
 

 

 

 

 

１．事業内容 

畑作産地において、病害虫の発生リスクの低減や需要のある作物への転

換、労働力不足等の課題に対応するため、病害抑制と需要に応じた生産拡大

の両立、労働負担軽減、環境に配慮した生産体系の確立、ばれいしょの種子

の安定供給の取組を支援 

２．事業実施主体 

都道府県、市町村、農業者、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、    

民間事業者等（事業メニューにより異なります。） 

３．事業メニュー（事業実施の流れはP.２参照） 

（１）健全な種子の安定供給対策事業 

ア 種ばれいしょの緊急増産・・・・・・・・・・・・・・P.３参照 

イ 種ばれいしょのり病率低減・・・・・・・・・・・・・P.４参照 

（２）病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立対策事業のうち 

てん菜から需要の高い作物等への転換支援事業 

ア てん菜からの転換・・・・・・・・・・・・・・・・・P.５参照 

イ 転換に必要な農業機械等の導入・・・・・・・・・・・P.６参照 

（３）病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立対策事業のうち 

需要に応じた生産拡大事業 

ア 豆類の複数年契約取引・・・・・・・・・・・・・・・P.７参照 

イ ばれいしょの安定生産・・・・・・・・・・・・・・・P.８参照 

（４）労働負担軽減対策事業 

ア 省力作業機械の導入・・・・・・・・・・・・・・・・P.９参照 

イ 基幹作業の外部化に向けた取組・・・・・・・・・・・P.10参照 

ウ 作業受託組織のビジネス確立に向けた取組・・・・・・P.11参照 

（５）環境に配慮した生産体系確立支援事業 

ア 地域モデル確立事業・・・・・・・・・・・・・・・・P.12参照 

イ 病害虫抵抗性品種の導入・普及拡大対策事業・・・・・P.13参照 
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４．事業実施の流れ 

地域 事業実施計画書の作成 

 

市町村 市町村計画の作成 

 

都道府県 都道府県計画の作成 

 

国 
事業要望のとりまとめ 

都道府県に補助金を配分 

 

都道府県 補助金交付 

 

市町村 補助金交付 

 

地域 事業実施 

 

 

 

・次ページ以降は、都道府県向け補助金の概要を記載しています。 

・詳細については、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業実施要綱にて 

ご確認願います。  
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５．各事業メニューの概要 

（１）健全な種子の安定供給対策事業 

ア 種ばれいしょの緊急増産（補助率：定額） 

   ①支援内容 

 ばれいしょの早期増産のため、加工用等の需要に応じた種ばれい

しょの増産に追加的に必要となる経費（種いも切断作業やほ場見回

り作業などの労働費、防除薬剤費及びウイルス株検定費等）に対し

て支援 

   ②事業実施主体 

農業協同組合、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、種

ばれいしょの生産を行う公益社団法人・公益財団法人・一般財団法

人 等 

   ③対象となるほ場と面積 

【対象ほ場】種馬鈴しょ検疫規程（昭和26年２月27日農林省告示第

59号）第８条第２号の検査合格の基準を全て満たす原種ほ及び採

種ほ 

【対象面積】事業実施年産の種ばれいしょ作付面積のうち前年産か

ら増加した面積 

   ④対象作物と支援単価 

【対象作物】種ばれいしょ 

【支援単価】20,000円/10a 

   ⑤成果目標 

事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げる目標を１ 

つ設定。 

・種ばれいしょの生産量を５％以上増加 

・種ばれいしょの作付面積を直近４年間の平均と比較して５％以

上増加 

⑥留意事項 

・植物防疫法（昭和25年法律第151号）第13条第１項により指定種

苗として合格した種ばれいしょを用いた取組であること。 

・補助対象面積については、販売計画等に基づいた作付面積である

ことが確認出来る面積とすること。 
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イ 種ばれいしょのり病率低減（補助率：定額） 

   ①支援内容 

     種ばれいしょほ場におけるウイルスり病率を0.1%未満に低減する

ために追加的に必要となる経費（ほ場見回り労働費、防除薬剤費及

びウイルス株検定費等）に対して支援 

②事業実施主体 

 農業協同組合、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、種

ばれいしょの生産を行う公益社団法人・公益財団法人・一般財団法

人 等 

   ③対象となるほ場と面積 

【対象ほ場】種馬鈴しょ検疫規程（昭和26年２月27日農林省告示第

59号）第８条第２号の検査合格の基準を全て満たす原種ほ及び採

種ほ 

【対象面積】事業実施年産の種ばれいしょ作付面積。ただし、前年

産からの増加分は補助対象外 

④対象作物と支援単価 

    【対象作物】種ばれいしょ 

    【支援単価】8,000円/10a 

   ⑤成果目標等 

【成果目標】事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げ

る目標を１つ設定。 

・種ばれいしょの規格内率を、直近７中５年間の平均と比較して

１ポイント以上増加 

・種ばれいしょの生産量を５％以上増加 

   【必須要件】 

     ・本取組を行ったほ場におけるウイルスり病率を0.1％未満に低

減すること。 

・事業実施後４年間は原則、事業実施の前年度と概ね同等の規模

で種ばれいしょの作付面積を維持すること。 

⑥留意事項 

・植物防疫法（昭和25年法律第151号）第13条第１項により指定種

苗として合格した種ばれいしょを用いた取組であること。 
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（２）病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立対策事業のうち 

てん菜から需要の高い作物等への転換支援事業 

  ア てん菜からの転換（補助率：定額） 

   ①支援内容 

 輪作体系を構成する作物のうち、ばれいしょや豆類は需要が高ま

っている一方で、てん菜から製造される砂糖は低甘味嗜好などによ

り消費量が減少し続けていることから、需要に応じた生産体系の構

築に向けて、てん菜から需要の高い作物等への転換に必要な土壌分

析や土壌改良資材等の経費を支援 

   ②事業実施主体 

     市町村、農業協同組合、農業者、農業者の組織する団体、        

地域農業再生協議会 

   ③対象となる面積 

    【対象面積】てん菜から需要の高い作物に転換する面積 

ただし、成果目標におけるてん菜の作付面積の減少分を上限とする 

   ④対象作物と支援単価 

対象作物 支援単価 備考 

大豆、でん粉原料用ばれいしょ 25,000円/10a  

子実用とうもろこし 35,000円/10a 注１ 

上記以外の需要の高い作物 30,000円/10a 注２ 

緑肥 25,000円/10a 注３ 

    注１）子実用とうもろこしの収穫後の葉・茎等の残渣は、ほ場にす

き込むこと 

    注２）小豆、いんげん、落花生、加工用・種子用ばれいしょ、冷凍

用ブロッコリー、冷凍用えだまめ、青刈りとうもろこし、その

他知事特認作物 

注３）事業実施年度の翌年度以降に当該ほ場にてん菜を作付けする

時に、事業実施年度に緑肥に転換した面積と同規模で需要の高

い作物に転換する場合に限る 

   ⑤成果目標 

事業実施年度を目標年度として、次に掲げる目標を１つ設定。 

    【成果目標①】事業実施ほ場における事業実施年度のてん菜の作付

面積を当該ほ場における直近のてん菜の作付面積より減少。 

     なお、成果目標①を選択した場合は、次の要件を満たすこと。 

・事業実施ほ場のてん菜の作付面積は、事業実施年度を含む５年

間、原則、事業実施年度の面積を超えてはならない。 

・事業実施ほ場以外のほ場におけるてん菜の作付面積は、直近の

てん菜の作付面積を超えてはならない。 

    【成果目標②】事業実施地区における事業実施年度のてん菜の作付

面積を事業実施年度の前年のてん菜の作付面積より減少。 
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     なお、成果目標②を選択した場合は、事業実施地区のてん菜の作

付面積は、事業実施年度を含む５年間、原則、事業実施年度の面

積を超えてはならない。 

   ⑥主な取組要件 

    ・当該都道府県における事業実施年のてん菜作付面積が前年を下回

っていること。 

 

  イ 転換に必要な農業機械等の導入（補助率：１／２以内） 

   ①支援内容 

     てん菜から転換して新たに導入する、又は作付面積を拡大する需

要の高い作物の生産に必要な農業機械等の導入、リース導入又は改

良に要する経費を支援 

   ②事業実施主体 

     市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体（※）、地域農業

再生協議会 

     ※受益戸数が３戸以上又は農業従事者が５名以上の団体 

   ③対象作物 

大豆、小豆、いんげん、落花生、加工用・でん粉原料用・種子用

ばれいしょ、冷凍用ブロッコリー、冷凍用えだまめ、子実用・青刈

りとうもろこし、その他知事特認作物 

   ④成果目標等 

    【成果目標】事業実施年度の４年後までに、てん菜から転換する需

要の高い作物の作付面積の合計を直近４年間の当該作物の作付面

積の合計の平均と比較して15％以上又は１ha以上増加。（新規作

物に転換する場合は、１ha以上導入） 

    【必須要件】 

・５の（２）のア（てん菜からの転換）と同時に導入するものに  

限る。 

   ⑤留意事項 

・農業機械１台当たりの補助金の上限は1,000万円。 

・本体価格が50万円以上の農業機械等（アタッチメントを含む。）

であること。 

・農業以外に使用可能な汎用性の高い機械等の導入経費は補助対象

外。 

・本メニューにおいては、「農業用機械施設補助の整理合理化につ

いて」（昭和57年４月５日付け57予第401号農林水産事務次官依命

通知）の基準を適用しないものとする。 

・導入等する農業機械等の能力・規模が、受益面積等の範囲等から

みて適正であること。また、既存の農業機械等の代替（いわゆる

更新）ではないこと。 



 

7 
 

（３）病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立対策事業のうち 

需要に応じた生産拡大事業 

ア 豆類の複数年契約取引（補助率：定額） 

   ①支援内容 

     畑地における大豆、小豆及びいんげんの安定生産を図るため、複

数年の契約取引を導入し実需者等と結び付いた供給体制を構築する

取組を支援 

②事業実施主体 

農業協同組合、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会 

   ③対象作物等 

【対象作物】畑地に作付けされている大豆、小豆、いんげん 

【支援単価】大豆 1,400円/10a 

            小豆及びいんげん 4,000円/10a 

【補助金額】補助金額＝（A－B）÷C×D 

A:事業実施年産の補助対象となる契約取引数量 

B:事業実施前年産の補助対象となる契約取引数量 

C:補助対象品目に係る地域の平均単収 

D:支援単価 

④成果目標 

事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げる目標を１ 

つ設定。 

・豆類の複数年契約取引数量を２％以上増加 

・豆類の導入比率を２ポイント以上増加 

・豆類の10a当たりの収量を直近７中５年間の平均と比較して

３％以上増加 

・豆類の新品種の作付面積が豆類全体の作付面積に対して占める

割合を４ポイント以上増加 

   ⑤補助対象となる契約取引 

    次に掲げる基準を全て満たすものとする。 

    ・播種前に取引契約を締結していること（※） 

    ・複数年（２か年以上）の取引契約を締結していること 

・契約書において、品目、取引数量及び取引価格が定められている    

こと（※） 

・受益農業従事者、事業実施主体及び実需者等の三者が契約主体と  

なっていること（※） 

※詳細については、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業実施要 

綱にてご確認願います。 
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イ ばれいしょの安定生産（補助率：定額） 

   ①支援内容 

     種ばれいしょの供給不足によるばれいしょの減産を防ぐため、加

工用ばれいしょ等の安定生産に資する種ばれいしょの切り増しに係

る労働費に対して支援 

   ②事業実施主体 

農業協同組合、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会 等 

   ③対象となる面積等 

・供給された種ばれいしょの数量に基づいた作付面積を基準とし、

基準からの増加分を補助対象面積とする（事業実施年の作付面積

が前年を超える場合は上限あり）。 

   ④対象作物と支援単価等 

【対象作物】ばれいしょ（種子用を除く） 

【支援単価】5,000円/10a 

【補助金額】補助金額＝（A－B）×50,000円/ha 

A:事業実施年産作付面積実績（ha） 

B:事業実施年作付用に供給された種ばれいしょの 

数量に基づいた作付面積（ha） 
＝事業実施年作付用に供給された種ばれいしょの数量（t） 

÷２t（播種量10a当たり200kg（20kg入り×10袋）） 

⑤成果目標 

事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げる目標を１ 

つ設定。 

・ばれいしょの導入比率を直近４年間の平均と比較して２ポイン

ト以上増加 

・ばれいしょの作付面積を直近４年間の平均と比較して３％以上

増加 

   ⑥留意事項 

・植物防疫法（昭和25年法律第151号）第13条第１項により指定種

苗として合格した種ばれいしょを用いた取組であること。 
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（４）労働負担軽減対策事業 

ア 省力作業機械の導入（補助率：１／２以内） 

   ①支援内容 

     需要のある作物の生産拡大のため、基幹作業の省力化に資する農

業機械等の導入、リース導入又は改良に要する経費を支援 

   ②事業実施主体 

     都道府県、市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体（※）

地域農業再生協議会、民間事業者 

     ※受益戸数が３戸以上又は農業従事者が５名以上の団体 

   ③対象作物 

    ・畑地に作付けされる大豆、小豆、いんげん、落花生（以下、「豆

類」）、ばれいしょ 

   ④成果目標 

事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げる目標を１  

つ設定。 

・10a当たりの労働時間を３％以上削減 

・ばれいしょの導入比率を直近４年間の平均と比較して２ポイン

ト以上増加 

・ばれいしょの作付面積を直近４年間の平均と比較して３％以上

増加 

・豆類の導入比率を２ポイント以上増加 

・豆類の10a当たりの収量を直近７中５年間の平均と比較して

３％以上増加 

 ⑤留意事項 

・農業機械１台当たりの補助金の上限は1,000万円。 

・本体価格が50万円以上の農業機械等（アタッチメントを含む。）

であること。 

・農業以外に使用可能な汎用性の高い機械等の導入経費は補助対象

外。 

・事業実施主体は、費用対効果分析を実施して投資効率等を十分検

討すること（導入に限る）。 

・導入等する農業機械等の能力・規模が、受益面積等の範囲等から

みて適正であること。また、既存の農業機械等の代替（いわゆる

更新）ではないこと。 
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イ 基幹作業の外部化に向けた取組（補助率：１／２以内） 

   ①支援内容 

     豆類、ばれいしょ、てん菜からの転換により作付が増加する作物

の適期作業を推進するため、基幹作業（※）のいずれかの外部委託

に要する経費を支援 

     ※播種又は植付、中耕、防除、収穫に係る作業 

      ばれいしょの貯蔵庫前等における集中選別に係る作業 

   ②事業実施主体 

     都道府県、市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体（※）

地域農業再生協議会、民間事業者 

     ※受益戸数が３戸以上又は農業従事者が５名以上の団体 

   ③対象作物 

    ・畑地に作付けされる豆類及びばれいしょ 

    ・てん菜からの転換に取り組む地域においては、てん菜からの転換     

により生産量が増加する作物（高収益作物、子実用とうもろこ

し、青刈りとうもろこし等）も対象 

   ④成果目標 

事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げる目標を１   

つ設定。 

・10a当たりの労働時間を３％以上削減 

・ばれいしょの導入比率を直近４年間の平均と比較して２ポイン

ト以上増加 

・ばれいしょの作付面積を直近４年間の平均と比較して３％以上

増加 

・豆類の導入比率を２ポイント以上増加 

・豆類の10a当たりの収量を直近７中５年間の平均と比較して

３％以上増加 

   ⑤補助対象経費 

    ・補助対象経費は、事業実施年産の前々年産に比して増加した委託

面積又は選別委託量相当額を上限とし、対象作物の基幹作業ごと

に次の算式によるものとする。 

    ・補助金額＝（A－B）×C×1/2以内 

A：事業実施年産委託面積（又は量） 

B：前々年産委託面積（又は量） 

C：事業実施年産の面積（又は量）当たり作業委託価格（税抜） 
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ウ 作業受託組織のビジネス確立に向けた取組（補助率：１／２以内） 

   ①支援内容 

     畑作物の基幹作業の外部化を推進するため、地域の実情に応じた

農作業受託組織の安定的な運営に向けた取組を支援 

   ②事業実施主体 

     都道府県、市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体（※）

地域農業再生協議会、民間事業者 

     ※受益戸数が３戸以上又は農業従事者が５名以上の団体 

   ③成果目標 

事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げる目標を１ 

つ設定。 

・当該地域における受託組織の利用割合を３ポイント以上増加 

・作業受託組織における受託対象作物を１品目以上増加 

   ④補助対象経費 

    ・農作業受託組織のビジネス確立に向けた検討会の開催、ニーズ調

査等に係る経費。 

    ・ 新技術や新たに作業受託の対象として導入する作物の生産技術

の習得に必要な研修、 新の農作業機械の展示会等の開催に要す

る経費。 
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（５）環境に配慮した生産体系確立支援 

ア 地域モデル確立事業（補助率：定額） 

   ①支援内容 

     持続的な畑作営農の確立に向けて、化学農薬や化学肥料の投入量

を低減した栽培方法の実証等を支援 

   ②事業実施主体 

     都道府県、市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、民間事

業者、コンソーシアム（※） 

     ※都道府県、実需者及び農業者を必須の構成員とする。 

   ③対象作物 

     主として畑地に作付けされる豆類、ばれいしょ、てん菜、その他

知事特認作物 

④成果目標 

事業実施年度の３年後を目標年度として、次に掲げる目標を１つ 

設定。 

・10a当たりの物財費を５％以上削減する技術を当該技術が導入

されていない地域１ヵ所以上に導入 

・10a当たりの物財費を当該地域の慣行栽培と比較して３％以上

削減 

・10a当たりの化学農薬の使用量を当該地域の慣行栽培による使

用量と比較して２％以上削減 

・10a当たりの化学肥料の使用量を当該地域の慣行栽培による使

用量と比較して３％以上削減 

   ⑤補助対象経費等 

    ・化学農薬や化学肥料の低投入型栽培技術の実証及び当該技術で生

産した畑作物の加工品の試験製造・評価に要する経費。 

    ・補助率は10／10以内。１件当たりの補助金上限額は1,000万円。 
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イ 病害虫抵抗性品種の導入・普及拡大対策事業（補助率：定額） 

   ①支援内容 

持続的な畑作営農の確立に向けて、難防除病害虫の発生抑制を図 

るために導入する病害虫抵抗性品種の経費を支援 

   ②事業実施主体 

農業協同組合、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会 等 

   ③対象作物・品種と支援単価 

【対象作物】ばれいしょ（種子用を除く） 

【対象品種】ジャガイモシストセンチュウ抵抗性、又はジャガイモ

シロシストセンチュウ抵抗性を有するばれいしょ品種。（品種登

録出願中又は品種登録出願が見込まれる品種候補を含む。） 

【支援単価】3,000円/10a 

   ④対象となる面積等 

・事業実施年度の病害虫抵抗性品種の作付面積のうち前年から増加

した面積。 

   ⑤成果目標 

事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げる目標を１ 

つ設定。 

・事業実施地区におけるばれいしょ作付面積のうちジャガイモシ

ストセンチュウ抵抗性、又はジャガイモシロシストセンチュウ

抵抗性を有する品種の作付面積の割合を６ポイント以上増加 

・ばれいしょの作付面積を直近４年間の作付面積の平均と比べて

３％以上増加 

   ⑥留意事項 

・植物防疫法（昭和25年法律第151号）第13条第１項により指定種

苗として合格した種ばれいしょを用いた取組であること。 

 

 

 

 

 

 


