
令和4年度農林水産予算概算要求における注目事業
令和4年度農林水産予算概算要求の内容が公表されました。農業用機械の導入等に関連した主な事業は以下のとおりです。
このほかの事業の活用も含め、農業用機械の導入等を検討されている方は、早めに都道府県、市町村の農業担当にご相談ください。

農業用機械の導入に対して補助のある事業

実証研究事業

備考：農林水産省「令和4年度農林水産予算概算要求の概要」（https://www.maff.go.jp/j/budget/r4yokyu.html）に基づき作成。

対策のポイント対策のポイント みどりの食料システム戦略の実現に向けて、スマート農業技術等を活用して、
持続性の高い生産基盤の構築を目指すスマート農業産地の取組を支援

みどりの食料システム戦略推進総合対策 30億円の内数8. スマート農業産地展開支援

事業の内容事業の内容

協議会都道府県国

スマート農業産地の展開支援
実用化段階にあるスマート農業技術等を活用
して、労働力不足等の産地が抱える課題を解
決しつつ、環境負荷の低減など持続性の高い
生産基盤の構築を目指す、機械導入等と一体
的に行うスマート農業産地の取組を支援

事業の流れ事業の流れ
交付
（定額）

対策のポイント対策のポイント 人口減少社会の進展に対応し、地域が一体となって、持続性の高い生産基盤の構築を図るため、サービ
ス事業体等を活用して産地単位で作業集約化等を図るスマート農業産地のモデル実証に加え、環境保
全効果が高い最先端技術の実証等を行う

12億円9. スマート農業産地モデル実証
みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業のうち

事業の内容事業の内容

❶スマート農業産地のモデル実証
産地における複数経営体が、サービス事業体等を活用
して作業集約化等を図り、スマート農業技術の導入によ
る各種作業の効率化やコスト低減、販売の強化等の効
果を最大限に発揮する持続可能なスマート農業産地を
モデル的に実証

❷持続的な産地形成に資する新技術の実証
持続的な産地形成に資する新たな技術として、環境保
全と競争力強化を両立させる最先端のスマート農業技
術の実証を行う
（例） 高度なセンシングに基づく施肥管理や防除技術等

❸社会実装促進のための分析・検証・情報発信

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に基づき、持続的に農業を行うための
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

対策のポイント対策のポイント

人・農地プランに位置付けられた経営体等が、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に基づき、持続的農業を行うた
めの生産の効率化に取り組む等の場合、必要な農業用機械・施設の主
な導入を支援
＊イノベーション、集約型農業経営、グリーン化について、優先枠を設置

事業の内容事業の内容

1. 持続的経営体支援交付金 120億円

事業の流れ事業の流れ

市町村 農業者等都道府県国

交付
（定額）

3/10
以内等

3/10
以内等

産地の収益力強化と持続的な発展のため、強い農業づくりに必要な産地基幹施設の整備等を支援
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

対策のポイント対策のポイント

）プイタ援支等設施幹基地産（ 化強の力争競地産るよに夫工意創の域地.1

❶ 産地収益力の強化
産地農業において中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷
貯蔵施設等の産地の基幹施設の整備等を支援

❷産地合理化の促進　❸ 食品流通の合理化
❹ みどりの食料システム戦略の推進
みどりの食料システム戦略に掲げる取組（化学農薬の低減、化学肥料の低減、有機農業
の拡大、ゼロエミッション化等）の推進に必要な施設の整備等を支援

事業の内容事業の内容

2. 強い農業づくり総合支援交付金 193億円

事業の流れ事業の流れ 事業の流れ事業の流れ

2.生産構造の急速な変化に対応するための
生産事業モデルの育成

❶ 生産事業モデル支援タイプ
核となる事業者が連携する生産者の作業支援など様々な機能を発揮しつ
つ、安定的な生産・供給を実現しようとする生産事業モデルの育成を支援

❷農業支援サービス事業支援タイプ
農業支援サービス事業の育成に必要な農業用機械等の導入を支援

国 農業者等
交付（定額） １/２以内等

１/２以内等

１/２以内等

都道府県 市町村
農業者等

定額、1/2以内
国

事業のイメージ事業のイメージ

事業のイメージ事業のイメージ

事業のイメージ事業のイメージ

事業のイメージ事業のイメージ 事業のイメージ事業のイメージ

・助成対象 : 推進事業（農業用機械、実証等）
整備事業（農業用施設）

・補 助 率 : 定額、1/2以内
・上 限 額 : 推進事業5,000万円

整備事業20億円 

・助成対象 : 農業用機械等
・補助率 : 1/2以内
・上限額 : 1,500万円 

産地のニーズに合わせた
農業支援サービスを提供
（農機シェアリング、データ分析 等）

❷ 農業支援サービス事業支援タイプ

❶ 生産事業モデル支援タイプ

【国直接採択】
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ル
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モ

・助成対象 : 農業用の産地基幹施設
・補 助 率  : 1/2以内等
・上 限 額  : 20億円等

１.①～③のメニューとは別枠で、みどりの食料システム戦略推進のための取組に必要な施設を整備

● 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

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の整備等

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

水田農業の高収益化、スマート農業を行う取組に必要となる集出荷貯蔵施設等の整備
※この他、加算ポイントにより、輸入農畜産物の国産への切替え、環境保全の取組等を推進

b 集出荷・加工の効率化に向けた再編合理化【20億円】

a 中山間地域の競争力強化【20億円】

みどりの食料システム戦略の推進【30億円】

産地基幹施設等支援タイプ

【都道府県向け交付金】

c 重点政策の推進【10億円】化
強
の
力
争
競
地
産

民間団体等農研機構国事業の流れ事業の流れ
交付（定額） 委託

定額、
1/2以内

助成対象

補助率

補助上限額

優先枠の設定

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に基
づき、持続的に農業を行うための生産の効率化に取り組む等の場合
に必要な農業用機械・施設(事業費 50万円以上)

融資残額のうち事業費の3/10以内 等

◎イノベーション優先枠(ロボット技術・ICT機械等の導入)
◎集約型農業経営優先枠(中山間地域等での集約型農業に必要な
機械等の導入)
◎グリーン化優先枠(「みどりの食料システム戦略」を踏まえた環境
に配慮した営農に必要な機械等の導入)

(この他、一定の条件を有する地域において、共同利用機械・施設の導入を支援する事業を実施)

300万円等(先進的農業経営確立支援タイプ:個人1,000万円、
法人1,500万円等)

農業支援サービス
事業体

A産地
B産地

C産地

安定供給

拠点事業者

連携生産者 連携産地

供給調整機能

生産安定・
効率化機能

実儒者ニーズ
対応機能

持続性の高い生産基盤の構築に向けた課題

● 産地が抱える課題
現場の労働力不足の解消
収量・品質の向上、等

● 環境負荷の低減
化学農薬・化学肥料の低減
有機農業の拡大、CO2排出削減、等

スマート農業産地の展開支援

地域一体で現地実証

経営・環境の改善効果を分析

実用化段階にあるスマート農業技術
例：

ロボット農機
農業用
ドローン 営農支援ソフト 水管理

システム

環境にやさしい栽培技術や省エネ化に資する技術

例：

総合的病害虫
管理（IMP） 有機質肥料 堆肥施用による

土づくり
中千延長による
メタンガス削減

● スマート農業産地における作業集約化等のイメージ

ロボット
トラクタ

ドローン

草刈ロボット

農業者

実需者

農機
メーカー等

JA等

普及組織

大学 都道府県

ICTベンダー 経営コンサル

協議会（実施主体）

析
分・
証
実
を
果
効
入
導

虫 堆

例：

者 普

肥料・農薬
メーカー

産地でシェアリング、サービス化

互いにデータを共有して、
栽培を地域で管理！

● ドローン直播・ピンポイント
散布・生育確認を地域でサー
ビス化し、作業を集約化。

● 機械の運用も効率化、シェア
リングで導入コストも低減。

● 産地内でデータを共有し、最
適な栽培管理で、品質・収量
を向上！

農業者

農水省PR版

農水省PR版

農水省PR版

19X SP.PP.’21・9作成5.0-20-3-0069-05

農水省担当課PR版

https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr55.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr07.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr41.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr41.pdf


持続可能な畑作生産体系を確立するため、地域の基幹作物の病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立、
労働負担の軽減、環境に配慮した生産体系の確立等の取組を支援

対策のポイント対策のポイント

事業の内容事業の内容

5. 持続的畑作生産体系確立事業

事業の流れ事業の流れ
 定額、１/２以内

農業者の組織する団体等
 定額、１/２以内

都道府県国

❶病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立対策
かんしょや加工用ばれいしょ等の病害抑制と生産拡大の両立
に向けた取組を支援
❷労働負担軽減対策
労働力不足への対応と適期作業による病害抑制等を推進する
ため、省力作業機械の導入や基幹作業の外部化の促進を支援

❸環境に配慮した生産体系確立支援
減農薬・減化学肥料など環境に配慮した生産技術確立のため
の実証や病害虫抵抗性品種の導入を支援

❹健全な種子の安定供給対策

対策のポイント対策のポイント

事業の内容事業の内容

事業の流れ事業の流れ

実需者ニーズに対応した、園芸作物の生産を拡大するため、水田を活用した新たな園芸産地の育成、まとまった面積
での機械化一貫体系等の導入、加工・業務用・輸出向け野菜の大規模契約栽培に取り組む産地の育成等を支援

❶水田における園芸作物の導入支援
水田農業における高収益な園芸作物の導入・産地化
を実現するため、以下について支援

生産者団体、協議会

民間団体等

交付 定額、1/2

定額、1/2

定額、1/2

（❶の事業の一部、❸の事業）

（❶の事業）

（❶の事業の一部、❷の事業）

国

都道府県

ア 新たに園芸作物を導入する産地における合意形成

イ  園芸作物の本格的な生産を始める産地における
機械・施設のリース導入の取組等

❷加工・業務用野菜等の大規模契約栽培への支援
実需者からの国産野菜の安定調達ニーズに対応する
ため、加工・業務用・輸出向けの契約栽培に必要な生産・
流通体系の構築、作柄安定技術、輸出先国のニーズに
対応した生産技術の導入等を支援（15万円/10ａ）

❸青果物の物流合理化

6. 野菜支援対策

対策のポイント対策のポイント

事業の内容事業の内容

事業の流れ事業の流れ 民間企業等
定額、1/2以内

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（❶、❸～❼の事業）

（❹～❻の事業）
（❷の事業）生産者

集団等

定額
国 民間企業等

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、畜産の生産力及び生産体制の強化を図る

7. 畜産生産力・生産体制強化対策事業 17億円

12億円

❶ 家畜能力等向上強化推進

❷ 繁殖肥育一貫経営等育成支援

❸ 和牛の信頼確保対策

❹ 草地生産性向上対策
草地改良や飼料作物の優良品種利用・安定生産、
種子の備蓄の取組を支援

❺ 飼料生産利用体系高効率化対策
飼料生産組織の作業効率化、国産濃厚飼料の生産
振興の取組を支援

❻ 国産飼料資源生産利用拡大対策

❼ 持続的飼料生産対策

対策のポイント対策のポイント

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等による産地の生産体制
の強化・生産の効率化を支援

事業の流れ事業の流れ 生産者団体等

交付、
１/２以内

定額、
１/２以内

都道府県国

4. 水田麦・大豆産地生産性向上事業 26億円

対策のポイント対策のポイント

事業の内容事業の内容

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

❶地域の状況に応じた「ビジョンづくり」と「具体的な取組の
実行」への支援

事業の流れ事業の流れ
定額、
１/２以内

集落営農組織

定額、
１/２以内定額等

都道府県 市町村国

3.集落営農活性化プロジェクト促進事業 29億円

21億円

事業のイメージ事業のイメージ

事業のイメージ事業のイメージ

事業のイメージ事業のイメージ

環境に配慮した持続可能な生産体系の確立に向けた取組を支援環境に配慮した持続可能な生産体系の確立に向けた取組を支援

飼料生産の効率化

自動操舵装置

子実用とうも
ろこしの収穫

気象リスク分散技術、
高栄養価牧草の導入

９月
８月

６月
７月

OG：１番草

OG：２番草

OG：３番草
TY：２番草

TY：１番草

地域ぐるみ
の取組

複数草種の
導入等によ
る収穫適期
の拡大

高栄養価牧
草主体草地
への転換

飼料生産組織の運営強化、ICTによる
作業効率化、地域ぐるみでの自給飼
料の増産等の取組を支援

(注)OG：オーチャード、TY：チモシー

麦・大豆等水田農業の生産体制強化

事業のイメージ事業のイメージ

栽培技術の導入 施設整備・機械導入

排水対策等営農技術の導入を支援（定額） 増産に必要な施設・機械導入を支援（1/2）

病害抑制と需要に応じた
生産拡大の両立
・ 需要のある作物(加工用ばれいしょ等)への転換
・ かんしょの交換耕作による病害抑制等

環境に配慮した生産体系確立

労働負担軽減対策

・ 行政・生産者団体・企業等による減農薬・
減化学肥料などの生産技術の実証

・ 病害虫抵抗性品種の導入・普及拡大

健全な種子の安定供給
・ 罹病率低減、小粒化
・ 省力作業機械の導入

・ 省力作業機械の導入
・ 基幹作業の外部化(作業受託組織のビジネ
ス確立のためのニーズ調査、人材育成など)

事業の内容事業の内容

団地化の推進と営農技術の新規導入により、生産性の向上
や環境に配慮した営農に向けて技術の新規導入を図る先進
的な麦・大豆産地の取組に対し、ソフト・ハード両面から支援

１.水田における園芸作物の導入支援

２.加工・業務用や輸出向け野菜の大規模契約栽培への支援

産地の合意形成 排水性の改善試験栽培 機械・施設のリース導入

作柄安定技術の導入予冷庫・貯蔵庫の利用 植物検疫等への対応 輸出に適した流通形態

実需者や輸出先国のニーズに対応するための生産・流通体系の導入への支援

園芸作物の新たな導入への支援 本格的な園芸作物生産への支援

❷関係機関によるサポートの取組を支援

（❷の事業）

①ビジョンづくりへの支援
集落営農の目指す農業の姿と具体的な戦略の検討、集落内又は
近隣集落等

②具体的な取組の実行への支援
ア取組の中核となる人材を確保するため、候補となる若者等を雇
用する経費

イ収益力向上の柱となる経営部門の確立等のため、高収益作物
の試験栽培、加工品の試作、販路開拓などに取り組む経費

ウ信用力向上等に向けた組織の法人化に必要な経費
エ効率的な生産のための共同利用機械等の導入経費【1/2以内】
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農水省PR版

農水省PR版

農水省PR版

農水省PR版

https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr56.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr04.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr08.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr01.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr14.pdf



