
様式１

一般会計

令 和 ２ 年 度 予 算 見 積 額 15,309,660 千円

令 和 元 年 度 当 初 予 算 額 12,026,224 千円

差 引 増 減 額 3,283,436 千円

対 前 年 度 比 率 127.3 ％

農業改良資金助成事業特別会計

令 和 ２ 年 度 予 算 見 積 額 67,227 千円

令 和 元 年 度 当 初 予 算 額 69,741 千円

差 引 増 減 額 ▲ 2,514 千円

対 前 年 度 比 率 96.4 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

令和２年度農業振興部予算見積総括表

（注2）令和元年度当初予算額は、地方創生による前倒し分を含む。
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（単位：千円）

細目事業名 R元当初
予算額

R２当初
見積額

増減
(R２ - R元） 新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

１．生産力の向上と高付加価値化による産地の強化 3,741,669 4,786,797 1,045,128
2,793,828 2,535,377 ▲ 258,451

IoT推進事業費 9,919 11,603 1,684 農業イノベーション推進課

ネクスト次世代型施設園芸農業推進事業費 557,962 851,517 293,555 農業イノベーション推進課

施設園芸フェア開催等委託料 [5,130] [8,247] [3,117] 農業イノベーション推進課

ＩｏＰクラウド開発等委託料 [0] [322,362] [322,362] 【新規】ＩｏＰクラウドの構築とともに、ＩｏＰクラウドに各種データを収集するた
めのＩｏＴデバイス、アプリ等の開発を委託

農業イノベーション推進課

ネクスト次世代型施設園芸農業推進事業費補助金 [504,449] [458,429] [▲ 46,020] 農業イノベーション推進課

ネクスト次世代型施設園芸農業推進事業費（ネクスト次世代
型施設園芸農業試験研究費） 291,504 142,654 ▲ 148,850 環境農業推進課

園芸用ハウス整備事業費（園芸用ハウス整備事業費） 597,948 580,650 ▲ 17,298 環境農業推進課

園芸用ハウス整備事業費補助金 [597,430] [579,830] [▲ 17,600] 【拡充】拠点整備区分及び研修区分（産地提案型）を廃止し、新たに法人
化する経営体が行うハウス整備を対象として「法人化区分」を新設

環境農業推進課

園芸産地総合対策事業費 28,781 31,289 2,508 農業イノベーション推進課

環境制御技術アドバイザー業務委託料 [3,828] [6,686] [2,858] 農業イノベーション推進課

果樹経営支援対策事業費補助金 [7,367] [7,367] [0] 農業イノベーション推進課

競争力強化生産総合対策事業費 1,164,859 825,192 ▲ 339,667 農業イノベーション推進課

競争力強化生産総合対策事業費補助金 [216,000] [86,500] [▲ 129,500] 農業イノベーション推進課

産地パワーアップ事業費補助金 [835,617] [538,350] [▲ 297,267] 【縮小】県再生協議会の策定する産地パワーアップ計画の終了に伴い、補助対
象が大幅に減少したため

農業イノベーション推進課

環境制御技術高度化事業費補助金 [100,893] [129,724] [28,831] 農業イノベーション推進課

次世代施設園芸推進事業費 142,855 92,472 ▲ 50,383 農業イノベーション推進課

次世代型ハウス・農業クラスター促進事業費補助金 [79,145] [50,000] [▲ 29,145] 農業イノベーション推進課

農業クラスター計画策定事業費補助金 [25,500] [14,300] [▲ 11,200] 農業イノベーション推進課

51,645 51,807 162
持続的農業推進事業費 51,645 51,807 162 環境農業推進課

28,781 31,289 2,508
園芸産地総合対策事業費 (28,781) (31,289) (2,508) 農業イノベーション推進課

93,818 88,089 ▲ 5,729
経営所得安定対策推進事業費 86,798 83,328 ▲ 3,470 農業政策課

経営所得安定対策推進事業費補助金 [67,079] [64,630] [▲ 2,449] 農業政策課
米需給調整総合対策事業推進費補助金 [18,930] [17,962] [▲ 968] 農業政策課

県産米高品質生産推進事業費 7,020 4,761 ▲ 2,259 環境農業推進課
酒米産地強化促進事業費補助金 [0] [500] [500] 【新規】酒米の生産拡大および産地づくり活動に対する支援 環境農業推進課

774,772 2,085,826 1,311,054
家畜保健衛生事業費（獣医師確保対策事業費） 26,134 27,111 977 畜産振興課
家畜伝染病予防事業費 30,977 57,169 26,192 畜産振興課

ＣＳＦ・ＡＳＦ防疫体制強化事業費 [0] [21,896] [21,896] 【新規】ＣＳＦ（豚コレラ）、ＡＳＦ（アフリカ豚コレラ）の県内における発生
予防、予察及びまん延防止体制を強化 畜産振興課

家畜衛生対策事業費 8,710 5,581 ▲ 3,129 畜産振興課
畜産総合対策推進事業費 6,097 8,786 2,689 畜産振興課

畜産経営技術指導委託料 [2,552] [5,165] [2,613] 畜産振興課
畜産生産基盤強化事業費 45,062 248,463 203,401 畜産振興課

レンタル畜産施設等整備事業費補助金 [42,595] [56,566] [13,971] 畜産振興課
畜産競争力強化整備事業費補助金 [0] [151,138] [151,138] 【拡充】畜産クラスター計画における養鶏場整備を支援 畜産振興課

畜産クラスター緊急支援総合対策事業費補助金 [0] [38,278] [38,278] 【新規】畜産クラスター計画における施設整備に係る調査、土地造成費用等に
ついて総合的に支援 畜産振興課

土佐あかうし増頭対策事業費 176,751 177,990 1,239 畜産振興課
土佐あかうし受精卵移植用乳用牛貸付事業費 [80,580] [64,507] [▲ 16,073] 畜産振興課
土佐あかうし改良増殖推進事業費 [30,488] [36,229] [5,741] 畜産振興課
次世代こうち新畜産システム（IoTの活用）推進事業費 [5,790] [4,170] [▲ 1,620] 畜産振興課
土佐和牛経営安定対策推進事業費 [30,600] [40,750] [10,150] 【拡充】県外からの雌牛導入への補助を追加 畜産振興課

酪農振興事業費 5,992 8,121 2,129 畜産振興課
乳用後継牛確保対策事業費補助金 [3,000] [3,000] [0] 畜産振興課

養豚・養鶏振興事業費 27,249 21,765 ▲ 5,484 畜産振興課
畜産環境対策推進事業費補助金 [2,500] [3,000] [500] 畜産振興課

食肉処理施設整備推進事業費 48,103 1,375,305 1,327,202 畜産振興課
食肉処理施設整備推進事業費補助金 [45,244] [1,372,502] [1,327,258] 【拡充】新食肉センターの建築工事に要する経費を補助 畜産振興課

食肉処理施設設置運営事業主体出資金 50,000 0 ▲ 50,000 【廃止】新食肉センターの整備・運営を担う新会社の設立に対する出資金 畜産振興課
畜産試験場管理運営費 278,117 76,612 ▲ 201,505 畜産振興課

畜産担い手育成畜舎整備費 [239,316] [6,193] [▲ 233,123] 【縮小】畜舎等の建築工事が終了 畜産振興課
畜産業試験研究費 71,580 78,923 7,343 畜産振興課

27,606 25,698 ▲ 1,908
６次産業化推進事業費 27,606 25,698 ▲ 1,908 農産物マーケティング戦略課

447,849 693,550 245,701
143,157 155,246 12,089

地域営農支援事業費 143,157 155,246 12,089 農業担い手支援課

地域営農支援事業費補助金 [123,172] [142,072] [18,900] 【拡充】複合経営拠点に対するハード支援メニューを廃止するとともに、地域農
業戦略に基づくハード支援メニューを新設

農業担い手支援課

複合経営拠点推進交付金 [9,960] [4,290] [▲ 5,670] 農業担い手支援課

162,947 199,860 36,913
地域営農支援事業費 (143,157) (155,246) (12,089) 農業担い手支援課

中山間地農業ルネッサンス事業費 19,790 17,913 ▲ 1,877 農業担い手支援課

園芸用ハウス整備事業費（園芸用ハウス整備事業費補助金・法人化区分） (0) (26,701) (26,701) 環境農業推進課
162,947 173,159 10,212

地域営農支援事業費 (143,157) (155,246) (12,089) 農業担い手支援課

中山間地農業ルネッサンス事業費 (19,790) (17,913) (▲ 1,877) 農業担い手支援課

2,664 9,834 7,170
スマート農業推進事業費 2,664 9,834 7,170 環境農業推進課

スマート農業技術実装支援事業費補助金 [0] [2,154] 2,154 【新規】スマート農業の技術体系を産地に定着させるための実証を支援 環境農業推進課
282,238 483,856 201,618

普及指導活動強化促進事業費（普及指導活動推進事業費） 20,657 23,535 2,878 環境農業推進課
土佐茶産地強化事業費 6,527 4,072 ▲ 2,455 環境農業推進課
畜産生産基盤強化事業費 (45,062) (248,463) (203,401) 畜産振興課
土佐あかうし増頭対策事業費 (176,751) (177,900) (1,149) 畜産振興課
酪農振興対策事業費 (5,992) (8,121) (2,129) 畜産振興課
養豚・養鶏振興事業費 (27,249) (21,765) (▲ 5,484) 畜産振興課

令和２年度  農業振興部　施策体系表

（１）Next次世代型こうち新施設園芸システムの普及推進

[うち]

[うち]

[うち]

[うち]

[うち]
[うち]

[うち]

[うち]

[うち]

[うち]
[うち]

（２）環境保全型農業の推進

（３）園芸品目別総合支援
（再掲）

（４）水田農業の振興

[うち]
[うち]

[うち]
（５）畜産の振興

[うち]

[うち]

[うち]
[うち]

[うち]

[うち]
[うち]
[うち]
[うち]

[うち]

[うち]

[うち]

[うち]

（６）６次産業化の推進

２．中山間地域の農業を支える仕組みの再構築
（１）集落営農組織等の整備推進

[うち]

[うち]
（２）集落営農組織等の法人化の推進と経営発展への支援

（再掲）

（再掲）
（３）組織間連携の推進と地域の中核組織の育成

（再掲）
（再掲）

（４）スマート農業の普及推進

[うち]
（５）中山間に適した農産物等の生産

（再掲）
（再掲）
（再掲）
（再掲）

様式２
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（単位：千円）

細目事業名 R元当初
予算額

R２当初
見積額

増減
(R２ - R元） 新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和２年度  農業振興部　施策体系表様式２

146,420 351,786 205,366
102,697 276,408 173,711

園芸品販売拡大事業費 50,556 43,882 ▲ 6,674 農産物マーケティング戦略課

園芸品販売拡大協議会負担金 [0] [25,000] [25,000] 【新規】産地と卸売市場、実需者との連携強化による販売拡大に取り組む協議
会に対する県負担金

農産物マーケティング戦略課

新需要開拓マーケティング協議会負担金 [30,000] [0] [▲ 30,000] 【廃止】販路開拓を目的とした協議会の役割が終了したことによる廃止 農産物マーケティング戦略課

青果物販路開拓支援事業委託料 [1,998] [0] [▲ 1,998] 【廃止】委託事業での実施を終了 農産物マーケティング戦略課

競争力強化生産総合対策事業費 0 78,375 78,375 農産物マーケティング戦略課

競争力強化生産総合対策事業費補助金 [0] [78,200] [78,200] 農産物マーケティング戦略課

野菜価格安定対策事業費 52,141 154,151 102,010 農産物マーケティング戦略課

26,137 49,004 22,867
特産農畜産物販売拡大事業費 7,374 39,966 32,592 農産物マーケティング戦略課

　　直販流通外商拡大協議会負担金 [0] [12,000] [12,000] 【新規】直販流通の外商戦略づくりや出荷販売体制の強化に取り組む協議会
に対する県負担金

農産物マーケティング戦略課

　　特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金 [0] [17,000] [17,000] 【新規】特色ある農畜産物の販売促進や消費拡大を図るための経費を補助 農産物マーケティング戦略課

県産米需要拡大推進事業費 2,600 0 ▲ 2,600 農産物マーケティング戦略課

　　県産米ブランド化推進事業費補助金 [2,600] [0] [▲ 2,600] 【廃止】県産農畜産物の総合的な販売促進の支援を行うため廃止 農産物マーケティング戦略課

畜産総合対策推進事業費 7,898 0 ▲ 7,898 農産物マーケティング戦略課

　　畜産物消費拡大事業委託料 [2,778] [0] [▲ 2,778] 【廃止】委託事業での実施を終了 農産物マーケティング戦略課

　　畜産物販路拡大事業費補助金 [5,120] [0] [▲ 5,120] 【廃止】県産農畜産物の総合的な販売促進の支援を行うため廃止 農産物マーケティング戦略課

地産地消推進事業費 8,265 9,038 773 農産物マーケティング戦略課

68,142 70,256 2,114
園芸用ハウス整備事業費（園芸用ハウス整備事業費補助金・輸出拡大区分） (9,050) (5,000) (▲ 4,050) 環境農業推進課
園芸品販売拡大事業費 (50,556) (43,882) (▲ 6,674) 農産物マーケティング戦略課

農産物輸出促進事業費 8,536 21,374 12,838 農産物マーケティング戦略課

GFPグローバル産地づくり推進事業費補助金 [0] [8,000] [8,000] 【新規】輸出に取り組む産地形成のための計画策定や計画の実行性を高める
取り組みを支援

農産物マーケティング戦略課

農産物輸出促進事業費補助金 [4,542] [6,245] [1,703] 農産物マーケティング戦略課

3,313,558 2,662,281 ▲ 651,277
1,764,356 1,471,267 ▲ 293,089

新規就農総合対策事業費 607,571 583,077 ▲ 24,494 農業担い手支援課

産地受入体制整備費補助金 [6,669] [6,637] [▲ 32] 農業担い手支援課

担い手支援事業費補助金 [80,894] [81,731] [837] 【拡充】専業農家育成支援区分に事業支援タイプを新設 農業担い手支援課

農業大学校教育推進事業費 113,170 134,991 21,821 【拡充】教育棟エアコン等施設整備工事 農業担い手支援課

農業担い手育成センター研修推進事業費 108,579 118,586 10,007 【拡充】wifi整備等施設整備工事、リカレント講座の設置 農業担い手支援課

農業経営基盤強化促進事業費 96,855 46,065 ▲ 50,790 農業担い手支援課

農業法人等雇用促進費補助金 [5,600] [0] [▲ 5,600] 【廃止】国の事業の見直しにより、支援が拡充される見込みのため 農業担い手支援課

園芸用ハウス整備事業費（園芸用ハウス整備事業費） (597,948) (580,650) (▲ 17,298) 環境農業推進課
土佐あかうし増頭対策事業費（土佐和牛担い手確保対策事業費） (917) (1,705) (788) 畜産振興課
畜産試験場管理運営費（畜産担い手育成畜舎整備費） (239,316) (6,193) (▲ 233,123) 畜産振興課

299,828 257,429 ▲ 42,399
農業労働力確保対策事業費 12,236 19,970 7,734 環境農業推進課

農業労働力確保対策事業費補助金 [5,921] [13,280] [7,359] 【拡充】農業アルバイター等の宿泊施設整備及び農福双方の専門知識を有す
る人材確保育成を支援

環境農業推進課

次世代施設園芸推進事業費（次世代型ハウス・農業クラスター促進事業費） (124,645) (64,300) (▲ 60,345) 農業イノベーション推進課

地域営農支援事業費 (143,157) (155,246) (12,089) 農業担い手支援課

中山間地農業ルネッサンス事業費 (19,790) (17,913) (▲ 1,877) 農業担い手支援課

1,633,821 1,217,109 ▲ 416,712
こうち農業確立総合支援事業費 64,102 78,130 14,028 農業政策課
普及指導活動強化促進事業費（女性農力向上支援事業費） 2,203 2,091 ▲ 112 環境農業推進課
農業経営基盤強化促進事業費 (96,855) (46,065) (▲ 50,790) 農業担い手支援課

地域営農支援事業費 (143,157) (155,246) (12,089) 農業担い手支援課

中山間地農業ルネッサンス事業費 (19,790) (17,913) (▲ 1,877) 農業担い手支援課

競争力強化生産総合対策事業費 (1,164,859) (825,192) (▲ 339,667) 農業イノベーション推進課

次世代施設園芸推進事業費 (142,855) (92,472) (▲ 50,383) 農業イノベーション推進課

4,293,883 4,330,407 36,524
2,589,522 2,449,267 ▲ 140,255

経営体育成基盤整備事業費 228,974 543,967 314,993 農業基盤課
中山間地域総合整備事業費 182,865 150,915 ▲ 31,950 農業基盤課
国営緊急農地再編整備事業費負担金 0 18,312 18,312 【新規】国が行う国営緊急農地再編整備事業に対する県負担金 農業基盤課
農地耕作条件改善事業費 243,240 206,470 ▲ 36,770 農業基盤課
園芸用ハウス整備事業費（園芸用ハウス整備事業費） (597,948) (580,650) (▲ 17,298) 環境農業推進課
園芸産地総合対策事業費 (28,781) (31,289) (2,508) 農業イノベーション推進課

競争力強化生産総合対策事業費 (1,164,859) (825,192) (▲ 339,667) 農業イノベーション推進課

次世代施設園芸推進事業費 (142,855) (92,472) (▲ 50,383) 農業イノベーション推進課

1,894,398 1,470,691 ▲ 423,707
農業委員会等対策費 194,358 194,433 75 農業担い手支援課

農地活用推進事業費 1,039 5,865 4,826 農業担い手支援課

農地流動化事業費 155,719 160,431 4,712 【拡充】新規就農者用の農地の先行取得（借入）を支援 農業担い手支援課

新規就農者農地売買等支援事業費補助金 [0] [6,818] [6,818] 【新規】新規就農者用の農地の先行取得（買入）、営農団地を整備するため
の調査費用を支援

農業担い手支援課

土地改良調査費（次世代型こうち新施設園芸システム導入水源確保調査費） 10,538 14,000 3,462 農業基盤課
競争力強化生産総合対策事業費 (1,164,859) (825,192) (▲ 339,667) 農業イノベーション推進課

次世代施設園芸推進事業費（次世代型ハウス・農業クラスター促進事業費） (124,645) (64,300) (▲ 60,345) 農業イノベーション推進課

農地耕作条件改善事業費 (243,240) (206,470) (▲ 36,770) 農業基盤課
1,342,707 1,506,411 163,704

中山間地域等直接支払事業費 800,252 895,287 95,035 農業政策課
多面的機能支払交付金事業費 542,455 611,124 68,669 農業政策課

2,097,591 2,869,175 771,584
2,097,591 2,869,175 771,584

地すべり防止事業費 182,700 90,300 ▲ 92,400 農業基盤課
県営ため池等整備事業費 1,339,939 1,985,441 645,502 農業基盤課
耕地自然災害防止事業費 234,000 78,700 ▲ 155,300 農業基盤課
農村災害対策整備事業費 180,435 275,890 95,455 農業基盤課
震災対策土地改良施設整備事業費 13,000 6,000 ▲ 7,000 農業基盤課
農業水路等防災減災事業費 0 258,225 258,225 農業基盤課
園芸用ハウス整備事業費（燃料タンク対策事業費） 104,920 134,311 29,391 環境農業推進課
園芸用ハウス整備事業費（園芸用ハウス整備事業費・燃料タンク整備分） (42,597) (40,308) (▲ 2,289) 環境農業推進課

2,535,240 3,352,896 817,656
農業近代化資金等融資事業費 81,193 81,996 803 協同組合指導課
その他 2,454,047 3,270,900 816,853 農業政策課ほか

12,026,224 15,309,660 3,283,436
※R元当初予算額は、地方創生による前倒し分を含む

69,741 67,227 ▲ 2,514
農業改良資金助成事業特別会計 69,741 67,227 ▲ 2,514 協同組合指導課

69,741 67,227 ▲ 2,514

３．流通・販売の支援強化
（１）「園芸王国高知」を支える市場流通のさらなる発展

[うち]

[うち]
[うち]

[うち]

（２）直接取引等多様な流通の強化

[うち]

[うち]

[うち]

[うち]
[うち]

（３）農産物のさらなる輸出拡大
（再掲）
（再掲）

[うち]

[うち]
４．生産を支える多様な担い手の確保・育成

（１）新規就農者の確保・育成

[うち]
[うち]

[うち]
（再掲）
（再掲）
（再掲）

（２）労働力の確保

[うち]

（再掲）
（再掲）
（再掲）

（３）家族経営体の強化及び法人経営体の育成

（再掲）
（再掲）
（再掲）
（再掲）
（再掲）
５．農業全体を下支えする基盤整備の推進と農地の確保

（１）基盤整備の実施

（再掲）
（再掲）
（再掲）
（再掲）

（２）農地の確保

[うち]

（再掲）
（再掲）
（再掲）

（３）日本型直接支払制度の推進

６．南海トラフ地震対策の推進
（１）揺れと津波から農村地域の住民の生命・財産を守る

（再掲）
７．上記以外の事業

　　＜一般会計＞　部　計　（（再掲）除く）

特別会計

　　＜特別会計＞　部　計　　　　　　　　　　　　
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令和２年度　農業振興部の予算のポイント

１　生産力の向上と高付加価値化による産地の強化

令和２年度予算の
基本的な考え方

◯ 「次世代型こうち新施設園芸システム」に最先端のIoTやAI技術等を
 融合し、さらなる高収量･高品質化、省力化などを目指した「Next次世
 代型システム」に進化させるため、産学官連携プロジェクトによる生産
 性向上技術や高付加価値化技術の開発、各種データを収集・分析・見え
 る化し、サービス展開するためのデータ共有基盤「ＩｏＰクラウド」の
 構築を加速化するとともに、これらの迅速な社会実装や普及に取り組み
 ます。
◯ 先端技術に関する専門アドバイザーの活用による生産者等への指導の
 充実や次世代型ハウスの整備への加算、レンタル方式の強化による初期
 投資の軽減に取り組みます。
◯ 地元と協働した企業の農業参入を加速させるため、土地情報の収集支 
 援や農地の耕作者への支援を行い、土地確保対策を強化するとともに、 
 企業版産地提案書による企業と市町村のマッチングなど企業の誘致活動
 を強化します。
◯ 畜産分野では、地域の畜産クラスター計画の実現に必要な畜舎整備等
 に係る総合的な支援や、IoT機器やクラウドを活用した肉用牛経営の
 「見える化」による生産体制の強化に取り組みます。
◯ 高知市における新食肉センター整備の実現に向けて、県及びＪＡ等で
 設立した新会社に対し、施設整備費用の補助を行います。
〇 ６次産業化を推進するため、常設相談窓口の設置や各種セミナーの開
 催、販売する場の充実等により、商品づくりから販路開拓まで、取り組
 み段階に合わせて総合的に支援します。

　「地域で暮らし稼げる農業」を目指し、若者にとって魅力ある産業として発展できるよう、農業の拡大再生産に向けて、５つの柱の下、Next次世代型こうち新施設園芸シ
ステムへの取り組みなど、これまでの取り組みをさらに強化し、県内全域に広げます。 
　また、 近い将来に発生が予想される南海トラフ地震や豪雨災害等への対応として、ため池の耐震化や地すべり対策、農業用燃料タンクの安全対策などの取り組みを継続
します。

２　中山間地域の農業を支える仕組みの再構築　

◯ 集落営農組織等の整備を進め、中山間地域の農業を支える仕組みの更な
 る県内への拡大を図ります。 
○ さらに、集落営農組織等の法人化を進め、「事業戦略」の策定と実行へ 
 の支援により、経営の強化に取り組みます。
◯ 集落営農組織等が相互に連携することで地域農業を支える「地域農業戦
 略」の策定と実行への支援により、支える仕組みの強化を図ります。
○ 担い手の高齢化や労働力不足が進む中、農作業の省力化、効率化を図る
 ため、ドローンの活用拡大などスマート農業の実装を支援します。

＜主な施策＞

    地域営農支援事業費             155,246千円（  143,157千円)

    ［うち地域営農支援事業費補助金     142,072千円（  123,172千円）］

    中山間地農業ルネッサンス事業費       17,913千円（    19,790千円）

    [うち事業戦略推進事業費          14,874千円（    17,075千円）］

    [うち地域農業戦略推進事業費          3,039千円（      2,715千円）］

    スマート農業推進事業費             9,834千円（      2,664千円）

    ［うちスマート農業技術実装支援事業費補助金         2,154千円            ］

  ＜主な施策＞

    IoT推進事業費               11,603千円（       9,919千円）

    ネクスト次世代型施設園芸農業推進事業費  851,517千円（    557,962千円）

    ネクスト次世代型施設園芸農業試験研究費  142,654千円（    291,504千円）

    園芸用ハウス整備事業費            580,650千円（    597,948千円）

    競争力強化生産総合対策事業費           825,192千円（ 1,164,859千円）
      次世代施設園芸推進事業費           92,472千円（    142,855千円）
            畜産生産基盤強化事業費          248,463千円（      45,062千円）
      ［うち畜産競争力強化整備事業費補助金   151,138千円（         0千円）］
    ［うち畜産クラスター緊急支援総合対策事業費補助金  38,278千円            ］

    土佐あかうし増頭対策事業費                        177,990千円（    176,751千円）
    食肉処理施設整備推進事業費       1,375,305千円（      48,103千円）
    ６次産業化推進事業費             25,698千円（      27,606千円）
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新
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新
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拡

撮影用ドローン

自動草刈機拡



  

３　流通・販売の支援強化 ４　生産を支える多様な担い手の確保・育成
◯ 産地の担い手確保に向けて、「産地提案書」による産地の受入体制の強
 化と、移住部署と連携した就農相談やSNS等を活用したPRなどにより、
 情報発信を強化します。 
◯   農業大学校では、地域の農業振興に貢献できる優れた担い手を育成する
 ため、「ＧＡＰ」、「スマート農業」など独立自営や雇用就農に対応した
 カリキュラムの強化と、実習用機材の整備を行います。
◯   農業担い手育成センターでは、「県外講座」の拡充と「一般公開DAY」
 の新設により移住就農や親元就農をもう一段加速化します。また、新たに 
 「リカレント講座」を設けるなど、研修体制を強化します。
◯ 労働力不足に対応するため、広域での農業労働力の確保・循環の仕組み
 づくり、地域外からの農作業アルバイター確保の強化、農福連携の推進及
 び外国人材の活用などの取り組みを支援します。
◯ 土佐和牛農家の新たな担い手を確保・育成するため、生産地での研修等
 を支援するとともに、就農に向けた仕組みづくりを進めることによって、
 新規就農者の確保を推進します。
◯ 畜産における新たな担い手を確保するため、畜産試験場に新たに整備し
 た畜産担い手育成畜舎を活用し、実践的な研修を実施します。

5

＜主な施策＞

        新規就農総合対策事業費          583,077千円（  607,571千円）

   ［うち産地受入体制整備費補助金       6,637千円（     6,669千円）］

   ［うち新たな担い手支援事業費補助金     81,731千円（    80,894千円）］

        農業大学校教育推進事業費         134,991千円（   113,170千円）

    農業担い手育成センター研修推進事業費   118,586千円（   108,579千円）

    農業経営基盤強化促進事業費          46,065千円（    96,855千円）

    農業労働力確保対策事業費           19,970千円（     12,236千円）

   ［うち農業労働力確保対策事業費補助金    13,280千円（       5,921千円）］

    畜産担い手育成畜舎整備費           6,193千円（   239,316千円）

拡

拡

◯ 将来にわたって産地を支える集出荷システムの構築に向けて、ＪＡ 
 高知県の集出荷場再編統合計画に基づいた集出荷場等の整備を支援し
 ます。
◯ 「園芸王国高知」を支える市場流通のさらなる発展に向け、販路開
 拓の次のステップとして、地域別戦略に基づき、これまでに開拓した
 実需者との取り引きをさらに拡大するとともに、販路開拓のノウハウ
 を新たな地域へ展開します。
◯ 直接取引等の多様な流通を強化するため、生産者やＪＡグループ等
 と連携し、生産から販売までの課題解決を図るとともに、効率的な集
 荷体制の仕組みづくりなど、外商の拡大に取り組みます。
◯ 園芸品や米、茶、畜産を総合的に販売拡大するため、一体的なPR
 と販路拡大に取り組みます。
◯ 農畜産物の輸出の拡大に向けて、国別輸出戦略を策定し、輸出国の
 開拓に取り組むとともに、輸出規制への対応など、輸出に向けた産地
 づくりを支援します。

＜主な施策＞

 園芸品販売拡大事業費                  43,882千円（ 50,556千円）

   ［うち園芸品販売拡大協議会負担金          25,000千円                      ］

   競争力強化生産総合対策事業費            78,375千円

   ［うち競争力強化生産総合対策事業費補助金      78,200千円                      ］

 特産農畜産物販売拡大事業費               39,966千円（  7,374千円）

   ［うち直販流通外商拡大協議会負担金         12,000千円                      ］

   ［うち特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金   17,000千円                      ］

 地産地消推進事業費                   9,038千円（  8,265千円）

   園芸用ハウス整備事業費(うち輸出拡大区分）【再掲】   5,000千円（  9,050千円）

   農産物輸出促進事業費                  21,374千円（  8,536千円）

   ［うちGFPグローバル産地づくり推進事業費補助金   8,000千円                      ］ 

   ［うち農産物輸出促進事業費補助金          6,245千円（  4,542千円）］

新

新

新

新

拡

「園芸品の販売拡大」 「輸出の拡大」



６　南海トラフ地震対策の推進

 

５　農業全体を下支えする基盤整備の推進と農地の確保

◯ 優良農地の確保を図るため、地形条件や地域ニーズに応じたほ場整備 
 を推進します。
○ 農地中間管理機構等による新規就農者用農地の先行取得など、担い手   
 への農地集積を支援します。
○ 日本型直接支払制度の活用による生産基盤の維持を図ります。

 

 

◯ 近い将来に発生が予想される南海トラフ地震の被害を最小限に食い
 止めるため、ため池の耐震化、地すべり対策、農業用燃料タンクの安
 全対策といった取り組みを継続します。

6

＜主な施策＞

        経営体育成基盤整備事業費                    543,967千円（228,974千円）

    中山間地域総合整備事業費                    150,915千円（182,865千円）

    国営緊急農地再編整備事業費負担金                18,312千円

    農地耕作条件改善事業費                             206,470千円（243,240千円）

    次世代施設園芸推進事業費【再掲】          92,472千円（142,855千円）

    農地流動化事業費                  160,431千円（155,719千円）

   ［うち新規就農者農地売買等支援事業費補助金         6,818千円                      ］

        土地改良調査費（次世代型こうち新施設園芸システム導入水源確保調査費）

                                                                      14,000千円（  10,538千円）

    中山間地域等直接支払事業費                            895,287千円（800,252千円) 

        多面的機能支払交付金事業費                            611,124千円（542,455千円）

＜主な施策＞

    地すべり防止事業費                                       90,300千円（   182,700千円）

    県営ため池等整備事業費                                1,985,441千円（1,339,939千円）

    耕地自然災害防止事業費                                     78,700千円（   234,000千円）

        農村災害対策整備事業費                               275,890千円（   180,435千円）

    震災対策土地改良施設整備事業費         6,000千円（     13,000千円）

    農業水路等防災減災事業費            258,225千円（              0千円）

      燃料タンク対策事業費                                    134,311千円（   104,920千円）        

        園芸用ハウス整備事業費（うち燃料タンク整備分）【再掲】

                                                                             40,308千円（     42,597千円）

拡

新

（整備前） （整備後）

暗渠排水
排水不良（湿田）

A
ハウス

C
次世代
ハウス

B
水田

D
水田

ハウス

１

ハウス

２

E
露地野菜

F
露地野菜

新規就農者用

規模拡大や新規導入

ほ場整備の推進

新



園芸用ハウス整備事業費補助金（法人化区分）（環境農業推進課） 26,701千円（一）26,701千円
事業概要：新たに法人化する経営体が行うハウス整備を対象として「法人化区分」を新設し補助する。 
見込まれる成果（当該年度） ハウス整備面積：0.65ha

農業振興部様式３

R元＜見直し（廃止）事業＞△147,150千円（15件） R2＜課題解決先進枠等＞　513,849千円（８件）

①新需要開拓マーケティング協議会負担金（農産物マーケティング戦略課）
△30,000千円（一）30,000千円

　　・廃止理由：新たな需要の掘り起こしが進み、販路開拓を目的とした協議
　　　　　　　　　　会の役割が終了したため廃止。　

②県産米ブランド化推進事業費補助金（農産物マーケティング戦略課）
△2,600千円（一）2,600千円

　　・廃止理由：県産農畜産物の総合的な販売促進の支援が必要なことから
　　　　　　　　　　米に限った販売促進等の取り組みへの補助は廃止。

③畜産物販路拡大事業費補助金（農産物マーケティング戦略課）
△5,120千円（一）5,120千円

　　・廃止理由：県産農畜産物の総合的な販売促進の支援が必要なことから
　　　　　　　　　　畜産物に限った販売促進等の取り組みへの補助は廃止。

外８件

２．廃止

①園芸用ハウス整備事業費補助金（環境農業推進課）
597,430千円→579,830千円　△17,600千円（一）17,600千円

　　・見直し内容及び理由：
　　　「拠点区分」は事業の活用実績に応じて、また「研修区分（産地提案

型）」は一定整備が進んだことから、各区分を廃止。

②農業クラスター計画策定事業費補助金（農業イノベーション推進課）
25,500千円→14,300千円　△11,200千円（一）11,200千円　

　　・見直し内容及び理由：
　　　　農業クラスター計画の策定を加速化させるため定額補助としていたが、農

業クラスターの形成が一定進んだことから、補助メニューの一部について補助
率を1/2とする。

③複合経営拠点支援事業費補助金（農業担い手支援課）
　　　　　55,064千円→7,800千円　△47,264千円（一）47,264千円
　　・見直し内容及び理由：
　　　　地域営農戦略に基づく総合的な支援策を創設することにより、複合経営

拠点単体に対するハードの補助は廃止。

外１件

１．見直し・縮小

畜産生産基盤強化事業費
　うち畜産クラスター緊急支援総合対策事業費補助金（畜産振興課） 38,278千円（一）38,278千円

事業概要：畜産クラスター計画に位置づけられた地域の中心的な畜産経営体が実施する家畜飼養管理施設等の整備に係る
　　　　　　　調査や土地造成等の費用について、市町村が補助する事業に対し補助する。
見込まれる成果(当該年度) 畜舎整備：養豚１戸（＋3,000頭の年間出荷頭数増）

直販流通外商拡大協議会負担金（農産物マーケティング戦略課） 12,000千円　(一)　12,000千円
事業概要：直接取引等多様な流通を強化するため、外商戦略づくりや集荷販売体制の強化を図る。
見込まれる成果（当該年度） 直接取引等多様な流通による外商額：3.3億円

地域営農支援事業費補助金（農業担い手支援課） 70,354千円（一）70,354千円

事業概要：地域農業戦略に基づく集落営農組織等の相互連携を推進するために、市町村が実施するハード事業に対しての補助
　　　　　　　を新設し支援する。
見込まれる成果（当該年度） 地域営農戦略の策定数：５
スマート農業推進事業費
　うちスマート農業技術実装支援事業費補助金（環境農業推進課）

2,154千円（一）2,154千円

事業概要：次世代につなぐ営農体系確立支援事業（国事業）により、新たに構築した営農技術体系を産地に定着させるため
　　　　　　　の活動を支援する。
見込まれる成果（当該年度） スマート農業技術実装品目数：２品目

ネクスト次世代型施設園芸農業推進事業費
　うちＩｏＰクラウド開発等委託料（農業イノベーション推進課） 322,362千円（一）155,920千円

事業概要：ＩｏＰプロジェクトに関わる、県、各大学、JA、各企業が活用できるデータ共有基盤「ＩｏＰクラウド」を構築するとと
　　　　　　　もに、ＩｏＰクラウドに各種データを収集するためのＩｏＴデバイス、アプリ等を開発する。
見込まれる成果（当該年度）

課題１ 生産の拡大と産地の強化対策

課題２　中山間地域の振興対策

特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金（農産物マーケティング戦略課） 17,000千円（一）17,000千円
事業概要：特色ある農畜産物（園芸品、有機野菜、米、茶、畜産物）の販売促進や消費拡大を図るための取り組みを支援す
　　　　　　　る。
見込まれる成果（当該年度） 総合的な販促・PRを行う事業者数：5事業者

課題３　流通・販売の拡大対策
園芸品販売拡大協議会負担金（農産物マーケティング戦略課） 25,000千円（一）25,000千円
事業概要：販路開拓の次のステップとして、地域別戦略による卸売市場と連携した販売を行い、開拓した実需者と
     の取引を拡大する。

見込まれる成果（当該年度） 市場流通で開拓した取引先との販売額：９億円

新
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・農業大学校 ガラスハウス屋根張り替え工事
・農業技術センター果樹試験場 第１ほ場石垣補修用地測量・設計委託
               ガラスハウス建替工事
         茶業試験場 山留ブロック積擁壁工事
・畜産試験場 単雄種鶏舎建替工事設計委託
          (農業担い手支援課、環境農業推進課、畜産振興課)

     ○地すべり地域の保全対策工事等を実施する。
   
   ◆国補助率：50％
   ◆実施地区：梼原北部・稲村３期・
         下地２期・粟生３期・
         神ノ山

  
(農業基盤課)

○ため池下流域の住民の安全を確保するため、ため池の耐震化等
   の整備を実施する。

   ◆国補助率：55%又は100%
     ◆市町村等負担率：10%又は0%
     ◆実施地区：大月・南国市中部１期・四万十1期・奈路・
         大峯池・室戸・窪川２期・野市・西山２期・
         窪川・六丁池・芸西・カワサキダニ池・平ノ池・
         小山池・大池・高知（県下全域）・大方西部
 

 (農業基盤課)

8

  ○園芸用ハウス整備事業において、流出防止装置付き燃料タンクを  
   導入する場合は補助対象限度額を上乗せし、燃料流出リスクの軽 
   減を図る。
  
  ○燃料タンク対策事業において、ヒートポンプ等の重油代替暖房機 
   の導入による燃料タンクの削減及び既存タンクの流出防止装置付
   きタンクへの更新等を支援する。
        
           

 

(環境農業推進課)



〈ため池対策〉             1,985,441千円
  
  ○ため池の決壊等による被害の未然防止
   対策を実施

  ・県営ため池等整備事業費

 

 〈地すべり対策〉               90,300千円
                        
   ○地すべりによる被害の除去・軽減対策
   を実施

  ・地すべり防止事業費

 

 〈その他農業用施設等の防災減災対策〉   354,590千円
                       
  ○優先度の高い農業用施設（水路等）の
   防災・減災対策を実施

  ・耕地自然災害防止事業費 ほか

   
                     (農業基盤課)

園芸用ハウス被害への支援〉        14,400千円
  ○被災した園芸用ハウスの復旧
   を支援

   ・園芸用ハウス整備事業費 
    （園芸用ハウス事業費補助金
     （災害復旧区分））
                          （環境農業推進課)

 〈果樹被害への支援〉             7,367千円
  ○被災した果樹の改植や未収益期間の
   園地維持に要する経費を支援

   ・園芸産地総合対策事業費
    （果樹経営支援対策事業費補助金）

                       （農業イノベーション推進課)

 〈農地等の被害への支援〉 718,419千円
  ○農地・農業用施設の災害復旧

・団体営農地災害復旧事業費 ほか

                             (農業基盤課)
  
   〈今後の豪雨に備えた対策〉       1,527,484千円
  ○農地等の湛水被害に備えた農業水利施設
   等の長寿命化対策や、防災重点ため池の
   ハザードマップ作成等を実施
                      
   ・農業水路等長寿命化事業費（県営）ほか
 
                             (農業基盤課)
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〈Ｎｅｘｔ次世代型こうち新施設園芸システムの開発と普及を推進〉  322,362千円
  

  ○「次世代型施設園芸システム」を、多様な園芸作物の
       生理・生育情報を可視化する「ＩｏＰ（Internet of Plants）」など
       の最先端の研究により、Ｎｅｘｔ次世代型として飛躍的に進化させる
       取り組みを実施

  ・ネクスト次世代型施設園芸農業推進事業費
                                                     (農業イノベーション推進課)
 
 

 〈生産現場でのＩｏＴ技術の普及を推進〉                  4,911千円
                        

  ○出荷予測システムの普及を推進

  ・ＩｏＴ推進事業費

                                                        (農業イノベーション推進課)

  〈ＡＩを活用した病害虫等の診断技術の確立〉             1,874千円
                       

  ○ＡＩを利用して農作物に発生する病害虫や生理障害を診断し
  対応策を提供するシステムの開発を実施

  ・病害虫発生予察事業費
                                            
                                                    (環境農業推進課)
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○かんがい排水事業費 260,035千円（178,443千円）
　　・県営事業で造成された基幹農業水利施設の長寿命化対策を実施
　　　【新規地区】高知市東部２期（高知市）ほか１地区
　　　【継続地区】高知市東部１期（高知市）ほか２地区
　　　
　○経営体育成基盤整備事業費 543,967千円（228,974千円）
  ◎経営体育成基盤整備事業費 383,892千円（164,475千円）
　　　・担い手への農地集積を進めるため、ほ場整備の計画策定および整備工事
　　　　を実施
　　　　【新規地区】庄毛（室戸市）ほか１地区
　　　　【継続地区】永野（香美市）ほか５地区

  ◎農地中間管理機構関連農地整備事業費 160,075千円（64,499千円）
   ・担い手への農地の集積・集約化を加速化するため、農地中間管理機構が
　　　　借り入れている農地の区画整理等を実施
　　　　【新規地区】下ノ加江（土佐清水市）ほか２地区
　　　　【継続地区】北川（北川村）ほか２地区
　　　
　○中山間地域総合整備事業費 150,915千円（182,865千円）
　　・中山間地域の営農条件を改善するため複数の生産基盤整備を総合的に実施
　　　【継続地区】安芸（安芸市）

　○国営緊急農地再編整備事業費負担金 18,312千円
　

農業振興部

○地域農業水利施設ストックマネジメント事業費
                    193,450千円（114,127千円）
　　・団体営事業等で造成された農業水利施設の長寿命化対策を実施
　　　【新規地区】千原（芸西村）ほか２地区
　　　【継続地区】興津（四万十町）ほか２地区

　

 ○地すべり防止事業費 90,300千円（182,700千円）
　　・地すべり地域の保全対策工事を実施
　　　【新規地区】神ノ山（梼原町）
　　　【継続地区】梼原北部（梼原町）ほか３地区

　○県営ため池等整備事業費 1,985,441千円（1,339,939千円）
　　・ため池の決壊防止のための整備補修や老朽化した農業用用排水施設の
　　　整備改修
　　　【新規地区】平ノ池（香美市）ほか２地区
　　　【継続地区】南国市中部１期（南国市）ほか１３地区

   ○農村災害対策整備事業費 275,890千円（180,435千円）
　　・農村地域防災減災総合計画に基づき、農村防災施設等を整備
　  　 【継続地区】大方西部（黒潮町）ほか２地区
　
　○団体営災害関連事業費 1,326千円（1,326千円）
　　・災害復旧と併せた関連農地等の整備
　
　○震災対策土地改良施設整備事業費 6,000千円（13,000千円）
  ・農道の耐震整備等を実施
　　　【団体営】須崎（須崎市）
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