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第１章 平成 29 年度農林水産行政の概観 

 

第１節 農 業 

 

１ 施策の背景 

 

我が国の農業は、人口減少に伴う国内マーケット

の縮小や、農業者の減少・高齢化の進行など、大き

な曲がり角に立っている。このような中で、我が国

の農業に活力を取り戻し、若者たちが創意工夫を存

分に発揮できる魅力ある成長産業にしていくために

は、消費者ニーズに応えた付加価値の高い農産物の

生産・販売や、成長著しい海外マーケットの開拓を

進めるとともに、農業の構造改革を進めていく必要

があることから、「農林水産業・地域の活力創造プ

ラン」に基づき、農業の成長産業化に向けた取組を

着実に実施した。 

また、包括的及び先進的な環太平洋パートナーシ

ップ協定(TPP11 協定)の大筋合意や日 EU・EPA の大

枠合意を受け、平成 29 年 11 月 24 日に「総合的な

TPP 等関連政策大綱」を改訂し、新たな国際環境の

下で農業を成長産業とするために必要な対策を実施

した。 

 

２ 講じた施策の重点 

 

農業の更なる競争力強化に向けた取組 

ア 農林水産業・地域の活力創造プランの改訂 

平成 29 年 12 月８日、官邸に設置された「農林

水産業・地域の活力創造本部」にて、「農林水産

業・地域の活力創造プラン」が改訂された。今回

は、①「新たな森林管理システム」の構築を柱と

する林業政策改革、②水産資源の適切な管理と水

産業の成長産業化を両立させるための「水産政策

の改革の方向性」、③生産者・消費者双方のメリ

ット向上のための卸売市場を含めた食品流通構造

の改革、④新たなニーズに対応した農地の取扱い

の見直し、を中心に必要な改訂を行った。 

さらに、改訂されたプランに盛り込まれた施策

の具体化を進めるため、「森林経営管理法案」、

「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部

を改正する法律案」及び「農業経営基盤強化促進

法等の一部を改正する法律案」を第 196 回通常国

会に提出した。 

活力プラン改訂後には、新たに盛り込まれた施

策の内容について国民に分かりやすく情報提供す

るため、農林水産省 Web サイトにおいて活力プラ

ンの説明動画を公開した。 

イ 「総合的な TPP 等関連政策大綱」に基づく対策

の実施 

日 EU・EPA の大枠合意(平成 29 年 7 月)や TPP11

協定の大筋合意(同年 11 月)により、我が国の農林

水産業は新たな国際環境に入ることから、同年 11

月に「総合的な TPP 等関連政策大綱」を改訂し、

日 EU・EPA により必要となる施策等を新たに盛り

込んだ。 

農業分野については、体質強化対策として、従

来の対策(産地パワーアップ事業、畜産クラスター

事業等)の実績の検証を踏まえた所要の見直しを

行った上で、国産チーズや構造用集成材等の木材

製品の国際競争力の強化、豚肉・鶏肉、鶏卵、乳

製品等の輸出環境の整備等の対策を新たに盛り込

んだ。平成 29 年度補正予算においては、改訂され

た大綱に基づき、我が国農林水産業の体質強化対

策を実施するため、総額 3,170 億円を確保した。

また、協定発効に合わせて実施する経営安定対策

については、従来からの対策(法制化した牛・豚マ

ルキンの補填率の引き上げ等)に加え、パスタ・菓

子等の関税撤廃等に関して国境措置の整合性確保

の観点から小麦のマークアップの実質的撤廃(パ

スタ原料)・引下げ等の対策を新たに盛り込んだ。 

あわせて、合意内容や国内対策の内容等につい

て、国民の皆様に理解を深めてもらうため、パン

フレットを公表するとともに、全国各地で説明会

を開催した。 

 

３ 財政措置  

 

以上の重点施策を始めとする施策の総合的な推進

を図るため、必要な予算等の確保・充実に努め、平

成 29 年度農業関係予算一般会計予算額は、総額 1

兆 7,325 億円となった。 

また、平成 29 年度の農林水産省関係の財政投融資

計画額は 2,564 億円となった。このうち主要なもの

は、株式会社日本政策金融公庫(農林水産業者向け業
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務)への計画額 2,350 億円となっている。 

 

４ 税制上の措置 

 

施策の総合的な推進を図るため、以下を始めとす

る所要の税制措置が講じられた。 

 

(1) 農業の構造改革の推進・農業経営の安定化 

ア 生産資材価格の引下げ及び農産物の流通加工構

造の改革のための税制上の措置の創設(所得税、法

人税、登録免許税) 

イ 農業経営基盤強化準備金制度の１年延長(所得

税・法人税) 

ウ 農林漁業用Ａ重油等に対する石油石炭税の免税

・還付措置の３年延長(石油石炭税) 

(2) 農林水産関連産業の振興等 

エ 協同組合の上部団体への普通出資に係る受取配

当等について、益金不算入の特例措置の創設(法人税) 

(3) 農山漁村の活性化 

オ 農村地域における就業構造改善の仕組みの見直

しに伴う譲渡所得の特別控除の適用範囲の拡充

(対象業種の拡大等)(所得税) 

 

５ 農 業 金 融 

 

近年、労働力不足等による規模拡大や省力設備の

導入等の需要増が背景に、農業関係融資は畜産分野

を中心に増加傾向にある。株式会社日本政策金融公

庫資金(農林水産業者向け業務)の平成 29 年度貸付

計画額は 5,525 億円(変更後)で、貸付実績は農業経

営向けの主要な資金として、農業経営基盤強化資金

(スーパーＬ資金)が 3,286億円と対前年比 33％増と

なっている。うち畜産分野が 2,460 億円と 74.9%を

占めている。 

また、平成 29 年度の民間金融機関の農業向け融資

残高(林業含む)は 9,021 億円と対前年比 10％増。農

協系統については、平成 29 年度新規実行額は 3,886

億円と対前年比 13％増となっている。 

 

６ 立 法 措 置 

 

第 193 回国会(通常国会)において、 

・「農業機械化促進法を廃止する等の法律」(平成

29 年法律第 19 号) 

・「主要農作物種子法を廃止する法律」(平成 29

年法律第 20 号) 

・「農業競争力強化支援法」(平成 29年法律第 35号) 

・「土地改良法等の一部を改正する法律」(平成

29 年法律第 39 号) 

・「農村地域工業等導入促進法の一部を改正する

法律」(平成 29 年法律第 48 号) 

・「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法

人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律」

(平成 29 年法律第 60 号) 

・「農林物資の規格化等に関する法律及び独立行

政法人農林水産消費安全技術センター法の一

部を改正する法律」(平成 29 年法律第 70 号) 

・「農業災害補償法の一部を改正する法律」(平成

29 年法律第 74 号) 

第 195 回国会(特別国会)において、 

・「競馬法の一部を改正する法律」(平成 29 年法

律第 81 号) 

第 196 回国会(通常国会)において、 

・「水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一

部を改正する法律」(平成 30 年法律第９号) 

が成立した。 

 

第２節 林 業 

 

１ 施 策 の 背 景 

 

森林は、国土の保全、水源の涵(かん)養、木材等

の生産等の多面的機能の発揮によって、国民生活及

び国民経済に大きな貢献をしている。また、現在の

我が国の森林は、これまでの先人の努力等により、

戦後造林された人工林を中心に本格的な利用期を迎

えており、国内の豊富な森林資源を循環利用するこ

とが重要な課題となっている。 

このため、意欲と能力のある林業経営者に林業経

営を集積・集約化し、間伐のみならず主伐や主伐後

の再造林についても合理的に進めるなど、資源の循

環利用を更に進めていくための仕組みを整える必要

がある。また、ICT の活用等による川上の林業経営

者から川下の木材需要者までの連携や、非住宅建築

や中高層建築向け等の新規木材需要の拡大を進める

必要がある。 

このような中、平成 29 年６月に閣議決定された

「未来投資戦略 2017」や「経済財政運営と改革の基

本方針 2017」等において、林業の成長産業化の実現

と森林の適切な管理のための新たな仕組みを検討す

るとされたことを踏まえ、自然的条件が良く、林業

経営に適した森林については、意欲と能力のある林

業経営者に林業経営を託し、自然的条件が悪く、林
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業経営に適さない森林については、市町村自らが管

理を行う「新たな森林管理システム(森林経営管理制

度)」を構築するための検討を行った。また、森林環

境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)については、

「新たな森林管理システム(森林経営管理制度)」を

踏まえ市町村が行う公的管理を始めとした森林整備

等の財源とする方向で検討を行った。 

こうした検討と併せ、農林水産省では、森林の整

備及び保全を図りつつ、効率的かつ安定的な林業経

営の育成、木材の加工・流通体制の整備等による木

材産業の競争力強化、新たな木材需要の創出等を進

めるとともに、国有林野の管理経営、東日本大震災

や平成 28 年熊本地震等の災害からの復興にも取り

組んでいる。 

 

２ 講じた施策の重点 

 

(1) 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策 

森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的

に発揮させていくため、多面的なまとまりをもった

森林経営の確立、再造林等による適切な更新の確保、

適切な間伐等の実施、路網整備の推進、多様で健全

な森林への誘導、地球温暖化防止策及び適応策の推

進、国土の保全等の推進、研究・技術開発及びその

普及、山村の振興及び地方創生への寄与、国民参加

の森林(もり)づくりと森林の多様な利用の推進、国

際的な協調及び貢献に関する施策を推進した。 

特に、「森林法等の一部を改正する法律」(平成 28

年法律第 44 号)を踏まえ、森林所有者・境界の明確

化や ICT を活用して効率的に施業集約化を進めるた

めの仕組みづくりを推進した。 

また、再造林等による適切な更新の確保のため、

市町村による造林の実施状況の把握を推進するな

ど、伐採及び造林届出制度の適正な運用を図るとと

もに、市町村の森林・林業行政をサポートする「地

域林政アドバイザー制度」を創設し、市町村の体制

整備を推進した。 

さらに、自然災害に対する山地防災力の強化のた

め、荒廃山地の復旧整備や予防治山対策による事前

防災・減災対策を推進するとともに、平成 29 年九州

北部豪雨等による流木災害の発生を受けて実施した

緊急点検により選定した緊急的・集中的に流木対策

が必要な地区において、流木捕捉式治山ダムの設置

や間伐等の森林整備等の総合的な流木対策を推

進した。 

加えて、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進

に関する法律」(平成 28 年法律第 48 号)(クリーンウ

ッド法)の施行及び同法に基づく木材関連事業者の

登録開始を踏まえ、合法性確認に資する生産国の関

連情報の収集や違法伐採関連の情報提供、登録促進

のための取組を実施した。 

(2) 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策 

林業の持続的かつ健全な発展を図るため、望まし

い林業構造の確立、人材の育成及び確保等、林業災

害による損失の補填に関する施策を推進した。 

特に、効率的な作業システムによる生産性の向上

のための技能者の育成、高性能林業機械の導入の推

進、林業労働力の確保のための林業への就業前の青

年に対する給付金の給付、「緑の雇用」事業等によ

る人材の育成及び確保等を推進した。 

(3) 林産物の供給及び利用の確保に関する施策 

林産物の供給及び利用を確保するため、原木の安

定供給体制の構築、木材産業の競争力強化、新たな

木材需要の創出、消費者等の理解の醸成、林産物の

輸入に関する措置に関する施策を推進した。 

また、日 EU・EPA の大枠合意及び TPP11 の大筋合

意を踏まえ平成 29年 11月に改訂した「総合的な TPP

等関連政策大綱」に掲げられている木材製品の国際

競争力を強化するため、路網整備、高性能林業機械

の導入、加工施設の大規模化・高効率化、高付加価

値品目への転換、木材製品の消費拡大を推進した。 

(4) 東日本大震災からの復旧・復興に関する施策 

東日本大震災により被災した治山施設や林道施

設、地震により発生した崩壊地や被災した海岸防災

林等の復旧及び再生を実施するとともに、放射性物

質の影響に対応した木材製品等の安全証明体制の構

築、安全な特用林産物の供給確保のための支援、被

災地域の林業・木材産業の復興を図るための地域で

流通する木材等の活用を推進した。 

(5) 国有林野の管理及び経営に関する施策 

国土保全等の公益的機能の高度発揮に重要な役割

を果たしている国有林野の特性を踏まえ、公益重視

の管理経営を一層推進した。 

また、林業の成長産業化を推進するため、森林施

業の低コスト化の推進、技術の普及等を実施すると

ともに、「国民の森林(もり)」としての管理経営と

国有林の所在する地域における産業の振興等のため

の国有林野の活用を推進した。特に、平成 28 年３月

に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」

を踏まえ、観光資源としての潜在的魅力がある「レ

クリエーションの森」を「日本美(うつく)しの森 お

薦め国有林」として選定し、その普及等に努めた。 

(6) 団体の再編整備に関する施策 

森林組合等に対して、国民や組合員の信頼を受け
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て地域の森林施業や経営の担い手として重要な役割

を果たすよう、事業・業務執行体制の強化、体質の

改善に向けた指導を行った。 

 

３ 財 政 措 置 

 

(1) 財 政 措 置 

諸施策を実施するため、表のとおり予算の確保に

努めた(表１)。 

 

表１ 林業関係の一般会計等の予算額 

(単位：百万円) 

区分 平成29(2017)年度 

林業関係の一般会計等の予算額 388,456 

 治山事業の推進 79,132 

 森林整備事業の推進 141,458 

 災害復旧等 30,046 

 保安林等整備管理 482 

 森林計画 876 

 森林の整備・保全 3,657 

 林業振興対策 6,304 

 林産物供給等振興対策 1,982 

 森林整備・林業等振興対策 40,991 

 林業試験研究及び林業普及指導 10,849 

 森林病害虫等防除 718 

 林業金融 2 

 国際林業協力 208 

 森林整備地域活動支援対策 473 

 その他 71,277 

東日本大震災振興特別会計予算額 35,084 

国有林野事業債務管理特別会計予算額 342,395 

注１：予算額は補正後のものである。  

注２：一般会計及び東日本大震災復興特別会計には、

他省庁計上予算を含む。  

注３：総額と内訳の計が一致しないのは、四捨五入に

よる。  

 

(2) 森林・山村に係る地方財政措置 

「森林・山村対策」、「国土保全対策」等を引き

続き実施し、地方公共団体の取組を促進した。 

「森林・山村対策」としては、①公有林等におけ

る間伐等の促進、②国が実施する「森林整備地域活

動支援交付金」と連携した施業の集約化に必要な活

動、③国が実施する「緑の雇用」現場技能者育成推

進事業等と連携した林業の担い手育成及び確保に必

要な研修、④民有林における長伐期化及び複層林化

と林業公社がこれを行う場合の経営の安定化の推

進、⑤地域で流通する木材の利用のための普及啓発

及び木質バイオマスエネルギー利用促進対策、⑥市

町村の森林所有者情報の整備等に要する経費等に対

して、地方交付税措置を講じた。 

「国土保全対策」としては、ソフト事業として、U

・I ターン受入対策、森林管理対策等に必要な経費

に対する普通交付税措置、上流域の水源維持等のた

めの事業に必要な経費を下流域の団体が負担した場

合の特別交付税措置を講じた。また、公の施設とし

て保全及び活用を図る森林の取得及び施設の整備、

農山村の景観保全施設の整備等に要する経費を地方

債の対象とした。 

また、上記のほか、森林吸収源対策等の推進を図

るため、林地台帳の整備、森林所有者の確定など、

森林整備の実施に必要となる地域の主体的な取組に

要する経費について、引き続き地方交付税措置を講

じた。 

 

４ 税制上の措置 

 

林業に関する税制について、平成 29 年度税制改正

において、①山林に係る相続税の納税猶予制度につ

いて、５ha 未満の一定の山林の適用対象への追加、

身体障害等により計画継続困難となった際の経営委

託による継続、災害により経営規模の拡大が困難と

なった際の取組期間の延長を行うこと(相続税)、②

相続税の財産評価の適正化のため、実態を踏まえ、

杉及びひのきの現行評価額を全体的に引き下げ、松

を個別評価とすること(相続税)、③森林法等の一部

改正に伴い、見直し後の認定基準による森林経営計

画、国立研究開発法人森林研究・整備機構(旧国立研

究開発法人森林総合研究所)等に対し、現行措置を引

き続き適用すること(複数税目)、④森林組合等を含

む協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等に

ついて、益金不算入の特例措置を創設すること(法人

税)、⑤林業用軽油に係る石油石炭税(地球温暖化対

策のための課税の特例による上乗せ分)の還付措置

の適用期限を３年延長すること(石油石炭税)、⑥輸

入・国産林業用Ａ重油に係る石油石炭税の免税・還

付措置の適用期限を３年延長すること(石油石炭

税)、⑦中小企業投資促進税制について、対象資産の

見直しを行った上、適用期限を２年延長すること(所

得税・法人税)、⑧商業・サービス業・農林水産業活

性化税制の適用期限を２年延長すること(所得税・法

人税)、⑨森林組合等の貸倒引当金の特例について、

割増率の引下げを行った上、適用期限を２年延長す

ること(法人税)、⑩中小企業者等に係る法人税の軽
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減税率の特例の適用期限を２年延長すること(法人

税)、⑪独立行政法人農林漁業信用基金が受ける抵当

権の設定登記等に対する登録免許税率の軽減措置の

適用期限を２年延長すること(登録免許税)等の措置

を講じた。 

 

５ 林 業 金 融 

 

(1) 株式会社日本政策金融公庫資金制度 

株式会社日本政策金融公庫資金の林業関係資金に

ついては、造林等に必要な長期低利資金について、

貸付計画額を 162 億円とした。沖縄県については、

沖縄振興開発金融公庫の農林漁業関係貸付計画額を

60 億円とした。 

また、森林の取得や木材の加工及び流通施設等の

整備を行う林業者等に対する利子助成を実施したほ

か、東日本大震災により被災した林業者等に対する

利子助成を実施するとともに、無担保・無保証人貸

付けを実施した。 

(2) 林業・木材産業改善資金制度 

経営改善等を行う林業者・木材産業事業者に対す

る都道府県からの無利子資金である林業・木材産業

改善資金について、貸付計画額を 39 億円とした。 

(3) 木材産業等高度化推進資金制度 

木材の生産又は流通の合理化を推進するために必

要な資金等を低利で融通し、その貸付枠は 600 億円

とした。 

(4) 独立行政法人農林漁業信用基金による債務

保証制度 

林業経営の改善等に必要な資金の融通を円滑にす

るため、独立行政法人農林漁業信用基金による債務

保証の活用を促進した。 

また、東日本大震災により被災した林業者・木材

産業者に対する保証料等の助成を実施した。 

(5) 林業就業促進資金制度 

新たに林業に就業しようとする者の円滑な就業を

促進するため、新規就業者や認定事業主に対する研

修受講や就業準備に必要な資金について林業労働力

確保支援センターによる貸付制度を通じた支援を行

い、その貸付枠は５億円とした。 

 

第３節 水 産 業 

 

１ 施 策 の 背 景 

 

21 世紀における水産施策の基本的指針である水

産基本法(基本法)が平成 13 年６月に制定されてか

ら 16 年が経過した。この間、基本法が掲げた水産物

の安定供給の確保及び水産業の健全な発展という基

本理念の実現に向けて、水産に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、水産基本計画(基本計

画)が３度(平成 14 年３月、平成 19 年３月及び平成

24 年３月)にわたり策定され、これに基づき水産政

策を推進してきた。 

その間、水産をめぐる情勢も大きく変化した。世

界的な人口の増加や経済発展に加え、水産物の優れ

た栄養特性に対する評価の高まりもあり、その需要

が増大している一方、世界の水産資源の多くは既に

満限あるいはそれ以上に利用されているとされてお

り、我が国周辺の豊かな水産資源を適切に管理し、

国民に安定的に水産物を供給していくことの重要性

が高まっている。 

一方、このような世界的なすう勢とは裏腹に、我

が国においては、漁船の高船齢化、漁業者の減少・

高齢化の進行など水産物の生産体制が脆弱化すると

ともに、国民の「魚離れ」の進行が止まらず、この

ままでは、我が国周辺の「身近な自然の恵み」を活

用する力を失ってしまう状況も懸念されている。 

一方、最近では漁業生産額、水産物の輸出金額が

３年連続で上昇するなど明るい兆しもみられている。 

このため、新たな基本計画では、我が国周辺の豊

かな水産資源を持続的な形でフル活用を図るととも

に、水産物の安定供給と漁村地域の維持発展に向け

て、産業としての生産性の向上と所得の増大による

成長産業化、その前提となる資源管理の高度化等を

図るため、総合的かつ計画的に講ずべき施策を示し

ている。 

 

２ 講じた施策の重点 

 

水産業は、我が国周辺の豊かな水産資源を持続可

能な形でフルに活用することによって、国民に対し

て水産物を安定的に供給することと同時に、漁村地

域の経済活動や国土強靱化の基礎をなし、その維持

発展を担うことが期待されている。水産業がその期

待される役割を十全に果たすためには、水産資源と

それを育む漁場環境の適切な保全・管理を行いつつ、

水産業の生産性の向上によって、そこで働く人々の

所得の増大を図る必要がある。このような考え方の

下、政府は、新たな水産基本計画(平成 29 年４月 28

日閣議決定)に基づき、①浜の活力再生プランを軸と

した漁業・漁村の活性化、②漁業・漁村の活性化を

支える取組及び③東日本大震災からの復興につい
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て、総合的かつ計画的に推進した。 

また、数量管理等による資源管理の充実や漁業の

成長産業化等を強力に進めるために必要な施策に関

し、「水産政策の改革の方向性」を「農林水産業・

地域の活力創造プラン」(平成 29 年 12 月８日改訂。

農林水産業・地域の活力創造本部決定)に盛り込んだ。 

 

３ 財 政 措 置 

 

水産関係予算の主な内訳は、次のとおりである。 

(単位：百万円) 

平成 29 年度 

項 目 通常分 
復旧・ 

復興対策分 
合 計 

合 計 232,614 67,031 299,645 

非公共(計) 145,986 9,599 155,585 

公共(計) 86,628 57,432 144,060 

一般公共 82,773 5,584 88,357 

水産基盤整備 81,869 5,584 87,453 

漁港海岸 904 0 904 

災害復旧 3,855 51,848 55,703 

注１：通常分とは、基礎的財政収支対象経費に係る分であ

り、復旧・復興対策分とは、東日本大震災復興特別

会計に係る分である。 

注２：金額は補正後予算額である。 

注３：上記のほか、東日本大震災復興交付金を復興庁に計上。 

 

４ 税制上の措置 

 

施策の総合的な推進を図るため、以下をはじめと

する所要の税制措置を講じた。 

石油石炭税については、農林漁業用Ａ重油に対す

る石油石炭税(温対税を含む)の免税・還付措置の適

用期限を３年間延長し、農林漁業用軽油に対する石

油石炭税(温対税のみ)の還付措置の適用期限につい

ても３年間延長した。法人税については、受取配当

等の益金不算入制度について、その配当等の額のう

ち益金の額に算入しない金額は、その出資保有割合

にかかわらず、その配当等の額の 100 分の 50 相当額

とする特例を創設した。登録免許税については、漁

業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等の税

率の軽減措置(0.4％→0.15％)の適用期限を２年延

長した。 

 

５ 水 産 業 金 融 

 

漁業経営をめぐる情勢が厳しくなる中で、経営改

善に取り組む意欲ある漁業者の多様な経営発展を金

融面から支援するため、認定漁業者が漁船建造等の

ため借り入れる漁業近代化資金及び日本政策金融公

庫資金(沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫資

金)の金利負担軽減措置を講じた。また、保証人不要

・担保は漁業関係資産のみとする実質無担保・無保

証人型融資を推進した。 

さらに、東日本大震災の発生を受けて、二重債務

等が問題となる中、被災漁業者等の速やかな復旧・

復興に要する資金が円滑に融通されるよう、漁業近

代化資金、株式会社日本政策金融公庫等の災害関連

資金についての実質無利子、無担保・無保証人の特

例措置及び無担保・無保証人融資を推進するための

緊急的な保証についての支援等を講じた。 
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