
平成２４年度農林水産予算概算要求の主要事項
※（復興）は復旧・復興対策分。

（単位：百万円）

農業者戸別所得補償制度【特会・一般】  800,291（800,291）

① 畑作物の所得補償交付金  　212,302（212,302）

　〔麦、大豆等の所得補償〕

② 水田活用の所得補償交付金 228,431（228,431）

　〔水田での麦､大豆､米粉用米､飼料用米等の所得補償〕

③ 米の所得補償交付金 192,900（192,900）

　〔主食用米の所得補償〕

④　米価変動補塡交付金 139,100（139,100）

　〔23年産米の販売価格と標準的な販売価格の差額を補塡〕

⑤　加算措置 15,000（15,000）

　〔経営規模の拡大や農地の再生利用等に対する支援〕

⑥　推進事業等 11,558（11,558）

　〔集落営農の法人化支援､国･市町村等で必要な事務経費〕

水田・畑作経営所得安定対策（収入減少影響緩和対策）【特会】 40,614（84,226）

〔米、麦、大豆等の販売収入が減少した場合の減収補塡等〕

食料自給率向上国民運動拡大対策 1,128（1,336）

2 経営局
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No. 局 事業名
　　　24年度 　  　    23年度
  要求・要望額  　当初予算額

1 経営局

所要額

〔食料自給率向上のための国民運動の推進〕

農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業 41(43)

〔「ＣＯ２の見える化」等の推進〕

ODAを通じた世界の食料安全保障や地球的規模の課題等への対応 3,122（3,482）

〔アフリカ等開発途上国に対する農林水産分野での協力〕

有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事業 277（286）

〔有害化学物質・有害微生物の汚染実態調査〕

食の生産資材安全確保対策事業 605（631）

〔生産資材のリスク管理措置の検討に必要な科学的調査〕 （復興）[45]

消費・安全対策交付金 2,123（3,023）

〔都道府県等の食品安全、動植物防疫等の取組の支援〕 （復興）[140]

家畜衛生総合対策 5,370（5,833）

〔家畜伝染病の発生予防と危機管理体制の強化〕

動物検疫所及び植物防疫所の検疫事業 2,208（2,445）

〔動植物の検疫体制の強化･拡充〕

獣医療提供体制整備推進総合対策事業 110（96）

〔獣医学生への修学資金貸与など産業動物獣医師の確保〕

　放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策【復興】 （復興）[744]

〔放射性物質による農畜産物等への影響実態を調査〕
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（単位：百万円）

No. 局 事業名
　　　24年度 　  　    23年度
  要求・要望額  　当初予算額

農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の創設 20,000【財投資金】

〔農林漁業の成長産業化を実現する官民共同のファンド創設〕

農林漁業の成長産業化の実現 10,836(0)

〔６次産業化等農林漁業者の経営改革、輸出、新産業創出支援〕

農山漁村再生可能エネルギー導入事業   2,788（0）

〔農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギーの導入促進〕 （復興）[2,335]

農産物等輸出回復事業【復興】 （復興）[437]

〔輸出農林水産物・食品の信頼回復のための情報発信〕

卸売市場施設災害復旧事業【復興】 （復興）[197]

〔甚大な被害を受けた地方卸売市場の復旧等を支援〕

野菜価格安定対策事業 15,949（15,925）

〔野菜価格低落時における生産者補給金等の交付〕

果樹・茶支援対策事業 6,723（7,528）

〔果樹・茶の改植及びこれに伴う未収益期間の経営対策〕

甘味資源作物・国内産糖調整交付金 10,039（9,169）

〔甘味資源作物生産者等の経営安定のための支援〕

畜産・酪農経営安定対策 173,972（167,024）

〔畜種ごとの特性に応じた畜産・酪農の経営安定対策〕
21 生産局
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所要額
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飼料増産総合対策事業 1,710（2,334）

〔飼料自給率の向上に向けた国産飼料の増産〕

飼料穀物備蓄対策事業 2,529（1,372）

〔飼料穀物の供給途絶に対応するために飼料穀物を備蓄〕

強い農業づくり交付金 16,751（3,127）

〔国産農産物の安定供給のための共同利用施設等の整備〕

産地活性化総合対策事業 5,288（12,331）

〔産地の収益力向上等に向けた取組や農作業安全対策の取組を総
合的に支援〕

環境保全型農業直接支援対策 3,324（2,909）

〔地球温暖化防止等に効果の高い営農活動等への直接支援〕

生産環境総合対策 627（968）

〔地球温暖化対策や有機農業等の推進〕

鳥獣被害防止総合対策 11,348（11,283）

〔鳥獣被害防止の取組の推進〕

産地再生関連施設緊急整備事業 9,500（0）

〔農業生産関連施設を緊急に整備〕
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（単位：百万円）

No. 局 事業名
　　　24年度 　  　    23年度
  要求・要望額  　当初予算額

被災農家経営再開支援事業【復興】 （復興）[4,808]

〔農業者が地域で行う復旧の取組に対する支援金の交付〕

東日本大震災農業生産対策交付金【復興】 （復興）[3,025]

〔生産力、販売力の回復による地域農業の復興を支援〕

新規就農総合支援事業 15,821（0）

〔新規青年就農者への給付金、農業経営者教育の強化等〕

戸別所得補償経営安定推進事業 7,955 (0)

〔地域の中心となる経営体の決定とそこへの農地集積を支援〕 うち農地集積協力金

6,557 (0)

スーパーＬ資金の金利負担軽減措置 8,654（10,257）

〔スーパーＬ資金の金利負担軽減特別融資枠の設定〕

経営体育成支援事業 6,346（7,168）　

〔意欲ある多様な経営体の機械等の導入〕

女性の能力の積極的な活用

  ①　農林水産省の施策において女性優先採択等の実施 91億円の1割程度

  ②　女性経営者の飛躍的な発展の支援 163（90）　

農地制度実施円滑化事業 7,846（8,416）　

〔農業委員会等による農地制度の適切な運用〕

35 経営局

36 経営局

37 経営局

34 経営局

経営局33

30 生産局

31 生産局

32 経営局

（女性起業家枠）

農地保有合理化促進事業【特会】 1,135（946）　　

〔農地保有合理化事業に必要な経費の一部を支援〕

農業共済関係事業（農業災害補償制度） 90,945（91,103）

〔農業共済に係る共済掛金及び事務費の一部等を国が負担〕

農業者年金事業 124,559（124,672）

〔農業者年金基金による農業者年金制度の適切な運用〕

被災地域農業復興総合支援事業【復興】 （復興）[20,000]

〔被災地域の市町村が行う農業用施設の整備等〕

地域農業経営再開復興支援事業【復興】 （復興）[2,104]

〔農業再開のための計画作成とその実現に向けた取組支援〕

被災者向け農の雇用事業【復興】 （復興）[530]

〔農業法人が被災農業者等を雇用して行う実践研修の支援〕

農業経営の復旧・復興のため金融支援【復興】 （復興）[7,275]

〔実質無利子、無担保無保証人貸付、代位弁済経費助成〕
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（単位：百万円）

No. 局 事業名
　　　24年度 　  　    23年度
  要求・要望額  　当初予算額

戦略作物拡大・防災保全整備事業 27,000（0）

〔農地の畦畔除去、老朽施設の更新等のきめ細かな基盤整備〕 （復興）[1,969]

農地・水保全管理支払交付金 25,146（21,159）

〔集落による水路等の保全管理と長寿命化等の取組を推進〕 （復興）[629]

食と地域の交流促進対策交付金 1,532（1,703）

〔豊かな地域資源を活かした交流促進の取組を直接支援〕

中山間地域等直接支払交付金 25,962（26,998）

〔中山間地域等の農業生産条件の不利を補正〕

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 10,400（18,357）

〔農山漁村活性化に向けた施設等を整備〕 （復興）[4,300]

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 2,779（2,628）

〔荒廃した耕作放棄地を再生利用〕

有明海再生関係事業 700（700）

〔有明海の再生に向けた取組の推進〕

被災土地改良区復興支援事業 【復興】 （復興）[176]

〔土地改良区の資金借入の無利子化や機器等の復旧支援〕

農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造のための技術開発 600（0）

〔バイオ燃料等の低コスト・安定供給技術等の開発〕
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所要額

天然資源に依存しない持続的な養殖生産技術の開発 320（0）

〔人工稚魚を活用した持続的な養殖技術の開発〕

ゲノム情報を活用した家畜の革新的な育種・繁殖・疾病予防技術の開
発

380（0）

〔遺伝子の網羅的解析等による家畜生産性向上技術の開発〕

気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発 1,282（1,446）

〔地球温暖化の進行に対応した緩和及び適応技術の開発〕

水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発 325（448）

〔戦略作物の生産性向上と広域水田群の水管理技術の開発〕

鳥インフルエンザ、BSE、口蹄疫等の効率的なリスク低減技術の開発 556（654）

〔重大家畜疾病の病原体検出技術、防除技術等の開発〕

イノベーション創出基礎的研究推進事業 4,039(5,565）

〔イノベーション創出及び復興支援を目的とした研究開発〕 （復興）[310]

新食料供給基地建設のための先端技術展開事業【復興】 （復興）[1,006]

〔被災地域において大規模実証研究を実施〕

農地・森林等の放射性物質の除去・低減技術の開発【復興】 （復興）[274]

〔農地・森林等の除染技術の開発〕
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（単位：百万円）

No. 局 事業名
　　　24年度 　  　    23年度
  要求・要望額  　当初予算額

森林管理・環境保全直接支払制度【一部公共】 38,080（32,412）

〔森林経営計画等に基づく搬出間伐等を実施〕 （復興）[42]

森林・林業人材育成対策 6,130（6,076）

〔森林・林業の再生に必要な人材の育成を推進〕

地域材供給倍増対策 1,169（1,056）

〔原木の安定供給や木材産業活性化、地域材の利用を推進〕

森林・林業・木材産業づくり交付金 1,449（1,610）

〔木材利用推進に必要な施設等を整備〕

森林計画推進事業 648（597）

〔森林計画策定に必要な森林情報等を整備〕

林業金融対策 1,688（2,228）

〔林業者等向けの実質無利子化した資金の融通等の推進〕

森林病害虫等被害対策事業 876（876）

〔松くい虫等の森林病害虫等による被害対策を実施〕

森林・林業技術開発推進事業 181（289）

〔先進林業機械、育林機械を開発・改良〕

日本を森林で元気にする国民運動総合対策事業 120（0）

〔森林づくり活動や木づかい運動等の総合的普及啓発等〕

特用林産物経営安定化 消費拡大総合対策事業 27（33）

68 林野庁

69 林野庁

70 林野庁

65 林野庁

66 林野庁

67 林野庁

62 林野庁

63 林野庁

64 林野庁

特用林産物経営安定化・消費拡大総合対策事業 27（33）

〔消費者の安全と信頼及び生産者の経営の安定化を確保〕

森林総合利用推進事業 29（45）

〔里山林を持続的に活用するための手法の確立と普及〕

森林・林業における放射性物質等対策【復興】 （復興）[2,007]

〔放射性物質の拡散防止等のための技術開発等を推進〕

災害復興関連金融対策【復興】 （復興）[2,283]

〔被災した林業者等に対する資金の融通の円滑化〕

震災復興林業人材育成対策事業【復興】 （復興）[309]

〔被災者を対象として林業事業体での研修等を支援〕

74 林野庁
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（単位：百万円）

No. 局 事業名
　　　24年度 　  　    23年度
  要求・要望額  　当初予算額

資源管理・漁業所得補償対策 43,805(51,818)

 　　 〔資源管理に取り組む漁業者に対する減収補填等を実施〕

漁業金融・漁協経営対策 1,936(2,453)

  　　〔無担保・無保証人型の融資、漁協経営対策等の推進〕

漁船漁業・担い手確保対策事業 3,804(918)

 　　 〔漁船漁業の収益性向上への支援、漁業就業相談会の開催〕

漁場環境保全・被害対策事業 4,602（5,049）

 　　 〔大型クラゲ等有害生物対策、藻場・干潟保全活動を支援〕

増養殖対策 895(1,198)

 　　 〔人工種苗による養殖手法開発、外来魚駆除技術の高度化〕

資源調査・資源管理等 15,837（15,474）

 　　 〔資源調査の実施、取締及び国際的な資源管理体制の強化〕

漁村の活性化・再生支援 1,384(1,452)

 　　 〔漁港・漁村の活性化を推進、離島漁業再生活動を支援〕

水産物加工・流通対策事業 513(651)

  　　〔国産水産物の供給の平準化、品質管理体制の構築〕

強い水産業づくり交付金 7,130(3,552)

 　　 〔６次産業化を通じた産地水産業、防災・減災対策の強化〕

83 水産庁

84 水産庁

80 水産庁

81 水産庁

82 水産庁

77 水産庁

78 水産庁

79 水産庁

76 水産庁

技術開発・普及推進事業 343（524）

  　　〔漁船の安全性向上、地球温暖化対策等の技術開発・普及〕

水産業復興支援対策【復興】 （復興）[67,812]

  　　〔漁船漁業の収益性向上の取組や養殖業の経営再建への支援〕

漁場復旧・環境調査【復興】 （復興）[10,167]

  　　〔漁場のがれき撤去等の支援、水産物の放射性物質調査〕

漁業金融・担い手対策【復興】 （復興）[21,993]

  　　〔実質無利子・無担保・無保証人融資の推進、就業支援等〕

農業農村整備事業【公共】 222,226(212,939)

〔震災に強い生産基盤の保全管理・整備による生産力強化〕 （復興）［45,167］

森林整備事業・治山事業【公共】 188,495(179,042)

〔集約化・路網整備・搬出間伐の推進、山地災害の防止〕 （復興）［20,000］

水産基盤整備事業【公共】 76,113(72,367)

　　  〔地震津波防災対策と拠点漁港の衛生管理対策の重点実施〕 （復興）［49,191］

農山漁村地域整備交付金【公共】 33,349(31,761)

〔地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の整備〕 （復興）［1,077］

林野庁

91 水産庁

92
農村振興局

林野庁
水産庁

　　　24年度 　  　    23年度
  要求・要望額  　当初予算額

90

89 農村振興局

No. 局 事業名

86 水産庁

87 水産庁

88 水産庁

85 水産庁


