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国
No

項目名 概要 担当局等

1

持続的生産強化対策事業

①野菜・施設園芸支援対策
②果樹支援対策
③花き支援対策
④茶・薬用作物等支援対策
⑤GAPの拡大推進

産地の持続的な生産力強化等に向けて、農業者、農業法人、
民間団体等が行う生産性向上や販売力強化等に向けた取組を
支援するとともに、地方公共団体が主導する産地全体の発展
を図る取組を、関連事業における優先採択と併せて総合的に
支援する。

農産局総務課
生産推進室

（03-3502-5945）

2 水田活用の直接支払交付金

米政策改革の定着と水田フル活用の推進に向け、食料自給
率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料用米等の戦略作物
の本作化とともに、地域の特色をいかした魅力的な産地づく
り、高収益作物の導入・定着等を支援する。

農産局
企画課

（03-3597-0191）

3
水田農業の高収益化の推進
（一部公共）

高収益作物の導入・定着を図るため、「水田農業高収益化推
進計画」に基づき、国のみならず地方公共団体等の関係部局
が連携し、水田における高収益作物への転換、水田の畑地
化・汎用化のための基盤整備、栽培技術や機械・施設の導
入、販路確保等の取組を計画的かつ一体的に推進する。

農産局
園芸作物課

（03-6744-2113）

4
麦・大豆収益性・生産性向上
プロジェクト

麦・大豆の需要を捉えた生産の推進により国産シェアを拡大
するため、作付の団地化と営農技術の導入、農業支援サービ
スの活用等による産地の生産体制の強化・生産の効率化を支
援する。あわせて、 作柄変動の大きい国産の供給力を安定さ
せるため、民間保管施設の整備や一時保管により安定供給体
制を確立する。

農産局
穀物課

（03-6744-2108）

5
米殻周年供給・需要拡大
支援事業

生産者、集荷業者・団体の自主的な取組により需要に応じた
生産・販売が行われる環境を整備し、産地の判断により、主
食用米を長期計画的に販売する取組や輸出用など他用途への
販売を行う取組等を実施する体制を構築するため、 民間主導
のコメの周年供給・需要拡大等に対する取組を支援する。

農産局
企画課

（03-6738-8974）

6 米粉・米の需要拡大

米の１人当たり消費量の減少傾向に歯止めをかけるため、米
粉の需要拡大に向けた取組を支援するとともに、米の生産か
ら消費に至るまでの情報を連携する「スマート・オコメ・
チェーン」の構築、米の機能性など「米と健康」に着目した
調査・広報等、米の需要創造につながる取組を支援する。

農産局
穀物課

（03-3502-7950）

7
強い農業づくり総合支援
交付金

産地の収益力強化と持続的な発展及び食品流通の合理化のた
め、強い農業づくりに必要な産地基幹施設、卸売市場施設の
整備等を支援する。また、地域農業者の減少や労働力不足等
生産構造の急速な変化に対応するための生産事業モデルや農
業支援サービス事業の育成を支援する。

農産局総務課
生産推進室

（03-3502-5945）

8 甘味資源作物生産支援対策

甘味資源作物生産者、国内産糖製造事業者の経営の安定及び
砂糖の安定供給を図るとともに、さとうきび等の自然災害か
らの回復に向けた取組、病害虫への対応、生産性向上、働き
方改革に対応した分みつ糖工場やいもでん粉工場の労働生産
性を高めるための取組等を支援する。

農産局
地域作物課

（03-3501-3814）

（参考資料１）
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国
No

項目名 概要 担当局等

9
農業支援サービス事業
育成対策

農業現場の課題に対応しつつ、農業支援サービス事業体の新
規参入、既存事業者による新たなサービス事業の育成・普及
を加速化するため、新規事業の立上げ当初のビジネス確立等
を支援する。

農産局
技術普及課

（03-6744-2111）

10 農作業安全の推進
他産業並みの労働安全の実現に向け、地域の推進組織におけ
る効果的な活動の活性化を図るとともに、農業機械の安全性
能アセスメント手法を確立する。

農産局
技術普及課

（03-6744-2182）

11 協同農業普及事業交付金

開発技術の迅速な普及・定着や担い手の経営発展のため、高
度な技術や知識を持つ普及指導員が直接農業者に接して、ポ
ストコロナ時代における需要構造の変化に対応するための経
営支援や輸出拡大に向けた技術支援等の農政課題の解決、担
い手ニーズに即した技術開発ニーズの掘り起こし、技術の社
会実装等に取り組む。

農産局
技術普及課

（03-3501-3769）

12
農業競争力強化プログラム等
の着実な実施に向けた調査

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、「農業競争力強
化プログラム」や「農業競争力強化支援法」等に基づき、流
通構造の変化等を考慮した農業資材の価格引下げや農産物流
通・加工の合理化に向けて、国内外における農業資材の価格
や農畜産物の流通実態等を調査する 。

農産局
技術普及課

（03-6744-2107）

13
畜産生産力・生産体制強化
対策事業

家畜の増頭と併せ、肉用牛・乳用牛・豚・鶏の改良や飼料作
物の優良品種の利用を推進するとともに、肉用牛の繁殖肥育
一貫経営や地域内一貫生産、和牛の信頼確保のための遺伝子
型の検査、国産飼料の一層の増産・利用のための体制整備に
より、畜産物の生産力及び生産体制の強化を図る。

畜産局
畜産振興課

（03-6744-2587）

14
公共牧場機能強化等体制
整備事業

公共牧場・試験場等が有する広大な草地や高い技術力のフル
活用により、省力的かつ低コストで優良な和牛を増産するた
めの取組を支援する。

畜産局
飼料課

（03-6744-2399）

15 畜産経営体生産性向上対策

酪農・肉用牛経営の労働負担軽減・省力化に資するロボッ
ト・AI・IoT等の先端技術の導入や、高度かつ総合的な畜産
経営の改善に向けたアドバイスを提供するためのビッグデー
タ構築等を支援する。

畜産局
畜産振興課

（03-6744-2587）

16
環境負荷軽減に向けた
持続的生産支援対策

地球温暖化対策などによる持続可能な社会の実現に向け、畜
産・酪農における温室効果ガス排出の削減と持続可能な畜産
経営の確立を図るため、酪農・肉用牛経営が行う温室効果ガ
ス削減の取組を支援 する。

畜産局
企画課

（03-3502-0874）

17
飼料穀物備蓄・流通合理化
事業

配合飼料製造事業者等が、不測の事態に備えて策定している
事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき実施する飼料穀物の備蓄、
緊急運搬、関係者の連携体制の強化の取組、飼料流通の効率
化の実証等の取組を支援することにより、配合飼料の安定供
給を確保し、畜産経営の安定を図る。

畜産局
飼料課

（03-3591-6745）
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国
No

項目名 概要 担当局等

18 草地関連基盤整備（公共）
飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営の実現を図るため、
畜産経営規模の拡大や畜産主産地の形成に資する飼料生産の
基盤整備等を推進する。

畜産局
飼料課

（03-6744-2399）

19
食肉流通構造高度化・
輸出拡大事業

食肉流通構造の高度化及び輸出の拡大を図るため、畜産農
家・食肉処理施設・食肉流通事業者の３者で組織するコン
ソーシアムによる食肉処理施設の整備等を支援する。

畜産局
食肉鶏卵課

（03-3502-5989）

20 食肉生産流通多角化対策

食肉の生産・流通の多角化のために必要な食肉処理施設及び
食鳥処理場における精肉等加工施設・設備及び加工食品製造
施設・設備の整備、輸出先国の需要・嗜好性調査、パイロッ
ト輸出等の取組を支援するとともに国内外の食肉需給の将来
的な見通しを調査する。

畜産局
食肉鶏卵課

（03-3502-5989）

21
家畜市場密集防止対策
支援事業

家畜市場において、密集状態を回避し、業務の停滞を防止す
ることにより、円滑な家畜流通を確保する取組を支援する。

畜産局
食肉鶏卵課

（03-3502-5989）

22 養蜂等振興強化推進

養蜂振興のため、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握、蜂
群配置調整の適正化やダニの防除手法を中心とした飼養衛生
管理技術の普及に向けた取組を支援する。また、花粉交配用
昆虫の安定確保を図るため、園芸産地と養蜂家の連携や在来
種マルハナバチの利用拡大、健全な蜂群の供給に向けた技術
導入に向けた取組を支援する。

畜産局
畜産振興課

（03-3591-3656）

23
肉用牛繁殖・肥育の経営
安定対策

肉用牛繁殖・肥育の経営の安定を支援することにより、意欲
ある生産者が経営を継続し、その発展に取り組める環境を整
備する。
（ＴＰＰ11 協定等の発効を踏まえて、肉用牛肥育経営安定交付金
（牛マルキン）については補塡率の引上げを実施し、肉用子牛生産
者補給金制度については保証基準価格を現在の経営の実情に即した
ものに見直した。（平成 30 年 12 月））

畜産局
食肉鶏卵課

（03-3502-5989）

24
養豚及び採卵養鶏の経営
安定対策

養豚及び採卵養鶏の経営の安定を支援することにより、意欲
ある生産者が経営を継続し、その発展に取り組める環境を整
備する。
（ＴＰＰ11 協定等の発効を踏まえて、肉豚経営安定交付金（豚マ
ルキン）については、補塡率等の引上げを実施。（平成 30 年 12
月））

畜産局
企画課

（03-3502-5979）

25 酪農経営安定対策

加工原料乳（脱脂粉乳・バター等向け、チーズ向け及び生クリーム

等の液状乳製品向けの生乳）について生産者補給金を交付する
とともに、指定事業者に対し集送乳調整金を交付する。また
加工原料乳の取引価格が低落した場合の補てんを行う。

畜産局
牛乳乳製品課

（03-3502-5987）

26 収入保険制度の実施
品目の枠にとらわれずに、農業経営者ごとの収入全体を見
て、自然災害による収入減少だけでなく、価格低下なども含
めた収入減少を補てんする収入保険制度を実施する。

経営局
保険課

（03-6744-7147）
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No

項目名 概要 担当局等

27 経営所得安定対策

米穀、麦その他の重要な農産物について、諸外国との生産条
件の格差や農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和す
るため、畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）及び 米・畑作
物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）を担い手（認定農

業者、集落営農、認定新規就農者）に対して直接交付する。
（いずれも規模要件はない。）

農産局穀物課
経営安定対策室

（03-3502-5601）

28 野菜価格安定対策事業
野菜の生産・出荷安定と消費者への安定供給を図るため、価
格低落時における生産者補給金等の交付等により、野菜価格
安定対策を的確かつ円滑に実施する。

農産局
園芸作物課

（03-3502-5961）

29

2030年輸出５兆円目標
の実現に向けた「農林水産物
・食品の輸出拡大実行戦略」
の実施

①マーケットイン輸出ビジネス拡大
　支援事業　　ほか

５兆円目標の実現に向けて、官民一体となった海外での販売
力の強化、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農
林水産事業者の後押し、省庁の垣根を超えた政府一体となっ
た輸出の障害の克服 等を支援する。

＜事業＞
①マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業
②輸出ターゲット国における輸出支援体制の確立強化事業
③食産業の海外展開の後押し
④グローバル産地づくり推進事業
⑤輸出環境整備推進事業
⑥食品産業の輸出向けHACCP等対応施設の整備
⑦地域食品産業連携プロジェクト（LFP）推進事業

輸出・国際局
輸出企画課

（03-3502-3408）

30
植物品種等海外流出防止
総合対策・推進事業

我が国優良品種の海外への流出・無断増殖を防止するため、
品種登録（育成者権の取得）や侵害対策の高度化に係る経費を
支援するとともに、在来種等の保存、東アジア地域における
共通の出願審査システムの導入、品種保護制度における特性
調査・品種識別技術の高度化を支援する。

輸出・国際局
知的財産課

（03-6738-6443）

31
農業知的財産保護・活用
支援事業

品種開発者やグローバル産地が連携した海外の育成者権の取
得に向け、農業知的財産管理支援機関が海外における知的財
産の侵害状況を一元的に監視・把握し、品種開発者の権利行
使を支援するほか、農業に係る特許・商標の取得や活用に向
けた取組、農業分野の知的財産に明るい次世代人材を育成す
るための農業高校の生徒等向けの教材作成を支援する。

輸出・国際局
知的財産課

（03-6738-6443）

32
地理的表示保護・活用総合
推進事業

地理的表示（ＧＩ）保護制度の活用促進や輸出拡大のため、
ＧＩ登録申請から登録後のフォローアップまでの一貫したサ
ポート体制の構築、加工品等輸出を指向する多様な品目の申
請拡大、ＧＩ産品の輸出、販路拡大等のための取組を支援す
るとともに、国内及び相互保護国（ＥＵ等）におけるＧＩ侵
害に対する監視を強化する。

輸出・国際局
知的財産課

（03-6738-6317）

33
新事業創出・食品産業
課題解決に向けた支援

食品産業が直面する課題の解決やフードテックをはじめとす
る新技術の活用による新事業の創出に向け、プラットフォー
ムの設置による知見の共有、実態把握や課題抽出のための調
査、解決策の検討と実証の取組を支援する。

大臣官房新事業・
食品産業部

企画グループ
（03-6744-2065）

34 食品流通拠点整備の推進

「三つの密」の防止を徹底しつつ、災害時においても生鮮食
料品等の安定的な供給体制を確保するとともに、農林水産物
の輸出拡大や流通のグリーン化を促進するため、品質・衛生
管理の強化、物流業務の省力化、保管調整機能の強化等を図
る卸売市場施設及び共同物流拠点施設の整備を支援する。

大臣官房新事業・
食品産業部
食品流通課

（03-6744-2059）
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No

項目名 概要 担当局等

35
食品等流通持続化モデル
総合対策事業

食品等流通の合理化・高度化を図るため、デジタル化・デー
タ連携による業務の効率化と輸送コストの低減、コールド
チェーンの整備、食料品アクセスの確保等、効率的なサプラ
イチェーン・モデルを構築する。

大臣官房新事業・
食品産業部
食品流通課

（03-3502-8237）

36
食品ロス削減・プラスチック
資源循環の推進

フードバンク活動等を通じた食品ロス削減の取組、農林水産
業・食品産業におけるプラスチック資源循環の取組を支援す
る。

大臣官房新事業・
食品産業部

外食・食文化課
（03-6744-2066）

37

環境負荷軽減に資する
「みどりの食料システム
戦略」の実現に向けた
政策の推進

環境負荷軽減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現
に向けて、持続的な食料システムの構築を目指す地域の取組
を支援する新たな交付金を創設するとともに、調達から生
産、流通、消費までの各段階の取組とイノベーションを推進
する。

大臣官房
環境バイオマス政策課
（03-3502-8056）

38
みどりの食料システム戦略
実現技術開発・実証事業

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立の実現に向
け、スマート農業における優れた技術の横展開のための導入
実証等を推進するとともに、農林漁業者等のニーズ、気候変
動といった新たな課題、バイオ技術を活用したイノベーショ
ン創出等に対応する研究開発等を推進する。

農林水産技術会議事務局
研究推進課

（03-3502-7462）

39
ムーンショット型農林水産
研究開発事業

総合科学技術・イノベーション会議等が決定したムーン
ショット目標５「2050 年までに、未利用の生物機能等のフ
ル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供
給産業を創出」の実現に向け、研究内容の充実化・加速化を
図る。

農林水産技術会議事務局
研究推進課

（03-3502-5530）

40
「知」の集積と活用の場
によるイノベーションの創出

農林水産・食品分野におけるオープンイノベーションを促進
するため、農林水産省が開設した『「知」の集積と活用の
場』において、様々な分野の多様な知識・技術等の連携を図
る。

農林水産技術会議事務局
研究推進課

（03-3502-5530）

41
みどりの食料システム基盤
農業技術のアジアモンスーン
地域応用促進事業

気候変動緩和と持続的農業を実現するため、既存および最新
の研究成果情報の収集分析を行い、アジアモンスーン地域で
共有できる基盤農業技術を確立する。また、有望技術の実装
を促進するため、国立研究開発法人が有する国際的ネット
ワークを活用し、各地での応用のための共同研究を実施す
る。

農林水産技術会議事務局
国際研究官室

（03-3502-7466）

42
みどりの食料システム戦略
推進総合対策

みどりの食料システム戦略に基づき、各地域の状況に応じ
て、資材・エネルギーの調達から、農林水産物の生産・流
通・消費に至るまでの環境負荷軽減と持続的発展に向けた地
域ぐるみのモデル的先進地区を創出するとともに、取組の
「見える化」など関係者の行動変容と相互連携を促す環境づ
くりを支援する。

大臣官房
環境バイオマス政策課
（03-6738-6479）

43
ニッポンフードシフト
総合推進事業

食と環境を支える農業・農村への国民の理解と共感・支持を
得るため、輸出拡大実行戦略、みどりの食料システム戦略、
食と農のつながりの深化の３点を重点事項として、メディ
ア・ SNS等を活用したストーリー性のある情報発信を展開
するとともに、首都圏・地方におけるシンポジウム・フェア
を開催する。

大臣官房政策課
食料安全保障室

（03-6744-2395）
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44 スマート農業の総合推進対策
スマート農業の社会実装を加速するため、産地ぐるみでの先
端技術の導入実証やスマート農業普及のための環境整備等に
ついて総合的に取り組む。

農林水産技術会議事務局
研究推進課

（03-3502-7462）

45
農林水産省共通申請サービス
（ eMAFF ）等による
行政手続の抜本的効率化

農林漁業者の高齢化や労働力不足等の課題がある中で、担い
手が経営に集中できる環境を整備するため、農林水産省が所
管する全ての行政手続業務の抜本的な見直しを進めながら、
行政手続のオンライン化を図り、農林漁業のデジタルトラン
スフォーメーション（DX）を推進する。

大臣官房
デジタル戦略グループ
（03-3502-5632）

46 家畜衛生等総合対策

畜産振興、畜産物の安定供給と輸出促進を図るため、家畜伝
染病予防法に基づき、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥イン
フルエンザ、口蹄疫等の家畜の伝染性疾病等の発生予防・ま
ん延防止対策を徹底するとともに、地域の家畜衛生を支える
産業動物獣医師の育成・確保を図る。

消費・安全局
動物衛生課

（03-3502-5994）

47 消費・安全対策交付金

豚熱・鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病やジャガイモ
シロシストセンチュウ等の農作物の安定生産に影響のある病
害虫の発生予防・まん延防止、国産農畜水産物の安全性の向
上及び食育の推進に向けた都道府県等の取組を支援する。

消費・安全局
総務課

（03-6744-2136）

48
「予防・予察」に重点を
置いた新たな総合的病害虫
管理体系の確立

効果的な病害虫防除による生産力の向上と、環境負荷の軽減
を通じた農業生産の持続性の確保の両立に資する、総合的病
害虫管理 を推進していくための取組を支援する。

※化学農薬のみに依存せず、病害虫が発生しにくい生産条件の整備
（予防）や病害虫の発生予測（予察）を組み合わせた病害虫管理

消費・安全局
植物防疫課

（03-3502-3382）

49
抗菌剤に頼らない畜水産物の
生産体制の推進

畜水産物の安定供給に必要な抗菌剤は、その不適切な使用を原因
とした薬剤耐性菌の発生により、動物だけでなく、人への悪影響
も懸念されることから、国内外で使用に関する厳しい対応が求め
られている。このため、輸出促進の観点からも、抗菌剤に頼らな
い畜水産物の生産体制構築が急務となっていることから、ワクチ
ン、代替薬、迅速な診断手法等の開発を支援するとともに、薬剤
耐性菌の監視・動向調査、抗菌剤の慎重な使用に関する研修を実
施する。

消費・安全局
畜水産安全管理課

（03-6744-2103）

50
食育の推進と食文化の
保護・継承

第４次食育推進基本計画の目標達成に向けて、食育推進全国大
会、食育活動表彰及び食育に関する調査・分析等を実施し、食
育の全国展開を図るとともに、地域の関係者が取り組む食育等
を支援する。その際、多世代交流や共食の場の提供等に関する
取組、食育推進基本計画の重点事項であるデジタル化に対応し
た食育の実施を優先的に支援する。また、食文化の保護・継承
を図るため、わが国の食文化の多角的な価値の整理・情報発
信、人材育成を実施する。

消費・安全局
消費者行政・食育課

（03-6744-1971）

51
人・農地将来ビジョン確立・
実現支援事業

地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿
や農地利用者を明確化した人・農地プランの策定に必要な取
組を支援する。

経営局
経営政策課

（03-6744-0576）

52 農地利用効率化等支援交付金
地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿
の実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合、必要な
農業用機械・施設の導入を支援する。

経営局経営政策課
担い手総合対策室

（03-6744-2148）
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53
集落営農活性化プロジェクト
促進事業

集落営農における活性化に向けたビジョンづくりや人材の確
保、新たな作物の導入等の取組を支援する。

経営局
経営政策課

（03-6744-0576）

54

農地中間管理機構による農地
集約化の加速及び農業委員会
による農地利用の最適化の推進
①農地中間管理機構による
　農地集約化の加速
②農業委員会による農地利用の
　最適化の推進

農業の成長産業化や所得の増大を進めていくためには、生産
基盤である農地について、持続性をもって最大限利用される
ようにしていく必要がある。このため、農地中間管理機構
（農地バンク）による農地集積・集約化を加速するとともに、
農地利用の最適化に向けた農業委員・農地利用最適化推進委
員の積極的な活動を支援する。

経営局
農地政策課

（03-6744-2151）

55 新規就農者育成総合対策

農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、経営発展
のための機械・施設等の導入を地方と連携して親元就農も含
めて支援 するとともに、伴走機関等による研修向け農場の整
備、新規就農者への技術サポート、職業としての農業の魅力
の発信等の取組を支援する。また、就農に向けた研修資金、
経営開始資金、雇用就農の促進のための資金の交付、農業大
学校・農業高校等における 農業教育の高度化等の取組を支援
する。

経営局
就農・女性課

（03-3502-6469）

56 農業労働力確保支援事業

農業現場における労働力不足を解消するため、産地間の調整
等による労働力確保の取組を支援する。また、新型コロナウ
イルス感染症の影響等を踏まえ、農業経営体が行う代替人材
の雇用等を支援する。

経営局
就農・女性課

（03-6744-2162）

57
人・農地等情報マッチング
推進総合対策

人と農地に関する情報のデータベース化を進め、農地の受け
手を広く探して調整し、相続人も農地を安心して委ねられる
仕組みの構築を支援する。また、就農、経営継承、法人化等
に関する支援体制の整備を支援する。

経営局
農地政策課

（03-3592-0305）

58 農業経営法人化支援総合事業
都道府県が就農希望者や経営面で課題を有する農業者に対
し、就農、法人化・経営継承等に関する支援体制を整備し、
就農サポート・経営サポートを行う取組を支援する。

経営局
経営政策課

（03-3502-6441）

59 経営継承・発展等支援事業

農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる
中、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保す
るため、国と地方が一体となって、人・農地プランに位置付
けられた経営体等の経営を継承し発展させる取組を支援す
る。

経営局
経営政策課

（03-6744-2143）

60
女性が変える未来の農業
推進事業

女性農業者の能力の発揮等による農業の発展、地域経済の活
性化のため、地域のリーダーとなり得る女性農業経営者の育
成、女性グループの活動、女性が働きやすい環境づくり、女
性農業者の活躍事例の普及等の取組を支援する。

経営局
就農・女性課

（03-3502-6600）

61 外国人材受入総合支援事業

農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の各分野における外国
人材の確保と適正かつ円滑な受入れに向けて、外国人材の知
識・技能を確認する試験の実施、働きやすい環境の整備等を
支援する。

経営局
就農・女性課

（03-6744-2159）
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62 農業農村整備事業（公共）

競争力強化のための農地の大区画化や汎用化・畑地化、新た
な農業水利システムの構築、国土強靱化のための農業水利施
設の適切な更新・長寿命化、省エネ化・再エネ利用、ため池
の防災・減災対策や農業用ダムの洪水調節機能強化、集落排
水や農道等の生活インフラの整備等を推進する。

農村振興局
設計課

（03-3502-8695）

63 農地耕作条件改善事業

農地中間管理事業の重点実施区域等において、地域の多様な
ニーズに応じたきめ細かな耕作条件の改善や、農地中間管理
機構による担い手への農地集積の推進、高収益作物への転
換、麦・大豆の増産、営農定着に必要な取組等をハードとソ
フトを組み合わせて支援する。

農村振興局
農地資源課

（03-6744-220８)

64
農業水路等長寿命化・
防災減災事業

農業水利施設のきめ細かな長寿命化対策や機動的な防災減災
対策
等を支援する。

農村振興局
水資源課

（03-3502-6246）

65
農山漁村地域整備交付金
（公共）

地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁
村の防災・減災対策を支援する。

農村振興局
地域整備課

（03-6744-2200）

66

農山漁村振興交付金

①農山漁村発イノベーション対策
   ほか

地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む
地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や
雇用の増大に結びつける取組を取組の発展段階に応じて総合
的に支援し、農林水産業に関わる地域のコミュニティの維持
と農山漁村の活性化及び自立化を後押しする。

＜事業＞
①農山漁村発イノベーション対策
②農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業
③農泊推進対策
④農福連携対策
⑤都市農業機能発揮対策
⑥最適土地利用対策
⑦情報通信環境整備対策

農村振興局
都市農村交流課

（03-3502-5946）

67
鳥獣被害防止対策と
ジビエ利活用の推進

農作物被害のみならず農山漁村での生活に影響を与える鳥獣
被害の防止のため、鳥獣の捕獲等の強化やジビエフル活用へ
の取組等を支援する。また、森林のシカ被害の効果的な抑制
のため、都道府県による広域的な捕獲への支援や複数の都府
県にまたがる国有林野における捕獲事業の実施等を行う。

農村振興局
鳥獣対策・農村環境課

鳥獣対策室
（03-3591-4958）

68
特殊自然災害対策
施設緊急整備事業

火山活動による降灰被害を受ける地域において、農作物への
被害を防除・最小化するために必要な施設等を支援する。

農村振興局
防災課

（03-3502-6430）

69

日本型直接支払

①多面的機能支払交付金
②中山間地域等直接支払交付金
③環境保全型農業直接支払交付金

農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共
同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保
全に資する農業生産活動を支援する。

農村振興局
農地資源課

（03-6744-2197)
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70
中山間地農業ルネッサンス事
業
（一部公共）

本事業の取組に係る国の指針に則して、複数の市町村単位等
で中山間地農業の振興を図る地域別農業振興計画を都道府県
が策定し、この計画に基づく地域特性を活かした活動の推進
や各種支援事業の優先採択等を行うことで、中山間地農業を
元気にする。

農村振興局
地域振興課

（03-3501-8359）

71 森林整備事業（公共）

カーボンニュートラルを見据えたグリーン成長を実現するた
め、森林吸収量の確保・強化や国土強靱化、林業の持続的発
展等を図るべく、間伐の着実な実施に加え、主伐後の再造林
の省力化・低コスト化や幹線となる林道の開設・改良等を推
進する。

林野庁
整備課

（03-6744-2303）

72 治山事業（公共）

地域の安全・安心の確保のため、流域治水プロジェクトと連
携した流域保全対応の治山対策の強化や自治体・事業体の負
担軽減等を通じた同時多発化する山地災害への機動力の向
上、東日本大震災からの復興の取組成果を踏まえた津波に強
い海岸防災林の全国的な整備を推進する。

林野庁
治山課

（03-6744-2308）

73

森林・林業・木材産業
グリーン成長総合対策

①「新しい林業」に向けた林業経営
　育成対策　　　ほか

カーボンニュートラルを見据えた森林・林業・木材産業によ
るグリーン成長を実現するため、「新しい林業」経営モデル
の構築、路網の整備、間伐や再造林、木材加工流通施設の整
備、「林業イノベーション」の推進、都市部における木材利
用の強化、輸出を含む新たな需要の創出 、国民運動の展開
等、川上から川下までの取組を総合的に支援する。

＜事業＞
①「新しい林業」に向けた林業経営育成対策
②林業・木材産成長化促進対策
③林業イノベーション推進総合対策
④建築用木材供給・利用強化対策
⑤木材需要の創出・輸出力強化対策
⑥カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策

林野庁
経営課

（03-3502-1629）

74
「緑の人づくり」総合支援対
策

林業への新規就業者の確保・育成、就業前の青年に対する給
付金の支給、高校生や社会人へのインターンシップ等の実
施、キャリアアップ等による定着化を促進するとともに、森
林経営管理制度の運用に当たって市町村への指導・助言を行
える技術者の養成等に取り組む。

林野庁
経営課

（03-3502-1629）

75
森林・山村多面的機能発揮対
策

森林の多面的機能の発揮とともに関係人口の創出を通じ、山
村地域のコミュニティの維持・活性化を図るため、地域住民
や地域外関係者等による活動組織が実施する森林の保全管
理、森林資源の活用を図る取組等を支援する。

林野庁
森林利用課

（03-3502-0048）

76 花粉発生源対策推進事業

花粉症対策苗木等への植替えの支援、花粉飛散防止剤の早期
実用化に向けた実証試験、スギ雄花の着花状況等の調査、花
粉症対策品種の円滑な生産支援等を進めるとともに、これら
の対策の強化、普及啓発等を一体的に実施し、総合的に花粉
発生源対策を進める。

林野庁
森林利用課

（03-3501-3845）

77 漁業経営安定対策

国民への水産物の安定供給を図るため、計画的に資源管理等
に取り組む漁業者の減収を補塡する 漁業収入安定対策を講
じ、燃油や配合飼料の価格上昇に対するコスト対策や金融対
策を組み合わせて、総合的な経営安定対策を実施する。

水産庁
漁業保険管理官

（03-6744-2355）
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78
水産資源調査・評価推進事業
等

調査船調査、漁船活用型調査、市場調査等を拡充し、資源調
査・評価の体制を強化することにより、最大持続生産量
（MSY）を達成できる資源水準の算定、資源水準及び資源動
向の判断、不漁を含む資源変動に対する海洋環境要因等の把
握を推進する。

水産庁
漁場資源課

（03-6744-2377）

79 スマート水産業推進事業
資源評価の高度化のため、生産現場の事務的な負担軽減にも
資する漁獲情報の電子的情報収集体制を構築するとともに、
収集するデータの標準化等を行う。

水産庁
研究指導課

（03-6744-0205）

80 経営体育成総合支援事業

漁業・漁村を支える人材の確保・育成を強化するため、漁業
への就業前の者に対する資金の交付や漁業現場での長期研修
を通じた就業・定着促進、ICT 活用を含む漁業者の経営能力
の向上を支援するほか、新たにインターンシップや就業体験
の受入を支援する。また、４級に加えて５級海技士免許の資
格取得等を支援する。

水産庁
企画課

（03-6744-2340）

81
浜の活力再生・成長促進交付
金

漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン（浜プラ
ン）」の着実な推進を支援するため、浜プランに位置付けら
れた共同利用施設の整備、環境負荷低減対策、密漁防止対
策、浜と企業の連携推進、水産業のスマート化の推進等の取
組を支援する。

水産庁
防災漁村課

（03-6744-2391）

82
水産業成長産業化沿岸地域
創出事業

カーボンニュートラル、みどりの食料システム戦略の実現を
目指し、漁業の省エネ化や環境負荷の軽減を強力に推進する
とともに、新たな課題である不漁問題にも対応しつつ、収益
性の向上と適切な資源管理を両立させる浜の構造改革に取り
組むため、沿岸漁村地域において必要な漁船、漁具等のリー
ス方式による導入を支援する 。

水産庁
研究指導課

（03-6744-2031）

83

漁業構造改革総合対策事業

①先端的養殖モデル等への重点支援
事業

カーボンニュートラル、みどりの食料システム戦略の実現を
目指しつつ、我が国漁業・養殖業を収益性の高い構造へ改革
するため、不漁・脱炭素対策として長期的不漁や燃油削減に
対応するための多目的漁船の導入や新たな操業・生産体制へ
の転換、マーケット・イン型養殖業等の実証の取組を支援す
る。

水産庁
研究指導課

（03-6744-0205）

84 養殖業成長産業化推進事業

国が策定する生産から販売・輸出に至る総合戦略に基づき、
国内外の需要を見据えた養殖業の成長産業化を実現するため
の関係者の取組への支援や、低コスト・高効率飼料等の開発
など、養殖生産の三要素である餌、種苗、漁場に関するボト
ルネックの克服等に向けた技術開発・調査を実施する。

水産庁
栽培養殖課

（03-3502-0895）

85
内水面及びさけ・ます等
栽培対象資源対策事業

内水面漁場を有効かつ効果的に活用する体制の検討と、ウナ
ギ等の内水面資源の回復と適切な管理体制の構築を推進す
る。また、資源造成・回復効果の高い手法や対象種の重点化
を図るとともに、さけ・ますの回帰率の向上を図る増殖戦略
の策定等の取組を支援する。

水産庁
栽培養殖課

（03-3502-8489）

86
漁協経営基盤強化対策支援事
業

漁協が経営基盤の強化を図るために行う広域合併や事業連携
等の取組及び不漁等による経営悪化に対応するための計画実
施に必要な資金の調達を支援する。

水産庁
水産経営課

（03-3502-8416）
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87 水産バリューチェーン事業

競争力のある加工・流通構造の確立や水産物の消費拡大のた
め、生産・加工・流通・販売が連携しマーケットニーズに応
えるバリューチェーンの構築を支援するとともに、加工原料
の安定供給を図る取組や「新しい生活様式」の下での消費者
ニーズに対応した水産物の消費を拡大する取組等を支援す
る。

水産庁
加工流通課

（03-3502-8203）

88 水産基盤整備事業（公共）

国民に安心で高品質な水産物を安定的に供給し、輸出の拡大
等による水産業の成長産業化を実現していくため、拠点漁港
の流通機能強化と養殖拠点の整備を推進する。併せて、持続
可能な漁業生産を確保するため、環境変化に対応した漁場整
備や藻場・干潟の保全・創造、漁港施設の強靱化・長寿命化
対策を推進する。さらに、漁村の活性化や漁港利用促進のた
め、既存漁港施設の改良・除却や生活・就労環境改善対策等
を推進する。

水産庁
計画課

（03-3502-8491）

89 漁港機能増進事業

漁港のストック効果の最大化を図りつつ、「海業」を振興し
漁村の活力を取り戻すため、漁港の就労環境改善、安全対策
向上・強靱化、資源管理・流通高度化に加えて、新たに漁港
ストックの利用適正化、漁港インフラのグリーン化に資する
整備を支援する。

水産庁
計画課

（03-3506-7897）

90 外国漁船対策等

大和堆周辺海域を始めとする我が国周辺海域における外国漁
船の操業の広域化や悪質・巧妙化等に対応して、我が国周辺
海域での水産資源の管理徹底と国際ルールに基づく操業秩序
の維持のため、外国漁船の違法操業等に対する 万全な漁業取
締りを実施する。

水産庁
漁業取締課

（03-3502-0942）

91 水産多面的機能発揮対策事業
環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保
など、漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資
する地域の活動を支援する。

水産庁
計画課

（03-3501-3082）

92 離島漁業再生支援等交付金
離島漁業を維持・再生させるため、離島の漁業集落における
漁場の生産力向上のための取組及び漁業の再生に関する実践
的な取組等を支援する。

水産庁
防災漁村課

（03-6744-2392）

93
有害生物 漁業被害防止
総合対策事業

我が国漁業に甚大な被害をもたらす有害生物について、駆
除・処理等の漁業者等による被害軽減対策への支援を行い、
効率的かつ効果的な漁業被害防止・軽減対策を継続して実施
することにより、漁業経営の安定化を図る。

水産庁
漁場資源課

（03-3502-8487）

94 漁場環境改善推進事業

水産資源の回復には漁場環境に悪影響を与える要因への対策
が不可欠であるため、栄養塩、赤潮・貧酸素水塊による被害
の軽減等の対策技術の開発を支援する。また、海洋生態系を
維持しつつ持続可能な漁業を実現するため、海洋保護区や国
際的な議論の動向等の調査・分析等を行う。

水産庁
漁場資源課

（03-6744-2382）

95 捕鯨対策
捕鯨業の安定的な実施に向けて、非致死的調査等の確実な実
施、持続的利用を支持する国との連携や情報発信、捕鯨の実
証事業の実施等を支援する。

水産庁
国際課

（03-3502-2443）

96 有明海再生対策

有明海の再生に向けて、海域環境の保全・改善と水産資源の
回復等による漁業の振興を図るため、有明海沿岸４県が協調
し、海域環境の調査、魚介藻類の増養殖対策を行うととも
に、漁場改善対策を推進する。

農村振興局
農地資源課

（03-6744-1709）
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1
福島県高付加価値産地展開
支援事業

原子力被災１２市町村の営農再開の加速化に向け、市町村を
越えて広域的に生産、加工等が一体となった高付加価値生産
等を展開する産地の創出に必要な取組を支援する。

農業振興課

2
ふくしまの漁業の魅力体感・
発信事業

本県の漁業（内水面含む）が持つ魅力や水産物のおいしさな
どの情報を各種メディアが連携し、継続的に県外へ発信する
ことで、本県の漁業や水産物に対する理解の醸成を深め、根
強く残る風評の払拭を図る。

水産課

3 福島県営農再開支援事業

原子力発電所事故の影響により、農産物等の生産断念を余儀
なくされた避難地域等において、農業者が帰還して、安心し
て営農再開できるようにするための一連の取組を幅広く支援
する。

農業振興課

4
原子力被災１２市町村農業者
支援事業

原子力被災１２市町村における農業再生を進めていくため、
避難した農業者が帰還して営農を再開するのに必要な初期経
費等の一部を補助する。

農業振興課

5
被災地域農業復興総合支援
事業

被災市町村が被災農業者等に貸与する農業用施設・機械の整
備に要する経費について補助する。

農業振興課

6
福島県農林水産物販路拡大
タイアップ事業

営農再開が進む中で、避難地域等で生産される農産物につい
て、専門家による販路拡大に向けたコンサルティングや実需
者とのマッチング等を支援する。

農産物流通課

7
福島県次世代漁業人材育成
確保支援事業

本格的な操業に向けて震災からの復興に取り組む本県漁業に
おいて、将来の漁業担い手の確保・育成に必要となる、新た
に就業する漁家子弟等を対象とした漁業現場での長期研修や
経営・技術向上等の支援、就業に必要な漁船・漁具のリース
方式による導入支援を行う民間団体等に対し、補助を行う。

水産課

8
東日本大震災漁業経営対策
特別資金貸付事業

被災した漁業者、水産加工業者等の経営安定に向け、震災な
どで消失した漁具・設備などの購入や経営維持に必要な資金
等を円滑に融通するため、貸付原資を預託し、融資制度を支
援（利子補給）する。

水産課

9 栽培漁業振興対策事業

本県沿岸や河川で放流するためのアワビ、ヒラメ、アユ種苗
を委託により生産するとともに、漁業協同組合が事業を継続
するために必要な、内水面魚種の種苗の購入経費を支援す
る。

水産課

10 さけ資源増殖事業
さけ資源の維持・増殖に向け、回帰率の高い大型種苗を適期
に放流する取組を支援する。

水産課

11 水産物流通対策事業

被災と原子力災害により大きな被害を受けた本県水産流通加
工業の復興のため、遠隔地からの加工用原料の調達や県内消
費地市場における県産水産物の計画的な流通拡大対策を支援
する。

水産課

■　避難地域等復興加速化プロジェクト

（参考資料２）

福島県による支援事業一覧
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12 漁場復旧対策支援事業
漁場の機能を再生・回復させるため、震災により海底に堆積
した大型ガレキの除去工事を実施する。

水産課

13
共同利用漁船等復旧支援
対策事業

東日本大震災による地震、津波により被災した漁船等につい
て、漁協等が共同利用に供する漁船の建造費用に対し、補助
する。

水産課

14 避難農業者経営再開支援事業

原子力被災１２市町村から避難している農業者が、１２市町
村外の移住先や避難先で、農業経営の再開等を行う場合に必
要となる農業用機械、施設、家畜の導入の取組に必要な経費
を補助する。

農業振興課

15
森林環境モニタリング
調査事業

本県の森林における放射性物質対策を推進するため、その影
響や経時変化等の把握に必要な調査及び実証を行うととも
に、情報の整備を行う。

森林保全課

16
第三者認証ＧＡＰ取得等促進
事業

産地の信頼回復・向上を図るため、産地における安全性確保
の取組を客観的に説明できる第三者認証GAP等の導入を推
進するとともに、GAPの意義や取組内容を消費者等に発信
する。

環境保全農業課

17 ふくしま森林再生事業

放射性物質の影響により、森林整備が停滞し森林の荒廃が懸
念されるため、公的主体による森林整備とその実施に必要な
放射性物質対策を行い、森林の有する多面的機能の発揮を確
保する。

森林整備課

18 里山再生事業
住民が身近に利用してきた日常的に人が立ち入る里山におい
て、住民が安心して利用できる里山の環境づくりを推進し、
空間線量率等の測定を行う。

森林保全課

19
放射性物質被害林産物
処理支援事業

木材産業の事業者の活動を安定させ、林産物の円滑な流通を
図るため、放射性物質を含む樹皮（バーク）の処分や利活用
へ向けた安全性の検証等に要する経費を支援する。

林業振興課

20
放射性物質除去・低減技術
開発事業

原発事故の被害を受けた本県において、安全・安心な農産物
を生産するため、事故により放出された放射性物質の除去・
低減等に対応するための技術を開発する。

農業振興課

21
放射性物質除去・低減技術
開発事業（森林林業）

原発事故の被害を受けた本県において、安全・安心な林産物
を生産するため、事故により放出された放射性物質の除去・
低減等に対応するための技術を開発する。

森林計画課

22
放射性物質除去・低減技術
開発事業（海面）

原発事故の被害を受けた本県において、安全・安心な水産物
（海面）を生産するため、事故により放出された放射性物質
の除去・低減等に対応するための技術を開発する。

水産課

23
放射性物質除去・低減技術
開発事業（内水面）

原発事故の被害を受けた本県において、安全・安心な水産物
（内水面）を生産するため、事故により放出された放射性物
質の除去・低減等に対応するための技術を開発する。

水産課

■　安全・安心な暮らしプロジェクト
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24 農業系汚染廃棄物処理事業

放射性物質に汚染された農林業系汚染廃棄物の処理が完了す
るまで、安全かつ適正な保管管理及び処理完了後保管管理に
使用した仮置場を営農再開に支障がない農地に原状回復をす
るための取組を支援する。

環境保全農業課

25
農林水産物等緊急時
モニタリング事業

農林水産物等の安全性の確保に向け、緊急時モニタリング検
査を実施するとともに、その結果を生産者や消費者、流通業
者に迅速に公表する。

環境保全農業課

26
ふくしまの恵み安全・安心
推進事業

県産農林水産物に対する消費者の信頼向上に向けて、産地が
行う放射性物質検査や検査結果をわかりやすく迅速に提供す
る安全管理システムの運用等を支援する。

環境保全農業課

27
米の全量全袋検査
（避難指示等市町村）推進事業

米の全量全袋検査の円滑な実施に向け、追加的費用に係る資
金繰りを支援するための貸付を実施する。

水田畑作課

28 ため池等放射性物質対策事業

県営モデル対策の実施設計及び対策工事を実施する。また、
県有農業用ダムの放射性物質調査の解析と、ため池放射性物
質対策事業で実施したモニタリング調査結果のデータベース
化を実施する。

農地管理課

29 治山事業（復興創生）
津波による大きな被害を受けた海岸防災林について、多重防
御の一環として十分な林帯幅の確保と盛土及び植栽等によ
り、津波防災機能を強化した復旧・整備を図る。

森林保全課

30 海岸保全施設整備事業
海岸侵食による被害が発生するおそれが大きい地域におい
て、堤防・護岸・離岸堤等の新設または改良を行う。

農村基盤整備課

31 「福島牛」ＡＩ肥育確立事業

「福島牛」のブランド力を強化し、畜産復興を促進させるた
め、ＡＩを活用した肉質評価システムを整備するとともに、
優良肉用牛の産地形成を確立するため、優良な素牛の導入を
支援する。

畜産課

32 県育成品種種苗安定供給事業

県は、農業所得確保や産地振興を目的に開発した県育成オリ
ジナル本種の種苗（野菜・花き）を生産者が利用できるよう
供給するため、民間事業者において、増殖供給が困難な品
目・品種の生産とともに許諾先等への原種苗等の販売体制を
整備する。

園芸課

33
土地利用型作物作付拡大
推進事業

新型コロナウイルス及び人口減少により、令和４年以降も米
価の大幅な下落が想定される中、主食用米から非主食用米等
への大幅な転換を進めるため、農業者による土地利用型作物
の作付拡大の取組を支援する。

水田畑作課

34 果樹園地継承促進事業

本県の果樹については、高齢化や後継者不足により樹園地が
減少しているため産地維持のための円滑な樹園地継承に向け
て、生産性の高い樹園地を地域ぐるみで守り活用する仕組み
づくり、技術習得のための研修園地の運営などを支援する。

園芸課

35
オリジナルふくしま水田農業
推進事業

稲作農家の経営安定を図るため、「福、笑い」を始めとする
県産米の食味・品質向上の取組や、「福乃香」等県産酒造好
適米を原料とした酒造りの推進など、県オリジナル水稲品種
を中心とした産地における取組を支援する。

水田畑作課

■　産業推進・なりわい再生プロジェクト
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36 農林水産業情報発信強化事業

「もうかる」「誇れる」農林水産業の実現に向けて、消費者
等に県産農林水産物の価値を適切に理解してもらうため、生
産過程や各種取組等の情報を職員自らが直接かつ今まで以上
に強力に発信する。

農林企画課

37 ふくしまの畜産復興対策事業

東日本大震災及び原子力災害の影響により大きな被害を受け
た本県畜産業の復興を図るため、生産、経営安定及び風評払
拭の対策を一体的に支援する。また、先端技術を活用した福
島牛改良基盤再生事業に引き続き取り組むとともに、意欲あ
る中核酪農家の生産基盤強化等を図る。

畜産課

38 自給飼料生産復活推進事業
原子力災害の影響を受けた飼料生産基盤を回復させるため、
高品質発酵粗飼料の生産及び効果的な供給体制の確立に向け
た飼料生産組織の取組を支援する。

畜産課

39
園芸グローバル産地育成強化
事業

本県産農産物の輸出量回復・拡大と輸出再開を図るため、国
際化に対応できる長期出荷や魅力ある果樹、花き等の園芸品
目の安定供給体制を整備することで、世界にふくしまブラン
ドを積極的に発信し、風評払拭と産地再生を加速させる。

園芸課

40
ふくしま復興農地利用集積
対策事業

避難地域１２市町村の営農再開を加速させるため、農用地利
用集積等促進計画を策定し、農地中間管理事業により、地域
の担い手や参入企業等へ農地の集積・集約を促進させる。

農業担い手課

41
環境にやさしい農業拡大
推進事業

安全・安心で付加価値の高い有機農産物等の生産・流通体制
を構築するとともに、有機農産物等の供給を通じて、県産有
機農産物の安全性やその魅力を発信し、震災からの復興と風
評払拭を図る。

環境保全農業課

42
地域の力で進める！鳥獣被害
対策事業

農作物等鳥獣被害防止のため地域の被害防止の取組への助言
指導や活動の中心となる人材の育成と地域づくりを行うとと
もに、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成した
市町村協議会が実施する鳥獣被害防止活動を支援する。

環境保全農業課

43
ふくしまプライド農林水産物
販売力強化事業

県産農林水産物が風評により失った販売棚は徐々に回復しつ
つあるものの、価格ポジションは多くの品目で震災前より低
下し輸入規制も継続されている。この状況を打破するため、
「ふくしま」ならではの強みを活かしたブランド化の推進や
販売棚の確保、情報発信等により、農林水産業の復興を目指
す。

農産物流通課

44 ふくしま米生産情報発信事業
県内外の米の流通・販売事業者に向けて、ふくしま米の魅力
と正しい産地情報を発信する。

水田畑作課

45
福島米生産意欲向上支援
緊急対策事業

米価の大幅な下落により農家の水稲作付意欲の減退が懸念さ
れていることから、水稲種子購入費の一部助成により、令和
４年産米の生産意欲の維持・向上を図る。

水田畑作課

46
ふくしまの園芸人育成・
魅力発信事業

ＡＬＰＳ処理水海洋放出方針決定による園芸産地に対する新
たな風評の発生の懸念を払拭するため、農業者の作業や経
営、産地の魅力を紹介する動画を作成し、発信することで、
県内産地の魅力と安全性を消費者等に伝えるとともに、新た
な農業者の確保、ひいては定住に結びつける。

園芸課

47
県育成いちご品種活用
産地づくり総合支援事業

大果で糖度が高い等の特徴を有する県育成オリジナル品種
（福島１４号）の品種登録及び商標登録に合わせ、フィール
ドベースの実証による栽培管理の可視化とスピード感をもっ
た普及の展開、ＰＲに一貫して取り組み、農業者の所得向上
や、本県産いちごのブランド化により競争力の高い産地を育
成する。

園芸課
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48 畜産競争力強化対策整備事業

畜産業の復興・再生を推進するため、地域の中心的経営体
(畜産農家、新規参入者、飼料生産受託組織等)の収益性の向
上、畜産環境問題への対応に必要な施設整備や家畜導入を支
援する。

畜産課

49
福島県産水産物競争力強化
支援事業

本県水産物への風評を払拭し、販路を拡大していくため、本
県水産物の第三者認証（水産エコラベル）の取得支援や高鮮
度出荷体制の整備支援、量販店等の販路確保の取組等を支援
し、他県産に負けない本県水産物の競争力の強化を図る。

水産課

50 復興基盤総合整備事業
津波により被災した地域及び避難地域１２市町村において、
農業の速やかな復興・再生に向け、効率的な営農を図る大区
画ほ場の整備など、農地・農業用施設等を整備する。

農村基盤整備課

51 広葉樹林再生事業
放射性物質の影響によりきのこ等原木の生産が停止している
地域において、きのこ等原木林の再生と将来における原木の
安定供給に向けて広葉樹林の再生を図る。

森林整備課

52
福島イノベ構想に基づく
農業先端技術展開事業

被災地域農業の復興及びさらなる営農再開を加速させるた
め、深刻な担い手及び労働力不足を解消し、大規模な農業経
営が実現可能となる先端技術の実証研究を行う。また、最先
端の作業ロボットや管理システムを組み合わせた技術の確立
を図る。

農業振興課

53
福島イノベ構想に基づく
林業先端技術展開事業

被災地域林業の復興・創生を加速させるため、先端技術を活
用した森林資源情報等を効果的に把握するシステムを開発す
る。

森林計画課

54
福島イノベ構想に基づく
水産先端技術展開事業

本県水産業の復興を進め、ふくしま型漁業を実現するため、
ＩＣＴ等の最先端技術を用いた新たな水産業を展開していく
ための実証研究を行う。

水産課

55
福島県産農産物競争力強化
事業（研究）

震災・原発事故による風評等の影響で失われた県産農産物の
販売棚を回復させるため、市場ニーズに対応した魅力ある県
オリジナル品種や高品質な農産物の生産技術、県産農産物の
旨みや機能性の見える化などを開発する。

農業振興課

56 農地利用集積対策事業

担い手への農地集積と集約化を行う農地中間管理機構が事業
を行うために必要な経費を助成する（農地中間管理機構事業、

遊休農地解消緊急対策事業）。また、機構を活用して農地集積
を行った者や地域に対して協力金を交付し、農地の利用集積
を促進する（機構集積協力金交付事業）。

農業担い手課

57
企業農業参入サポート
強化事業（復興）

浜通り地域等において、新たな農業を展開し、高付加価値・
高収益農業を目指す企業等の参入を促進し、安定した農業生
産と６次化まで含めた広域食料供給基地の構築と新たな雇用
創出等に向けて、関係機関・団体、地域農業者と連携した活
動を展開する。（被災地域再生農業参入支援事業）

農業担い手課

58
地域農業担い手育成支援強化
事業

地域の中心経営体やその候補となる経営体の組織化・法人化
等、様々な課題解決を図ることで地域農業の発展を支援する
ため、福島県農業経営相談所や関係機関と連携し、専門家の
併走型支援を行うことで農業経営の向上、安定及び継承の取
組を強化する支援を行う。

農業担い手課

59
ふくしま集落営農活性化
プロジェクト促進事業

将来にわたって農地を持続的に活用し営農が継続できるよ
う、集落営農の活性化に向けたビジョンづくり、その実現に
向けた 組織体制の強化、収益力向上に向けた取組、効率的
な生産体制の確立等を総合的に支援する。

農業担い手課

60
農業近代化資金融通対策事業
（復興）

原子力発電所の事故により、経営に影響を受けている農業者
等が必要とする資金を円滑に融通するため、当該資金を融通
した農協等融資機関に対し利子補給を行うとともに、福島県
農業信用基金協会の債務保証にかかる保証料を補助すること
により、農業者等の負担を軽減し、営農継続を支援する。

農業経済課
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61
農家経営安定資金融通対策
事業（復興）

原子力発電所の事故により、経営に影響を受けている農業者
等が必要とする資金を円滑に融通するため、当該資金を融通
した農協等融資機関に対し利子補給を行うことにより、農業
者等の負担を軽減し、営農継続及び営農再開を支援する。

農業経済課

62
風評に打ち勝つ園芸産地
競争力強化事業

園芸産地自らが地域の特性を生かし、市場等からの産地信頼
回復、風評払拭、創意工夫を凝らした取組（オンリーワンの
取組）、及び新たな挑戦に必要となる取組を支援する。

園芸課

63
ふくしまのももブランド強化
安定生産対策事業

風評に打ち勝つ本県もも産地の復興を図るため、安定した出
荷量の確保に不可欠なももせん孔細菌病をはじめとする病害
虫の総合防除体制を推進する。

園芸課

64
地域特産活用産地づくり
支援事業

地域特産物（おたねにんじん、エゴマ、山菜（栽培））につい
て、種苗の安定供給と収穫までに要する期間を短縮した栽培
技術の普及、省力機械による大規模生産体系の普及等と併
せ、安定した販路を確保するための取組を行い、風評に負け
ない揺るぎない産地を育成する。

園芸課

65 肉用牛全頭安全対策推進事業

と畜目的で県外に出荷される肉用牛の種類に応じて牛肉の放
射性物質検査を実施するため、肉用牛の安全性が確認できる
よう牛肉中の放射性物質を測定することで、基準値を超過す
る恐れがある肉用牛の出荷・流通を防止する。

畜産課

66
営農再開支援水利施設等
保全事業

避難指示区域等における営農再開に向けて、農業用用排水施
設等の保全や点検・補修を行い、当該施設の機能を維持回復
させることにより、農業を円滑に営むために必要な対策を早
急に行う。

農地管理課

67 復興基盤実施計画
東日本大震災及び原子力災害により被害を受けた地域におい
て、福島再生加速化交付金による農地・農業用施設等の整備
を総合的に実施するための調査計画業務を行う。

農村計画課

68
安全なきのこ原木等
供給支援事業

放射性物質による森林汚染の影響によりきのこ原木等の価格
が高騰していることから、きのこ生産者の負担を軽減する取
組を行う団体を支援する。

林業振興課

69 森林とのきずな事業
県民に向けた的確な森林情報の発信、森林認証制度の普及推
進及び取得支援、大学生等の森林に関する自己学習活動を支
援する。

森林計画課

70
森林情報（クラウド）活用
推進事業
（森林環境適正管理事業）

森林情報を一元管理する森林クラウドの運用及び搭載データ
の更新により市町村や林業関係者との情報共有を図るととも
に、一般県民向け森林情報地図サイトの運用により森林情報
の提供を行う。

森林計画課

71

ふくしま”食の基本”推進
事業
（旧　ふくしまからはじめよ
う。元気なふくしまっ子
食環境整備事業）

東日本大震災と原発事故の影響により、県内の子どもが地域
の食に関する体験や知識を得る機会が減少しているため、食
に関する体験活動を推進するとともに、地域における食育推
進活動を支援する。

農産物流通課

72 ため池等整備事業　他
老朽化又は耐震性の向上が必要な防災重点農業用ため池につ
いて、ため池堤体や洪水吐等の改修工事及び廃止工事を行
う。

農地管理課

■　輝く人づくりプロジェクト

■　豊かなまちづくりプロジェクト
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73
防災重点農業用ため池
評価事業　他

農業用ため池の防災・減災対策を進めるため、劣化状況・地
震・豪雨耐性評価やハザードマップの作成を行う。

農地管理課

74 治山事業（一般治山事業）
山地災害から県民の生命・財産を保全するため、荒廃林地の
復旧や地すべり防止等の治山事業を行う。

森林保全課

75 防災ダム事業　他
農村地域の災害を未然に防止するため、農業水利施設の整備
を行う。

農村基盤整備課

76 地すべり対策事業　他
地すべり防止区域内における施設の長寿命化を図り、土砂災
害を未然に防止するため、地表水排除工等の地すべり防止工
事を実施するとともに、適正な維持管理を行う。

農村基盤整備課

77 林業人材育成事業
本県の森林再生や林業・木材産業の成長産業化の実現に必要
な林業人材を育成するため、林業研修拠点施設の整備を行う
とともに、研修拠点における研修を実施する。

森林計画課

78
中山間地農業ルネッサンス
推進事業（農村振興）

中山間地域の特色を生かした地域の創意工夫にあふれる取
組、地域をけん引するリーダーの確保・育成や農業戦略・販
売戦略の策定などの取組を支援する。

農村振興課

79
ふくしまの次代を担う
新規就農者支援事業

農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、就農ポー
タルサイトの機能強化、就農相談会等の実施、新規就農者間
の交流及び就農準備から定着まで切れ目のない支援体制の構
築等、総合的な支援を実施する。

農業担い手課

80
みんなでチャレンジ！
環境保全型農業拡大事業

本県が進める環境と共生する農業を通して、地球温暖化対
策、ＳＤＧｓ達成に寄与するため環境保全型農業の新規取組
者の確保、取組拡大を目的として啓発、技術指導や有料技術
の表彰、地域ぐるみの取組を支援する。

環境保全農業課

81 園芸生産拠点育成支援事業

県及び関係機関・団体が連携し、担い手育成・販売額向上等
の地域のモデルとなる生産拠点の育成を支援するとともに、
生産拠点育成に必要な栽培用施設及び付帯設備、機械導入等
に係る経費を支援する。

園芸課

82
「ふくしまならではの花き」
産地育成支援事業

花き農家と生花店、花き利用施設等が連携した地方フラワー
ネットワークを構築し、「ふくしまならではの花き」の地域
内利用を促進するとともに、新植、改植推進による安定供給
体制を整備することで、県産花きが地元で持続的に活用され
る新たな流通の創出による販路拡大に取り組む。

園芸課

83
農業繁忙期解消型労働力
確保・供給モデル事業

浜通り地域等において農繁期等に必要な労働力を確保・供給
するモデルを構築し、営農再開の加速化と産地の維持・発展
を図る。また、農業体験を通じて関係人口を拡大し、当該地
域等の活性化を図る。

農業担い手課

84
ふくしまの元気を創る
地域産業６次化推進事業

農林漁業者等の所得向上と地域産業振興を図るため、地域産
業６次化を支える担い手の育成や売れる商品づくり等を支援
する。

農林企画課

■　しごとづくりプロジェクト
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県
No

事業名 事業の概要 担当課

85
みんなでつなぐ誇れる
中山間地域等農業推進事業

農業生産の縮小が懸念される農業集落・地域に対し、地域農
業の将来ビジョンづくりと、対象地域に密接に関わる関係人
口の創出・交流等を通じた地域農業の活性化に資する取組を
支援し、持続的に発展する中山間地域等における農業モデル
を創出する。

農業振興課

86
スマート農業プロセス
イノベーション推進事業

スマート農業技術を活用した実証研究を行うとともに、実用
段階にある先端技術について、現場における実証を通じた普
及活動を展開する。また、近年の気象変動に対応するため、
産地におけるＩＣＴを活用した革新技術の導入・実証により
産地全体の収量・品質の高位平準化を図る。

農業振興課

87
農地中間管理機構関連
農地整備事業　他

担い手への農地集積・集約化や高付加価値作物の作付拡大等
により農業競争力を強化するため、農地中間管理機構とも連
携しつつ農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を実施する。

農村基盤整備課

88 中山間地域等直接支払事業

過疎化・人口減少が急速に進行し、農業・農村の有する多面
的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、
遊休農地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、農業
生産活動を行う農業者等の取組を支援する。

農村振興課

89 多面的機能支払事業
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のための農業者
等の共同活動や、農村集落維持を目的とした地域資源向上を
図る共同活動を支援する。

農村振興課

90
遊休農地活用促進総合
対策事業

遊休農地の活用を促進するため、市町村・農業委員会を対象
とした研修会や優良事例等の情報提供を行うとともに、農業
者等が取り組む遊休農地の再利用活動を支援する。

農村振興課

91
県単基幹水利施設ストック
マネジメント事業　他

計画的な補修等により、老朽化した農業水利施設の長寿命化
を図り、安定的な用水供給機能を維持・確保する。

農村基盤整備課

92
県営農業農村施設維持
管理事業　他

計画的な補修等により、老朽化した農業農村施設の安定的な
機能を維持・確保する。

農村基盤整備課

93 基幹水利施設管理事業　他
農業用水の安定確保のため、農業用水利施設の維持管理水準
の向上と管理体制の強化を図る。

農地管理課

94 農村環境整備事業実施計画
農村環境整備に関する計画作成の対象地区について、整備の
基本方針、整備の内容、費用の総額、効果算定等を定める。

農村計画課

95
「ふくしまの棚田」活性化
事業

棚田を核とした地域振興のための活動組織の育成や県・市町
村の活動体制構築、棚田を活用した地域活性化のモデル育成
を支援する。

農村振興課

96 鳥獣被害対策強化事業

市町村等における効果的な鳥獣被害対策及びイノシシ等捕獲
の取組を支援する。また、専門的な知識を有した市町村専門
職員による広域的な被害防止のための活動や市町村専門職員
の確保育成及び配置語の技術向上を支援する。

環境保全農業課

97
ふくしま有機農業ひとづくり
強化支援事業

本県は全国トップクラスの有機農業の取組県であったが、原
発事故により、有機農産物の生産量は激減しており、有機農
業の先進県「ふくしま」の復活のため、就農希望者を対象と
した有機農業に特化した就農支援体制を整備し、本県の有機
農業の中核を担う有機農業実践者の育成・確保を図る。

環境保全農業課
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事業名 事業の概要 担当課

98 新規就農者育成総合対策事業
次代を担う農業者の育成・確保を図るため、研修や経営開始
時の投資、雇用就農促進のための各種資金の交付や、研修農
場の整備、市町村等への就農相談員の設置を支援する。

農業担い手課

99
農業短期大学校施設
統合整備事業

本県の農業教育機関である農業短期大学校の実践的農業教
育・研修体制の強化を図るため、基本構想に基づきスマート
農業の社会実装等に対応した研修施設・設備の整備及び学生
の学習・生活環境の改善等を目的とした統合新施設を整備す
る。

農業担い手課

100 担い手づくり総合支援事業
人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が農業用機械
等を導入する場合や、農業法人等が規模拡大等に伴い機械等
を導入する場合に、必要な経費の一部を支援する。

農業担い手課

101 環境と共生する農業再生事業
環境と共生する農業を推進するため、エコファーマーの育成
に取り組むとともに、農業用使用済プラスチックの適正処理
を支援する。

環境保全農業課

102 作物保護適正管理推進事業
生産阻害要因となる病害虫や雑草等の防除を的確に実施する
ため、農薬適正使用の推進を図る。

環境保全農業課

103 畑作物の産地形成・強化事業
大豆・麦・そば等の収量・品質確保に取り組むモデル生産組
織への支援や需要者と連携した販路開拓、地場産品づくり等
に対して支援する。

水田畑作課

104 強い農業づくり整備事業
産地の収益力向上に向けた生産体制の強化や集出荷機能の改
善等の計画的な取組及び自然災害に強い産地づくりに向けた
取組に対して支援する。

園芸課

105 畜産関連事業（豚・地鶏）
優良系統豚の維持・増殖等および会津地鶏のうま味成分・食
味の評価試験を実施する。

畜産課

106 内水面漁業被害防止対策事業
内水面漁場におけるカワウ、外来魚等による漁業対象種の食
害対策のため、漁協等が実施するカワウ被害防止対策事業及
び外来魚駆除事業について支援する。

水産課

107 里山林整備事業
里山林において地域住民が行う緩衝帯の整備や、景観整備、
危険木の整理等を支援する。

森林保全課

■　その他の事業
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（参考資料3）

福島大学 食農学類との連携協力について

平成３１年４月、福島大学に農学部に相当する学部設置としては福島県内の大学で初めてと

なる「食農学類」が開設しました。

福島市では、福島大学と締結した食農学類との連携協力に関する基本協定に基づき、基幹産

業である農林業の振興や修学者の地元定着、農商工連携による地域産業の振興など、食農学類

と連携した活力ある地域づくりのための取り組みを進めていきます。

基本協定における「連携協力」の内容

（1）農林業及び農学の振興に関すること。

（2）食農学類の人材育成並びに修学者の地元定着に関すること。

（3）農商工連携による地域産業の振興に関すること。

（4）地域教育並びに生涯学習に関すること。

（5）農村まちづくりに関すること。

（6）その他、本市及び福島大学が必要と認める事項。

令和4年度における主な連携の取組み

「実践教育プログラム」
食農学類の教育カリキュラムの柱の１つであり、県内をフィールドとして地域ごとの課題解

決を目指す実践型の農学教育です。

県内では本市を含む７つ地域が選ばれ、本市における取り組みでは、モモを中心とした果物

の付加価値の付け方や他産品との差別化、効果的な販売戦略や加工品としての商品開発などの課

題解決に取り組みます。

本市内をフィールドとする実習の中で、学生は農家や企業と関わりを持つことになり、卒業

後の進路においても、自身のキャリアを活かせる場として、地元定着への効果が期待されます。

令和3年度においては、購入意欲の調査を目的とした試食を伴うアンケートを実施しました。

また、せん孔細菌病の有無別の成分分析調査や土壌の成分調査を行うなど効果的な販売戦略の

構築、加工品としての商品開発などに向けたプログラムを実施いたしました。

プログラムの二年目をを迎える今年度は、さらにブラッシュアップした内容で取り組んで参

ります。今後、アンケート結果やモモの成分分析結果をまとめ、農家・流通業のみならず幅広

い方々に向けた、勉強会等を開催していきたいと考えています。
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○福島市農政部

〔農業企画課〕

係　名

農政企画係

農業担い手係

農業被害対策係

〔農業振興課〕

係　名

生産振興係

販売促進係

主 な 業 務 内 容

主 な 業 務 内 容

・農産物のPRに関すること
・６次化の推進に関すること
・四季の里に関すること
・食育、地産地消に関すること

・農業振興地域内の農用地区域における土地利用に関すること
・福島大学食農学類との連携協力に関すること
・農業統計に関すること
・市民農園に関すること
・多目的集会所に関すること

・新規就農に関すること
・認定農業者に関すること
・農用地の集約や集積に関すること
・耕作放棄地に関すること
・人・農地プランに関すること

・有害鳥獣被害対策に関すること
・農業災害や被害に関すること

・経営所得安定対策等に関すること
・農畜産業施設や設備に関すること
・農産物のモニタリングに関すること
・各種作物の生産推進に関すること
・ＧＡＰ取得に関すること

（参考資料４）

福島市 農政部及び農業委員会事務局の業務内容
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〔農林整備課〕

係　名

管 理 係

林 務 係

農業施設係

地籍森林係

〔市場管理課〕

○福島市農業委員会事務局

係　名

庶 務 係

農 地 係

・農業者年金に関すること
・各種証明書の発行に関すること
・農地所有適格法人に関すること
・相続税納税猶予に関すること
・農地相続の届出に関すること

・農地の売買、貸借に関すること
・農地の転用に関すること
・農地のあっせんに関すること
・贈与税納税猶予に関すること

・市場取引業務の指導・監視に関すること
・市場関係者の指導・監督に関すること

・農業水利施設の管理保全に関すること
・農業水利施設の占用許可、承認等に関すること
・大笹生ダムの管理に関すること
・福島市農村広場・公園に関すること
・ため池ハザードマップに関すること
・土地改良団体に関すること

・林業施設の管理保全に関すること
・市有山林の取得、管理及び処分に関すること
・保安林及び林野の保護に関すること
・林業経営の指導に関すること
・財産区の山林事業に関すること
・緑化推進に関すること
・福島市水林自然林、福島市小鳥の森に関すること

主 な 業 務 内 容

市場管理課

・地籍調査事業に関すること
・公共基準点精度の保全に関すること
・森林経営管理制度に関すること

主 な 業 務 内 容

・農業施設の新設、改良工事等の計画、設計及び施工に関すること
・多面的機能支払交付金事業に関すること
・土地改良事業等の計画、設計及び施工に関すること
・農業施設等の災害復旧に関すること
・田んぼダムに関すること

主 な 業 務 内 容
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