞

10a当たり単価

3,000円

(地目にかかわらず)

【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

農業者等

※ 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。

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

67ー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５年度予算概算要求額 2,831（2,650）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とともに､みどりの食料システム戦略の実現に向けて、農業生産に由来する環境負荷を低減す
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＞
１．環境保全型農業直接支払交付金

＜事業イメージ＞

2,718（2,537）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 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 持続可能な農業生産に向けた研修の受講と自己点検に取り組むこと
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
④ 取組拡大加算
有機農業の新規取組者の受入れ・定着に向けた活動を支援
２．環境保全型農業直接支払推進交付金等

113（113）百万円

① 環境保全型農業直接支払推進交付金

104（104）百万円

【支援対象取組・交付単価】

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
国が定めた全国を対象とする取組
▶ 全国共通取組

全国共通取組
有
機
農
業

注１）

９（９）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。
＜事業の流れ＞
国
国
国

定額

定額
委託

都道府県
都道府県
民間団体等

定額
定額

市町村
市町村等
（２②の事業）

定額

農業者団体等

（２①の事業）

12,000

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2）に限り、2,000円を加算。
そば等雑穀、飼料作物

4,400

カバークロップ

6,000

（うち、小麦・大麦等）

5,400

(3,200)

草生栽培

5,000

不耕起播種注３）

3,000

長期中干し

800

秋耕

800

▶ 地域特認取組

有機農業

堆肥の施用

カバークロップ

長期中干し

3,000

堆肥の施用
リビングマルチ

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。
② 環境保全型農業効果調査事業委託費

そば等雑穀、飼料作物以外

交付単価

（円/10a）

注１）国際水準の有機農業を実施していることが要件となります。
有機JAS認証取得を求めるものではありません。
注２）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３）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。

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、炭の投入等）
※交付単価は、都道府県が設定します。

【取組拡大加算】
有機農業に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する
農業者団体に対し、活動によって増加した新規取組面積に応じて支援
（交付単価：4,000円/10a）

（１の事業）

✤
✤

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。
配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。

［お問い合わせ先］農産局農業環境対策課（03-6744-0499）

68 中山間地農業ルネッサンス事業＜一部公共＞
【令和５年度予算概算要求額 49,509（40,700）百万円】
＜対策のポイント＞
本事業の取組に係る国の指針に則して、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、この計画に基づく
地域特性を活かした活動の推進や各種支援事業の優先採択等を行うことで、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＞

中山間地農業推進対策
１．農山漁村振興交付金のうち中山間地農業推進対策
○ 中山間地農業ルネッサンス推進事業：計画策定・体制整備等を支援
① 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支援：具体的な取組を後押しし、優良事例を創出
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のほか、収益力向上、
地域レジリエンス強化支援：都市部と農村部の連携強化・持続化を支援
販売力強化、生活支援等に関する具体的な取組、デジタル技術の導入・定着を
中山間地複合経営実践支援：地域の特性を活かした複合経営の実践を支援
推進する取組を支援します。
○ 農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業：農村RMOの形成支援

② 農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
農村型地域運営組織（農村RMO）を形成するため、地域協議会等が作成す
る将来ビジョンに基づく調査、計画策定や実証事業等の取組を支援するほか、デジ
タル技術の導入・定着を推進する取組や、中間支援組織の育成を通じた伴走支
援体制の構築等に対して支援します。
農村RMO（Region Management Organization）：複数の集落の機能を補完して、農用地保
全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織

・
・
・
[支援事業] ・
・
優先枠
優遇措置

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活かした農業や、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。
＜事業の流れ＞
国

定額

都道府県・団体

定額

都道府県

定額

市町村・地域協議会

[連携事業]

（１の事業）

※ ２、３の事業の流れは事業ごとに異なります。

農山漁村振興交付金 （山村活性化対策）
地域を下支え

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
・ 多面的機能支払交付金

[支援事業] ・ 環境保全型農業直接支払交付金
優先枠
優遇措置

（１の事業）

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

強い農業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
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
集落営農活性化プロジェクト促進事業
持続的生産強化対策事業のうち果樹農業生産力増強総合対策事業
（未来型果樹農業等推進条件整備事業）
・ 持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等支援対策
・ みどりの食料システム戦略推進交付金のうちバイオマス地産地消対策
・ 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策等）

・ 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
（放牧活用型持続的畜産生産推進）
・ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金
[連携事業]

中山間地域等直接支払交付金

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

69 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策

【令和５年度予算概算要求額 15,460（11,563）百万円
林業デジタル・イノベーション総合対策 3,153（ー）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
カーボンニュートラルを見据えた森林・林業・木材産業によるグリーン成長を実現するため、木材加工流通施設の整備、路網の整備、高性能林業機械の導入、
間伐や再造林、都市部における木材利用の強化、輸出を含む新たな需要の創出、「新しい林業」経営モデルの構築、国民運動の展開等、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（31百万m3 ［令和２年度］→42百万m3 ［令和12年度まで］）
＜事業の全体像＞
林業・木材産業循環成長対策

林業・木材産業生産基盤強化対策
・木材加工流通施設の整備
・高性能林業機械の導入
・木質バイオマス利用促進施設の整備
・木造公共建築物の整備

川上から川下まで連携した取組を総合的に支援

・エリートツリー等の採種園の整備
・コンテナ苗生産基盤施設の整備 等
※ このほか、林業デジタル・イノベーション総合対策において、一貫作業等
による低コスト造林の取組に対して支援。

・路網の整備・機能強化
・搬出間伐
・特用林産振興施設の整備
・林業の多様な担い手の育成 等

建築用木材供給・利用強化対策

再造林低コスト化促進対策

木材の安定供給・利用拡大

木材需要の創出・輸出力強化対策

・都市部における木材利用の強化
・建築用木材の持続的・安定的な供給体制の強化
・製材やCLT等の建築物への利用環境整備

・非住宅等での木の効果の見える化
・地域の輸出体制づくり、海外における木造技術講習会の開催
・国別・地域別の合法伐採木材関係情報の提供
・特用林産物の需要拡大・生産性向上 等

「新しい林業」に向けた林業経営育成対策

カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策

経営力の向上

国民参加の森林づくりや木材利用の促進

・伐採から再造林・保育に至る収支をプラス転換する「新しい林業」経営モデルの構築 等

・国民の幅広い参画による植樹等の森林づくりの推進
・建築物等での木材利用拡大の機運醸成
・森林クレジット創出拡大に係る取組
等

林業・木材産業金融対策
意欲と能力のある経営者等が行う設備投資等に対する融資の充実・円滑化

69－1

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

林業・木材産業循環成長対策

【令和５年度予算概算要求額 11,801（ー）百万円
林業デジタル・イノベーション総合対策 3,153（ー）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
木材需要に的確に対応できる安定的・持続可能な供給体制の構築のため、木材加工流通施設の整備、路網の整備・機能強化、高性能林業機械の導入、
搬出間伐、木造公共建築物等の整備等や、再造林の低コスト化に向けた取組への支援等、森林資源の循環利用確立に向けた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（31百万m3［令和２年度］→42百万m3 ［令和12年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

1．林業・木材産業生産基盤強化対策
林業・木材産業の生産基盤を強化するため、木材加工流通施設の整備、路網の
整備・機能強化、高性能林業機械の導入、搬出間伐、森林境界の明確化を支援
するとともに、造林に係る新規参入者など多様な担い手の育成に対する支援を行い
ます。さらに、木質バイオマス利用促進施設、特用林産振興施設、木造公共建築
物等の整備への支援等、需要拡大の取組を推進します。
2．再造林低コスト化促進対策（一部林業デジタル・イノベーション総合対策）
林業の持続性を高める観点から、成長に優れたエリートツリー等の原種増産技術
の開発及び種穂の採取源の確保、コンテナ苗等の増産に向けた施設整備等を推
進します。さらに、一貫作業や低密度植栽等の低コスト造林や川上から川下まで一
体となった再造林を推進します。

事業構想（都道府県が作成する５年間の取組方針）の下、国産材の安定的かつ持続可能な供給体制を
構築するとともに、川上から川下まで一体となった再造林の推進によりグリーン成長を実現
林業・木材産業生産基盤強化対策

間伐材生産（搬出間伐の推進）、路網の整備・機能強化、高性能林業機械の導入、林業の多様な担い手
の育成（造林に係る新規参入や人材の確保・育成等への支援）、森林整備地域活動支援対策（施業の集約化に向
けた境界の明確化）、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）

再造林低コスト化促進対策

コンテナ苗生産基盤施設等の整備、優良種苗生産推進対策（指定採取源の拡大やエリートツリー等の原種増産技術の開発、
採種園の整備等の取組を支援）
＜関連事業＞林業デジタル・イノベーション総合対策
低コスト再造林対策（一貫作業等による低コスト造林の取組に対して支援）

事業構想（都道府県が作成する５年間の取組方針）
川 上：森林組合、素材生産事業者、自伐林家
等
安定的かつ持続可能な供給体制構築のための相互連携
川上から川下まで一体となった再造林
川 中：製材事業者、合板事業者等

＜事業の流れ＞
定額（1/2、1/3以内等）等

国

都道府県

定額（1/2、1/3以内等）等

林業経営体等

（１の事業、２の事業の一部）

定額

民間団体等

（２の事業の一部）

※ 国有林においては、直轄で実施

林業・木材産業生産基盤強化対策
木材加工流通施設等の整備
木材産業の競争力を強化し、木材需要に的確
に対応した安定的・効率的な木材製品の供給
を行うため、大規模工場への支援を強化すると
ともに、大径材の加工能力の強化、原木輸送
用トラックの導入等を支援

川 下：木材需要者
林業・木材産業生産基盤強化対策

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)、
特用林産振興施設等の整備(地域経済で重要な役割を果たす
きのこなど特用林産物の生産施設等の整備を支援)、木造公共建
築物等の整備(製材やCLT等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(建築物木材利用促進
協定締結者を優先的に支援))

［お問い合わせ先］林野庁計画課（03-6744-2082）

69ー２

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

建築用木材供給・利用強化対策

【令和５年度予算概算要求額 1,649（1,257）百万円】

＜対策のポイント＞
森林・林業基本計画で実現を目指すグリーン成長に向け、建築用木材の供給・利用の強化等のため、建築物への利用実証・普及等の都市の木造化等促
進への支援を森林経営の持続性を担保しつつ行うとともに、製材やCLT・LVLの技術開発・普及等を通じた建築物への利用環境整備への支援を実施します。
＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3［令和２年度］→42百万m3［令和12年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

森林を活かす都市の木造化等促進総合対策
１．森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業
都市部における建築用木材（木質耐火部材、JAS構造材等を含む）の利用実証におい
て、改正木材利用促進法に基づく協定締結者等を優先的に支援します。また、大径材活用も
踏まえた地域材による設計合理化等の技術開発・普及を支援するとともに、２×４工法や木
質パネル工法などに係る検証や建築関係法令改正への対応も含め、強度等に優れた建築用
木材に係る技術の開発・普及等を支援します。
さらに、森林経営の持続性を担保しつつ行う、川上から川下までが連携した、顔の見える木
材安定供給体制の構築への支援や、木材産業における作業安全推進や外国人労働力確保、
都市部における建築用木材の利用実証
木材加工設備等導入の利子助成・リースを支援します。

２．CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業
寸法の標準化等を通じてCLTを低コストで安定的に供給するための実証も含め、CLTを
用いた先駆的な建築物の設計・建築や街づくり等への実証を支援します。また、中高層・非住
宅建築物へのCLTや製材等の利用に向けた設計等の合理化や低コストな接合金物等の開
発、設計の容易化、製材やCLT等の品質確保等に関する技術開発や設計者の育成等を支
援します。
さらに、BIM※を活用した設計、施工手法等の標準化に向けた検討、ESG投資等におい
て建築物への木材利用が有効に評価されるための仕組みのあり方等の検討に加えて、資源
の循環利用の観点から、他資材等に対する国産材の優位性を示せるデータの収集や分析等
を行います。
※ BIM(Building Information Modeling)…コンピュータ上で部材の仕様等の様々

川上

強度や耐火性に優れた
建築用木材の技術開発
川中

森林経営の持続性にも配慮した
安定供給体制
素材生産事業者等

川下

製材工場 等

ハウスメーカー
工務店 等

顔の見える木材安定供給体制構築

CLT・LVL等の建築物への利用環境整備

な属性情報を併せ持つ３次元の建築物のモデルを構築するシステム

＜事業の流れ＞
国

委託

定額

民間団体等
（１、２の事業の一部）

国

定額

事業費の定額、2/3、1/2、3/10、1/10

民間団体等

民間団体等
写真提供：前田建設・住友林業共同企業体

民間団体等

（１、２の事業の一部）

CLTを活用した先駆的な建築物の実証

低コスト化に資する
技術開発

品質確保に向けた
性能検証

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-3502-8062）

69ー３

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

木材需要の創出・輸出力強化対策

【令和５年度予算概算要求額 606（442）百万円】

＜対策のポイント＞
林業・木材産業のグリーン成長の実現に向けて、非住宅建築物等の木造化・木質化、木質バイオマスのエネルギー利用、木材製品の輸出の促進、特用林
産物の競争力強化等による木材需要の拡大を支援するとともに、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るための支援や情報提供等を行います。
＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3 ［令和２年］→42百万m3 ［令和12年まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．非住宅建築物等木材利用促進事業
145（96）百万円
非住宅建築物等における木材利用の促進に向けて、木の効果の見える化※、建
築物木材利用促進協定締結者による情報発信の取組等を支援するとともに、地域
協議会等に対する専門家派遣等の技術的サポート※、工務店等の支援体制の構
築に関するモデル的取組を支援します。 ※協定締結者を優先的に支援。

川上~川下の連携による木造化等

２．「地域内エコシステム」展開支援事業
232（ー）百万円
「地域内エコシステム」を推進するため、モデル構築の取組の加速化や技術開発
等を支援するとともに、更なる普及に向けた、先行事例の情報提供や関係者の交流
促進、人材育成等の機能を持つプラットフォーム(リビングラボ)の構築を支援します。

協定締結者
による情報発
信の取組等を
支援

３．木材製品輸出拡大実行戦略推進事業
100（75）百万円
産地協議会の設置やセミナー開催等による木材輸出産地の育成、企業間の連
携によるモデル的な輸出の取組、海外における木造技術講習会の開催等を支援し
ます。
85（ー）百万円
４．「クリーンウッド」実施支援事業
クリーンウッド法に基づき、合法性確認の実効性の向上等を図るため、事業者によ
る合法性確認の取組や手引きの作成の支援、違法伐採関連情報の提供を実施し
ます。
５．国産特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業 44（ー）百万円
特用林産物の新商品開発等の需要拡大やICT化に取り組む生産者のモデル的
取組、輸出促進に向けた輸出先国のニーズ・制度等の課題に関する情報収集、知
的財産に係る課題解決に向けた実証等を支援します。
＜事業の流れ＞

国

定額、委託

民間団体等

川上：燃料供給

情報提供サイト
「クリーンウッド・ナビ」

【地域協議会】
事業の理解・合意形成
主体意識づくり

情報発信
川中：燃料製造

川下：エネルギー利用

地域内エコシステムに係るモデル
構築や技術開発、横展開のための
プラットフォーム構築等を支援

海外において
木造建築物の技術講習会を開催

「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

木材関連事業者に対する研修を実施

ICTを用いた生産効率化や消費拡大に向け
たモデル的取組の支援

［お問い合わせ先］ （１～４の事業） 林野庁木材利用課（03-6744-2120）
（５の事業）
経営課
（03-3502-8059）

69ー４

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

「新しい林業」に向けた林業経営育成対策

【令和５年度予算概算要求額 552（333）百万円】

＜対策のポイント＞
伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」の実現に向け、林業経営体がエリートツリー等の新たな技術の導入により、収益性
の向上を図り、経営レベルで「伐って・使って・植える・育てる」を実現できるよう「新しい林業」の経営モデルを構築するとともに、国有林の特性を活かし、生産・
造林の効率化技術等を実証し、「長期にわたる持続的な経営」を担う林業経営体の育成を図ります。
＜政策目標＞
○ 主伐の林業生産性向上（５割向上［令和12年まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞
「新しい林業」経営モデル構築事業

「新しい林業」経営モデル構築事業
１．経営モデル実証事業
518（299）百万円
新たな技術の導入による伐採・造林の省力化や、ICTを活用した需要に
応じた木材生産・販売など、林業収益性等の向上につながる経営モデル
の実証、２の成果も含めた「新しい林業」経営モデルの構築・普及の取組
を支援します。
【具体的な支援内容】
民間団体等が、研究機関等の支援機関などと共同して実証事業を行
う林業経営体等を選定し、これらの者が新たな技術を導入して、森林調
査、素材生産、流通、再造林等を行う際の経費を支援します。

経営モデルの実証

経営モデルの構築・普及

高度な情報収集

造林の省力化

「育てる」

「伐って」

収益性等向上

省力化生産

収支のプラス転換

需要に応じた
生産・販売

「植える」

「使って」

※ 実証を行う林業経営体等を新たに７程度選定
２．国有林活用型生産・造林モデル実証事業
34（34）百万円
新たな生産・造林方法の導入を行いやすい国有林の特性を活かし、生
産・ 造林の効率化技術等を実証します。

関連施策

＜事業の流れ＞
国

定額

民間団体等

定額、2/3、2/9

※ ２の事業は、国有林において直轄で実施

林業経営体等

（ １の事業 ）

持続的な経営を担う
森林プランナー育成
支援

林業労働災害防止
の支援

高性能林業
機械導入支援

再造林の推進

等

［お問い合わせ先］（１の事業）林野庁経営課（03-3502-1629）
（２の事業）
業務課（03-6744-2326）

69ー5

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち

カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策 【令和５年度予算概算要求額

288（212）百万円】

＜対策のポイント＞
国民の幅広い参画による森林づくりの推進、建築物等での木材利用拡大の機運醸成を図り、木育等による身近な木材利用やエシカル消費等を普及啓発
する「木づかい運動」の促進等の取組を支援しながら、森林吸収によるカーボンクレジット（森林クレジット）の普及を促進するとともに、自治体による「山の炭
素吸収」の拡大に向けた取組を企業等が応援する仕組みを構築し、森林・林業・木材産業によるグリーン成長とともにカーボンニュートラルの実現に貢献します。
＜事業目標＞
○ 国民参加による植樹の推進（１億本［令和12年度まで］）
○ 国産材の供給・利用量の増加（31百万ｍ3［令和２年度］→42百万ｍ3［令和12年度まで］）
○ 森林管理プロジェクトのクレジット認証量の拡大（12.9万CO2t［令和４年度］→24万CO2t［令和12年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．国民参加の植樹等の推進
68（68）百万円
森林づくりを行いたい企業等と植栽場所のマッチング、コーディネート等を行うサ
ポート体制構築や、全国植樹祭等の全国規模の緑化行事の開催等を支援します。
２．「木づかい運動」の促進
120（94）百万円
建築物等での木材利用拡大の機運を醸成するためのメディア活用やシンポジウム
等による情報発信、木育等による身近な木材利用やエシカル消費による地域材の
選択的購入を進める普及啓発等の取組を支援します。
50（ー）百万円
３．森林吸収によるカーボンクレジット普及促進
Ｊ-クレジット制度における森林方法論の見直し検討や、それを受けた制度の普及
啓発及び森林由来カーボンクレジットの取引環境の整備を支援します。
50（ー）百万円
４．山の炭素吸収応援プロジェクト
自治体による「山の炭素吸収」の拡大に向けた取組を企業等が応援するサイトを
構築するほか、自治体によるＪ‐クレジット創成に向けた取組を支援します。
＜事業の流れ＞

定額

国

定額

国

委託

民間団体等
民間団体等
民間団体等

（１の事業の一部、２、４の事業）
定額

地域協議会等

（３の事業）

（１の事業の一部）

〇企業等と森林の
マッチング、コー
ディネート
〇全国規模の緑化
行事の開催
自治体の森林整備
による山の炭素吸収
を紹介・応援可能な
サイトの構築・運営

国民の取組が
カーボンニュートラルに
直接貢献

カーボン
ニュートラル
実現に向けた
国民運動の
展開

メディアやシンポジウム
等による情報発信、
身近な木材利用等を
進める木育等の
普及啓発
J-クレジット制度の見
直し、制度の普及啓
発、森林クレジットの
取引環境の整備

森林・林業・木材産業
によるグリーン成長

森林・林業・木材
産業の取組を
下支え

2050年カーボンニュートラルの実現

［お問い合わせ先］（１、３の事業）林野庁森林利用課（03-3502-8243）
（２の事業）
木材利用課（03-6744-2298）
（４の事業）
企画課
（03-3502-8036）

