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［平成30年度予算の概要］

10 水田活用の直接支払交付金
【３３０，４００（３１５，０００）百万円】

対策のポイント
米政策改革の着実な実行に向け、食料自給率・自給力の向上に資する飼料

用米、麦、大豆など戦略作物の本作化や地域の特色ある魅力的な産品の産地
づくりに向けた取組を支援し、水田のフル活用を図ります。

＜背景／課題＞
・行政による生産数量目標の配分を廃止する等の米政策の改革を着実に進め、農業経営
体が自らの経営判断に基づき作物を選択できる環境を整備することが重要です。また、
主食である米の安定供給、食料自給率・自給力の向上、多面的機能の維持強化等を図
るためには、生産資源である水田を最大限に有効活用する必要があります。

・このため、需要に即した主食用米の生産を進めつつ、飼料用米等の多様な米の生産振
興をそのコスト削減とあわせて図るとともに、小麦、大豆など多くを海外からの輸入
に依存している品目の作付けを拡大していく等の取組を進める必要があります。

政策目標
○飼料用米、米粉用米の生産を拡大（飼料用米110万トン（平成37年度））
○担い手の飼料用米の生産コストを10年間で５割程度削減（平成37年度）
○麦・大豆等の作付面積を拡大（麦28.1万ha、大豆15万ha（平成37年度））
○飼料自給率の向上（40%（平成37年度））

＜主な内容＞
水田を活用して、飼料用米、米粉用米、麦、大豆等の作物を生産する農業者に対し、

交付金を直接交付します。

１．戦略作物助成

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 ※ 35,000円/10a

ＷＣＳ用稲 80,000円/10a

加工用米 20,000円/10a

飼料用米、米粉用米
収量に応じ、

55,000～105,000円/10a

※ 子実用とうもろこし(飼料用)を含む

○ 飼料用米、米粉用米の数量と交付単価の関係
助成額
（円/10ａ） 数量払いの単価（傾き）：約167円／kg

10.5万

8.0万

5.5万

※ ※ 682※ 単収（kg/10a）
(標準単収値）

注１：数量払いによる助成は、農産物検査機関による数量確認を受けていることが条件

注２：※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たっては、地域農業再生協議会が

当該地域に応じて定めた単収を適用
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［平成30年度予算の概要］

２．産地交付金 １０５，７４０（１０１，５７２）百万円
地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に基づき、地域の特色 

のある魅力的な産品の産地を創造するため、地域の裁量で活用可能な産地交付金に
より、二毛作や耕畜連携を含め、産地づくりに向けた取組を支援します。
また、取組に応じた配分（下表参照）を都道府県に対して行います。

対象作物 取組内容 追加交付単価

飼料用米、米粉用米 多収品種への取組 12,000円／10ａ

加工用米 複数年契約（３年間）の取組 12,000円／10ａ
※継続分のみ。

そば、なたね 作付の取組 20,000円／10ａ
※基幹作のみ。

※ 上記のほか、以下の取組に応じた配分を都道府県に対して行います。

① 転換作物拡大
都道府県段階において需要のある作物の生産拡大に向けた自主的な取組を 

促す観点から、前年度実績よりも転換作物が拡大し、主食用米の作付面積が
減少した都道府県に対し、その面積に応じて10,000円/10aを配分します。

② コメの新市場開拓
主食用米の国内需要が減少する中、内外のコメの新市場の開拓を図る米穀 

を作付けた都道府県に対し、作付面積に応じて20,000円/10aを配分します。

③ 畑地化
水田の畑地化（水田台帳の交付対象水田から除外し、当年度から本交付金 

の交付対象としない。）に取り組んだ都道府県に対し、取組面積に応じて10.5 
万円/10aを配分します（取組年度に限り当メニューのみ交付可）。

［お問い合わせ先：政策統括官付穀物課 （０３－３５９７－０１９１）］

22



２. 産地交付金

○ 地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に

基づき、高付加価値化や低コスト化を図りながら、地域の特色

のある魅力的な産品の産地を創造するため、地域の裁量で活用

可能な産地交付金により、二毛作や耕畜連携を含め、産地づく

りに向けた取組を支援

○ また、取組に応じた配分(下表参照)を都道府県に対して行う

対象作物 取組内容 配分単価

飼料用米、米粉用米 多収品種への取組 1.2万円/10a

加工用米 複数年契約（３年間）の取組
※継続分のみ。

1.2万円/10a

そば、なたね 作付の取組
※基幹作のみ。

2.0万円/10a

水田活用の直接支払交付金の概要 【平成30年度予算概算決定額 ： ３３０，４００ （３１５，０００）百万円】

○ 米政策改革の着実な実行に向け、飼料用米、麦、大豆等の戦略作物の本作化を進めるとともに、産地交付金により、地域
の特色ある魅力的な産品の産地の創造を支援。

【交付対象者】
販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農

【支援内容】
１. 戦略作物助成

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 ※ 3.5万円／10a

ＷＣＳ用稲 8.0万円／10a

加工用米 2.0万円／10a

飼料用米、米粉用米
収量に応じ、

5.5万円～10.5万円/10a

※ 子実用とうもろこし（飼料用）を含む

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞
助成額
（円/10ａ）

10.5万

8.0万

5.5万

数量払いの単価（傾き）：約167円／kg

上記のほか、以下の取組に応じた配分を都道府県に対して行う

① 転換作物拡大（1.0万円/10a）

前年度実績よりも転換作物が拡大し、主食用米の作付面積が減少した場合

に、その面積に応じて配分

② コメの新市場開拓（2.0万円/10a）

注１：数量払いによる助成は、農産物検査機関による数量確認を受けていることが条件
注２：※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たって

は、地域農業再生協議会が当該地域に応じて定めた単収を適用

内外の新市場の開拓を図る米穀の作付面積に応じて配分

③ 畑地化（10.5万円/10a）

水田の畑地化面積（交付対象水田からの除外面積）に応じて配分
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［平成30年度予算の概要］

薬用作物支援関連対策
【茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業

１,４５０（１,６１４）百万円の内数】

対策のポイント
薬用作物等の産地形成加速化のため、事前相談窓口の設置、栽培技術確立

や優良種苗の安定供給のための実証ほ場の設置、農業機械の改良、技術アド
バイザーの派遣等の取組を支援します。

＜背景／課題＞
・漢方薬等の原料となる薬用作物は、国内需要の拡大が見込まれるなど、国内生産への
関心が高まっていますが、薬用作物は、生産者と実需者との栽培契約の円滑化や、一
定の品質をクリアするための栽培技術確立等の生産上の課題への対応が必要となって
います。

・このため、全国組織等による民間企業と連携した支援体制の整備や、地域の実情に応
じた生産体制の強化等が求められています。

政策目標
薬用作物の試験栽培等を通じた栽培面積の拡大（524ha（平成27年度）→630
ha（平成32年度））

＜主な内容＞
１．全国的な支援体制の整備

新たに産地化を検討する地域等の取組を促進させるため、事前相談窓口の設置、地 
域相談会（マッチング）の開催、地域の栽培技術指導体制の確立に向けた栽培技術研
修会の開催や技術アドバイザーの派遣を支援します。

２．地域における取組の支援
（１）生産体制の強化

・地域ごとの気象条件・土壌条件等に適した品種の選定や栽培マニュアルの作成
・安定生産に資する栽培技術確立のための実証ほ場の設置
・優良種苗の安定供給に資する産地体制を確立するための実証ほ場の設置
・低コスト生産体制の確立に向けた農業機械の改良
・収穫まで複数年を要する薬用作物の未収益期間の支援（新規） 等

（２）需要の創出
・消費者・実需者ニーズ把握のための調査
・実需者等と連携した商品開発 等
を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 厚生労働省 ・漢方薬メーカーの需要情報の取りまとめ、提供

・薬用作物の新たな育種、栽培、生産技術に関する研究の推進

（関連対策）
１．薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発（委託プロジェクト研究）

５８（７２）百万円
カンゾウ、トウキ等の需要が多い品目について、他作物の研究者・研究機関が蓄積 

している知見や技術も幅広く活用しつつ、低コストで安定生産が可能となる技術の実
用化を推進します。
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［平成30年度予算の概要］

２．薬剤抵抗性病害虫・難防除雑草等の防除対策の高度化事業
５３（０）百万円の内数

マイナー作物に対する農薬の適用拡大に必要な薬効薬害・作物残留試験等の実施、 
ドローン等無人航空機による農薬散布を活用した防除方法等の確立、難防除雑草に対
する防除技術確立及び薬剤抵抗性病害虫・雑草の管理体制の構築に対して支援しま
す。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等、都道府県等

お問い合わせ先： 生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）
関連対策１の事業 技術会議事務局研究統括官（生産技術）

（０３－３５０２－２５４９）
２の事業 消費・安全局植物防疫課 （０３－３５０２－３３８２）
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［平成30年度予算の概要］

６ 経営体育成支援事業
【２，７２１（２，８３３）百万円】

対策のポイント

地域の担い手に対し、農業用機械・施設の導入を支援します。

＜背景／課題＞

・地域農業の発展を図っていくためには、集落・地域での話し合いに基づく「人・農地

プラン」に即して担い手の経営発展を支援していくことが重要です。

・また、農地中間管理機構を活用して担い手への農地の集積・集約化を加速化すること

が喫緊の課題です。

政策目標

意欲ある担い手の育成・確保

＜主な内容＞

地域の担い手（「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体、農地中間管理機構 

から賃借権の設定等を受けた者等※）の育成・確保を推進するため、農業用機械・施設

の導入を支援します。

※ 過去に例のないような重大な気象災害による被災農業者を含む。

１．融資主体補助型

地域の担い手が融資を受け、農業用機械・施設を導入する際、融資残について補 

助金を交付することにより、主体的な経営展開を支援します。また、労働力不足等

の課題に対応する農業経営のイノベーションに向けて、新たな技術を活用した農業

用機械・施設の導入について、優先枠を設けて重点的に支援します。

さらに、予算配分に当たっては、農地中間管理機構の活動実績に応じたポイント

加算を行うとともに、園芸等の担い手育成に向けてポイント項目を見直します。

併せて、融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会への補助金の積増しによ

る金融機関への債務保証（経営体の信用保証）を支援します。

補助率：定額、融資残額（事業費の３／10以内等）

事業実施主体：市町村

２．条件不利地域補助型

経営規模が小規模・零細な地域において意欲ある経営体を育成するため、共同利

用機械・施設の導入を支援します。

補助率：１／２以内（１経営体当たり上限4,000万円）

事業実施主体：市町村

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－６７４４－２１４８）］
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農地中間管理機構の活動実
績に応じてポイントを加算

園芸等の担い手育成等に向
けてポイント項目を見直し

○ 経営体育成支援事業 平成30年度予算概算決定額【２７（２８）億円】

○ 地域の担い手の育成・確保を推進するため、農業用機械・施設の導入を支援します。

事業の内容

◇融資主体補助型

事業概要：地域の中心となる経営体等が、融資を活
用して農業用機械・施設を導入し経営改
善・発展に取り組む場合に支援。イノベー
ション支援について優先枠を措置。

補助対象：農業者

補助率：事業費の３／１０以内等

配分上限額：１経営体当たり300万円
事業実施主体：市町村

◇追加的信用供与補助事業

事業概要：融資の円滑化を図るため、金融機関への
債務保証を拡大。

補助対象：基金協会

補助率：定額

事業実施主体：市町村
27

助成対象者・地区の状
況等に基づくポイントに
より都道府県ごとの配分
総額を算定し予算配分

地方公共団体の裁量で
地区等への予算配分を
決定

国 都道府県

事業の仕組み

経営体育成支援事業は、各地域における自発的な
取組を支援するため、間接補助事業として実施。

市町村
(事業実施主体)

地区
(助成対象者)



［平成30年度予算の概要］

23 強い農業づくり交付金
【２０，１５４（２０，１７４）百万円】

対策のポイント
国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必

要な産地基幹施設の整備等を支援します。

＜背景／課題＞
・「強い農林水産業」を実現するため、生産基盤の整備により、農業の収益力等を強化
することが喫緊の課題です。

・このため、消費者・実需者の需要に応じて、国産農畜産物を安定的に生産・供給する
産地体制等を構築する必要があります。

政策目標
○指定野菜の加工・業務向け出荷量を39％増（平成37年度（対平成25年度比））
（80万１千トン（平成25年度）→111万６千トン（平成37年度））

○１中央卸売市場当たりの取扱金額を８％増（平成32年度（対平成25年度比））
（585億円（平成25年度）→632億円（平成32年度））

＜主な内容＞
１．産地の収益力の強化

高付加価値化や生産コストの低減など、産地の収益力強化や合理化を図る取組に
必要な産地基幹施設等の整備や再編を支援します。
また、「攻めの農業」の実現に向け、集出荷・処理加工施設等の再編合理化、次世

代型大規模園芸施設や生産性向上等の技術習得に必要な温室の整備、中山間地域の
競争力強化、水田における高収益型農業への転換について、優先枠を設置すること
により、積極的に支援します。
さらに、産地の持続・発展性の確保に向け、本交付金による生産基盤の整備を通

じた担い手の育成・確保等の取組を推進します。
〔優先枠の例〕
・コスト低減に向けた乾燥調製施設等の再編
・高度環境制御技術と地域エネルギー等を活用した次世代型大規模園芸施設や生産
性向上・規模拡大の技術習得に必要な温室の整備

・都道府県が作成する中山間地域の地域別農業振興計画に基づき行う取組に必要と
なる産地基幹施設等の整備

・水稲から園芸作物に転換するための集出荷施設等の整備
等

２．食品流通拠点整備の推進
食料の安定的な供給体制等を確保するため、品質・衛生管理の強化等を図る卸売 

市場施設、産地・消費地での共同配送等に必要なストックポイント等の整備を支援
します。

交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

お問い合わせ先：
１の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５）
２の事業 食料産業局食品流通課 （０３－６７４４－２０５９）
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優先枠の設定
「攻めの農業」の実現に向け、次の取組を積極的に支援します。

１ 産地収益力の強化
各品目の生産性向上等の取組に必要な産地基幹施設等の整備を支援

支援メニュー

強い農業づくり交付金

平成３０年度予算概算決定額：２０，１５４（２０，１７４）百万円

国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要な産地基幹施設の
整備等を支援。

補助対象：

① 産地基幹施設等整備
乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設、生産技術高度化
施設、家畜市場、畜産物処理加工施設、小規模土地基盤整備、飼料作物作
付条件整備 等

② 食品流通拠点施設整備
売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、搬送施設、衛生施設、情報処理施設
等

２ 産地合理化の促進
産地の集出荷、処理加工体制の合理化に必要な産地基幹施設等の再編等を支援

３ 食品流通の合理化
品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場施設、産地・消費地での共同配送等に必
要なストックポイント等の整備を支援

交付率：
都道府県へは定額 （事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：
都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

交付先：
国 ⇒ 都道府県

事業の流れ

②集約し要望

国 都道府県

③ 一括配分

① 集出荷・加工の効率化に向けた再編合理化【２０億円】
高収益な産地体制への転換を図るために、集出荷・処理加工施設等の再編
合理化

② 次世代施設園芸の取組拡大【２０億円】
高度環境制御技術と地域エネルギー等を活用した次世代型大規模園芸施設や
生産性向上・規模拡大の技術習得に必要な温室の整備

③ 中山間地域の競争力強化【３０億円】
都道府県が作成する中山間地域の地域別農業振興計画に基づき行う取組に必要
となる産地基幹施設等の整備

④ 水田における高収益型農業への転換【１０億円】
水稲から園芸作物に転換するための集出荷施設等の整備

④事業採択

①県が把握
農業者の組織
する団体 等

29


	04_2 〇支援策ガイドH30 頁.pdfから挿入したしおり
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	Taro-（園提出）291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）.pdf
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2






	7荒廃農地利活用pdf.pdfから挿入したしおり
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版
	H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	統合版①.pdfから挿入したしおり
	01_kikou-shuseki
	Taro-291221_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り.pdf
	291218 1_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り
	291213-2_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291213_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291212_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291211_集積・集約化（機構＋農委）ナンバー有り（関連項目追記）
	291208 農地中間管理機構による農地集積・集約化
	1
	2







	02_nouchityuukankanrikikoukanrennouchiseibijigyou
	03_nouchikousakujoukenkaizenjigyou
	04_houjinka-sokushin
	05_jinzairyoku-kyouka
	06_keieitai-ikusei
	07_super-L
	08_gaikokujin-support
	09_josei-katsuyaku
	10_suidenkatuyounotyokusetusiharaikouhukinn
	11_beikokusyuunennkyoukyuu juyoukakudaisiennjigyou
	12_komekonojuyoukakudai komekatuyoutikusannbututounoburanndokatou
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(PR版)
	12_米粉の需要拡大・米括用畜産物等のブランド化等(ポンチ絵)
	スライド番号 1


	13_keieisyotokuannteitaisaku
	Taro-13経営所得安定対策
	13経営所得安定対策
	スライド番号 1


	14_syunyu-hoken
	15_nougyou-kyousai
	16_nougyounousonseibijigyou
	17_nougyousuirochoujumyouka･bousaigensaijigyou
	18_sinrinseibizigyou
	18_森林整備事業_PR版(案)_291219
	18_森林整備事業 ポンチ絵(案)_291219

	19_tisanzigyou
	19_治山事業_PR版 .pdf
	19_治山事業_ポンチ絵 .pdf

	20_suisannkibannseibijigyou
	20-1 【H30当初】水産基盤整備事業（ＰＲ版）（171218修正）
	20-2 【H30当初】水産基盤整備事業（ポンチ絵）（171218修正）
	スライド番号 1


	統合版②.pdfから挿入したしおり
	21_gyokoukinouzoushinnjigyou
	21-1  漁港機能増進事業_ＰＲ版(30当初)（171211修正）
	21-2  漁港機能増進事業_ポンチ絵(30当初)（171211修正）
	スライド番号 1


	22_nousangyosonchiikiseibikouhukin
	23_tuyoinougyoudukurikoufukin
	強い農業づくり交付金（PR版)_白本
	強い農業づくり交付金（ポンチ絵）

	24_hamanokaturyokusaiseikoufukinn
	24-1【H30概算決定】浜の活力再生交付金・PR版(1211修正)
	24-2【H30概算決定】浜の活力再生交付金・ポンチ絵(1211修正)
	スライド番号 1


	25_tokusyusizensaigaitaisakusisetukinkyuseibijigyo
	291219修正_【Ｈ30概算決定：額あり】特殊自然災害対策施設緊急整備事業(PR版)
	【H30概算決定】特殊自然災害対策施設緊急整備事業（ポンチ絵）

	26_chikusanrakunokeieianteitaisaku
	
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	27_rakuraku
	01 PR版 酪農経営体生産性向上緊急対策事業（171218）

	28_chikusanseisannouryokutaiseikyouka
	01 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）
	02 PR版 畜産生産能力・体制強化推進事業（171218）

	29 jikyusiryounoseisankakudai
	29 自給飼料の生産拡大（ＰＲ版）
	29 自給飼料の生産拡大（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	30_yasaikakakuanteitaisakujigyo
	31_atarashiyasaisantidukurishienjigyo
	32_jisedaishisetsuengeinotorikumikakudai
	33_kajyushienkanrentaisaku
	34_kannmisigennsakumotuseisannsienntaisaku
	34_甘味資源作物生産支援対策_PR版
	34_甘味資源作物生産支援対策_ポンチ絵
	スライド番号 1


	35_tiikitokusansakumotsushienkanrentaisaku
	地域特産作物支援関連対策（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	36_kakishienkanrentaisaku
	37_sanntikasseikasougoutaisakuzigyou
	産地活性化総合対策事業（PR版)_白本
	産地活性化総合対策事業（ポンチ）

	38_programresearch
	プログラム委託調査の概要（ポンチ）
	スライド番号 1


	39_shokuhinryuutsuugourikasokushinjigyou
	39_食品流通合理化促進事業
	39_食品流通合理化促進事業（PR版）

	39_食品流通合理化促進事業（ポンチ絵）

	40_shokuhinsangyouinobeshonsuishinjigyou
	40_食品産業イノベーション推進事業（PR版）
	40_食品産業イノベーション推進事業（ポンチ絵）


	統合版③.pdfから挿入したしおり
	41_nougyouseisankannrennjigyounojigyousaihenjigyousannyuunoshien
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（PR版）
	41_農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援（ポンチ絵）

	42_mokuhyouwomeikakunishitasennryakutekinagijyutsukaihatsutosyakaijissounosuishin
	43_agriculturalextension
	普及事業交付金（ポンチ）
	スライド番号 1


	44_nourinsuisangyouniokerurobottogijyutuanzenseikakuhosakukentoujigyou
	45_renkei-model
	46_nourinsuisangyounoyushuturyokukyouka
	46_農林水産業の輸出力強化（PR版）
	46_農林水産業の輸出力強化
	46_農林水産業の輸出力強化（ポンチ絵）


	47_kikaku,ninshou,titekizaisannosennryakutekisuisinn
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（PR版）
	47_規格・認証、知的財産の戦略的推進（ポンチ絵）

	48_ＧＡＰkakudainosuishin
	48　ＰＲ版　ＧＡＰ拡大の推進
	48　ポンチ絵　ＧＡＰ拡大の推進
	スライド番号 1


	49_syokuryousanngyou,6jisanngyoukakouhukinn
	49_食料産業・６次産業化交付金（PR版）
	49_食料産業・６次産業化交付金（ポンチ絵）

	50_6jisanngyoukanosuisinn
	50_6次産業化の推進（PR版）
	50_6次産業化の推進（ポンチ絵）

	51_shokuikunosuisinntokokusannnourinnsuisannbutunoshouhikakudai
	52_jizokukanounajunnkannsigennkatuyousougoutaisaku
	52_持続可能な循環資源活用総合対策
	52_持続可能な循環資源活用総合対策（PR版）

	52_持続可能な循環資源活用総合対策（ポンチ絵）

	53_anzennaseisansizainokyoukyuutaiseinoseibi
	53__安全な生産資材の供給体制の整備
	消_安全な生産資材の供給体制の整備
	171211消_安全な生産資材の供給体制の整備（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	54_yakuzaitaiseitaisaku
	54_薬剤耐性対策
	消_薬剤耐性対策pr
	171211消_薬剤耐性対策（ポンチ絵）


	55_syouhi･anzentaisakukouhukin
	55_消費・安全対策交付金
	消_消費・安全対策交付金pr
	171211消_消費・安全対策交付金（ポンチ絵）


	56_katikueiseitousougoutaisaku
	56_家畜衛生等総合対策
	消_家畜衛生等総合対策pr
	171211消_家畜衛生等総合対策（ポンチ絵）


	57_jyuuiryouteikyoutaiseiseibisuisinsougoutaisakujigyou
	57_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業
	171211消_獣医療提供体制整備推進総合対策事業ポンチ絵


	58_santigisoutorisimarikyoukatoutaisaku
	58_産地偽装取締強化等対策
	消_産地偽装取締強化等対策
	171211消_産地偽装取締強化等対策（ポンチ絵）


	59_syokuhinnoanzennikakarurisukukanritounosougoutekinasuisin
	59_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
	消_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進pr
	30決定_消（暫定）修２_食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進（ポンチ絵）
	スライド番号 1



	60_nihongatachokusetsushiharai
	Taro-H30当初【日本型直接支払】PR版
	H30当初【日本型直接支払】ポンチ絵


	統合版④.pdfから挿入したしおり
	61_chusankanchinogyorenaissancejigyo
	61_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版（白本用番号付）

	08_中山間地農業ルネッサンス事業
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵（余白確保）


	62_nouhakunosuishin
	62_30kettei
	農泊の推進（ＰＲ版）了

	10_「農泊」の推進
	農泊の推進（ポンチ絵）了.pdf


	63_nousangyosonshinkoukouhukin
	63_30kettei
	63_農山漁村振興交付金

	09_農山漁村振興交付金
	農山漁村振興交付金（ポンチ絵）了.pdf


	64_kouhainouchitourikatuyousokusinkouhukin
	●64_荒廃農地等利活用促進交付金（白本掲載用、番号あり）
	Taro-H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ＰＲ版

	★H30当初【荒廃農地等利活用促進交付金】ポンチ絵

	65_tyouzyuuhigaibousitaisakutozibierikatuyounosuishin
	Taro-鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進（30要求PR版）291218_1040
	（ポンチ絵）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
	スライド番号 1


	66_saiseikanouenerugidounyuutounosuishinn
	67_ringyouseityousangyoukasougoutaisaku
	67_林業成長産業化総合対策.pdf
	67_林業成長産業化総合対策.pdf

	68_sinrin・ringyouzinzaiikuseitaisaku
	291219_H30森林・林業人材育成対策PR版白本（案）予算課指摘反映.pdf
	291219_H30森林・林業人材育成対策ポンチ絵（案）予算課指摘反映.pdf

	69_sinrin・sansontamentekikinouhakkisientaisaku
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 PR版.pdf
	69_森林・山村多面的機能発揮支援対策 ポンチ絵.pdf

	70_kahunhasseigentaisakusuisinzigyou
	71_sinrinbyougaityuutouhigaitaisakuzigyou
	72_shigenntyousanojyuujituniyorushigennkannrinokoudoka
	72-1 【省：白本PR版】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1211修正）
	72-2 【省：白本ポンチ絵】資源調査・資源管理(H30概算決定)（1213修正）
	スライド番号 1


	73_gyogyoukeieiannteitaisaku
	73-1　30決定_漁業経営安定対策（1211修正）
	73-2 （白本用ポンチ絵）30決定_漁業経営安定対策（1218こっそり修正）
	スライド番号 1


	74_gyogyounoseityousanngyouka
	74-1 漁業の成長産業化ＰＲ版(30当初)〔1218こっそり修正〕
	74-2  漁業構造改革総合対策事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-3  浜と企業の連携円滑化事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-4  漁業人材育成総合支援事業（ポンチ絵）
	スライド番号 1

	74-5  加工・流通の高度化（ポンチ絵）
	スライド番号 1


	75_zouyousyokutaisaku
	75-1  ⑫増養殖対策）291206
	75-2  白本ポンチ絵（増養殖対策）291206
	スライド番号 1


	76_gyojyoukannkyouhosenngijyutukaihatsufukyuusokushinn
	76-1 【白本PR版】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	76-2 【白本ポンチ絵】漁場環境保全等(H30概算決定)1207
	スライド番号 1


	77_suisanntamenntekikinouhakkitaisakutoritougyogyounosaiseishienn
	77-1  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ＰＲ版(30当初)
	77-2  171207 水産多面的機能・離島漁業再生_ポンチ絵(30当初) 
	スライド番号 1


	78_gaikokugyosennsougyoutaisaku
	78（1221修正）（30外国漁船対策）【1211修正】

	79_hogeitaisaku
	79-1【数字修正】82 捕鯨対策ＰＲ版（1211国際課事務費訂正）
	79-2【数字修正】82 捕鯨対策ポンチ絵
	スライド番号 1


	80_ariakekaisaiseitaisaku


	中山間地域等直接支払（H30PR版).pdfから挿入したしおり
	【修正前】【資料１】中山間地域対策に係る平成30年度予算に関する資料（ブロック会議）
	【資料】中山間地域対策に係る平成30年度予算に関する説明会資料（ブロック会議）
	【差替前】【資料】中山間地域対策に係る平成30年度予算に関する説明会資料（ブロック会議）
	【資料】中山間地域対策にかかる平成30年度予算について（ブロック会議）
	【資料】中山間地域対策にかかる平成30年度予算について（ブロック会議）
	【資料】中山間地域対策にかかる平成30年度予算について（ブロック会議）
	01_H30概算決定PR版・ポンチ絵_中山間地域等直接支払
	H30概算決定PR版_中山間地域等直接支払ver1額あり
	H30概算決定ポンチ絵_中山間地域等直接支払ver1_171208（額あり）
	スライド番号 1


	02_中山間地域対策の変遷
	03_H30概算決定PR版・ポンチ絵_中山間地農業ルネッサンス事業
	Taro-H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ＰＲ版
	H30当初【中山間地農業ルネッサンス事業】ポンチ絵

	05_今後の地域別農業振興計画の策定スケジュール
	06_H29補正【中山間地域所得向上支援対策】ＰＲ版
	07_【291219版】（修正反映版）H29補正【中山間地域所得向上支援対策】ポンチ絵
	スライド番号 1



	中山間地農業ルネッサンス事業における優遇措置




	【加藤加筆】180105_H29補正所得向上_年度内予算配分スケジュール（案）
	【加藤加筆】180105_H29補正所得向上_年度内予算配分スケジュール（案）

	薬用作物事業ＰＲ版（H30概算決定）.pdfから挿入したしおり
	ADP802E.tmp
	スライド番号 1

	地域特産作物支援関連対策額抜き廊下用
	スライド番号 1

	ADPAA4E.tmp
	スライド番号 1

	ADP8304.tmp
	スライド番号 1


	index-28.pdfから挿入したしおり
	
	平成30年度予算における農業農村整備関係事業の負担軽減等対策

	
	平成30年度予算における農業農村整備関係事業の負担軽減等対策




