
(1) 東日本大震災・原子力災害からの復興の加速化

(2) 多様な担い手の確保・育成

(3) 生産基盤の確保・整備と試験研究の推進

(4) 需要を創出する流通・販売戦略の実践

(5) 戦略的な生産活動の展開

(6) 活力と魅力ある農山漁村の創生

（単位：百万円、％）

R３当初 R２当初 増減 伸び率

92,497 121,461 △ 28,964 76.2%

10,901 10,698 203 101.9%

49,470 53,459 △ 3,989 92.5%

32,126 57,304 △ 25,178 56.1%

一般事業費

公共事業費

区分 備考

予算額計

義務的経費

３　予算額

【令和３年３月１９日】

令和３年度　農林水産部予算の概要

１　予算要求・編成の基本方針

　令和３年度当初予算については、福島県農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラ
ン」が令和２年度で終期を迎えることを踏まえ、当計画の実績や地域の状況、社会情勢の変化な
どを考慮しながら、現在策定を進めている新しい農林水産業振興計画（案）における６つの「施策
の展開方向」を柱に編成した。

２　施策の展開方向
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No 事業名 Ｒ3当初 Ｒ2当初 新規 事業内容

(1) 東日本大震災・原子力災害からの復興の加速化 （単位：百万円）

1
農林水産分野イノベー
ション・プロジェクト推
進事業【農林企画課】

15 127

　浜通り地域等の農林水産業の復興再生を図るため、ICT
やロボット技術等による作業の省力化を図りながら、規
模拡大を実現できる各種先端技術を紹介するとともに、
実際に見て触れる体験型の展示会を開催する。

1

2
福島県営農再開支援事業
【農業振興課】

5,372 4,997

　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。

3

3
原子力被災１２市町村農
業者支援事業【農業振興
課】

1,261 1,837
　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。

11

4
被災地域農業復興総合支
援事業【農業振興課】

7,329 14,572
　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。

13

5
福島県高付加価値産地展
開支援事業
【農業振興課】

6,805 新規

　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施設整備等
を支援する。

15

6
避難農業者経営再開支援
事業【農業振興課】

23 35
　原子力被災１２市町村の農業者が当該１２市町村外
（県外を含む）の移住先、避難先で農業経営を開始する
際に必要な農業機械、施設の整備等を支援する。

17

7
放射性物質除去・低減技
術開発事業【農業振興
課】

176 198
　安全・安心な農林水産物を生産するため、原発事故に
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。

19

8
企業農業参入サポート強
化事業（復興）【農業担
い手課】

40 50 新規
　浜通り地域等への企業の農業参入を支援し、本県農業
の復興に向け多様な担い手の確保を図る。

21

9
ふくしま復興農地利用集
積対策事業【農業担い手
課】

124 新規

　被災12市町村において、地域の担い手や参入企業等へ
の農地集積・集約化を加速するため、地域コーディネー
ターを配置するとともに、地域でまとまった農地を農地
中間管理事業を活用して担い手へ貸し付ける場合に協力
金を交付する。

23

10
農業系汚染廃棄物処理事
業【環境保全農業課】

14 189

　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。

27

11
農業近代化資金融通対策
事業（復興）【農業経済
課】

13 10

　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。

29

12
農家経営安定資金融通対
策事業（復興）【農業経
済課】

5 10

　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。

33

13
福島県産農産物等販路拡
大タイアップ事業【農産
物流通課】

75 75
　避難地域等における営農再開に合わせ、専門家等によ
る農業者へのコンサルティングを実施し、農産物等の販
路開拓を支援する。

37

４　「施策の展開方向」に対応する主な事業

PR版
掲載P
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No 事業名 Ｒ3当初 Ｒ2当初 新規 事業内容
PR版
掲載P

14
米の全量全袋検査（避難
指示等市町村）推進事業
【水田畑作課】

680 800
　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。

39

15
肉用牛全頭安全対策推進
事業【畜産課】

29 27 一新
　本県産牛肉の安全性を確保し、ブランドの再生及び肉
用牛農家の経営安定を図るため、県外でと畜される肉用
牛の放射性物質検査等を実施する。

41

16
東日本大震災漁業経営対
策特別資金貸付事業【水
産課】

51 51

　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。

43

17
水産物流通対策事業【水
産課】

34 34

　震災により地元での加工原材料の確保が困難となった
水産物流通加工業者に対し、遠隔地からの原材料の運搬
料や地域復興のために使用する共通デザインの包装資材
等に係る経費を支援する。

45

18
漁場復旧対策支援事業
【水産課】

181 268
　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。

47

19
共同利用漁船等復旧支援
対策事業【水産課】

309 648
　漁業生産活動の早期再開を図るため、漁業協同組合等
による組合員の共同利用に供する漁船の建造等を支援す
る。

49

20
調査船建造事業【水産
課】

355 477
　原子力災害により生じた新たな研究課題に対応するた
め、漁業調査指導船「拓水」の代船建造を行う。

51

21
復興基盤実施計画【農村
計画課】

94 102

　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。

53

22
復興基盤総合整備事業
【農村基盤整備課】

10,680 12,523

　津波により被災した地域及び原子力被災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。

54

23
災害調査事業【農村基盤
整備課】

350 288
　災害被害地区の復旧工事を早急かつ円滑に執行するた
め、農地・農業用施設及び海岸保全施設の被災調査、復
旧計画の策定を実施する。

55

24
耕地災害復旧事業【農村
基盤整備課】

247 3,996
　大規模災害時に被災した農地及び農業用施設の復旧工
事を実施し、農業生産の再開を図る。

57

25
ため池等放射性物質対策
事業【農地管理課】

514 82

　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。

59

26
森林環境モニタリング調
査事業【森林計画課】

105 339
　森林における放射性物質汚染状況の広域的な調査を行
い、森林における放射性物質対策を推進するために必要
な情報整備を行う。

61

27
広葉樹林再生事業【森林
整備課】

236 304
　きのこ原木の生産が停止している地域において、きの
こ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。

63
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No 事業名 Ｒ3当初 Ｒ2当初 新規 事業内容
PR版
掲載P

28
ふくしま森林再生事業
【森林整備課】

4,469 4,471
　放射性物質を含む土壌の流出を防ぐための間伐等の森
林整備とその実施に必要な放射性物質対策等を実施す
る。

65

29
安全なきのこ原木等供給
支援事業【林業振興課】

276 276
　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。

67

30
放射性物質被害林産物処
理支援事業【林業振興
課】

828 755

　製材工場等の事業者に対し、木材加工の過程で発生
し、工場敷地等に滞留している放射性物質を含む樹皮
（バーク）の処分に必要な経費を支援し、事業者の活動
の安定化と林産物の円滑な流通を図るとともに、樹皮の
利活用に向けた検証に関する経費を支援する。

69

(2) 多様な担い手の確保・育成 （単位：百万円）

31
農業短期大学校施設統合
整備事業【農業担い手
課】

108 新規

　県の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実装等
に対応した研修施設等の整備及び学生の学習・生活環境
の改善、研修者の確保等を目的とした統合施設を整備す
る。

71

32
ふくしまの次代を担う多
様な担い手確保支援事業
【農業担い手課】

101 101 一新

　本県の基幹産業であり、地域社会に欠かせない農業の
成長産業化を図るため、地域の特色に応じた受入体制の
整備や農業法人への雇用の促進による新規就農者の確保
及び就農後間もない農業者等を育成する。

73

33
アグリスタッフ確保・活
躍推進事業【農業担い手
課】

10 10

　大規模経営体の増加や農業者の高齢化に伴い課題と
なっている労働力不足に対応するため、農業者と地域の
潜在的労働力である女性や高齢者、週末雇用希望者、障
がい者等のマッチング及び働きやすい環境の整備を支援
する。

77

34
地域農業担い手育成支援
強化事業【農業担い手
課】

46 41

　実質化された人・農地プランの作成を支援するととも
に、地域の中心的経営体や集落営農組織等を対象として
専門家の派遣による法人化や組織化、経営改善、経営継
承等を支援し、農業経営の発展と安定、円滑な事業継承
を伴走型支援する。

79

35
担い手づくり総合支援事
業【農業担い手課】

146 220

「実質化された人・農地プラン」を作成している地区や
条件不利地域において、地域を担う中心経営体等を対象
に、経営発展等のために今後必要となる条件整備を総合
的に支援して、地域農業の発展を図る。

82

36
農業次世代人材投資事業
【農業担い手課】

495 513

　若い世代の農業への参入を促すため、就農前（２年以
内）の研修期間及び経営が不安定な就農直後（５年以
内）に給付金を交付し、青年の就農意欲の喚起と就農直
後の定着を支援する。

83

37
企業農業参入サポート強
化事業（一般）【農業担
い手課】

2 6
　企業等の農業参入を支援し、本県農業の持続的発展と
多様な担い手の確保に資する。

85

38
ふくしま有機農業ひとづ
くり強化支援事業【環境
保全農業課】

26 新規
　本県有機農業の中核を担う有機農業実践者の確保・育
成を図るため、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する。

87

39
稲作等経営体支援事業
【水田畑作課】

53 新規

　新型コロナウイルスによる米の需要減及び在庫量の増
加により、令和３年以降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きな転換を進める
ため、転換の主力である大規模農業者が、今後も地域の
担い手として経営を継続できるよう支援する。

89

40
林業人材育成事業【林業
振興課】

642 53 一新

　本県の森林再生や林業成長産業化の実現に必要な人材
を育成するため、新たな研修制度である「林業アカデ
ミーふくしま」の取組を進めるとともに、研修の実施に
必要な拠点施設を整備する。

91
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No 事業名 Ｒ3当初 Ｒ2当初 新規 事業内容
PR版
掲載P

(3) 生産基盤の確保・整備と試験研究の推進 （単位：百万円）

41
福島イノベ構想に基づく
水産業先端技術展開事業
【農業振興課】

189 新規
　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。

93

42
福島イノベ構想に基づく
農業先端技術展開事業
【農業振興課】

58 新規

　被災地域農林業の復興と更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
農業経営の実現が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。

95

43
福島県産農産物競争力強
化事業（研究）【農業振
興課】

120 新規

　震災・原発事故による風評等の影響で失った県産農林
水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の技術開
発を行う。

97

44
農地利用集積対策事業
【農業担い手課】

648 560

　農地中間管理事業の実施により、担い手への農地集積
と集約化を促進するとともに、農地中間管理事業を活用
して農地集積を行った者や地域に対して協力金を交付す
る。

99

45
農村環境整備事業実施計
画費【農村計画課】

407 212
　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。

103

46
経営体育成基盤整備事業
他【農村基盤整備課】

1,171 516

　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。

104

47
県営農業農村施設維持管
理事業 他【農村基盤整備
課】

370 新規
　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。

105

48
県単基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ事業　他【農村基盤
整備課】

1,063 1,273
　既存の基幹的な農業水利施設を長寿命化し、ライフサ
イクルコスト低減、施設の有効利用を図るため、必要な
補修工事又は更新工事を実施する。

106

49
基幹水利施設管理事業
他【農地管理課】

502 584
　農業用水の安定供給のため、農業用水利施設の維持管
理水準の向上と管理体制の整備を図る。

107

50

森林情報（クラウド）活
用推進事業（森林環境適
正管理事業）【森林計画
課】

14 12

　森林情報を一元管理する森林クラウドシステム搭載
データの更新や精度向上を図り、市町村や林業関係者と
の情報共有や連携強化を図るとともに、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。

109

51
森林情報活用路網整備推
進事業【森林整備課】

45
航空レーザ計測による地形情報及び森林情報の取得と林
業専用道の市町村全体計画策定委託事業を実施する。

111

(4) 需要を創出する流通・販売戦略の実践 （単位：百万円）

52
農林水産物等緊急時モニ
タリング事業【環境保全
農業課】

502 522
　県産農林水産物等の安全性を確保するため、緊急時モ
ニタリング検査を実施するとともに、その結果を消費者
等に迅速に公表する。

113

53

ふくしまの恵み安全・安
心推進事業【環境保全農
業課、水田畑作課、園芸
課、水産課、林業振興
課】

359 503
　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。

115

5
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54
第三者認証ＧＡＰ取得等
促進事業【環境保全農業
課】

299 329

　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。

117

55
ふくしまプライド農林水
産物販売力強化事業【農
産物流通課】

1,940 1,956 一新

　「ふくしま」ならではの強みを生かしたブランド化の
推進などの取組により価格ポジションを取り戻すととも
に、海外への戦略的な情報発信を通じて輸入規制の撤廃
を働きかけるなど、農林水産物の販売力強化を目指す。

119

56

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【農産物
流通課】

13 13

　県内の子どもが地域の食に関する体験や知識を得る機
会を創出するため、農林漁業体験を中心とした食に関す
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。

125

57
園芸グローバル産地育成
強化事業【園芸課】

44 新規

　本県産農産物の輸出再開と輸出量回復・拡大を図るた
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。

127

58

ふくしまの畜産ブランド
再生事業(ふくしまプライ
ド農林水産物販売力強化
事業)【畜産課】

56 29 一新
　畜産ブランド復活のための事業を実施するとともに、
民間団体等による風評を払拭するためのＰＲ活動を支援
する。

129

59
福島県産水産物競争力強
化支援事業【水産課】

615 1,036 一新

　原子力災害による県産水産物への風評払拭とブランド
力の強化に向け、第三者認証制度（水産エコラベル、
HACCP等）の活用や高鮮度出荷体制の整備、安心・安全な
県産水産物の正確な情報の発信強化等により、他産地に
勝る高い競争力の獲得を図る。

131

(5) 戦略的な生産活動の展開 （単位：百万円）

60
福島大学食農学類地域課
題解決実践講座設置支援
事業【農林企画課】

20 20
　福島大学食農学類が本県農業・農村の課題解決のため
に設置する、鳥獣被害対策や農業経営の高度化に関する
講座を支援する。

135

61
スマート農業プロセスイ
ノベーション推進事業
【農業振興課】

64 新規

　農業の大規模化、効率化、高収益化を図るため、ス
マート農業技術を活用した実証研究を行うとともに、先
端技術の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、産地において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。

137

62
環境にやさしい農業拡大
推進事業【環境保全農業
課】

44 41 一新

　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、より安全・安心な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。

139

63
オリジナルふくしま水田
農業推進事業【水田畑作
課】

57 新規

　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。

143

64
畑作物の産地形成・強化
事業【水田畑作課】

5 5

　大豆・麦・そば等の畑作物において、農業法人等の担
い手による全国水準以上の収量・品質確保に取り組むモ
デル生産組織等への支援や、需要者と連携した販路開
拓、地場産品づくり等に対する支援を実施することで、
収量確保・品質向上及びマーケットに対応した産地の形
成及び強化を推進する。

147

65
ふくしまのももブランド
強化安定生産対策事業
【園芸課】

85 新規

　地域のモデル的な共同防除組織等の育成・強化を支援
するため、オペレーターの確保・育成や雇用を活用した
耕種的防除の徹底、さらには地域の合意による計画的な
防風ネットの設置などを支援し、強いもも産地の復興を
図る。

149

66
施設園芸産地力強化支援
事業【園芸課】

15 19
　生産の施設化に取り組む園芸産地を対象に、良質な水
源確保に係る経費を支援する。

151

6
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67
強い野菜産地拡大特別対
策事業【園芸課】

192 140

　持続的に発展する揺るぎない強い野菜産地を確立する
ため、「ふくしまイレブン」主要野菜３品目（きゅう
り、トマト、アスパラガス）について、生産の施設化を
加速的に進め、生産量・品質の向上と長期安定出荷によ
り市場シェアの拡大を図る。

153

68
風評に打ち勝つ園芸産地
競争力強化事業【園芸
課】

87 新規
　東日本大震災等による風評に打ち勝つため、園芸産地
自らが創意工夫や地域の特性を生かし、競争力の高い多
様な産地を育成するために必要となる取組を支援する。

155

69
産地パワーアップ事業(強
い農業づくり整備事業)
【園芸課】

692 1,263

　収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等
が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換等に
対して総合的に支援する。また、産地の生産基盤の強
化・継承、堆肥の活用による全国的な土づくり等を支援
する。

157

70
産地生産力強化総合対策
事業【園芸課】

44 新規

　震災前よりもさらなる産地の生産力強化を図るため、
園芸振興推進体制の構築や県オリジナル品種の導入、各
種作物の産地規模の拡大、省力・低コスト化、高品質化
のための機械・施設の導入など、生産の拡大に直結する
取組を支援する。

159

71

園芸産地における事業継
続強化対策（強い農業づ
くり整備事業）【園芸
課】

6 新規

　自然災害の発生に予め備え、災害に強い産地を形成す
るため、複数農業者による共同の事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）を策定し、計画に基づく事業の継続や非常時の早期
復旧に必要な体制整備、ＢＣＰの実践に必要な技能習
得、ハウスの補強、非常時の復旧に必要な取組を支援す
る。

163

72
ふくしまの畜産復興対策
事業【畜産課】

188 新規

　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。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。

165

73

第１２回全国和牛能力共
進会出品対策事業（肉用
牛産地復活推進事業）
【畜産課】

6 新規

　東日本大震災及び原子力災害により生産基盤が減少し
た本県畜産の復興を目的に、全国和牛能力共進会に出品
する和牛の繁殖及び肥育経営体に対しての出品対策を一
体的に支援する。

175

74
「福島牛」AI肥育確立事
業【畜産課】

212 新規

　「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。

177

75
自給飼料生産復活推進事
業【畜産課】

6 6 一新

　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
確立に向けた各組織の取組を支援するとともに、新技術
導入等の飼養管理労力軽減を図る放牧地利用再開を支援
する。

179

76
畜産競争力強化対策整備
事業【畜産課】

784 403

　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
収益性の向上や、畜産環境問題への対応に必要な施設整
備、家畜導入を支援する。

181

77
栽培漁業振興対策事業
【水産課】

275 275

　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
アユ放流事業を継続するために必要となるアユ種苗の購
入経費を支援する。

183

78
さけ資源増殖事業【水産
課】

24 26
　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。

185

(6) 活力と魅力ある農山漁村の創生 （単位：百万円）

79

ふくしまから　はじめよ
う。「食」と「ふるさ
と」新生運動推進事業
【農林企画課】

1 1
　本県農林水産業の復興・再生に向け、生産から流通・
消費に至る関係団体が共働する「ふくしまから はじめよ
う。『食』と『ふるさと』新生運動」を展開する。

187

7
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80
福島大学食農学類による
地方創生モデル創出事業
【農林企画課】

10 10

　福島大学食農学類教員の知識・経験を生かし、大学が
先導して地域の核となる農業者等による地方創生の取組
を発展させるプロセス・実証を支援し、「稼ぐ力」の高
い地域モデルの創出による地方創生を推進する。

189

81
ふくしま「林・農」連携
モデル創出事業（農業）
【農業振興課】

42 42

　中山間地域において周年雇用ができる農業経営体を拡
大し、就農者や移住者の定住を促進するため、農業と冬
期間でも栽培が可能な林産物生産を組み合わせた営農形
態のモデル実証と成果の共有・普及を行う。

191

82
鳥獣被害対策強化事業
（農林水産部）【環境保
全農業課】

123 108 一新

　市町村等の効果的な鳥獣被害対策やイノシシ等捕獲の
取組に対し、捕獲経費助成や新技術を活用した支援、指
導を行う。また、専門的な知識を有する市町村専門職員
を配置するための人材確保・育成及び配置後の技術向上
研修を行う。

193

83
ふくしまの元気を創る地
域産業６次化推進事業
【農産物流通課】

86 新規

　「第三期ふくしま地域産業６次化戦略」に基づき、地
域産業６次化を支える担い手を育成するとともに、売れ
る商品づくり、地域資源を生かしたビジネスモデルの創
出等を支援する。

197

84
菜食健美ふくしま！地域
特産物活用事業【園芸
課】

24 25

　保健機能を有する地域特産物の生産振興を図るととも
に、県民にその有用性をPRし、食する機会を増やすこと
で、地域内流通の活性化を図り、地域資源の活用促進
と、食から始める健康づくりを推進する。

199

85
「ふくしまの棚田」活性
化事業【農村振興課】

3 新規

　棚田を核とした地域振興を図るため、地域振興活動組
織の育成やモデル事例づくり・他地域への横展開を行
い、棚田の魅力や地域資源としての価値の認識を広める
とともに、棚田地域における地域活動を促進する。

201

86
地域をつなぐ農村交流活
動事業【農村振興課】

8 16

　中山間地域等において、地域外の方々に地域の共同活
動や農業に深く関わってもらうことにより、農村環境の
保全、地域コミュニティを維持するとともに、交流を通
じた地域の活性化を図る取組を支援する。

203

87
中山間地農業ルネッサン
ス推進事業（農村振興）
【農村振興課】

28 27
　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。

205

88
中山間地域等直接支払事
業【農村振興課】

1,483 1,475
　中山間地域等における遊休農地の発生を防止し、多面
的機能を確保するため、５年間以上継続して農業生産活
動等を行う農業者等の取組を支援する。

206

89
多面的機能支払事業【農
村振興課】

2,496 2,470
　農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のため
に、農業者等が共同で取り組む地域活動を支援する。

207

90
遊休農地活用促進総合対
策事業【農村振興課】

8 5
　農業者等が取り組む遊休農地の再生利用や遊休農地の
効果的な利活用を推進する。

208

91
ため池等整備事業 他【農
村基盤整備課】

47 153
　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を行う。

209

92
防災重点農業用ため池評
価事業 他【農村基盤整備
課】

120 548 一新
　農業用ため池の防災・減災対策を進めるため、劣化・
地震・豪雨耐性評価やハザードマップの作成を行う。

210

8
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93
県管理施設維持管理事業
【農村基盤整備課】

34 19
　地すべり防止区域や海岸保全区域の適正な維持管理を
行い、施設の長寿命化を図る。

211

94
海岸保全施設整備事業
【農村基盤整備課】

472 2,521
　海岸侵食による被害が発生する恐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。

212

95
ふくしまから　はじめよ
う。森林とのきずな事業
【森林計画課】

12 10

　県民に向けた森林情報の発信、森林認証の普及推進、
子供たちが緑に触れる機会の提供や大学生等への森林学
習活動の支援、林業と農業が連携して生産した農産物取
扱企業等の認証を実施する。

213

96
治山事業（一般治山事
業）【森林保全課】

434 813
　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。

215

97
治山事業（海岸防災林造
成事業）【森林保全課】

1,244 7,281

　津波により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。

217

98
ふくしま植樹祭開催事業
【森林保全課】

20 20
　第６９回全国植樹祭の開催理念を継承するとともに、
震災から復興するふくしまの元気な姿を全国に発信する
ため、本県独自の植樹祭を開催する。

219

9


