
様式１

一般会計

令 和 ３ 年 度 予 算 見 積 額 14,085,442 千円

令 和 ２ 年 度 当 初 予 算 額 13,585,285 千円

差 引 増 減 額 500,157 千円

対 前 年 度 比 率 103.7 ％

農業改良資金助成事業特別会計

令 和 ３ 年 度 予 算 見 積 額 62,737 千円

令 和 ２ 年 度 当 初 予 算 額 66,981 千円

差 引 増 減 額 ▲ 4,244 千円

対 前 年 度 比 率 93.7 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

令和３年度農業振興部予算見積総括表
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令和３年度 農業振興部予算見積の概要

１ 令和３年度予算の基本的な考え方

 「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、県内全域に広げるとともに、
新型コロナウイルス感染症対策などの社会構造の変化にも対応していきます。

 生産力の向上と高付加価値化による産地の強化では、最先端のＩｏＴやＡＩ技術等を融
合した「Ｎｅｘｔ次世代型施設園芸農業」への進化に向けて、さらなる収量の増加や高品
質化、省力化などに取り組みます。具体的には、データ共有基盤「ＩｏＰクラウド」に集
積されるハウス内環境データや出荷データ等を分析し、個々の生産者の状況を見える化し
て改善に向けた情報共有と効果的なフィードバックを行う新たな営農指導体制を構築し、
遠隔での営農指導や作業の自動化などによる接触機会を減らす生産への転換を図ります。

 中山間地域の農業を支える仕組みの再構築では、地域農業戦略の策定に取り組む市町村
に対し、農業用機械の整備等を支援することにより、集落営農組織等の整備を推進しま
す。

 流通・販売の取り組みでは、県産花きの主要な消費地の生花店等の産地招へい・マッチ
ングや量販店における県産農畜産物の出張販売等に取り組むことにより、関西圏との経済
連携の強化を図ります。

 多様な担い手の確保・育成では、新規就農の総合相談窓口となる新規就農相談センター
でのオンライン・リモートによる新規就農希望者の呼び込み策の強化、産地・地域の受入
体制の強化を図ります。
 また、農福連携を推進するため、県、市町村、JA等が連携を強化し、啓発から就労開
始、定着までの一貫した支援を行います。

 農業全体を下支えする基盤整備の推進と農地の確保では、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するとともに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。

 南海トラフ地震対策の推進では、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
に引き続き取り組みます。

様式２
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単位：百万円
（ ）内は一般財源

主な増減理由

4,709 3,331 ▲ 1,378

633 822 189

299 1,085 786

2,615 2,320 ▲ 295

2,708 3,338 630

2,484 2,335 ▲ 149

2,336 3,095 759

13,585 14,085 500

２ 令和３年度予算見積額

項目 R2当初
予算額

R3当初
見積額

増減
(R3 - R2）

（1,614） （1,648） （34）

（348） （384） （36）

（230） （167） （▲ 63）

（1,298） （1,314） （16）

（662） （761） （99）

（220） （254） （34）

（394） （923） （529）

（3,696） （4,334） （638）

1　生産力の向上と高
付加価値化による産
地の強化

・新食肉センター建設工事にかかる食肉処理施
設整備推進事業費の減 ▲1,360
・IOPクラウド開発委託が完了したことによるネク
スト次世代型施設園芸農業推進事業費の減 
▲78 

2　中山間地域の農
業を支える仕組みの
再構築

・大規模な畜産施設整備が予定されているため
畜産生産基盤強化事業費の増 155
・ドローン、アシストスーツ等の導入を支援するス
マート農業推進事業費補助金の新設による増 
17

3　流通・販売の支援
強化

・補助金要望額の増加による競争力強化生産
総合対策事業費の増 872

4　多様な担い手の確
保・育成

・新規就農支援緊急対策事業費補助金の廃
止、農業次世代人材投資事業費補助金及び
担い手支援事業費補助金の積算について精査
したことによる減 ▲119
・産地生産基盤パワーアップ事業において、大規
模次世代型ハウス整備が無くなったため、競争力
強化生産総合対策事業費の減 ▲173

5　農業全体を下支え
する基盤整備の推進
と農地の確保

・実施箇所（四万十町志和地区ほか２地区）
の工事の本格化、新規地区（黒潮町加持地
区ほか４地区）着手による経営体育成基盤整
備事業費の増 609
・実施箇所（安芸市安芸地区）の工事が最終
年度となり、事業量が減少したことによる中山間
地域総合整備事業費の減 ▲107

6　南海トラフ地震対
策の推進

・地元調整等を踏まえ、対策工事を追加すること
による地すべり防止事業費の増 183
・実施箇所が減ったことによる県営ため池等整備
事業費及び農業水路等防災減災事業費の減 
▲318

７　上記以外の事業

・Ｒ２年度当初予算において、公共事業予算の
削減が行われたための増 351
・果樹試験場での石垣補修工事等が必要に
なったことによる農業技術センター管理運営費の
増 350

部　合　計
（再掲除く）
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１．生産力の向上と高付加価値化による産地の強化

令和３年度　農業振興部の施策のポイント
様式３

※()は一般財源、[]は令和２年度当初予算

　　
園芸産地総合対策事業費(データ駆動型営農指導体制構築委託料) 

11,770千円  [０千円]
(11,770千円) (０千円)　

　　　「ＩｏＰクラウド」に集積される環境モニタリングデータ等をもとに、生産者の栽培・経営を最適化さ
　　せるための分析ツールの画面構築を委託します。 

園芸産地総合対策事業費(分析ツール操作研修委託料) 
2,508千円  [０千円]

(2,508千円) (０千円)
　遠隔等による営農指導に必要な分析ツールの操作・分析手法などを習得するための研修を委託
します。

園芸産地総合対策事業費(データ駆動型農業推進事業費補助金) 
16,191千円 [０千円]

　　　データ駆動型農業の実現に向けた新たな営農指導体制の構築や、データ駆動型農業に取り組む　
　　生産者を支援するとともに、各地域への展開を促進するため、取組の情報発信や研修の実施等を
　　支援します。

　　■補助率（補助上限額）：定額

　　
土佐和牛生産振興対策事業費(土佐和牛肥育経営緊急支援事業委託料) 

71,895千円  [0千円]
(71,895千円) (0千円)　

  新型コロナウイルス感染拡大による和牛枝肉価格低落の長期化により、肥育経営の維持が困
難となった牛マルキン加入生産者の新規個体登録頭数の維持及び拡大を支援します。

養豚・養鶏振興事業費(小規模鶏舎整備事業費補助金) 
3,725千円  [4,500千円]

(3,725千円) (4,500千円)　
　畜産物生産基盤の維持・拡大、強化を図るため､規模拡大や新規就農する土佐ジロー及び土
佐はちきん地鶏農家の鶏舎整備に加え、既存施設の高機能化・省力化を支援します。

　　■補助率（補助上限額）：１/２（1棟あたり2,000千円）

新

コ

新

新

コ

拡

新

コ

コ
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令和３年度　農業振興部の施策のポイント
様式３

※()は一般財源、[]は令和２年度当初予算

２.中山間地域の農業を支える仕組みの再構築　

　　
スマート農業推進事業費(スマート農業推進事業費補助金)

 20,000千円  [０千円]
(20,000千円) (０千円)

　ドローン、アシストスーツ等のスマート農業機器を導入することによって生産性の向上を図る取り
組みに対し、導入経費等を支援します。

　　　■補助率（補助上限額）：1/2以内

普及指導活動強化促進事業費(普及指導活動推進事業費) 
26,849千円  [23,291千円]
(12,029千円) (7,671千円)　

　総合的農業情報サイト「こうち農業ネット」の機能向上及び安定した動作を図るため、システム
改修を委託します。

新

コ

拡
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園芸品販売拡大事業費(園芸品販売拡大協議会負担金) 

22,500千円  [22,500千円]
(22,500千円) (10,750千円)　

　「園芸王国高知」を支える市場流通のさらなる発展に向け、地域別戦略に基づき、これまでに開拓
した実需者とのさらなる販売拡大に取り組みます。

園芸品販売拡大事業費(高知の花販路開拓支援事業委託料) 
2,000千円 [０千円]

(2,000千円)  (０千円)　
　県産花きの主要な販売先である関西エリアの生花店等を産地に招へいし、マッチング及び商品の
磨き上げを支援します。

特産農畜産物販売拡大事業費(土佐ジロー卵販売拡大事業委託料)
1,500千円 [０千円]  

(1,500千円) (０千円)　
　　　土佐ジロー卵の集荷販売体制を構築し、県内外への販路開拓に取り組みます。

特産農畜産物販売拡大事業費(直販流通外商拡大協議会負担金) 
7,585千円  [12,000千円]
(7,585千円) (6,000千円)　

　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、県外量販店での県
産農畜産物の出張販売など、外商の拡大に取り組みます。　

地産地消推進事業費(農林水産物直販所経営力強化支援業務委託料) 
2,362千円 [０千円]

(０千円) (０千円)
 個々の直販所の経営力を高めるため、相互発展を目的としたネットワークの構築を目指し、講習会
の開催及び経営状況等の調査を実施します。

地産地消推進事業費(地域産品地産地消推進事業委託料) 
3,000千円 [０千円]

(3,000千円) (０千円) 
　新型コロナウイルス感染症対策により定着してきた巣ごもり消費への対応及び観光客の県産品購
入促進を目的に、農林水産物直販所が実施する地産地消、販売拡大の取り組みを支援します。

　　　

３.　流通・販売の支援強化

令和３年度　農業振興部の施策のポイント
様式３

※()は一般財源、[]は令和２年度当初予算

新

コ

コ

新

新

コ

新
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4．多様な担い手の確保・育成

令和３年度　農業振興部の施策のポイント
様式３

※()は一般財源、[]は令和２年度当初予算

　　
こうち農業確立総合支援事業費（こうち農業確立総合支援事業費補助金）

69,641千円  [61,564千円]
(69,641千円) (61,564千円)　

　農業者等が行う生産・販売・加工等の作業、集出荷施設で行なわれる作業等において、接触
機会を低減やソーシャルディスタンスの確保等による、新型コロナウイルス感染症の感染防止に資
する取り組みに対し、施設の整備や機械等の購入に要する経費を支援 

　　　■補助率（補助上限額）：1/2以内

新規就農総合対策事業費（新規就農総合対策事業費補助金）
20,253千円  [17,973千円]

(20,253千円) (17,973千円)　
　新規就農者の確保･育成を図るため、就農希望者を産地・地域で受け入れる体制の強化と、
オンラインの情報発信による就農希望者の呼び込み、就農までの伴走型の相談対応等を強化
し、総合的に支援します。

　　　■補助率（補助上限額）：定額（予算の範囲内）

　 農業担い手育成センター研修推進事業費
123,762千円  [113,482千円]
(112,332千円) (98,238千円)　

　新規就農者の確保・育成に向けて、長期研修生となる就農希望者を掘り起こすため県内外
で開催するアグリスクールやアグリ体験合宿を、オンラインや対面で実施する体制を強化します。
さらに、リカレント教育や先進技術の習得及び普及のための研修と実証展示を行います。

　　農業労働力確保対策事業費（農福連携推進委託料、事務費　等）
17,160円  [17,115千円]

(17,160千円) (17,115千円)　
　農福連携を推進するため、農作業体験会の開催やお試し就労への移行促進、農業・福祉双
方の専門知識を有するサポーターの育成・確保に取り組みます。

コ

拡

拡

コ

拡

拡
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事業のスクラップアンドビルド 農業振興部様式４

見直し（廃止）事業　16,893千円（４件）

①施設園芸フェア開催等委託料（農業イノベーション推進課）△7,634千円（一）3,818千円（国）3,816千円
　　・廃止理由：R3年度は新型コロナウィルス感染症の影響により、大規模の集客を伴うイベントの開催は困難であるため廃止。IoPプロジェクトの取組に
　　ついては各産地の生産者交流会や、企業向けプレスリリース、アイデアコンテストにより、県下の生産者に加え企業等への周知を強化する。

②高知の花展示委託料（農産物マーケティング戦略課）　△775千円（一）775千円
　　・廃止理由：県産花きの認知度向上について、R3年度は別の手法により取り組むことから、委託事業を廃止。　

２．廃止・休止

①環境制御技術アドバイザー業務委託料（農業イノベーション推進課）　6,686千円→1,683千円　△5,003千円（一）5,003千円
　　・見直し内容及び理由：
　　　専門アドバイザーによる高度な専門知識に関する指導について一定の成果が得られたため縮小。R3年度は各産地における生産者交流会等にて講
師による専門的な技術講習を実施する。

　　　※R3年度予算はR2年度債務負担行為の現年化分

②出荷予測システム運用等委託料（農業イノベーション推進課）　4,911千円→1,430千円　△3,481千円（一）3,481千円
　　・見直し内容及び理由：
　　　委託先のプラットフォーム停止に伴い縮小。R3年度はIoPクラウドへデータを移行しサービスを継続し、出荷予測AIについては精度をさらに向上させるた
めの研究開発を実施する。

１．見直し・縮小
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●〈スマート農業技術（ドローン等）の実証や実装を推進〉7,436千円
 ○ ドローンや営農支援ソフト等のスマート農業技術の実証や実装を
  支援し、圃場や栽培履歴をデータ化して一元管理を図る。

  ・スマート農業推進事業費                               (環境農業推進課)

ＡＩを活用した病害虫等の診断技術の確立〉           2,517千円
 ○ ＡＩを活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する。

  ・病害虫発生予察事業費                                  (環境農業推進課)

●〈子牛生産性の向上と繁殖雌牛データベースの共有化を推進〉         
                                   2,878千円
 ○ 子牛生産性の向上のため、雌牛の行動データをIoT機器で収集
  分析し、発情検知による発情見逃しの低減と適期授精を推進する。
  あわせて、行動データと繁殖情報を生産者と関係者で共有し、
  生産指導に活用することで、土佐あかうし子牛生産増を図る。

  ・次世代こうち新畜産システム（IoTの活用）推進事業費
                           （畜産振興課）

〈県産農産物等のWeb販売サイトを活用した消費拡大〉 900千円
 ○ 対面による県産農産物のPRが困難となっている中、高知県直販    
  流通外商拡大協議会が立ち上げたWeb販売サイトにより、新しい生
  活様式に対応した非対面での県産農産物のPR・販売を行う。

  ・特産品外商強化推進事業費        （農産物マーケティング戦略課)

〈オンラインによる就農に関する情報発信を推進〉 15,991千円
 ○ オンラインサイトのコンテンツ強化やセミナー等のweb配信に
  より、体系的かつ本県農業の特徴・魅力を感じられる情報提供を
  実施する。
   ・新規就農総合対策事業費
   ・農業担い手育成センター研修推進事業費    (農業担い手支援課)

〈ＩｏＰプロジェクトの推進〉           761,668千円  
 ○ 「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次世代型として進化させ、施設園芸農業の
  飛躍的発展と関連産業群の創出・集積を目指す取り組みを実施する。

  ・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)

〈データ活用による営農支援の強化〉         37,919千円
 ○ データ共有基盤「ＩｏＰクラウド」に集積されるハウス内環境 
  データや出荷データ等を分析し、個々の生産者の状況を見える化
  して改善に向けた情報共有と効果的なフィードバックを行う新たな
  営農指導体制を構築し、これまでの「経験と勘に頼った農業」から
  「データ駆動型農業」への転換を図る。

  ・データ駆動型農業推進事業費           (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〉      404千円
 ○ 農業分野におけるＩｏＴ技術の普及推進のため、ＩｏＴ推進プロ
  ジェクトチームを通じて農業生産現場での課題やニーズを抽出し、
  新たな農業機械・ＩｏＴ技術・アプリ等の開発、商品化につなげる。

  ・ＩｏＴ推進事業費                          (農業イノベーション推進課)

出荷・販売情報

農家･ほ場･作物情報
生育情報

管理情報 等

ＪＡ

農家 技術情報等
IoPクラウド
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○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に上乗せし、燃料流出リスクの軽　
　減を図る。
〈流出防止装置付き燃料タンクの整備〉
　・補助率：県1/2以内、市町村1/4以上
　・補助対象限度額：130万円/基
　　
○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流出防止装置付きタンクの整
　備等を支援する。
〈重油代替暖房機の導入による燃料タンクの削減〉　　　　　
　・補助対象：木質バイオマスボイラー、ヒートポンプ　　　　　　　　　
　・補助対象限度額：300万円/10a
　・補助率：県1/2以内、市町村1/4以上
〈流出防止装置付きタンクの整備等〉
　・補助対象：流出防止装置付きタンク、防油堤、ハウス減築
　・補助対象限度額：130万円/基（流出防止装置付きタンク+防油堤）
　・県1/2以内、市町村1/3以上

　

(環境農業推進課)

  

・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ほ場石垣補修工事　ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・畜産試験場　単雄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・
　　　　　　　　　粟生３期・池川
　　　　　　　　　

　　
(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：西山・野市・大月・西山２期・六丁池・
　　　　　　　　　南国市中部１期・四万十1期・芸西・奈路・室戸・
　　　　　　　　　窪川２期・高知（県下全域）・西山３期
　

　(農業基盤課)
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〈ため池対策〉             1,673,020千円
  
  ○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〉             239,480千円
                        
   ○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〉    168,502千円
                       
  ○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〉             3,240千円
  ○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〉 546,558千円
  ○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〉       1,445,790千円
  ○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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○かんがい排水事業費 636,000千円（106,425千円）
　　・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３期（高知市）ほか１地区
　　　【継続地区】高知市東部２期（高知市）ほか１地区
　　　
　○経営体育成基盤整備事業費 1,147,236千円（543,967千円）
  ◎経営体育成基盤整備事業費 919,736千円（383,892千円）
　　　・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】野友（北川村）ほか１地区
　　　　【継続地区】志和（四万十町）ほか５地区

  ◎農地中間管理機構関連農地整備事業費 227,500千円（160,075千円）
   ・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】加持（黒潮町）ほか１地区
　　　　【継続地区】下ノ加江（土佐清水市）ほか１地区
　　　
　○中山間地域総合整備事業費 43,000千円（150,915千円）
　　・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 31,822千円（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
                    153,985千円（91,750千円）
　　・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】三里（高知市）
　　　【継続地区】池ノ内第一（須崎市）ほか１地区

　

 ○地すべり防止事業費 239,480千円（55,900千円）
　　・地すべり地域の保全対策工事を実施
　　　【新規地区】池川（仁淀川町）
　　　【継続地区】稲村３期（越知町）ほか２地区

　○県営ため池等整備事業費 1,766,410千円（1,963,395千円）
  ◎地域ため池総合整備事業費 1,673,020千円（1,742,753千円）
　　　・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
　　　　【継続地区】南国市中部１期（南国市）ほか１２地区

    ◎農村災害対策整備事業費 93,390千円（220,642千円）
　　　・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
　  　 　【新規地区】平（奈半利町）
　　　　【継続地区】津野（津野町）
　
　○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 0千円（6,000千円）
  ・農道の耐震整備等を実施
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（単位：千円）

細目事業名 R２当初
予算額

R３当初
見積額

増減
(R3 - R2） 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 4,709,006 3,331,156 ▲ 1,377,850
2,487,500 2,253,980 ▲ 233,520

IoT推進事業費 6,642 2,894 ▲ 3,748 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 840,352 761,668 ▲ 78,684 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 [7,634] [0] [▲ 7,634] 【廃止】新型コロナウィルス感染症の影響により、開催が困難であるため 農業イノベーション推進課

ＩｏＰ広報委託料 [0] [5,000] [5,000] 【新規】ＩｏＰの研究成果や関連技術開発の取り組み、成果のプレス発表や、
アイデアコンテスト等のイベント開催を委託

農業イノベーション推進課

ＩｏＰクラウド開発等委託料 [320,582] [272,232] [▲ 48,350] 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 [451,529] [431,193] [▲ 20,336] 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） 142,704 135,950 ▲ 6,754 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） 551,944 499,947 ▲ 51,997 環境農業推進課
園芸用ハウス整備事業費補助金 [551,124] [499,173] [▲ 51,951] 環境農業推進課

園芸産地総合対策事業費 30,009 62,990 32,981 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 [6,686] [1,683] [▲ 5,003] 【縮小】R2年度に契約した委託業務（R2.7～R3.6月）について、債務負担
行為の現年化分を支出して終了

農業イノベーション推進課

データ駆動型営農指導体制構築委託料 [0] [11,770] [11,770] 【新規】「ＩｏＰクラウド」に集積される環境モニタリングデータ等をもとに、生産者
の栽培・経営を最適化させるための分析ツールの画面構築を委託

農業イノベーション推進課

分析ツール操作研修委託料 [0] [2,508] [2,508] 【新規】遠隔等による営農指導に必要な分析ツールの操作・分析手法などを習
得するための研修を委託

農業イノベーション推進課

データ駆動型農業推進事業費補助金 [0] [16,191] [16,191]
【新規】データ駆動型農業の実現に向けた新たな営農指導体制の構築や、デー
タ駆動型農業に取り組む生産者を支援するとともに、各地域への展開を促進す
るため、取組の情報発信や研修の実施等を支援

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 [6,300] [3,240] [▲ 3,060] 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 846,181 672,453 ▲ 173,728 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 [86,500] [105,000] [18,500] 農業イノベーション推進課

産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 [577,910] [360,890] [▲ 217,020] 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 [111,287] [115,500] [4,213] 【拡充】ステップアップ生産者を補助対象に拡充 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 69,668 118,078 48,410 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 [50,000] [55,000] [5,000] 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 [10,550] [1,529] [▲ 9,021] 【縮小】クラスタープラン策定事業の減少のため 農業イノベーション推進課

農業参入企業立地推進事業費補助金 [0] [43,705] [43,705] 【拡充】企業参入による施設整備が開始 農業イノベーション推進課

50,303 50,894 591
持続的農業推進事業費 50,303 50,894 591 環境農業推進課

55,384 91,787 36,403
普及指導活動強化促進事業費 25,375 28,797 3,422 環境農業推進課
園芸産地総合対策事業費 (30,009) (62,990) (32,981) 農業イノベーション推進課

92,534 87,257 ▲ 5,277
経営所得安定対策推進事業費 83,328 83,167 ▲ 161 農業政策課

経営所得安定対策推進事業費補助金 [64,630] [66,176] [1,546] 農業政策課
米需給調整総合対策事業推進費補助金 [17,962] [16,264] [▲ 1,698] 農業政策課

県産米高品質生産推進事業費 9,206 4,090 ▲ 5,116 【縮小】農業機械安全対策事業費補助金について、大型特殊免許（農耕車
限定）取得者が一定確保できたことと、国事業の活用が困難なことから廃止

環境農業推進課

2,027,578 884,586 ▲ 1,142,992
家畜保健衛生事業費（獣医師確保対策事業費） 27,111 29,259 2,148 畜産振興課
家畜伝染病予防事業費 45,279 37,279 ▲ 8,000 畜産振興課
家畜衛生対策事業費 4,549 26,346 21,797 畜産振興課
畜産総合対策推進事業費 8,786 8,892 106 畜産振興課

畜産経営技術指導委託料 [5,165] [5,165] [0] 畜産振興課
畜産生産基盤強化事業費 246,176 401,202 155,026 畜産振興課

レンタル畜産施設等整備事業費補助金 [56,566] [38,847] [▲ 17,719] 畜産振興課
畜産競争力強化整備事業費補助金 [187,153] [360,000] [172,847] 【拡充】畜産クラスター計画における豚舎整備を支援 畜産振興課

土佐和牛生産振興対策事業費 174,208 215,466 41,258 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 [64,507] [48,859] [▲ 15,648] 畜産振興課
土佐あかうし改良増殖推進事業費 [32,617] [30,208] [▲ 2,409] 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 [4,170] [4,157] [▲ 13] 畜産振興課
土佐和牛経営安定対策推進事業費 [40,750] [31,800] [▲ 8,950] 畜産振興課
土佐和牛肥育経営緊急支援事業費 [0] [71,895] [71,895] 【新規】牛マルキン加入生産者が継続個体登録する取り組みを支援 畜産振興課

酪農振興事業費 8,045 5,282 ▲ 2,763 畜産振興課
乳用後継牛確保対策事業費補助金 [3,000] [2,000] [▲ 1,000] 畜産振興課

養豚・養鶏振興事業費 20,871 19,220 ▲ 1,651 畜産振興課
小規模鶏舎整備事業費補助金 [4,500] [3,725] [▲ 775] 【拡充】自動給餌器など省力化機器等を補助対象に追加 畜産振興課
畜産環境対策推進事業費補助金 [3,000] [2,000] [▲ 1,000] 畜産振興課

食肉処理施設整備推進事業費 1,374,985 14,184 ▲ 1,360,801 畜産振興課
食肉処理施設整備推進事業費補助金 [1,372,182] [6,977] [▲ 1,365,205] 畜産振興課

畜産試験場管理運営費 38,313 47,873 9,560 畜産振興課
畜産担い手育成畜舎整備費 [1,606] [7,278] [5,672] 畜産振興課

畜産業試験研究費 79,255 79,583 328 畜産振興課
25,716 25,642 ▲ 74

６次産業化推進事業費 25,716 25,642 ▲ 74 農産物マーケティング戦略課

令和３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]
[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]

（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

様式５
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（単位：千円）

細目事業名 R２当初
予算額

R３当初
見積額

増減
(R3 - R2） 新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  農業振興部　施策体系表様式５

633,546 822,817 189,271
125,760 98,157 ▲ 27,603

地域営農支援事業費 125,760 98,157 ▲ 27,603 農業担い手支援課

地域営農支援事業費補助金 [112,619] [90,064] [▲ 22,555] 農業担い手支援課

複合経営拠点推進交付金 [4,290] [0] [▲ 4,290] 農業担い手支援課

143,673 119,818 ▲ 23,855
地域営農支援事業費 (125,760) (98,157) (▲ 27,603) 農業担い手支援課

中山間地農業ルネッサンス事業費 17,913 21,661 3,748 【拡充】元気な地域創出支援モデル事業費補助金を追加 農業担い手支援課

143,673 119,818 ▲ 23,855
地域営農支援事業費 (125,760) (98,157) (▲ 27,603) 農業担い手支援課

中山間地農業ルネッサンス事業費 (17,913) (21,661) (3,748) 農業担い手支援課

13,210 31,114 17,904
スマート農業推進事業費 13,210 31,114 17,904 環境農業推進課

スマート農業推進事業費補助金 [0] [20,000] 20,000 【新規】ドローン、アシストスーツ等のスマート農業機器を導入することによって生
産性の向上を図る取り組みに対し、導入経費等を支援

環境農業推進課

スマート農業技術実証支援事業費補助金 [1,217] [450] [▲ 767] 環境農業推進課
476,663 671,885 195,222

普及指導活動強化促進事業費（普及指導活動推進事業費） (23,291) (26,849) (3,558) 【拡充】こうち農業ネットの機能向上及び安定した動作を図るため、システム改修
を委託

環境農業推進課

土佐茶生産強化事業費 4,072 3,866 ▲ 206 環境農業推進課
畜産生産基盤強化事業費 (246,176) (401,202) (155,026) 畜産振興課
土佐和牛生産振興対策事業費 (174,208) (215,466) (41,258) 畜産振興課
酪農振興対策事業費 (8,045) (5,282) (▲ 2,763) 畜産振興課
養豚・養鶏振興事業費 (20,871) (19,220) (▲ 1,651) 畜産振興課

299,314 1,085,988 786,674
229,848 1,021,526 791,678

園芸品販売拡大事業費 40,697 40,198 ▲ 499 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 [22,500] [22,500] [0] 【拡充】SNSを活用した情報発信や品目、レシピを紹介する動画を制作 農産物マーケティング戦略課

高知の花販路開拓支援事業委託料 [0] [2,000] [2,000] 【新規】関西エリアの生花店等の産地招へい・マッチング・商品の磨き上げ 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 35,000 907,800 872,800 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 [35,000] [907,800] [872,800] 農産物マーケティング戦略課

野菜価格安定対策事業費 154,151 73,528 ▲ 80,623 農産物マーケティング戦略課

43,092 41,718 ▲ 1,374
特産農畜産物販売拡大事業費 30,399 28,086 ▲ 2,313 農産物マーケティング戦略課

　　土佐ジロー卵販売拡大事業委託料 [0] [1,500] [1,500] 【新規】土佐ジロー卵の販売拡大 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 [12,000] [7,585] [▲ 4,415] 【拡充】WEBサイトを活用した外商拡大 農産物マーケティング戦略課

　　販売拡大総合支援事業費補助金 [11,717] [13,020] [1,303] 農産物マーケティング戦略課

地産地消推進事業費 12,693 13,632 939 農産物マーケティング戦略課

　　農林水産物直販所経営力強化支援業務委託料 [0] [2,362] [2,362] 【新規】直販所の経営力の向上のため、講習会の開催や経営状況等の実態調
査を委託

農産物マーケティング戦略課

　　地域産品地産地消推進事業委託料 [0] [3,000] [3,000] 【新規】直販所が実施する地産地消・販売拡大の取り組みを支援 農産物マーケティング戦略課

67,071 62,942 ▲ 4,129
農産物輸出促進事業費 21,374 17,667 ▲ 3,707 農産物マーケティング戦略課

グローバル産地づくり推進事業費補助金 [8,000] [6,000] [▲ 2,000] 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 [6,245] [5,093] [▲ 1,152] 農産物マーケティング戦略課

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・輸出拡大区分） (5,000) (5,077) (77) 環境農業推進課
園芸品販売拡大事業費 (40,697) (40,198) (▲ 499) 農産物マーケティング戦略課

2,615,097 2,320,548 ▲ 294,549
1,474,812 1,321,450 ▲ 153,362

新規就農総合対策事業費 638,238 519,132 ▲ 119,106 農業担い手支援課

新規就農総合対策事業費補助金 [17,973] [20,253] [2,280] 【拡充】就農希望者の産地・地域での受入体制の強化とオンライン・リモート対応
の強化

農業担い手支援課

産地受入体制整備費補助金 [3,237] [2,437] [▲ 800] 農業担い手支援課

担い手支援事業費補助金 [71,384] [67,804] [▲ 3,580] 農業担い手支援課

新規就農支援緊急対策事業費補助金 [69,000] [0] [▲ 69,000] 【廃止】国事業が廃止されるため 農業担い手支援課

農業大学校教育推進事業費 121,836 123,703 1,867 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 113,482 123,762 10,280 【拡充】スクールやセミナーのオンライン･リモート対応の強化 農業担い手支援課

農業経営基盤強化促進事業費 46,001 46,999 998 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） (551,944) (499,947) (▲ 51,997) 環境農業推進課
土佐和牛生産振興対策事業費（土佐和牛担い手確保対策事業費） (1,705) (629) (▲ 1,076) 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） (1,606) (7,278) (5,672) 畜産振興課

17,115 17,160 45

農業労働力確保対策事業費 17,115 17,160 45 【拡充】農福連携によるお試し就労や就労定着へのフォローアップにかかる経費を
支援

環境農業推進課

農業労働力確保対策事業費補助金 [10,725] [9,228] [▲ 1,497] 環境農業推進課
1,169,171 1,028,937 ▲ 140,234

こうち農業確立総合支援事業費 61,564 69,641 8,077 【拡充】基盤整備に伴う遊休ハウスの撤去を補助対象に追加 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） (2,084) (1,948) ▲ 136 環境農業推進課
農業経営基盤強化促進事業費 (46,001) (46,999) (998) 農業担い手支援課

地域営農支援事業費 (125,760) (98,157) (▲ 27,603) 農業担い手支援課

中山間地農業ルネッサンス事業費 (17,913) (21,661) (3,748) 農業担い手支援課

競争力強化生産総合対策事業費 (846,181) (672,453) (▲ 173,728) 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 (69,668) (118,078) (48,410) 農業イノベーション推進課

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）

（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]

[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）
（再掲）
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]

（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

[うち]
[うち]

（再掲）
（再掲）
４．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]
[うち]

（再掲）
（再掲）
（再掲）

（２）労働力の確保

[うち]
（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）
（再掲）
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（単位：千円）

細目事業名 R２当初
予算額

R３当初
見積額

増減
(R3 - R2） 新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  農業振興部　施策体系表様式５

2,708,263 3,338,586 630,323
919,664 1,485,173 565,509

経営体育成基盤整備事業費 543,967 1,153,236 609,269 農業基盤課
中山間地域総合整備事業費 150,915 43,000 ▲ 107,915 農業基盤課
国営緊急農地再編整備事業費負担金 18,312 31,822 13,510 農業基盤課
農地耕作条件改善事業費 206,470 257,115 50,645 農業基盤課

644,660 765,880 121,220
農業委員会等対策費 194,378 194,033 ▲ 345 農業担い手支援課

農地活用推進事業費 8,166 336 ▲ 7,830 【廃止】国事業の組み替えによる 農業担い手支援課

農地流動化事業費 151,978 165,318 13,340 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） 14,000 31,000 17,000 農業基盤課
次世代型ハウス・農業クラスター促進事業費 (69,668) (118,078) (48,410) 農業イノベーション推進課

農地耕作条件改善事業費 (206,470) (257,115) (50,645) 農業基盤課
1,350,409 1,344,648 ▲ 5,761

中山間地域等直接支払事業費 804,025 758,045 ▲ 45,980 農業政策課
多面的機能支払交付金事業費 546,384 586,603 40,219 農業政策課

2,484,134 2,335,802 ▲ 148,332
2,484,134 2,335,802 ▲ 148,332

地すべり防止事業費 55,900 239,480 183,580 農業基盤課
県営ため池等整備事業費 1,963,395 1,766,410 ▲ 196,985 農業基盤課
耕地自然災害防止事業費 78,700 75,112 ▲ 3,588 農業基盤課
農村災害対策整備事業費 0 0 0 【組替】県営ため池等整備事業費に組み替え 農業基盤課
震災対策土地改良施設整備事業費 6,000 0 ▲ 6,000 農業基盤課
農業水路等防災減災事業費 248,000 126,000 ▲ 122,000 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） 96,057 95,650 ▲ 407 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） (36,082) (33,150) (▲ 2,932) 環境農業推進課

2,336,127 3,095,020 758,893
農業近代化資金等融資事業費 81,954 92,690 10,736 協同組合指導課
その他 2,254,173 3,002,330 748,157 農業政策課ほか

13,585,285 14,085,442 500,157

66,981 62,737 ▲ 4,244
農業改良資金助成事業特別会計 66,981 62,737 ▲ 4,244 協同組合指導課

66,981 62,737 ▲ 4,244

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

（２）農地の確保

（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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