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（別紙）

１ データ、資料等

目標① 農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言
＜目標設定の考え方＞

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造を確立するためには、国
だけでなく関係する組織・団体が総力を結集して取り組むことが必要である。

このため、国は、農業協同組合系統組織が相互扶助を目的とする農業者の自主的な協同組織として、
その果たすべき役割を充分に果たすよう、次の項目を視点として、その適切な運営に対する指導・助言
を行う必要があることから、以下を目標として設定することとした。

ａ．組合員に充分なメリットを還元する事業運営の推進
農業協同組合系統組織が担い手への経営支援を行っていくためには、消費者に信頼される「ＪＡ

ブランドの確立」、営農指導事業の強化、担い手に実感される生産資材価格の引下げ等により、組
合員のメリットの向上に取り組むことが基本。

このため、生産資材コストの引下げへの取組状況、営農指導機能の強化の推進状況等を目標とし
て設定。

ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備
農業協同組合系統組織が、担い手を中心とする組合員にメリットを 大限に還元するためには、

組織の合理化・効率化が必要。
農業協同組合系統組織においては、組織・事業運営の合理化・効率化を図るため、単協・連合会

の組織整備に取り組んでいることから設定。
ｃ．信用事業の健全性の確保

農業協同組合系統組織は、担い手を含む農業者に対し金融面での経営支援を行っていくため、農
業の資金需要の季節性、農業者のニーズ等に則したきめ細やかで信頼される金融サービスを安定的
に提供していくことが必要であることから設定。

ｄ．共済事業の健全性の確保
農業者の営農・生活基盤を安定させるためには、農業者の営農・生活におけるリスクに対し、農

協が行う共済事業が、セーフティネットとしての役割を安定的に果たすことが必要であることから
設定。

＜目標値と実績値の推移＞
ａ．組合員に十分なメリットを還元する事業運営の推進

ア 生産資材のコスト引下げの取組状況
○ 生産資材コスト低減チャレンジプランで定めた重点項目の状況

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

－ 8項目/11項目中 5項目/10項目中 7項目/10項目中 8項目/10項目中

○ 生産資材コスト低減チャレンジプランの項目別達成状況（20年度）

アラジン ＢＢ肥料 共同開発 ジェネリ 低コスト 茶色箱化 低コスト耐 韓国農機 ＪＡ独自 機械化プラ
農薬 ック農薬 原紙 候性ハウス の輸入 型式農機 ンナーの育成

取扱量 取扱量 水稲面積 累計導入
普及率 導入率 導入率 取扱台数 取扱台数 人 数

普及率 普及率 普及率 件数

H19 110千t 237千t 348千ha
17％ 56％ 64％ 187件 16台/年 223台/年 502名実績 44％ 27％ 21％

H20 56千t 250千t 370千ha
19％ 63％ 65％ 206件 9台/年 591台/年 800名実績 28％ 27％ 22％

判定 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

イ 営農指導機能の強化の推進状況
○ 統一的な資格認証試験制度を導入した都道府県農業協同組合中央会数

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

19 22 22 26 31
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ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備
ア 合併等の進捗状況

○ 総合農協合併の推移（各年度末） （単位：JA）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

農 協 数 887 865 832 807 750

合併件数 14 18 17 12 24

合併参加農協数 36 40 50 36 81

イ 経営管理委員会の導入状況
○ 経営管理委員会導入農協の推移 （単位：JA）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

24 31 35 36 44

ｃ．信用事業の健全性の確保
ア 早期是正措置の発動状況 （単位：件）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

0 0 0 0 0

資料：農林水産省調べ

イ 破たん時における迅速な処理状況（休業日処理）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

破たん事例なし 破たん事例なし 破たん事例なし 破たん事例なし 破たん事例なし

資料：農林水産省調べ

ｄ．共済事業の健全性の確保
○ 早期是正措置の発動状況 （単位：件）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

－ 0 0 0 0

＜目標達成状況の判定方法＞
農業協同組合系統組織の事業については、農協系統自らが目標を設定し、取り組むものであることを

前提に、主要な４つの柱（経済、組織、信用、共済）に係る以下の指標を踏まえて、その運営に対する
国の指導・助言を総合的に判断する。

ａ．組合員に充分なメリットを還元する事業運営の推進
組合員に充分なメリットを還元するためには、生産資材コストの引き下げや、営農指導機能の

強化が重要であることから、それらの推進状況を「判断に用いる指標・データ」として用いて、
達成状況を判断。

〈達成状況の判定基準〉
・生産資材コストが現状より低下すること

① 「生産資材コスト低減チャレンジプラン」（全農）における重点項目のうち、過半数で取
扱割合・取扱量（対前年）が増加

・営農指導機能が現状より強化されること
② 統一的な資格認証制度を導入した都道府県農業協同組合中央会数の増加

ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備
組合員にメリットを 大限に還元するためには、組織の合理化・効率化が必要であることから、

合併等の進捗状況を「判断に用いる指標・データ」として用いて、達成状況を判断。

〈達成状況の判定基準〉
・合併構想の早期実現と経営管理体制の強化

③ 合併の促進に伴う総合農協数の進展
④ 経営管理委員会制度を導入した農協数の増加
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ｃ．信用事業の健全性の確保
ア 新しい自己資本比率規制（バーゼルⅡ）に従い、自己資本比率が４％（農林中央金庫は８％）

以上確保されているか監督するとともに、金融機関自身によるリスク管理を求め、正確な自己資
本比率関連の情報開示を強化。自己資本比率がその基準を下回る場合には経営改善計画の提出・
業務の停止等の早期是正措置を発動することから、当該措置の発動状況を「判断に用いる指標・
データ」として用いて、達成状況を判断。

（参考）
自己資本の額（出資金、法定準備金、内部留保等）

自己資本比率 ＝ ≧ ４％(８％)
信用リスク（＋市場リスク）＋オペレーショナルリスク

〈達成状況の判定基準〉
・自己資本比率４％（農林中央金庫は８％）以上を確保すること

⑤ 早期是正措置の発動の有無

イ 農協等が破たんした場合には、休業日中（金曜の営業時間終了後から月曜の営業時間開始まで）
に貯金者データの名寄せ等の事務処理を完了し、翌営業日には従来どおり金融サービスを提供す
ることが重要であることから、迅速な処理（休業日処理）状況を「判断に用いる指標・データ」
として用いて、達成状況を判断。

〈達成状況の判定基準〉
・破たん時において迅速に貯金者の保護を図ること

⑥ 破たん時における迅速な処理（休業日処理）の可否

ｄ．共済事業の健全性の確保
支払余力比率が200％以上確保されているかどうかを監督し、同比率がその基準を下回る場合

には経営改善計画の提出・業務の停止等の早期是正措置を発動することから、当該措置の発動状
況を「判断に用いる指標・データ」として用いて、達成状況を判断。

（参考）
出資金、準備金等の合計額

支払余力比率 ＝
通常のリスクを超えるリスクの合計額 × １

２
〈達成状況の判定基準〉

・支払余力比率200％以上を確保すること
⑦ 早期是正措置の発動の有無

＜有効性の判定方法＞
上記の〈達成状況の判定基準〉①から⑦の全７項目のうち、目標を達成した数が６以上の場合は「概

ね有効」、４以上６未満の場合は「有効性の向上が必要である」、３以下の場合は「有効性に問題があ
る」と判定。

【参考データ】 (単位：％）

(1)農協系統三段 農 協 信 連 農林中金
階の自己資本
比率 15年度 17.1 15.0 12.9

16年度 17.8 16.1 12.1

17年度 18.1 15.9 12.1

18年度 17.8 19.0 12.8

19年度 17.4 19.3 12.4

資料：農林水産省調べ及び農林中金調べ
（注）農林中金は連結ベース。

（単位：％）

(2)過去５年間の 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
支払余力比率
の推移 769.3 840.1 885.7 879.1 －

資料：農林水産省調べ
（注）20年度の数値については、21年7月末の全共連の総会後に公表。
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目標② 被災農家の経営の安定を図るための農業災害補償制度の適切な運用
＜目標設定の考え方＞

農業災害補償制度は、自然災害が発生した場合に、組合員の支払った掛け金に応じた共済金を支払う
公的保険制度であり、被災農家の経営安定上重要な役割を果たしている点を踏まえ、この制度全体が適
正に運用されることが求められている。

また、農業共済事業運営基盤の充実強化に関しても、農業共済組合等の再編整備後の実施体制下の事
業運営の状況で評価できる。このため、この目標を設定することとした。
＜目標値と実績値の推移＞
【損害の認定から再保険金の決定までの事務処理を30日以内で行った率】

（単位：件、％）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

事務処理件数 221 170 215 181 102

期間内達成件数 221 167 214 181 102

期間内達成割合 100.0 98.2 99.5 100.0 100.0

資料：農林水産省調べ
（注）％は、小数点以下第２位で四捨五入。

＜目標達成状況の判定方法＞
被災農家の経営を安定させ、農業生産力の発展に資するという制度の目標を踏まえ、①災害の発生状

況に応じた共済金支払いの原資となる再保険金の支払状況、及び②共済金支払に係る一連の事務のうち、
損害高の認定から再保険金の決定までの事務(評価対象事務)を標準事務処理期間内（30日以内)に処理
した率※１を踏まえ、共済金の早期支払が確立されているか判断する。

※１ 〔損害高の認定から再保険金の決定までの事務（評価対象事務※２）を標準事務処理期間※３内（30日

以内）に処理した率〕＝〔評価対象事務が標準事務処理期間内に行われた件数※４〕/〔全件数〕×100

※２ 「評価対象事務」については、共済金支払に係る一連の事務のうち、国に連合会当初評価高が届い

た日（接受日）から国が再保険金を支払う日（決裁完了日）までに行われる事務のこと。

※３ 「標準事務処理期間」については、

① 各事務処理段階に要する期間を積算していくと、 長50日程度となるが、同時並行で進めるなど

の努力を行うことにより30日程度になること

② 当該事務処理を30日で行うことにより共済金支払に関する農家からの要望もほぼ満たされること

を踏まえて、30日と設定。

※４ 評価対象事務を30日以内に処理したものを、「評価対象事務が標準事務処理期間内に行われた件数※５」

として計上。

※５ 「件数」については、評価対象事務が行われたものについて、共済目的の種類、引受方式及び連合

会単位にて計上。

【参考データ】

(1)主な自然災害 ア 北海道・青森県等における降ひょう（5～6月）
の発生状況 イ 7月末の大雨、「平成20年8月末豪雨」等による大雨（7～8月）
（20年度） ウ 台風13号による大雨（9月）

（単位：百万円）
(2)再保険金の支

払状況 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

再保険金支払額 59,149 28,524 40,998 27,248 23,744

資料：農林水産省調べ
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２ 用語解説

注１ 農業協同組合系統組織

農業者等が組合員となって各種事業・活動を行う農協、農協が会員となり、その事業活動を補完する

農業協同組合連合会、農協及び連合会を指導する中央会（各都道府県の農業協同組合中央会及び全国農

業協同組合中央会）等の総称。

注２ 生産資材コスト低減チャレンジプラン

全農の経済事業改革の一貫として「生産者・組合員の手取りの 大化」と「生産者・組合員に信頼さ

れる価格の確立」を実現するため、安価な資材・農機の提供、担い手対応・弾力的価格対応、営農支援

・提案型推進、物流合理化等の取組を課題別に、平成21年度末までの向こう５年間の生産資材コスト低

減目標等を定めた行動計画（17年12月策定）。

注３ 統一的な資格認証試験制度

営農指導員の資質・能力の向上と計画的・継続的育成を図ることにより、県間、ＪＡ間格差を解消し、

組合員の営農に関する多様なニーズに的確に応えるため、全国農業協同組合中央会において平成12年か

ら「営農指導員資格認証試験」を実施。

注４ 信用事業

貯金、貸出、為替など、いわゆる金融業務。 農協系統金融機関は、ＪＡ、信連、農林中金という３

段階の組織が総合力を結集し、全体として実質的に一つの金融機関として機能するような運営システム

（ＪＡバンクシステム）を確立している。

注５ 損害評価体制

農業共済の損害評価は、その時期が収穫期に集中することから、農家等からなる損害評価員の協力を

得て必要な人数を確保するとともに、農業共済団体等職員による検証及び第３者機関への諮問等により

損害評価結果の客観性を確保することで、効率的・安定的に実施している。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf




