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農業の担い手に対する経営安定のた
めの交付金の交付に関する法律

戸別所得補償制度に関するモデル対
策のうち水田利活用自給力向上事業

平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

農業改良資金融通法

　農業経営の改善を目的として農業の担い
手がチャレンジする取組に必要な無利子資
金の貸付を行う都道府県に必要な資金を貸
付

－
　多様な農業者等のチャレンジ性のある取
組(農業改良措置）を支援するために無利子
の資金の融通が円滑に行われるよう措置し
た。

米戸別所得補償モデル事業

戸別所得補償制度導入推進事業

　戸別所得補償制度モデル対策の実施及
び２３年度からの本格実施への移行に必要
となる、システム開発・端末整備や直接支払
に要する経費を確保するとともに、現場にお
ける事業推進や要件確認を行う市町村等に
対し必要な経費を助成

7,244

　水田を有効活用して、麦・大豆・米粉用
米・飼料用米等の戦略作物の生産を行う販
売農家に対して、主食用米並の所得を確保
し得る水準を直接支払により交付

　生産数量目標に従って生産する農家に対
して、恒常的に生産に要する費用が販売価
格を上回る米に対して、所得補償を直接支
払により実施

337,088

306,862

　平成23年３月末現在の農業経営改善計画
の認定数、特定農業法人数、特定農業団体
数については現在集計中。
（参考：22年３月末現在の農業経営改善計画の
認定数 249,376、特定農業法人数 892、特定農
業団体数 1,802）

実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

－

①
意欲ある多様な農業者によ
る農業経営の育成・確保

農業経営基盤強化促進法
　効率的・安定的な農業経営を育成し、農
業の健全な発展に寄与

施策 目標

政策分野名 ５.　意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

　米穀、麦その他の重要な農産物に係る農
業の担い手に対し、我が国における生産条
件と外国における生産条件の格差から生ず
る不利を補正するための交付金及び農業収
入の減少がその農業経営に及ぼす影響を
緩和するための交付金を交付

－

6,057

－

　平成22年産は83,492経営体が水田・畑作
経営所得安定対策に加入した。

－

－

　平成22年度は、戸別所得補償モデル対策
において116万件の加入者に対して交付金
の交付を行った。支払状況を経営形態別に
みると個人115万件、法人6.2千件、集落営
農7.4千件で、また、支払面積では米戸別所
得補償モデル事業102万ha、水田利活用自
給力向上事業61万haとなっており、多くの参
加を得たところ。

187,494

 ５手段－1



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

「みんなで豊かな農林漁業」人権啓発
委託費

　農林漁業団体職員や農業生産法人、集
落営農組織等を対象に、人権問題に関する
研修会等の開催などの啓発活動を実施

27

　全国農林漁業団体が、当該団体職員等を
対象に実施する人権問題に関する研修会
等の開催などの啓発活動を支援

8
　農林漁業団体職員の人権意識の向上の
ための啓発活動を推進するため、全国農林
漁業団体が当該職員等を対象に、人権問
題に関する研修会等の開催などの啓発活
動の支援を実施した。

8

人権問題啓発推進事業費

強い農業づくり交付金

　農林漁業団体職員の人権意識の向上の
ための啓発活動を推進するため、34府県に
おいて、農漁協等の団体職員等を対象に、
人権問題に関する研修会等の開催などの
啓発活動を実施した。

16

277 　アイヌ農林漁家の所得及び生活水準の向
上を図るため、農業（1地区）及び漁業（6地
区）の経営近代化施設等整備の支援を実施
した。161

　経営規模の零細な地域等及び沖縄県に
おいて、意欲ある多様な経営体の育成に必
要な農業用施設等の整備を支援

22,664の内数
　地域農業を支える農業経営の育成・確保
を図るため、経営規模の零細な地域等（8
県）及び沖縄県に対して、温室、選果施設
等の農業用施設等の整備の支援を実施し
た。

21,486の内数

アイヌ農林漁業対策事業費
　アイヌ農林漁家の所得及び生活水準の向
上を図るため、経営の改善に必要な施設等
の整備を支援

経営体育成交付金

　新規就農者、意欲ある経営体、集落営農
組織等の多様な経営体が経営の規模拡大
や経営の多角化を図る際に必要となる農業
用機械・施設等の整備等の経費を支援

8,335 　意欲ある多様な経営体を育成・確保するた
め、41道府県において、トラクター、コンバイ
ン等の農業用機械及び園芸用ハウス等の
施設の整備等への総合的な支援を実施し
た。7,737

担い手経営革新促進交付金

　更なる経営発展を目指す意欲的な担い手
に対し、水田・畑作経営所得安定対策によ
る支援に加え、固定払の単価水準が地域の
生産力に見合ったものとなっていない産地
における追加的な補填を実施

7,800
　平成22年度は約25,400経営体に対し支援
を実施した。

7,793

水田・畑作経営所得安定対策

　水田作及び畑作の土地利用型農業を営
む農家の経営安定を図るため、生産条件不
利補正対策及び収入減少影響緩和対策等
を措置

231,639
　平成22年産は83,492経営体が本対策に
加入した。

142,715

 ５手段－2



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

（
２

）
人
材
の
 
 

農業経営対策事務経費 －
146

－
87

農業経営基盤強化準備金及び農用地
等を取得した場合の課税の特例［所得
税・法人税：租税特別措置法第24条の
２、第24条の３、第61条の２、第61条の
３、第68条の64、第68条の65］

　農業経営の安定を目的とした交付金等を
準備金として積み立てた場合、積立相当額
を必要経費（損金）に算入
　当該交付金等及び準備金により農業用固
定資産等（農用地、農業用機械等）を取得し
た場合、圧縮記帳して必要経費（損金）に算
入

＜5,493 ＞

　平成22年度の実績は8,038件。

＜6,888 ＞

保険会社等の異常危険準備金［法人
税：租税特別措置法第57条の５，第68
条の55］

　共済連が積み立てる異常危険準備金の積
立額を損金に算入できる。

＜13,427 ＞ 　平成22年度は、共済連の共済掛金収入の
実績に基づき、損金算入限度額60,644百万
円を積み立てた。＜13,341 ＞

農業生産法人が、現物出資により取得
した土地に係る納税義務の免除
[不動産取得税：地方税法73条の27の
9]

　農業生産法人がその組合員、社員又は株
主となる資格を有する者から現物出資により
土地を取得し、かつ、５年以内に当該土地
を農業の用に供したときは、納税義務が免
除される。

＜1 ＞
　平成21年度の実績は0件。
　平成22年度の実績はH24年5月に確定。

－

農業協同組合等が取得した共同利用
機械等に係る特例措置
[固定資産税：地方税法349条の3第4
項]

　農業協同組合、農事組合法人等が取得し
た共同利用の機械及び装置に対して課する
固定資産税の課税標準を当該機械等に対
して新たに固定資産税が課せられることと
なった年度から3年度分の固定資産税に限
り、当該機械等の価格の2分の1の額とする。

＜165の内数＞

　平成21年度の実績は51件。
　平成22年度の実績はH23年10月に確定。

－

人材の育成・確保等

青年等の就農促進のための資金の貸
付け等に関する特別措置法

　新規就農者の研修、就農準備及び経営開
始等に必要な資金の手当てにより、青年農
業者等の農業を担うべき者の確保・育成に
寄与

－ 　新たに就農しようとする青年等に対し、長
期かつ無利子の研修資金や施設資金等の
融通が円滑に行われるよう措置した。－

独立行政法人農業者年金基金法
　（独）農業者年金基金による農業者年金制
度の適切な運用

－ 　農業者の老後生活の安定及び福祉の向
上を図るとともに、農業者の確保に資するた
め、農業者年金事業を実施した。－

 ５手段－3



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

 
育
成
・
確
保
等

農業機械化促進法
　農機具の試験研究、検査鑑定、実用化の
促進等を通じ、農業生産力の増進と農業経
営の改善、農機具の安全性の向上に寄与

－ 　本法に基づき、農研機構生研センターがト
ラクタ、コンバインなど２００型式の型式検
査・安全鑑定を実施した。－

農の雇用事業費

　就農希望者と農業法人等のマッチングを
促進するため、求人情報等の収集・提供、
個別の就業相談、法人就業相談会等の開
催等を支援
　また、農業法人等が新規雇用者に対して
実施する基礎的な技術・ノウハウを習得する
ための実践研修（ＯＪＴ研修）等の経費の一
部を助成

2,815

　就農相談窓口への相談件数21,183件、農
業法人等における実践研修の実施者数
2,246人。

2,815

女性・高齢者等活動支援事業費
　女性農業者の地域社会への参画を加速
化するための地域レベルでの研修会等の開
催及び女性の起業活動等への支援を実施

183
　女性の登用が進んでいない地域を中心に
全国５箇所において地域研修会等を開催す
るとともに、家族経営協定の推進に向けたシ
ンポジウム及び女性起業支援に向けた研修
会等を開催した。

174

農業改良資金制度運営推進委託費

　農業の担い手が新たな農業部門や加工を
始める場合等のチャレンジをする取組に必
要な資金の手当てにより、農業者の農業経
営の改善に寄与

13
　農業改良資金に係る貸付金のH21年度及
びH22年度の貸付け・償還等に係るデータ
の取りまとめのほか、新制度の周知に係る推
進会議の開催(2回)、制度運営上の課題に
関するアンケート調査、平成21年度及び平
成22年度の貸付事例データ収集等を実施
した。
　執行率が50％未満の理由は、一般競争入
札の実施により残額が発生したことによる。

6

就農支援資金貸付金

　新たに就農しようとする青年等が必要な資
金（就農研修資金、就農準備資金、就農施
設等資金）を長期間無利子で貸し付けること
により、円滑に就農できるよう支援

915 　都道府県が、新たに就農しようとする青年
等に対し、研修の受講や施設・機械の導入
等に必要な費用を貸し付けるための資金を
20道府県に貸付けた。842

 ５手段－4



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

農業教育推進支援事業費

　青少年の成長段階に応じ、農業に対する
関心・理解を深め、将来の農業の担い手を
育成する観点から、小学校から就農後まで
の各段階における農業教育の取組を支援

305

・全国各地で取り組まれている農業体験ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ間の交流・ﾈｯﾄﾜｰｸ化を促進。205ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ（約1万1千人）が登録し、37ｸﾞﾙｰﾌﾟの子ど
もや指導者を招き全国交流会を開催した。
・農業青年の育成・確保及び資質向上のた
め、農業青年の大会やその指導者の研究
会の開催等を支援した。
・国際感覚に優れた農業者の育成のため、
農業研修生海外派遣等を支援した。
・農業高校生を対象とした実践的な農業者
育成研修ｶﾘｷｭﾗﾑを全国8県、23農業高校
で実施した。
・我が国の民間農業研修機関（鯉淵学園農
業栄養専門学校、八ヶ岳中央農業実践大
学校、日本農業実践学園）における各学校
の特色を活かした実践的な研修教育の実施
に対して支援を実施した。
・他産業従事者等が週末や夜間を活用して
農業の基礎を学ぶ就農準備校を全国8箇所
で開講した。

296

強い農業づくり交付金

・道府県農業大学校や市町村、農業法人等
での研修教育や職業訓練の推進に要する
研修施設等の整備、研修カリキュラムの策
定等の取組を支援

22,664の内数 ・定年帰農希望者や離職者等の就農促進
のための新たな研究教育コースの設置を全
国18箇所で実施した。
・農業に関する研修教育の実施に必要な研
修教育施設の整備を1箇所で実施した。21,486の内数

特例付加年金助成補助金

　認定農業者等の意欲ある農業者の負担軽
減を図るため、保険料の一部を助成し、助
成分の保険料は、特例付加年金の給付に
充てるために積立

1,892 　（独）農業者年金基金を通じて、政策支援
対象者22,305人に対し保険料の一部を補
助した。1,798

農業者年金給付費等負担金

　旧制度（農業者年金基金法の一部を改正
する法律（平成13年法律第39号）による改
正前の制度）の受給者等に対し年金等を給
付

123,805 　（独）農業者年金基金を通じて、旧制度の
年金受給者等746,569人（旧経営移譲年金
と旧農業者老齢年金の併給者を含む）に対
し年金等を給付した。123,805

 ５手段－5



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

農地売渡業務等円滑化対策補給金

　旧制度（農業者年金基金法の一部を改正
する法律（平成13年法律第39号）による改
正前の制度）の下で農地取得のために行っ
た融資の償還等に際し、国から利子補給

53
　新規の貸付がなく、現在は債権の管理・回
収のみを行っていること等から補給金の交
付を停止した。

0

農業者年金基金監査等委託費

　農業者年金基金制度の業務を受託した者
の資質向上及び適正かつ円滑な業務運営
を図るため、都道府県に委託して現地にお
ける事業の実施状況を監査・指導

10 　農業者年金基金制度の業務を受託した者
の資質向上及び適正かつ円滑な業務運営
を図るため、38都道府県において、（独）農
業者年金基金から業務を受託した機関に対
する監査・指導を実施した。5

農林漁業団体職員共済組合事務費補
助金

　公的年金のひとつである農林年金（農林
漁業団体職員共済組合）の運営に対して他
の共済年金と同様に年金給付費等を補助

301

　公的年金制度として、農林年金の受給権
者に対し農林漁業団体職員共済組合から
農林年金を給付した（22年10月末時点受給
権者数：41万人）。

301

農林漁業団体職員共済組合年金給付
費補助金

1,252

1,252

独立行政法人農業者年金基金特例付
加年金勘定運営費交付金

　独立行政法人農業者年金基金が適切か
つ円滑に業務を行うために必要となる経費
を交付

533

　(独）農業者年金基金に対し、業務運営の
財源に充てるために必要な金額を交付し
た。

533

独立行政法人農業者年金基金農業者
老齢年金等勘定運営費交付金

1,356

1,356

独立行政法人農業者年金基金旧年金
勘定運営費交付金

1,688

1,688

独立行政法人農業者年金基金農地売
買貸借等勘定運営費交付金

80

80

 ５手段－6



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

（
３

）
意
欲
あ
る
多
様
な
農
業
者
に
よ
る

農作業事故防止活動確立事業
(再掲：政策分野2）

　農業就業人口当たりの死亡事故発生件数
が年々増加する中、①核となる地域指導者
を設置し、②高齢者など高リスク農業者群へ
の重点指導を行うなど、効果的・効率的な農
業者への指導を行う地域の育成を通じて指
導機関や指導者における実践的な活動手
法を確立し、地域活動のノウハウを整理

10
①公募した全国の８地域において、研修な
どによるリーダー育成を行うとともに、各地域
においてリーダーを中心とした安全啓発活
動を実施した。
②地域での活動を踏まえ、地域活動の進め
方等のノウハウを整理し、セミナーを開催・
公表した。

8

農業者年金等実施事務経費 －

6

－

6

特定の基金に対する負担金等の必要
経費及び損金算入の特例
［所得税・法人税：租税特別措置法第
28条、第66条の11、第68条の95］

　都道府県青年農業者等育成センターに設
置された特定の業務に係る基金に充てるた
めの負担金を農業協同組合等が支出した
場合には、当該負担金を所得税における事
業所得の金額の計算上必要経費に、法人
税における所得の金額の計算上損金の額
に、それぞれ算入することができる。

0

　平成22年度の実績は、０件。

＜0＞

①
農業者の資金需要に応じた
資金調達の円滑化 株式会社日本政策金融公庫法

　農林水産業者の資金調達を支援するため
の金融及び大規模な災害、テロリズム若しく
は感染症等による被害に対処するためのに
必要な金融等を実施

－ 　農林漁業者の経営改善を支援するために
長期かつ低利の資金の融通、また危機の際
に指定金融機関からの融資が円滑に行わ
れるよう措置した。－

農業近代化資金融通法

　農業者等に対し、民間金融機関が行う長
期・低利の農業近代化資金の融通を円滑に
するため、国が農林中央金庫に利子補給を
実施

－ 　農業者等に対し、長期かつ低利の施設資
金等の融通が円滑に行われるよう措置し
た。－

農業信用保証保険法

　農業近代化資金その他農業経営に必要
な資金の融通を円滑にするため、民間金融
機関の農業者等に対する貸付けに係る債
務保証等を実施

－
　民間金融機関の農業者等に対する貸付け
が円滑に行われるよう措置した。

－

 ５手段－7



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

　
　
農
業
経
営
の
特
性
に
応
じ
た
資
金
調
達
の
円
滑
化

農業改良資金融通法

　生産・加工・販売分野でチャレンジ性のあ
る取組を行う農業者に無利子の資金を貸し
付ける株式会社日本政策金融公庫等に対
して、利子補給を実施

－ 　多様な農業者等のチャレンジ性のある取
組(農業改良措置）を支援するために無利子
の資金の融通が円滑に行われるよう措置し
た。－

天災による被害農林漁業者等に対す
る資金の融通に関する暫定措置法（天
災融資法）

　天災によって被害を受けた農林漁業者等
に対し、低利の経営資金等の融通を円滑に
するため、利子補給等を実施

－ 　今年度実績は8道県（15年発生災及び16
年発生災）に対し、利子補給補助を実施し
た。－

被害農家営農資金利子補給等補助金

　天災により被害を受けた農業者等に対し、
低利の経営資金等を円滑に融通するため、
被災地の地方公共団体が融資機関に利子
助成を行う場合に、都道府県に利子補給等
の補助を実施

25 　17年以降、天災融資法の発動対象となる
災害がなく、今年度実績は8道県（15年発生
災及び16年発生災）に対し、利子補給補助
を実施した。2

農業経営基盤強化資金利子助成金等
交付事業

　意欲ある農業者等の経営改善を金融面か
ら支援するため、認定農業者が借り入れる
スーパーＬ資金等の金利負担を軽減させる
ための利子助成金等を交付

9,750
　平成22年度においては、7,134件の新規
利子助成金の交付決定を行った。

7,265

農業経営資金繰り円滑化特別保証事
業費

　農業者が民間金融機関から農業経営に必
要な運転資金の融通を受けやすくするた
め、農業信用基金協会が無担保無保証人
で債務保証引受けを行うために必要な基盤
強化資金を交付

230

　無担保・無保証人で債務保証引受を行う
11県農業信用基金協会に対し交付した。
　執行率が50％未満の理由は、基金協会に
おいて、継続的な予算措置を要することや
事業実施要綱の規定が明確でないとの意
見があり、事業執行の年度中に可能な取組
を行うため、平成22年11月に事業実施要綱
の規定の明確化を図ったが、事業終了まで
十分な期間が無かったため。

36

融資保険基盤強化事業交付金

　農業信用基金協会による保証保険では対
応することが困難な大口融資案件に対応す
るため、（独）農林漁業信用基金に対し、保
険基盤強化交付金を交付

89 　農業信用基金協会による保証保険で対応
困難な大口融資案件に対応するため、（独）
農林漁業信用基金に対し交付金を交付し
た。89

 ５手段－8



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

農業信用保証保険基盤安定事業交付
金

　農業信用保証保険に係る財務基盤を強化
することにより、農業者等に対する資金供給
の円滑化を支援

770 　農業信用保証保険に係る財務基盤を強化
するため、（独）農林漁業信用基金に対し交
付金を交付した。770

農業近代化資金利子補給金
　農業者等に対し、農林中央金庫が行う長
期・低利の施設資金等の融通を円滑にする
ため、国が農林中央金庫に利子補給を実施

5 　平成22年度の新規貸付は０件。
　平成22年度までの約定分13件に対し利子
補給（5百万円）を行った。5

株式会社日本政策金融公庫補助金

　株式会社日本政策金融公庫に対し、民間
金融機関の危機対応業務を円滑に行い得
るよう、危機対応円滑化業務に必要な経費
を補助

54 　平成22年度においては、9件の事案につ
いて危機の認定を行い、株式会社日本政策
金融公庫の危機対応円滑化業務に必要な
経費を補助した。42

株式会社日本政策金融公庫補給金
（農林水産業者向け業務補給金）

　長期・低利資金の融通に伴って生ずる政
策コスト（調達金利と貸付金利との金利差
等）を補填することにより、公庫資金の円滑
な融通を確保

22,018
　農業者向け長期・低利資金の貸付け等を
行うのに必要な経費に対し、利子補給を実
施した。

19,172

株式会社日本政策金融公庫補給金
（危機対応円滑化業務利子補給金）

　株式会社日本政策金融公庫に対し、危機
の際の資金融通の円滑化を支援するため、
利子補給に要する経費を措置

1 　平成22年度においては、9件の事案につ
いて危機の認定を行った。
（平成22年度の利子補給実績は、なし。）
　執行率が50％未満の理由は、指定金融機
関が本制度を利用しなかったため。0

株式会社日本政策金融公庫補給金
（農業改良資金利子補給金）

　生産・加工・販売分野でチャレンジ性のあ
る取組を支援するため、農業者等に対し、
無利子の資金を融通する株式会社日本政
策金融公庫に、政府が利子補給を実施

78
　執行率が50％未満の理由は、平成22年度
においては4月から3月まで平準化して貸付
が行われることを前提として予算を積算した
ところであるが、制度改正の施行が10月から
となり年度前半に貸付がされなかったこと、
当該年度の後半に貸付が集中したことによ
る。

12

 ５手段－9



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

株式会社日本政策金融公庫補給金
（担い手育成農地集積資金利子補給
金）

　ほ場整備を契機とした農地流動化促進の
ための無利子資金を融資する株式会社日
本政策金融公庫に、政府が利子補給を実
施

105 　ほ場整備を契機とした農地流動化促進の
ための無利子資金を融資する株式会社日
本政策金融公庫に利子補給を実施した。105

株式会社日本政策金融公庫出資金

　大規模な災害等による被害に対処するた
めに必要な金融が民間金融機関から迅速
かつ円滑になされるように行う危機対応円滑
化業務（損害担保）に要する資金の出資

136 　大規模な災害等に対応するため、危機対
応円滑化業務を行う株式会社日本政策金
融公庫に対し、出資した。136

農業経営改善促進資金
　意欲ある農業者等が経営改善に要する短
期運転資金を融通

融資枠
100,000 　平成22年度の融資実績（平成22年度末現

在）は、1,434件、12,081百万円を融通した。
－

株式会社日本政策金融公庫資金
　意欲ある農業者等の経営改善を支援する
ため、一般金融機関では対応し難い長期・
低利資金を融通

融資枠
310,000 　平成22年度の融資実績は、9,510件、

244,329百万円を融通した。
－

株式会社日本政策金融公庫資金のう
ち
　農業経営基盤強化資金

　認定農業者の農地や施設整備等のため
の長期・低利資金を融通

融資枠
130,000 　平成22年度の融資実績は、4,806件、

108,438百万円を融通した。
－

株式会社日本政策金融公庫資金のう
ち
　経営体育成強化資金

　前向き投資資金及び償還負担の軽減に
必要な資金を融通

融資枠
10,000 　平成22年度の融資実績は、119件、2,642

百万円を融通した。
－

株式会社日本政策金融公庫資金のう
ち
　農業改良資金

　主業農家の生産・加工・販売分野における
チャレンジ性のある取組を支援するのに必
要な無利子資金を融通

融資枠
9,800 　平成22年度の融資実績は、542件、7,688

百万円。
－

 ５手段－10



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

株式会社日本政策金融公庫資金のう
ち
　農林漁業セーフティネット資金

　自然災害、社会的要因等による一時的な
経営悪化に緊急的に対応する資金を融通

融資枠
22,000 　平成22年度の融資実績は、832件、9,311

百万円を融通した。
－

農業近代化資金（農林中央金庫分）
　民間金融機関が農業者等の施設整備の
ための長期・低利資金を融通

融資枠
3,000

　平成22年度の新規貸付は０件。
　都道府県段階で対応できない資金需要が
生じた場合に対応するための補完的な役割
を担うものであり、実績が見込みから乖離す
ることがある。－

農業近代化資金
　民間金融機関が農業者等の施設整備の
ための長期・低利資金を融通

－ 　都道府県の利子補給分の22年度実績は、
4,557 件、35,510百万円。
　平成17年に税源移譲し、都道府県の責任
において運用されており、国として予算措置
を行っていないため未記入。－

農業経営負担軽減支援資金
　民間金融機関が農業者の償還負担軽減
に必要な資金を融通

－ 　都道府県の利子補給分の22年度実績は、
248件、4,087百万円。
　平成17年に税源移譲し、都道府県の責任
において運用されており、国として予算措置
を行っていないため未記入。－

農林漁業金融事務経費 －
13

－
13

中小企業等の貸倒引当金の特例[法人
税：租税特別措置法第57条の10、第68
条の59]

　農業協同組合等の貸倒引当金について、
繰入限度額を１６％増しとすることができるこ
ととする。

(農協系統)
＜5,363＞ 　平成22年度の実績は、９割以上（調査対

象766件中751件）の農協等が本税制措置を
適用した。(農協系統)

＜5,336＞

 ５手段－11



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

（
４

）
農
業
災
害
に
よ
る
損
失
の
補
填

特定の基金に対する負担金等の損金
算入の特例
［所得税・法人税：租税特別措置法第
66条の11、第68条の95］

・農業信用基金協会に設置された債務保証
業務に係る基金に充てるための負担金を法
人が支出した場合は、当該負担金を法人税
における所得の金額の計算上損金の額に
算入することができる。
・ジェイエイバンク支援協会に設置された支
援業務に係る基金に充てるための負担金を
農業協同組合等が支出した場合には、当該
負担金を法人税における所得の金額の計
算上損金の額に算入することができる。

＜193 ＞

  平成22年度の実績は、110件（79百万円）
に適用。

－

農業信用基金協会が受ける抵当権の
設定登記等の税率の軽減
［登録免許税：租税特別措置法第78条
第２項］

　農業者等が融資機関からの資金の借入れ
に際し、農業信用基金協会から保証を受
け、同協会が不動産を担保とする場合に設
定する抵当権の設定登記
　４／１，０００　→　１／１，０００

＜818 ＞
　平成22年度の実績は、10,349件（619百万
円）に適用。

－

①
共済金の早期支払を通じた
被災農業者の経営安定 農業災害補償法

　農業災害補償法に基づく農業災害補償制
度の適切な運用を通じた災害による損失の
合理的な補填等を実施

－ 　農業災害補償制度の適切な運営を通じた
災害による損失の合理的な補填等を実施し
た。－

損害評価特別事務費補助金
　農業共済団体等における実測による損害
評価、評価眼の統一のための実地研修等
の推進

102 ･平成22年度の実績は、農業共済団体に対
して101,693千円を交付した。
･農業共済団体において、実測による損害
評価、評価眼の統一のための実地研修等を
実施した。102

衛星画像を活用した損害評価方法の
確立事業費

　水稲共済について、衛星画像を活用した
損害評価方法を確立

251

･平成22年度の実績は、農業共済団体に対
して250,347千円を交付した。
・水稲共済について、衛星画像を活用した
損害評価方法の確立を図るため、平成22年
度は35連合会等において本事業を実施し
た。
・収量推計式の策定及び策定した推計式に
より被害ほ場の収量推計を行うシステム開発
の取組みを実施した。

250

 ５手段－12



実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

農業共済事業事務費負担金
　制度の実施機関たる農業共済団体の基幹
的事務費に対してその一定額を負担

41,885 　平成22年度の実績は、農業共済団体（42
連合会（職員1,325人）及び204組合（職員
6,564人））に対して41,885,149千円を交付
し、制度の適正な運営を実施した。41,885

賠償償還及払戻金
　連合会等からの納入再保険料の一部還付
金

11
　平成22年度の実績は、農業共済組合連合
会等に対して納入再保険料の一部還付金
3,155千円を支払った。
　なお、共済引受の変更等に伴う再保険料
の還付が少なかったことにより、8,032千円の
不用額が生じた。

3

再保険金
　農家に支払われる共済金のうち、政府の
責任分

51,335 　平成22年度の実績は、農業共済組合連合
会等に対して共済金のうち、政府の責任分
の51,194,501千円を支払った。51,195

農業共済組合連合会等交付金
　農家が負担する共済掛金のうち国庫が負
担すべき額を農業共済組合連合会等に対
し交付

17,579
　平成22年度の実績は、加入農家に対する
共済掛金国庫負担額から再保険料を控除
した額16,116,346千円を交付した。

16,116

家畜共済損害防止事業交付金
　農業共済組合連合会等が行う特定の疾病
の損害防止事業の推進

634 ・平成22年度、農業共済組合連合会等に対
して595,558千円を交付した。
・特定の疾病につき、検査及び検査に基づ
く飼養管理指導等の疾病の早期発見・発病
の未然防止活動を実施。596

 ５手段－13


