
みどりの⾷料システム法について
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新技術の提供等を⾏う事業者環境負荷低減に取り組む⽣産者

【⽀援措置】

⽣産者だけでは解決しがたい技術開発や市場拡⼤等、機械・資材
メーカー、⽀援サービス事業体、⾷品事業者等の取組に関する計画
（基盤確⽴事業実施計画）

・ 上記の計画制度に合わせて、必要な機械・施設等に対する投資促進税制、機械・資材メーカー向けの⽇本公庫資⾦を新規で措置

• 必要な設備等への資⾦繰り⽀援(農業改良資金等の償還期間の延長(10年→12年)等)

• ⾏政⼿続のワンストップ化＊ (農地転用許可手続、補助金等交付財産の目的外使用承認等)

• 有機農業の栽培管理に関する地域の取決めの促進＊

• 必要な設備等への資⾦繰り⽀援 (食品流通改善資金の特例)

• ⾏政⼿続のワンストップ化 (農地転用許可手続、補助金等交付財産の目的外使用承認)

• 病⾍害抵抗性に優れた品種開発の促進 (新品種の出願料等の減免)

⽣産者やモデル地区の環境負荷低減を図る取組に関する計画
（環境負荷低減事業活動実施計画等）

【⽀援措置】

・ ⽣産者、事業者、消費者等の連携 ・ 技術の開発・活⽤ ・ 円滑な⾷品流通の確保 等

※環境負荷低減：土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減、温室効果ガスの排出量削減 等

・ 関係者の理解の増進
・ 環境負荷低減に資する調達・⽣産・流通・消費の促進

制度の趣旨

国が講ずべき施策

・ 国・地⽅公共団体の責務（施策の策定・実施）

みどりの⾷料システムに関する基本理念

関係者の役割の明確化

基本⽅針（国）

基本計画（都道府県・市町村）

みどりの⾷料システム法※のポイント

・ 技術開発・普及の促進
・ 環境負荷低減の取組の⾒える化 等

・ ⽣産者・事業者、消費者の努⼒

協議 同意

申請 認定

申請 認定

みどりの⾷料システムの実現 ⇒ 農林漁業・⾷品産業の持続的発展、⾷料の安定供給の確保

＊モデル地区に対する⽀援措置

※ 環境と調和のとれた⾷料システムの確⽴のための
環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
（令和４年法律第37号、令和４年７⽉１⽇施⾏）
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共同配送等の
物流拠点

鉄道輸送

海上輸送

航空輸送

①⾷料システムの関係者の理解の増進 ②技術の研究開発の促進 ③技術の普及の促進

④環境負荷の低減に資する
⽣産活動の促進

⑥環境負荷の低減に資する
農林⽔産物等の流通の合理化の促進

⑦環境負荷の低減に資する
農林⽔産物等の消費の促進 ⑧評価⼿法等の開発

 広報活動の充実  産学官連携の強化、研究者の養成等  栽培マニュアル等の情報提供や普及事業の展開

 消費者への適切な情報提供、⾷育の推進
 地⼒増進、化学肥料・化学農薬の使⽤
低減、温室効果ガスの削減・吸収 など

 原材料の⽣産等の状況に関する情報収集・提供

 脱炭素化等の定量化・評価⼿法
（⾒える化）の検討

 ICT化、モーダルシフト、集出荷拠点の集約化等

国が講ずべき施策

⑤環境負荷の低減に資する
原材料の利⽤の促進

○ ⾷料システムの関係者だけでは解決し得ない課題に対処するため、特に国が講ずべき施策の⽅向性を明確化。
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＜対策のポイント＞
環境負荷低減に資する「みどりの⾷料システム戦略」の実現に向けて、持続的な⾷料システムの構築を⽬指す地域の取組を⽀援する交付⾦等の活⽤とともに、
資材・エネルギーの調達から⽣産、流通、消費までの各段階の取組とイノベーションを推進します。

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

＜事業の全体像＞

持続可能な農⼭漁村の整備
農業⽣産基盤の整備、農業⽔利施設の省エネ化等の推進
森林吸収量の確保・強化や国⼟強靱化に資する森林整備・治⼭対策の推進
拠点漁港における省エネ対策や藻場・⼲潟の保全・創造

みどりの⾷料システム戦略実現技術の開発・実証【32億円】
- 化学農薬・化学肥料の使⽤量低減と⾼い⽣産性を両⽴する新品種・技術の開発（R4補正10億円）
- 先端技術を⽤いたスマート農業技術の開発や現場への導⼊実証等 （R4補正44億円） 等

みどりの⾷料システム戦略推進総合対策【７億円】（R4補正30億円）
環境負荷低減と持続的発展に向けたモデル地区の創出（交付⾦）
- ⼟壌診断や堆肥等の国内資源の活⽤による化学肥料の低減、病害⾍の総合防除、栽培暦の⾒直し等の栽
培技術と先端技術等を取り⼊れたグリーンな栽培体系への転換、消費者の理解醸成に向けた取組

- 有機農業の団地化や学校給⾷での利⽤、販路拡⼤
- バイオマス活⽤による持続可能なエネルギー導⼊・資材の調達対策
- 環境負荷低減と収益性の向上を両⽴した施設園芸産地の育成
グリーンな栽培体系の普及、有機農業の推進（⺠間団体等）
- 技術の確⽴普及、有機農業の技術指導の強化 等

農畜産業における持続可能性の確保
環境保全型農業直接⽀払交付⾦【27億円】
強い農業づくり総合⽀援交付⾦、農地利⽤効率化等⽀援交付⾦【136億円の内数】
- 化学農薬や化学肥料の低減、CO2ゼロエミッション化等の推進に必要な機械、施設の整備
産地⽣産基盤パワーアップ事業（R4補正306億円の内数）
環境負荷軽減型持続的⽣産⽀援事業【63億円】、畜産⽣産⼒・⽣産体制強化対策事業【７億円の内数】
- 酪農家や⾁⽤⽜農家が⾏うGHGの削減等の取組、国産飼料の⽣産・利⽤拡⼤等の取組を⽀援
飼料⾃給率向上総合緊急対策（R4補正120億円（所要額））
- 耕畜連携の取組等による国産飼料の⽣産・利⽤拡⼤等を⽀援
国内肥料資源利⽤拡⼤対策（R4補正100億円）
- 堆肥等の⾼品質化・ペレット化など広域流通等に必要な施設整備、ほ場での効果実証、機械導⼊等
ペレット堆肥流通・下⽔汚泥資源等の肥料利⽤促進技術の開発・実証（R4補正10億円） 等

⾷品産業における持続可能性の確保
持続可能な⾷品産業への転換促進事業【１億円】
新事業創出・⾷品産業課題解決調査・実証等事業【１億円】
- 持続可能な⾷品産業に向けた知⾒の共有や調査、実証を実施
⾷品等流通持続化モデル総合対策事業【２億円】
⾷品ロス削減・プラスチック資源循環の推進【２億円】
⾷品ロス削減及びフードバンク⽀援緊急対策事業（R4補正3億円） 等

関係者の⾏動変容を促す環境づくり
フードサプライチェーンの環境配慮⾒える化推進事業【7億円の内数】
消費者理解醸成・⾏動変容推進事業【１億円】
- 国⺠の理解醸成のための情報発信
持続可能な⾷を⽀える⾷育の推進【20億円の内数】
⾃然系クレジット創出推進事業【7億円の内数】
- ⾃然由来の温室効果ガスの排出削減等を⽬的としたプロジェクト形成を推進 等

林業・⽔産業における持続可能性の確保
森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策等【103億円】、
国内森林資源活⽤・⽊材産業国際競争⼒強化対策（R4補正499億円の内数)
- エリートツリー等の苗⽊の安定供給等の推進
- 間伐・再造林の推進や⽊材加⼯流通施設の整備
- 国⺠参加の森林づくりや⽊材利⽤の促進に向けた国⺠運動の推進
漁業構造改⾰総合対策事業【13億円】、養殖業成⻑産業化推進事業【３億円】
- 不漁・脱炭素に対応した多⽬的漁船等の導⼊実証⽀援
- 養殖における餌、種苗等に関する技術開発⽀援
漁業労働安全確保・⾰新的技術導⼊⽀援事業【0.2億円】
⽔産業競争⼒強化緊急事業（R4補正145億円） 等⾰新的な技術・⽣産体系の研究開発の推進

「知」の集積と活⽤の場によるイノベーションの創出【35億円】（R4補正５億円）
- 様々な分野の知識・技術等を結集して⾏う産学官連携研究を⽀援
ムーンショット型農林⽔産研究開発事業【２億円】
- 持続的な⾷料システムの構築に向け、中⻑期的な研究開発を実施
みどりの⾷料システム基盤農業技術のアジアモンスーン地域応⽤促進事業【１億円】
- 我が国の有望技術をアジアモンスーン地域で応⽤するための共同研究を実施 等

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

○ 環境負荷低減に資する「みどりの⾷料システム戦略」の実現に向けた政策の推進
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〇 みどりの⾷料システム戦略推進総合対策

＜対策のポイント＞
みどりの⾷料システム戦略及びみどりの⾷料システム法に基づき、資材・エネルギーの調達から、農林⽔産物の⽣産、流通、消費に⾄るまでの環境負荷低減と
持続的発展に向けた地域ぐるみのモデル地区を創出するとともに、取組の「⾒える化」など関係者の⾏動変容と相互連携を促す環境づくりを⽀援します。

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

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦ 400（591）百万円

地域の特⾊ある農林⽔産業や資源を活かした持続的な⾷料システムの構築を⽀援し、モデル
地区を創出します。
① 地⽅公共団体が、農林漁業者、事業者、⼤学・研究機関やシンクタンク等と連携して⾏う基
本計画の作成、点検・改善に係る調査・検討、有機農業指導員の育成・確保等を⽀援します。
② 科学技術の振興に資する以下のモデル的取組を⽀援します。
ア ⼟壌診断等による化学肥料の低減やスマート農業技術の活⽤等の産地に適した技術の
検証等を通じたグリーンな栽培体系への転換、消費者理解の醸成
イ 環境負荷低減と収益性の向上を両⽴した施設園芸産地の育成
ウ 地域資源を活⽤した地域循環型エネルギーシステムの構築

③ 有機農業の団地化や学校給⾷等での利⽤等のモデル的取組やエネルギー地産地消の実
現に向けたバイオマスプラントの導⼊の取組等を⽀援します。

２．関係者の⾏動変容と相互連携を促す環境づくり 296（246）百万円
フードサプライチェーンにおける関係者の⾏動変容と相互連携を促す環境整備を⽀援します。

① フードサプライチェーンの環境負荷低減の取組の「⾒える化」推進
② 事業者と連携して⾏う有機農産物の需要喚起
③ グリーンな栽培体系への転換に向けた技術に係る普及啓発のセミナー開催
④ 農⼭漁村での再⽣可能エネルギー導⼊のための現場ニーズに応じた専⾨家派遣
⑤ 温室効果ガスの削減・吸収に資する⾃然系クレジットの普及・創出拡⼤を推進

＜事業の流れ＞

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

（１①の事業）

（１②、③の事業）

（２の事業）

市町村等

国

都道府県

⺠間団体等

都道府県 市町村等

定額 定額

定額、1/2以内 定額、1/2以内

定額、1/2以内、委託

（電気・熱・ガス）
バイオマス発電

SDGs対応型農業ハウス

脱炭素化

減農薬・減肥料
（AI・ドローンによるピンポイント散布）

有機農業

堆肥の利⽤促進・⼟づくり

【⾏動変容に向けた環境づくり】
・CO2排出削減量など環境負荷の低減に向けた取組の「⾒える化」
・調達・⽣産・流通・販売の関係者のマッチング機会の提供
・グリーンな栽培体系の普及に向けた情報発信
・⾃然系クレジットの普及・創出拡⼤の推進 等

栽培体系の転換

有機農業の拡⼤

農林漁業者

都道府県
市町村

流通・⼩売 ⼤学・研究機関

農機・資材メーカー
サービス事業体

地銀

⾷品
事業者

シンクタンク
・コンサルタント

【みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦】
①地域の基本計画策定や⼈材育成
②モデル地区の創出

団地化・販路開拓

家畜排せつ物

未利⽤間伐材
等

耕畜連携

※みどりの⾷料システム法に基づく特定区域の設定や計画認定者等を事業採択時に優遇します。
※優遇措置の内容は各メニューにより異なります。

【令和５年度予算概算決定額 696(837)百万円】
(令和４年度補正予算額 3,000百万円)
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みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦の活⽤状況

○メニュー別の割合とブロック別の件数（R５.３⽉現在） ○取組の成果（⾒込み）

• 令和３年度補正予算及び令和４年度当初予算において措置した「みどりの⾷料システム戦略推進
交付⾦」を活⽤し、資材・エネルギーの調達から農林⽔産物の⽣産、加⼯・流通、消費に⾄るまでの
環境負荷低減と持続的発展に向け、全国で300件以上の取組が始まっている。

60%18%

12%

7%
2% 1%

11件
北海道

45件
東北

72件
関東

30件
北陸

30件
東海

34件
近畿

49件
中国・四国47件

九州・沖縄

全国計
318件※

※要望調査(令和3年12⽉から令和4年度にかけて数回実施)に基
づき配分した事業実施計画数であり、事業を実施した件数と異
なる場合がある。

滋賀県（滋賀県⻑浜市、彦根市）

滋賀県（滋賀県⻑浜市、彦根市）

ブロード
キャスター
による散布

⽜糞
ペレット

⼤崎市有機農業・グリーン化推進協議会（宮城県⼤崎市）

取組概要：⽔稲作付初期の雑草抑制及び除草労⼒の削減に資するア
イガモロボットと併せて、⽔管理システム、リモコン草刈機を取り
⼊れた、省⼒的かつ除草剤の使⽤量削減を図る栽培体系を実証。
取組成果（⾒込み）：アイガモロボットの活⽤により、⽔⽥の雑草
を抑制し、除草剤の散布回数の１〜２回程度削減を⾒込み取組を実
施中。また、⽔管理システムや、リモコン草刈機のデータも併せて
収集することとしている。

アイガモロボットによ
る雑草抑制

グリーンな栽培体系
への転換サポート

千葉市SDGs対応型施設園芸推進協議会（千葉県千葉市）
取組概要：ヒートポンプと燃油暖房機とのハイブリッド型のイチゴ
栽培に、⾼保温性カーテン等を組み合わせ、化⽯燃料使⽤量低減及
び単収あたりの化⽯燃料使⽤量低減実証等を実施。
取組成果（⾒込み） ：ハイブリッド型の活⽤により、化⽯燃料使
⽤量40%低減、単収当たりの化⽯燃料使⽤量52%低減を⾒込み取
組を実施中。今後、実証結果を踏まえ、イチゴにおける技術マニュ
アルを作成。

SDGｓ対応型
施設園芸確⽴

■グリーンな栽培体系への転換サポート
■有機農業産地づくり推進
■推進体制整備
■バイオマス地産地消対策
■地域循環型エネルギーシステム構築
■SDGs対応型施設園芸確⽴

燃油暖房機（左）と
ヒートポンプ（右）

取組概要：⽔稲やブロッコリー等の⽔⽥野菜について、⽜糞ペレッ
ト堆肥を活⽤し、化学肥料の使⽤量低減と堆肥のペレット化による
散布作業の省⼒化を図る栽培体系を実証。
取組成果（⾒込み）：化学肥料の使⽤量について、ペレット堆肥の
連年施⽤や発酵鶏糞との併⽤により、慣⾏栽培（令和３年産）⽐５
割以上の低減を⽬標に実施中（⽬標：R６年度）。なお、本年度の
ブロッコリー栽培については、約３割の化学肥料低減が⾒込まれる。

グリーンな栽培体系
への転換サポート
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国の基本⽅針 公表（令和４年９⽉15⽇）
告⽰・事務処理要領・申請書様式、ガイドライン等も併せて公表

全47都道府県でみどりの⾷料システム法に基づく基本計画が作成

みどりの⾷料システム法 施⾏（令和４年７⽉1⽇） 施⾏令・施⾏規則等も施⾏

令和５年度から都道府県による農業者の計画認定が本格的にスタート。税制特例や計画
認定・特定区域設定に対する補助事業の優先採択等のメリット措置を丁寧に説明していく。

堆肥散布機の普及可変施肥⽥植機の普及

それぞれの地域で、みどり法に基づく取組を
主体的に進めていただくため、

地⽅⾃治体の基本計画作成を促進
認定第１弾（令和４年11⽉１⽇） ６事業者
認定第２弾（令和４年11⽉30⽇） ５事業者
認定第３弾（令和４年12⽉21⽇） ６事業者
認定第４弾（令和５年１⽉19⽇） ６事業者
認定第５弾（令和５年３⽉３⽇） 10事業者

（計33事業者）

リモコン草刈機の普及

○滋賀県が全国初の基本計画を公表
（令和４年10⽉28⽇）
•有機農業者の２計画を初認定（令和４年11⽉）

○令和４年度中に全都道府県で基本計画が作成

○うち12県23市町で特定区域（モデル地区）
が設定され、地域ぐるみでの取組を促進

⽣産現場の環境負荷低減を効果的に進めるため、
現場の農業者のニーズも踏まえ、

環境負荷低減に役⽴つ技術の普及拡⼤等
を図る事業者（基盤確⽴事業実施計画）を認定
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地⽅⾃治体の基本計画の作成状況
都道府県 公表⽇
北海道 令和４年12⽉23⽇

⻘森県 令和５年３⽉31⽇

岩⼿県 令和５年３⽉31⽇

宮城県 令和５年３⽉29⽇

秋⽥県 令和５年３⽉10⽇

⼭形県 令和５年２⽉１⽇

福島県 令和５年３⽉31⽇

茨城県 令和５年３⽉30⽇

栃⽊県 令和５年３⽉29⽇

群⾺県 令和５年３⽉23⽇

埼⽟県 令和５年３⽉30⽇

千葉県 令和５年３⽉31⽇

東京都 令和５年３⽉27⽇

神奈川県 令和５年３⽉31⽇

新潟県 令和５年２⽉21⽇

富⼭県 令和５年３⽉17⽇

⽯川県 令和５年３⽉20⽇

福井県 令和５年３⽉30⽇

⼭梨県 令和５年３⽉30⽇

⻑野県 令和５年３⽉28⽇

岐⾩県 令和５年３⽉14⽇

静岡県 令和５年３⽉28⽇

愛知県 令和５年３⽉16⽇

三重県 令和５年３⽉28⽇

都道府県 公表⽇
滋賀県 令和４年10⽉28⽇

京都府 令和５年３⽉27⽇

⼤阪府 令和５年３⽉20⽇

兵庫県 令和５年３⽉24⽇

奈良県 令和５年３⽉29⽇

和歌⼭県 令和５年３⽉27⽇

⿃取県 令和５年３⽉28⽇

島根県 令和５年３⽉１⽇

岡⼭県 令和５年３⽉17⽇

広島県 令和５年３⽉22⽇

⼭⼝県 令和５年３⽉27⽇

徳島県 令和５年３⽉10⽇

⾹川県 令和５年３⽉20⽇

愛媛県 令和５年３⽉15⽇

⾼知県 令和５年２⽉10⽇

福岡県 令和５年３⽉29⽇

佐賀県 令和５年３⽉31⽇

⻑崎県 令和４年12⽉23⽇

熊本県 令和５年３⽉６⽇

⼤分県 令和４年12⽉28⽇

宮崎県 令和５年３⽉24⽇

⿅児島県 令和５年３⽉29⽇

沖縄県 令和５年３⽉20⽇
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奈良県 天理市 放棄茶畑を活⽤した有機茶の
産地形成

宇陀市 担い⼿の育成・確保、⽣産⼒向
上による有機農業の団地化

広島県 じんせきこうげん
神⽯⾼原町

⼟づくりマニュアルの作成等に
よる有機農業の団地化

徳島県 徳島市 農薬の局所施⽤によるレンコン
栽培の化学農薬使⽤低減の推進

⼩松島市 学校給⾷への利⽤推進等による
⽔稲の有機農業の団地化

阿南市 地域の関係機関が⼀体となって
⽔稲の有機農業の団地化

阿波市 野菜、⽔稲の有機農業の団地化
・ブランド化

海陽町 化学農薬使⽤低減に向けた
きゅうりの次世代栽培技術の確⽴

⿅児島県 みなみたね
南種⼦町

ノウハウの共有等による地域特産
品の有機農業の産地形成

宮城県 ⼭元町 ICT等の活⽤によるいちご栽培の
スマート施設園芸団地の形成

美⾥町 有機農業のゾーニングによる有機
農業の団地化

わくや
涌⾕町

技術の継承による有機農業の
産地形成

⼭形県 ⻄川町 ⽊質バイオマス発電由来の廃熱、
廃CO2の施設園芸への活⽤

川⻄町 担い⼿の確保や技術向上による
有機農業の団地化

茨城県 ⽯岡市 地域の担い⼿育成による有機
農業の団地化

常陸⼤宮市 技術の向上等による有機野菜
及び有機⽶の⽣産団地の形成

千葉県 千葉市 ICTを活⽤したイチゴ⽣産のSDGs型
施設園芸の産地育成

富⼭県 南砺市 ⽔稲の栽培技術の共有等による
有機農業の産地形成

福井県 越前市 技術のマニュアル化による⼤規模
有機農業の拡⼤

⻑野県 佐久市 認定基盤確⽴事業と連携した
ペレット堆肥の活⽤による資源
循環型農業の推進

兵庫県 神⼾市 家畜由来堆肥、こうべハーベスト（下
⽔処理で回収されたリンを配合）の
活⽤による有機・特別栽培の推進

豊岡市 「コウノトリ育む農法」無農薬タイプ
の⽣産拡⼤

養⽗市 新規就農者の確保、技術伝承に
よる有機農業の⾯的拡⼤

・ 全国12県23市町で特定区域が設定され、みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦等を活⽤しながら地域ぐるみの取組を推進

★ 有機農業団地化
★ 地域資源の活⽤による

温室効果ガスの排出量削減
★ 先端技術の活⽤
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○ 基本計画において、地域ぐるみで⾏う環境負荷低減の取組を促進するモデル地区を特定区域として設定可能
○ 全国12県23市町で特定区域が設定。区域内の取組に対しては、みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦等を
優先的に採択し、モデル地区の創出を後押し。

特定区域（モデル地区）の設定状況（令和４年度末時点）



基盤確⽴事業実施計画の認定状況（令和４年度末時点）

農業機械の製造・販売

有機物を活⽤した肥料の製造・販売

（株）TOWING （愛知県）

新技術の研究開発・実証

バイオ炭 ⼟壌微⽣物群 有機肥料

農地への炭素固定と有機栽培に適した⼟づくりを両⽴する
“⾼機能バイオ炭”の研究開発に取り組む

（地独）北海道⽴総合研究機構
化学農薬の使⽤量低減に資する

病害⾍に強い新品種の育成に取り組む

新品種の育成

稲 ⼩⻨ ばれいしょ

松元機⼯（株）（⿅児島県）

乗⽤型茶園防除機

防除効果を維持しながら化学農薬の使⽤量を低減できる
乗⽤型茶園防除機の普及拡⼤に取り組む

JA佐久浅間、JA全農⻑野県本部、佐久市
堆肥の利⽤拡⼤に向け、JA佐久浅間のペレット堆肥の

製造設備を整備し、広域流通に取り組む

○ 現場の農業者のニーズを踏まえ、化学肥料・化学農薬の使⽤低減や有機農業の取組に役⽴つ農業機械やペ
レット堆肥等の資材の⽣産・販売、環境負荷低減に向けた新技術・新品種の開発等を⾏う33事業者の計画を
国が認定

○ ⽔稲、露地野菜、施設園芸、畜産等幅広い分野で農業者向けのみどり税制対象機械（計42種類）が追
加されたほか、資材メーカー等はペレット堆肥等の製造に必要な設備投資にみどり税制を活⽤
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• グリーンな栽培体系への転換サポート■■■
• 有機農業産地づくり推進緊急事業■■■（有機農業協定の締結により更に加算）
• 有機転換推進事業■■■
• SDGs対応型施設園芸確⽴■■■
• バイオマス活⽤による持続可能なエネルギー導⼊・資材の調達対策■■■
（みどりハード対策︓基盤確⽴事業実施計画の認定が必要） 等

みどりの⾷料システム法の認定による主な補助事業等の優先採択

みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦
■（特定）環境負荷低減事業活動実施計画

■基盤確⽴事業実施計画

■特定区域の設定（基本計画）

加算項⽬

・令和５年中の認定等の⾒込みがある場合もポイント加算の対象となる場合があります。
・優先採択等の詳細については、各事業の実施要綱・要領を御確認願います。
・令和５年度予算については、今後、内容が変更される場合があります。

• 「知」の集積と活⽤の場によるイノベーションの創出■■
• スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト■
• アグリ・スタートアップ創出強化対策■
• ペレット堆肥流通・下⽔汚泥資源等の肥料利⽤促進技術の開発・実証■
• ⾷料安全保障強化に向けた⾰新的新品種開発プロジェクト■ 等

研究開発・実証関係

• ⾷品ロス削減・プラスチック資源循環の推進■
• 強い農業づくり総合⽀援交付⾦■
• ⾷品産業の国際競争⼒強化緊急対策事業のうち

JAS･JFSの普及対策事業のうち有機JAS普及対策■ 等

⾷品産業関係

• 強い農業づくり総合⽀援交付⾦■■■
• 産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち

新市場獲得対策のうち国産シェア対策■■■
• 国内肥料資源利⽤拡⼤対策事業■■
• 農地利⽤効率化等⽀援交付⾦■
• 農⼭漁村振興交付⾦■■■
• 茶・薬⽤作物等地域特産作物体制強化促進■
• 果樹農業⽣産⼒増強総合対策■
• コメ・コメ加⼯品輸出推進緊急対策事業■■
• 持続的畑作⽣産体系確⽴緊急⽀援事業■■
• 畜産経営体⽣産性向上対策■
• 畜産⽣産⼒・⽣産体制強化対策事業のうち

家畜能⼒等向上強化推進事業・繁殖肥育⼀貫経
営等育成⽀援■■

• 農業⽀援サービス事業インキュベーション緊急対策
（みどり税制対象機械の導⼊について加算） 等

農畜産業関係

■基本計画の公表

• 森林・林業・グリーン成⻑総合対策■

林業関係

（R４補正予算・R5当初予算）

〇 みどりの⾷料システム法の計画認定等を受けることで、例えば「みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦」では、60点の採択ポイントの
うち特定区域の設定や農業者の計画認定等で最⼤20点がプラスされるなど、補助事業の優先採択が受けられるメリットがある。

○ 当省の様々な補助事業において、このような計画認定によるメリット措置が受けられることを広く説明していく。

※ 特定区域の設定 ：＋１０点
農業者・事業者の計画認定：各＋５点
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