
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

意欲と能力のある担い手の育成・確保

【政策分野全体の目指す姿】

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

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）

農業従事者の減少と高齢化、規模拡大の遅れなど、現状の農業構造のままでは、国内農業生産の維持が困

難になることから、認定農業者の育成、担い手に対する農地の利用集積及び、新規就農の促進を推進するこ

とにより、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、強靱な農業構造を確立する。

目標①：担い手の育成・確保
目標値：農業経営改善計画の認定数 実績値：24.6万経営体（速報値）達成状況：112.5％ 達成ランク：Ａ

24.4万経営体（H17年度）

要因の分 (1) 達成状況は、112.5％（速報値：達成ランクＡ）

析・改善 となり、分野の施策全体として有効である。

の考え方 これは、①担い手の育成・確保に向けた運動

を強力に展開したこと、②各種事業において担

い手への支援の集中化・重点化の取組を徹底し

たこと、③認定農業者制度の運用改善等の徹底

が図られたことなどが主な要因と考えられる。

(2) 今後は、品目横断的経営安定対策と一体的に、

担い手の育成・確保の取組を強化するため、引

き続き、認定農業者や特定農業団体等への発展

を促すとともに、経営改善を図るための各種支援を集中的・重点的に実施する必要がある。特

に、認定農業者に対しては、効率的かつ安定的な農業経営を目指して農業経営改善計画を着実

に達成できるよう、また、土地利用型農業においては、集落営農の組織化・法人化を加速的に

進めるため、集落リーダーの育成や集落営農の確実な法人化等による基礎的な経営条件の整備

に対する支援を実施する必要がある。

目標②：担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進
目標値：担い手への農地利用集積面積 実績値：231.5万ha（推計値） 達成状況：61.9％ 達成ランク：Ｂ

233.1万ha（H17年度）

要因の分 (1) 達成状況は、61.9％（推計値：達成ランクＢ）

析・改善 と低調であり、有効性の向上を図る必要がある。

の考え方 この要因としては、①農業所得の不安定等担

い手を取り巻く経営環境の問題、②農地の転用

期待を背景とした強い資産保有意識の問題、③

集落内の担い手不足の問題等農地の出し手・受

け手双方に関わる事由が複合的に関係している

ほか、市町村合併の進展による推進体制の立ち

後れ等が影響していると考えられる。

(2) 今後、強靱な農業構造を確立するためには、
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○農業経営改善計画数の目標と実績
（単位：万経営体）

○担い手への農地利用集積面積の目標と実績
（単位：万ha）



土地利用型農業を中心に、担い手への農地利用集積を促進する必要があることから、農業委員

会によるあっせん・調整活動、農地保有合理化事業による農地の中間保有と再配分機能の活用

など、従来の取組を引き続き行うほか、農業経営基盤強化促進法（一部改正）の施行を踏まえ、

①集落における土地利用調整等に関する合意形成、②認定農業者への要活用農地の利用集積、

③農外からの企業の新規参入などを促進するとともに、有効性に問題がある事業については見

直しを行う必要がある。

目標③：人材の育成・確保
目標値：新規就農青年数の確保者数 実績値：12.1千人／年（推計値） 達成状況：100％ 達成ランク：Ａ

12.0千人／年

要因の分 (1) 達成状況は、100％（推計値：達成ランクＡ）

析・改善 となり、分野の施策全体として有効である。

の考え方 これは、①農業への就業に関心を持つ人が増

加してきたこと、②「農林業をやってみよう」

プログラムを踏まえ、新規就農者対策の充実と

就業対策が浸透してきたこと、③習熟度合いに

応じた技術・経営研修、就農支援資金の貸付け

など就業形態や経営の発展段階に応じたきめ細

かい対策を講じたことなどが主な要因と考えら

れる。

(2) 認定農業者等を育成・確保していくためには、新たな担い手を確保するとともに、女性の認

定農業者や集落営農のリーダーの育成、高齢者の経営・知識の活用等を推進することが必要で

あることから、①深刻化する若年者の雇用問題や「団塊の世代」の問題等就農支援に対する新

たなニーズの出現、②若年労働人口の減少、③女性の農業経営者としての位置づけが不明確等

の問題など、多様化する就農ルートごとの課題に対応した支援等の体系的な整備を行う必要が

ある。

【政策分野の総合的な評価】

担い手の育成・確保については、達成状況が良好であることから、引き続き、現在の施策を実施する必要

がある一方、担い手への農地利用集積については、達成状況が良好とは言えないことから、実績が低調な事

業の見直しなど、より一層の取組が必要である。

また、人材の育成・確保については、達成状況は良好であるものの、安定的に達成されることが重要であ

ることから、引き続き、取組の促進が必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/8_1.pdf
担当：経営局経営政策課 ℡０３－３５０１－３７４２
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政策評価結果書

平成１８年３月３１日
（最終改訂同年７月７日）

実績評価（目指すべき姿と目標設定の考え方）

政策分野 意欲と能力のある担い手の育成・確保

政策分野主管課 政策分野主管課：経営局経営政策課
及び関係課 関 係 課：経営局構造改善課、金融調整課、普及・女性課

政策分野の全体 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
の目指す姿 造を確立する

重点的に取り組むべき課 目 標
題(課題ごとに目指すべ （政策の有効性に関する指標 判断に用いる指標・データ
き姿) ／政策の有効性を判断する視点）

農業従事者の減少と高齢 ①担い手の育成・確保 各都道府県及び市町村が各年度
化、規模拡大の遅れなど、 ６、９、１２及び３月末段階の
現状の農業構造のままでは、 指 標：農業経営改善計画の認定数 農業経営改善計画の認定数を調

注１

国内農業生産の維持が困難 目標年度：平成２１年度 査し、これを国で集計
になることから、認定農業 目 標 値：農業経営改善計画の認定数
者の育成、担い手に対する ３０.８万経営体
農地の利用集積及び、新規 （毎年度１.６万経営体）
就農の促進を推進すること 基 準 値：１６年度末で２２.８万
により、効率的かつ安定的 経営体
な農業経営が農業生産の相
当部分を担う、強靱な農業
構造を確立する。

②担い手（家族農業経営及び法人経営） 各都道府県が各年度末時点の担
への農地利用集積の促進 い手（家族農業経営及び法人経

営）への農地利用集積面積を調
指 標：※担い手（家族農業経営及 査し、これを国で集計

び法人経営）への農地利
用集積面積

目標年度：平成２１年度
目 標 値：※担い手（家族農業経営及

び法人経営）への農地利
用集積面積
２５０万ha

（毎年度４．２万ha）
基 準 値：１６年度末で

２２８．９万ha

※ 担い手（家族農業経営及び法人経
営）の定義
効率的かつ安定的な家族農業経営

及び法人経営並びにこれらを目指し
て経営改善に取り組む農業経営。
具体的には次のとおり。

ａ特定農業法人を除く認定農業者
注２

ｂ市町村基本構想の水準到達者
注３

ｃ今後育成すべき農業者（集落営農
注４ 注５

除く）



③人材の育成・確保 統計部の各年度の調査に基づく
３９歳以下の新規就農者数の値

指 標：新規就農青年数の確保者数 を調査・集計
目標年度：平成２１年度
目 標 値：１２千人／年
基 準 値：１２千人／年

《用語解説》

注１ 農業経営改善計画
農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者になるために、農業者が市町村に提出する計画。

注６

農業経営の現状、５年後に実現を目指す農業経営の改善に関する目標、目標を達成するためにとるべき措
置を記載する。
市町村から農業経営改善計画の認定を受けた者が認定農業者である。

注２ 特定農業法人
農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方と

して、地域の地権者の合意を得た農業生産法人。
地域の地権者から依頼があったときは、農作業の受託や農地を借り受ける義務を負う。

注３ 市町村基本構想の水準到達者
市町村基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している農業者。

注４ 今後育成すべき農業者
将来にわたって経営規模の拡大を行おうとする者で、地域の農業の担い手になることが見込まれる農業者。

注５ 集落営農
集落など地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業生産工程の全部又は一部を共同して行う営農

活動、又はそのような営農活動を行う組織の総称。（任意組織の形態をとっているものが多い。）
①共同購入した機械・施設の共同利用、②転作田の団地化など農地の利用調整、③中心的な担い手に主な

作業を委託し、生産から販売まで共同化するなど、地域の実情に応じてその取組内容は多様である。
農業政策上も、①生産の効率化、②コストの低減、③農地の保全、管理等それぞれの集落営農の機能・役

割に応じ、支援策を講じている。

注６ 農業経営基盤強化促進法（基盤強化法）
効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、育成すべき農業経営の目標を明らかにし、その目標に向

けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対して、農用地の利用の集積及びこれらの農業者の
経営管理の合理化、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律。
①認定農業者制度、②市町村による農用地利用集積計画の作成、③農用地利用改善事業（特定農業法人制

度及び特定農業団体制度を含む。）、④農地保有合理化法人等を内容とする。



実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第３の２農業の持続的な発展に関する施策

目標年度 －

目 標 値 －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕

農業の持続的な発展のためには、※効率的かつ安定的な農業経営を育成し、このような農業経営が農
業生産の相当部分を担う望ましい農業構造を確立することが必要である。
しかしながら、我が国の農業生産構造については、農業従事者の減少・高齢化が急速に進展するとと

もに、土地利用型農業を中心に農業経営の規模拡大が遅れるなど、脆弱化が進行している。
注７

これに対し、これまでも認定農業者の育成・確保、農地の利用集積、新規就農の促進等に取り組んで
きたが、その効果は限定的なものにとどまっており、従来の取組のままでは、食料の安定供給の確保や
多面的機能の発揮、地域の経済社会の維持・発展に支障が生じるおそれがある。
このため、地域の農業に関わる多様な主体が存在する中で、農業生産を中心的に担う経営と兼業農家、

高齢農家等との役割分担についての合意形成を図りながら、担い手（※「効率的かつ安定的な農業経営」
及びこれを目指して経営改善に取り組む農業経営）の育成・確保やこれらへの農地の利用集積に向けた
動きを加速化させていく必要があることから、本政策分野を位置付ける。

※ 「効率的かつ安定的な農業経営」とは、主たる従事者が他産業従事者と同等の労働時間で地域における他
産業従事者とそん色ない水準の生涯所得を確保し得る経営のこと。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

目標① 担い手の育成・確保

平成１７年３月に「食料・農業・農村基本計画」と併せて策定した「農業構造の展望」において、平
成２７年の「効率的かつ安定的な家族農業経営」を３３～３７万と掲げていることを踏まえ、「効率的か
つ安定的な農業経営を目指して経営改善に取り組む認定農業者」を育成することによって、この構造展
望の実現を図ることとし、「農業経営改善計画の認定数」を目標として設定する。
また、政策分野の目標年度については、目標が、「食料・農業・農村基本計画」と併せて平成２７年を

見通して策定した「農業構造の展望」を基礎に設定されていることから、その中間年である平成２１年
度としたところである。（目標②と目標③も同じ）

目標② 担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進

「農業構造の展望」において、効率的かつ安定的な家族農業経営及び法人経営に農地利用の６割程度
が集積されるとしていることを踏まえ、これらの農業経営への農地の利用集積を促進することとし、「担
い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進」を目標として設定する。

目標③ 人材の育成・確保

「農業構造の展望」の農業労働力の見通しにおいて、新規就農青年（３９歳以下）数が毎年１万２千
人程度で継続すると見込んでいることを踏まえ、「新規就農青年の確保者数」を目標として設定する。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 担い手の育成・確保

平成２６年度末の農業経営改善計画の認定目標数は、「農業構造の展望」が示す平成２７年の「効率的
かつ安定的な家族農業経営」３３～３７万の中間値３５万に、農業経営改善計画の認定数と認定農業者
の実数に概ね４万の差が生じていることを踏まえ、概ね３９万とする。
このことから、平成２１年度末の目標値については、平成１６年度末の農業経営改善の認定数２２．

８万を起点として、平成２６年度末の農業経営改善計画の認定目標数を年均等ペースで達成し得る単年



度の増加目標である１．６万／年を向こう５年を積み上げた３０．８万経営体とする。

基準値及び算出方法
農業経営改善計画の認定数
・目標年度：平成２１年度
・目 標 値：農業経営改善計画の認定数 ３０.８万経営体(毎年度１.６万経営体)
・基 準 値：１６年度末 ２２.８万経営体

達成率の計算方法
・達成率＝(当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値－基準値)×１００(％)

目標② 担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進

新たな食料・農業・農村基本計画で示された平成２７年の総農地面積４５０万haに、「農業構造の展望」
において、効率的かつ安定的な家族農業経営及び法人経営に利用集積されるとされた割合（６割程度）
を乗じて得た農地面積２７０万haと、平成１６年度末の集積面積２２８．９万haとの差４１．１万haを
今後１０年で計画的に増加させていくこととし、毎年度の増加目標面積を４．２万ha、５年後の平成
２１年度の集積目標面積を２５０万haとした。

基準値及び算出方法
担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積面積
・目標年度：平成２１年度
・目 標 値：担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積

２５０万ha（毎年度４．２万ha）
・基 準 値：１６年度末で２２８．９万ha

達成率の計算方法
・達成率＝(当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値－基準値)×１００(％)

目標③ 人材の育成・確保

新規就農青年数は、近年、１．２万人弱で推移しており、さらに少子化の影響から３９歳以下の労働
力人口が急速に減少していくことが想定されるが、これを政策的な努力により維持することとし、平成
２１年の目標年度までの間、毎年の新規就農青年の確保者数を１万２千人とする。

基準値及び算出方法
新規就農青年数
・目標年度：平成２１年度
・目 標 値：新規就農青年の確保者数 １万２千人／年
・基 準 値：１万２千人／年

達成率の計算方法
・ 達成率＝(当該年度新規就農青年数)÷１万２千人×１００(％)

《用語解説》

注７ 土地利用型農業
農地に米、麦、大豆、飼料作物などを作付け、栽培管理、収穫などを行う農業。
一方で、酪農、施設園芸等、施設を使った農業を施設型農業という。我が国の場合は、国土条件等から、土

地利用型農業についての諸外国との採算格差を是正することが農政上の大きな課題となっている。



実績評価（目標値と実績値の推移）

目標① 担い手の育成・確保

【目標値と実績値の推移】（農業経営改善計画数） （単位：万経営体）

（単位：万経営体）

１６年度(基準) １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目標値 － 24.4 26.0 27.6 29.2 30.8

実績値 22.8 24.6

達成率 － 112.5%

（注）１７年度の実績値は速報値。

【参考データ】

(1) 農業経営改善計画の認定数の推移
（単位：万経営体）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

16.6 18.5 19.8 21.3 22.8 24.6

(15.0) (16.3) (17.2) (18.2) (19.2) (20.1)

資料：経営局経営政策課調べ
（注1）上段は延べ数で速報値、下段は実数で少数点以下第２位で四捨五入。
（注2）各年度末現在の数値。各数値の関係は以下のとおり。

① 実数＝延べ数－再認定を受けなかった計画数－死亡・離農等に係る計画数
② 当該年度３月末の数値（実数）＝前年度末の数値（実数）＋当該年度の新規認定数

－当該年度中に再認定を受けなかった計画数－当該年度の死亡・離農等に係る計画数
③ 当該年度３月末の数値（延べ数）＝前年度末の数値（延べ数）＋当該度中の新規認定数

(2) 青色申告者数の推移
（単位：千人）

12年分 13年分 14年分

350 365 371

資料：国税庁調べ（各年分とも翌年３月１５日現在）
（注）数値は、事業所得が農業所得のみの青色申告者数（納税額がない者を含む）。

(3) 農業生産法人数の推移
注８

（単位：法人）

12年 13年 14年 15年 16年 17年

5,889 6,213 6,547 6,953 7,383 7,904

資料：経営局構造改善課調べ
（注）各年１月１日現在の数値。
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(4) 集落営農数の推移
（単位：集落営農）

12年 17年

9,961 10,063

資料：農林水産省「農業構造動態調査 地域就業等構造調査（Ｈ１２．１１．１現在）」
農林水産省「集落営農実態調査（Ｈ１７．５．１現在）」

(5) 特定農業法人数の推移
（単位：法人）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

73 97 149 210 281 345

資料：経営局経営政策課調べ
（注）各年度末現在の数値。

(6) 特定農業団体数の推移
注９

（単位：団体）

15年度 16年度 17年度

22 142 213

資料：経営局経営政策課調べ
（注）各年度末現在の数値。

目標② 担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進

【目標値と実績値の推移】（担い手〔家族農業経営及び法人経営〕への農地利用集積面積）
（単位：万ha）

（単位：万ha）

１６年度(基準) １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目標値 － 233.1 237.3 241.5 245.7 249.9

実績値 228.9 231.5

達成率 － 61.9%

（注）１７年度の実績値は推計値。
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【参考データ】

1) 認定農業者への農地利用集積面積の推移
（単位：万ha）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

担い手への農地利用集積面積 215 218 221 225 229 232

うち認定農業者 100 113 121 131 143 －

資料：経営局構造改善課調べ
（注）各年度末現在の数値（１７年度は推計値、うち認定農業者は実績として９月頃取りまとめ予定）。

2) 集積主体別、権利設定別の農地利用集積面積（平成１６年度末）
（単位：万ha、％）

自己所有地 借入地 作業受託 合計

認定農業者 91(63.2) 39(27.2) 14( 9.5) 143(100.0)

市町村基本構想の水準到達者 16(77.2) 4(19.9) 1( 3.0) 21(100.0)

今後育成すべき農業者等 44(67.6) 13(19.9) 8(12.4) 65(100.0)

資料：経営局構造改善課調べ
（注）面積については小数点以下で、また、割合については小数点以下第２位で四捨五入。

3) 集積形態別の利用集積状況
（単位：万ha、％）

自己所有地 借入地 作業受託 合計

１２年度 150(69.8) 44(20.5) 21( 9.8) 215(100.0)

１３年度 151(69.3) 46(21.1) 21( 9.6) 218(100.0)

１４年度 149(67.4) 50(22.6) 22(10.0) 221(100.0)

１５年度 150(66.7) 53(23.6) 22( 9.8) 225(100.0)

１６年度 150(65.7) 56(24.5) 22( 9.8) 229(100.0)

１７年度 － － － 232(100.0)

資料：経営局構造改善課調べ
（注1）各年度末現在の数値（１７年度は推計値、内訳は実績として９月頃取りまとめ予定）。
（注2）面積については小数点以下で、また、割合については小数点以下第２位で四捨五入。

目標③ 人材の育成・確保

【目標値と実績値の推移】(新規就農青年数)
（単位：人）
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（単位：人）

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目標値 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

実績値 12,100

達成率 100.8%

（注）１７年度の実績値は推計値。

【参考データ】

1) 新規就農青年数と新規就農者数の推移
（単位：千人）

暦 年 12年 13年 14年 15年 16年 17年

新規就農青年数 11.6 11.7 11.9 11.9 12.3(推計) 12.1(推計)

新規就農者合計 77.1 79.5 79.8 80.2 － －

資料：１５年までは農業構造動態調査、農業センサスによる実績
１６、１７年は経営局普及・女性課による推計

（注）各年１月１日現在の数値。

《用語解説》

注８ 農業生産法人
農地等の権利を取得できる法人のこと。
農地法では、農地等の権利を取得できる法人は、原則として、農業生産法人の要件を満たすものに限られて

いる。

注９ 特定農業団体
農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の３分の２以上を農作業受託により集積する相手方として、

地域の地権者の合意を得た任意組織。
地域の地権者から依頼があったときは、農作業を引き受ける義務を負う。
要件として、①代表者等の定めがある定款又は規約を有していること、②５年以内に農業生産法人となるこ

と等を内容とする計画を有していること、③耕作又は養畜について構成員全てで費用の共同負担・利益の配分
をしていること等を満たす必要がある。
なお、②の計画に基づいて法人化した場合には、特定農業法人になることが想定される。



実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況
担い手の育成・
確保 本年度の目標値 24.4万経営体（基準年からの通算）

本年度の実績値 24.6万経営体（基準年からの通算＜速報値＞）
達成状況 112.5％ 達成ランク Ａ
基準値 16年度末 22.8万経営体
112.5(％)＝(24.6万経営体－22.8万経営体)÷(24.4万経営体－22.8万経営体)

×100(％)

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 達成状況は１１２．５％（速報値）であり、分野の施策全体としては有効である。
・ これは、
① 地域の話し合いと合意に基づき、将来にわたって地域農業を担う、意欲と能力
のある担い手の育成・確保に向けた運動を強力に展開（「担い手育成・確保のため
の取組の加速化について（H17.5.19）」（資料１）、「品目横断的経営安定対策の導
入に向けた担い手育成・確保の取組の推進方針について（H17.11.21）」（資料２））
したこと、
・全都道府県において、意見交換会等を約６，４００回実施（3/31現在）
・本省都道府県担い手育成責任者による都道府県知事等への要請活動の実施
（36道府県で実施（3/2現在）

・担い手育成総合支援協議会は、都道府県段階では全て設立済み、地域段階で
も全国で８９３設立済み（3/31現在）

② 各種事業において、認定農業者を中心とする担い手への支援の集中化・重点化
の取組を徹底するとともに、新たな基本計画及び経営所得安定対策等大綱におい
て、平成１９年産から導入する品目横断的経営安定対策の対象者として、認定農
業者を基本とすることとしたこと、

③ 認定農業者制度の運用改善等の徹底（「認定農業者制度の運用改善のためのガイ
ドラインについて（H15.6.27）」（資料３）、「今後の担い手政策の推進について（H
16.9.29）」（資料４）、「農業経営基盤強化促進法に基づく都道府県基本方針及び市
町村基本構想の見直し等について（H17.9.1）」（資料５））が着実に図られたこと

等が主な要因と考える。
・ しかしながら、
① これら取組により担い手の育成・確保の必要性に関する認識は現場レベルまで
相当程度浸透していることから、今後は、担い手の具体的積み上げ活動を加速的
に実施する必要があること、
② 土地利用型農業において、リーダーの不在や機械等の処分への抵抗感などを理
由として、集落営農の組織化・法人化が遅れていること

等が課題となっている。
・ 一方で、認定農業者制度においては、農業経営改善計画の認定を受けることが目
的となりがちであるが、これはあくまでも経営改善に向けた入り口の段階であり、
本制度の本来の目的は、農業経営改善計画に盛り込まれた経営改善に関する目標を
達成することにより、効率的かつ安定的な農業経営となることである。

・ しかし、平成１７年度に実施した経営情報総合調査分析事業のアンケート調査（調
査対象：販売促進活動に取り組んでいる認定農業者９６６経営体）（資料６）による
と、農業経営改善計画の総合的な達成可能性の自己評価について回答のあった
５４４経営体のうち、概ねまたは十分達成可能としているのは５３％に止まってお
り、また、１２．５％に当たる６８経営体にあっては、達成可能性が半分以下また
は全く達成不能としていることから、今後、農業経営改善計画の達成に向けた支援
の更なる充実が望まれる。

改善・見直しの方向

・ 担い手の育成・確保を促進し、品目横断的経営安定対策と一体的に担い手の育成
・ 確保の取組を強化するためには、引き続き、担い手となり得ることが見込まれる
者に対して、認定農業者や特定農業団体等への発展を促すとともに、その経営改善



を図るための各種支援を集中的・重点的に実施することが必要である。
特に、認定農業者に対しては、効率的かつ安定的な農業経営を目指して農業経営

改善計画を着実に達成できるよう、その経営発展を支援することが必要である。
・ また、構造改革の立ち後れが課題となっている土地利用型農業においては、集落
営農の組織化・法人化を加速的に進める必要があり、現場において最大の課題とさ
れている集落リーダーの育成や集落営農の確実な法人化等による基礎的な経営条件
の整備に対する支援を実施し、地域の取組を軌道に乗せることが必要である。

目標② 目標値、実績値、達成状況
担い手（家族農
業経営及び法人 本年度の目標値 233.1万ha（基準年からの通算）
経営）への農地 本年度の実績値 231.5万ha（基準年からの通算＜推計値＞）
利用集積の促進 達成状況 61.9％ 達成ランク Ｂ

基準値 16年度末 228.9万ha
61.9(％)＝(231.5万ha－228.9万ha)÷(233.1万ha－228.9万ha)× 100(％)

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 達成状況は６１．９％（推計値）と低調であり、その政策手段について、有効性
の向上を図る必要がある。

・ この要因としては、農産物価格ひいては農業所得が不安定であるなど担い手を取
り巻く経営環境の問題、農地の転用期待を背景とした強い資産保有意識の問題、あ
るいは、集落内における担い手不在の問題など、農地の出し手・受け手双方に関わ
る事由が複合的に関係していると考えられるほか、市町村合併の進展に伴い、農地
の利用集積に主体的な役割を果たす農業委員の減少（前年比８３％）や、推進体制
の立ち遅れ等が影響しているものと考えられる。（資料７）

・ 地域的には、東海地方では、大都市圏を中心に農地価格が高いことから、作業受
託への依存度が高く、農地の売買、賃借は進みづらい状況、近畿地方では、果樹、
野菜、花卉産地を中心に利用集積よりも高付加価値化等による収益性の向上を目指
す担い手が増加している状況、九州地方では、農地分散化により、集積が進まなく
なっている状況などの特徴がみられる。（資料８）

・ 一方、農林水産省が、平成１６年度に農家の意向を調査した結果（資料９）によ
ると、農業者の意識としては、
① 周辺地域に農業の担い手が確保されている場合は、８割が担い手に農地を利用
集積する意向があること、
② 担い手に農地を面的にまとまった形で利用集積するためには、７割が地域内の
話し合いによる合意形成が必要であると理解していること

など農地の利用集積に対する必要性や必要な手法についての理解が高い状況にある。
・ このような中で、平成１７年度には、農業経営基盤強化促進法を改正し、
① 農地保有合理化事業の充実による農地の仲介機能の強化、
② 農用地利用規程の充実による集落の農地利用の基本方針や集落構成員の役割分
担の明確化、
③ 要活用農地が相当程度存在する区域において、農業生産法人以外の法人の農地
のリース方式による農業参入

などによる担い手への農地の利用集積の加速化のための措置を講じるとともに、
④ 農地の利用集積を広域的・集団的に促進するために、インターネット等により
農地情報を公開し、地域外から引受希望者を募集できる仕組みを構築（１８２市
町村が公開）、
⑤ 品目横断的経営安定対策の導入に向けた、地域における担い手の明確化による
農地の利用集積の進展

などの各種施策の実施により、その着実な実施を図ったところである。

改善・見直しの方向

・ 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、強靱な農業構造を確
立するためには、特に、土地利用型農業を中心に、担い手への農地利用集積を促進
することが必要である。

・ このため、農業委員会によるあっせん・調整活動、農地保有合理化事業による農
地の中間保有と再配分機能の活用など、従来からの取組を引き続き行うほか、農業
経営基盤強化促進法（一部改正）の施行を踏まえ、



① 集落における土地利用調整等に関する合意形成
② 認定農業者への要活用農地の利用集積
③ 農外からの企業の新規参入
などを促進していく必要がある。

・ 本事業の有効性の向上を図るため、有効性に問題があると判断され、例えば、実
績が低調な事業については、見直しを行う必要がある。

目標③ 目標値、実績値、達成状況
人材の育成・確
保 本年度の目標値 12千人

本年度の実績値 12.1千人＜推計値＞
達成状況 100％ 達成ランク Ａ
基準値 毎年12千人

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 達成状況は１００％（推計値）であり、分野の施策全体としては有効である。
・ これは、
① 職業感の変化、景気低迷に伴う雇用情勢を背景に、自然と向き合いながら生産
活動を行う農業への就業に関心を持つ人が増加してきたこと、
② 平成１５年４月に農林水産省と厚生労働省が連携して策定した「農林業をやっ
てみよう」プログラムを踏まえ、新規就農者対策の充実と雇用形態での就業対策
が、相当程度浸透してきたこと、
③ 就農の際に必要となる「技術の習得」、「資金の手当て」、「農地の確保」といっ
た課題に対応しつつ、新規就農者の習熟度合いに応じた技術・経営研修、就農支
援資金の貸付け等、就農形態や経営の発展段階に応じたきめ細かい対策を講じた
こと
等が主な要因と考えられ、ニューファーマーズフェアへの来場者数も年々増加傾向
にあり、その証左となっている。

改善・見直しの方向

・ 構造展望の達成、品目横断的経営安定対策の対象となりうる認定農業者等を育成
・確保していくためには、農業の新たな担い手を確保するとともに、農業生産、加
工・販売等の部門で重要な役割を担う女性の認定農業者や集落営農のリーダーの育
成、高齢者の担い手に対する経営・知識の活用等を推進することが必要である。

・ しかしながら、
① 深刻化する若年者の雇用問題や定年期を迎える「団塊の世代」の問題等就農支
援に対する新たなニーズの出現、

② 農業を取り巻く厳しい社会経済情勢や少子化による若年労働人口の減少、
③ 男女共同参画に関する認識はある程度浸透したが、女性の認定農業者の割合は
夫婦による共同申請を含めても２％程度となっており、女性の農業経営者として
の位置づけが不明確

等の問題がある。
・ このため、近年深刻化する若者の雇用問題や、定年期を迎える「団塊の世代」の
動きにより生じる新たなニーズに対応した取組の支援を行うことにより、新規就農
者の育成・確保対策を機動的かつ戦略的に推進するなど多様化する就農ルートごと
の課題に対応した支援等の体系的な整備が必要である。

総合的な所見 ・ 農業従事者の減少・高齢化など、農業の生産構造のぜい弱化が進行する中で、効
（各局政策評価 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、強靱な農業構造を構築す
担当課長） ることが最も重要である。

・ このため、担い手(効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善に取
り組む農業経営)の育成・確保や農地の利用集積に向けた取組を加速化するととも
に、担い手へ発展することが期待される新規就農等を促進し、「農業構造の展望」の
実現を図ることが必要である。

・ このような中で、担い手の育成・確保については、市町村の認定を受けた農業経
営改善計画の数（速報値）が目標に達し、達成状況が良好であることから、引き続
き、現在の施策を実施する必要がある一方、担い手への農地利用集積については、
目標面積の６１．９％（推計値）に止まり、達成状況が必ずしも良好とは言えない



状況にあることから、成果目標の実績が低調な事業の見直しなど、より一層の取組
が必要である。
また、人材の育成・確保については、新規就農青年数（推計値）が目標数に達し

ており達成状況は良好であるものの、安定的に達成されることが重要であることか
ら、引き続き取組の促進が必要である。

《用語解説》

注10 品目横断的経営安定対策
これまでは、すべての農業者を対象に個々の品目ごとに講じられてきた対策を見直し、意欲と能力のある担

い手に対象を限定（認定農業者及び一定の条件を備えた集落営農）し、その経営の安定を図ることを目的とし
た対策である。
具体的には、

① 諸外国との生産条件格差を是正するための補填（対象品目：麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）
② 収入の変動の影響を緩和するための補填（対象品目：麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）
を実施することとしている。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果は概ね妥当であるものの、担い手への農地利用集積の促進については、目標に達していない。
平成１７年度に農業経営基盤強化促進法の改正や経営所得安定対策等大綱を策定し、施策の抜本的な見

直しを行ったことから、今後は品目横断的経営安定対策の対象となる担い手への農地の利用集積の取組を
強力に推進するとともに、その進捗状況と効果について十分検証を行う必要がある。
また、担い手の育成・確保について、「地域水田農業ビジョン」において担い手とされながら依然、認定

農業者になっていない者の認定農業者への誘導対策について検討する必要がある。
なお、本分野においては、調査や研修に係る複数の委託事業があることから、実施主体の一本化や類似

事業の統一或いは国自ら調査を行うことの可否などについて再度検討し、予算の効率的な執行に努める必
要がある。

【評価会委員の意見】
○担い手への農地利用集積が遅れているが、土地問題にきちんと対応しないと行き詰る。具体的には転用
期待をどう排除するかにあると思うが、現状では土地の長期保有が安いコスト(税金)でできる状況。課税
の問題や農地法の耕作者主義を抜本的に見直すことが必要ではないか。（合瀬委員）

○農業の担い手はゴーイングコンサーンでなければならない。株式会社の参入はもっと積極的にやっても
よいのではないか。(田中委員)

○農地を農地として保有しながら利用しないのが問題。農業が大事なのか、農家が大事なのか。議論を尽
くす必要がある。また、農地の利用集積を進めるためには、実現できるのであれば、長期間転用規制を行
うような仕組みとセットで考える必要があるのではないか。(立花委員)

○認定農業者や新規就農について、人の数だけではなく、中身、質の分析も必要なのではないか。(今村委
員)



（参考１）

意欲と能力のある担い手の育成・確保に係る達成状況のシミュレート

目標① 担い手の育成・確保

（単位：万経営体）

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

２２．８ ２４．６ ３０．８

（目標）

目 標 +1.6万経営体 +1.6万経営体 +1.6万経営体 +1.6万経営体 +1.6万経営体

実 績 +1.8万経営体

【単 年 度】

目標増加数 ：１．６万経営体

実績増加数 ：１．８万経営体

達 成 度 合 ：１．８万経営体 ／ １．６万経営体 × １００ ＝ １１２．５％

【累 計】

目標増加数 ：１．６万経営体

実績増加数 ：１．８万経営体

達 成 度 合 ：１．８万経営体 ／ １．６万経営体 × １００ ＝ １１２．５％



(参考２－１)

①認定農業者数 ②主業農家数

（１８年３月末現在） （１７年２月１日） ①／②

 全　　　国 200,842 428,514 46.9%

29,799 38,201 78.0%

青森 4,583 19,084 24.0%

東 岩手 6,915 12,715 54.4%

宮城 5,174 10,496 49.3%

秋田 8,183 11,323 72.3%

北 山形 7,302 13,996 52.2%

福島 5,601 14,287 39.2%

37,758 81,901 46.1%

茨城 6,634 18,566 35.7%

関 栃木 6,150 12,980 47.4%

群馬 4,190 10,808 38.8%

埼玉 4,184 10,899 38.4%

千葉 4,045 17,726 22.8%

東京 702 2,148 32.7%

神奈川 1,887 4,788 39.4%

山梨 1,968 5,726 34.4%

東 長野 6,012 14,182 42.4%

静岡 6,036 13,936 43.3%

41,808 111,759 37.4%

北 新潟 9,817 12,275 80.0%

　 富山 1,037 1,931 53.7%

　 石川 1,168 2,246 52.0%

陸 福井 750 1,519 49.4%

12,772 17,971 71.1%

東 岐阜 1,791 3,529 50.8%

愛知 3,247 13,000 25.0%

海 三重 2,003 3,819 52.4%

7,041 20,348 34.6%

滋賀 1,456 1,837 79.3%

近 京都 933 3,294 28.3%

大阪 1,150 2,100 54.8%

兵庫 1,631 5,750 28.4%

畿 奈良 904 2,317 39.0%

和歌山 2,932 9,432 31.1%

9,006 24,730 36.4%

鳥取 1,047 3,427 30.6%

中 島根 1,066 2,588 41.2%

岡山 3,328 4,770 69.8%

国 広島 1,136 3,998 28.4%

山口 889 3,153 28.2%

四 徳島 1,427 5,496 26.0%

香川 1,178 3,517 33.5%

国 愛媛 4,235 8,614 49.2%

高知 2,241 7,287 30.8%

16,547 42,850 38.6%

福岡 6,044 12,921 46.8%

九 佐賀 4,242 8,209 51.7%

長崎 4,938 9,063 54.5%

熊本 10,228 19,869 51.5%

大分 4,739 6,262 75.7%

州 宮崎 7,457 12,588 59.2%

鹿児島 7,545 15,658 48.2%

45,193 84,570 53.4%

918 6,184 14.8%沖　　　縄

各都道府県における主業農家数に対する認定農業者数の割合

小　　　計

小　　　計

小　　　計

小　　　計

北　海　道　

小　　　計

小　　　計

小　　　計



（参考２－２）

認定農業者等の状況（地域別）

地域名 認定農業者等の状況
認定農業者の認定状況は、17年度末で29,799経営体となっており、16年度末から約1

7％増加（+4,248経営体）している。
17年3月に決定された新たな食料・農業・農村基本計画における担い手の明確化や19

北海道 年産から導入される品目横断的経営安定対策の対象者として認定農業者が位置付けら
れたことも影響して認定が促進され、主業農家に占める認定農業者の割合は78％に達
している（全国平均は46.9％）など、地域農業の担い手の中心的存在としての認定農
業者の位置付けが浸透している。
営農類型別の認定農業者の割合は、複合経営が37.5％と最も高く、次いで、稲作準

単一経営が19.6％、酪農単一経営が18.5％の順となっている。
認定農業者数は、毎年着実に増加しており、17年度末では37,758経営体となってお

り、16年度末から約5％増加（+1,949経営体）している。特に青森県では、20％を超え
る伸び率（+779経営体）となっている。

東 北 営農類型別の認定農業者の割合は、稲作単一経営＋稲作準単一経営の割合が55.3％
となっており、稲作主体の経営が過半を占めている。内訳では、稲作単一経営が16.3
％、稲作準単一経営が39％となっており、近年、稲作単一経営が減少し、稲作準単一
経営が増加する傾向となっている。
認定農業者の認定状況は、17年度末で41,808経営体となっており、16年度末から2％

増加（+930経営体）している。
関 東 営農類型別の認定農業者の割合は、大都市圏という大消費地を抱えて、露地・施設

野菜の単一経営の割合が20.2％と高く、次いで、果樹単一経営（8％）、複合経営（7.
1％）、施設花き・花木単一(5.6％)と園芸農家が高くなっている。
認定農業者の認定状況は、17年度末で12,772経営体となっており、16年度末から約2

％増加（+304経営体）している。
北 陸 営農類型別の認定農業者の割合は、北陸の良質米生産地としての特質を良く表して

おり、稲作単一経営が51.1％と過半を占め、稲作準単一経営31.8％と合わせて8割を超
す認定農業者が稲作を主体とした経営に取り組んでいる。
認定農業者の認定状況は、17年度末で7,041経営体となっており、16年度末から約3

％増加（+238経営体）している。
東 海 営農類型別の認定農業者の割合は、施設野菜単一経営が16.1％と施設花き・花木単

一が14.3％と高く、稲作経営では、稲作準単一経営が15.4％、稲作単一経営が9.6％と
なっている。
認定農業者の認定状況は、17年度末で9,006経営体となっており、16年度末から約5

％増加（+442経営体）している。特に滋賀県では、20％を超える伸び率（+245経営体）
近 畿 となっている。

営農類型別の認定農業者の割合は、果樹単一経営が21％と高く、次いで、稲作準単
一経営が17.3％となっている。
認定農業者の認定状況は、17年度末で16,547経営体となっており、16年度末から約3

中国・ ％増加（+408経営体）している。
四国 営農類型別の認定農業者の割合は、果樹単一経営が20.2％と高く、次いで、稲作準

単一経営が19.5％となっている。
認定農業者の認定状況は、17年度末で45,193経営体となっており、16年度末から約2

％増加（+724経営体）している。
九 州 営農類型別の認定農業者の割合は、施設野菜、果樹などの稲作以外を主とした準単

一経営が23.7％、次いで稲作を主とした準単一経営が22.4％と高くなっている。単一
経営では、施設野菜単一が10.6％、果樹類単一が7.8％と高く、稲作単一経営は１％と
低い。
認定農業者の認定状況は、16年度末で955経営体となっており、15年度末の907経営

体から約５％増加（+48経営体）している。
沖 縄 営農類型別の認定農業者の割合は、さとうきび等の工芸農作物の単一経営が22.3％

と高く、次いで、施設花き・花木単一が12.1％、施設野菜単一が11.7％の順となって
いる。また、肉用牛単一の割合（7％）は、他のブロック平均と比較して最も高い。

（注１）17年度末（18年３月末）の認定農業者数については速報値である。
（注２）営農類型別の状況については16年度末現在の数値である。



担い手育成・確保全国運動の取組

○ 品目横断的経営安定対策の19年産からの導入に向け、農林水産省及び農業団体（全国担い手育成総合支援協議会）は、連携・協力の下、担
い手育成・確保のための全国運動を推進している。

○ 今後とも、行政及び農業団体が一体となって、 「経営所得安定対策等大綱」において決定された品目横断的経営安定対策の内容を正確に周
知するとともに、対策の対象者要件を満たす担い手の育成・確保に一層取り組む。

（参考３）

・北 海 道：認定農業者の新規認定数が、４～12月で２，７６７と、今年度の道目標
（１，７００）を既に上回っており、順調に増加。

・岩 手 県：県庁内に担い手育成チームを設置し、集落に入って集落営農の組織化

を支援。

・栃 木 県：県単事業を創設し、１８年度までに１００のモデル集落で集落型経営体の

育成を推進。

・岐 阜 県：担い手のいない地域を中心にＪＡ出資型の農業生産法人が設立（全１２Ｊ

Ａのうち９ＪＡ管内で１０法人）。

・滋 賀 県：担い手のリストアップを完了。ローラー作戦により、集落の実態に応じた

戦略・対応方法を提示し、対象者要件の達成を支援。

・高 知 県：窪川町で、町内全域の大豆全作業受託を行う法人が設立、認定農業者

に認定。

・長 崎 県：12月に、壱岐市で県内初の特定農業団体が設立。

17年度年間確保目標 17年度末目標

認 定 農 業 者 約２０,０００ 約２１０,０００

特 定 農 業 法 人 約２００ 約４００

特 定 農 業 団 体 約４００ 約５００

・ 全都道府県で約６，４００回実施（3/31現在）

・ 本省都道府県担い手育成責任者による都道府県知事等への
要請活動の実施 （36道府県で実施（3/2現在））

・ 全国担い手育成総合支援協議会が全国ベースの目標値を
設定

17年12月末現在数 4月 月新規増うち ～12

認 定 農 業 者 １９４，８０７ ９，３５２

特 定 農 業 法 人 ３２３ ４４

特 定 農 業 団 体 １８５ ４６

・ 認定農業者、特定農業法人、特定農業団体とも新規認定数が
着実に増加

担い手数等の増加

各地域の特徴的な動き

意見交換会等の実施

地域の推進体制の整備

・ 都道府県担い手育成総合支援協議会（都道府県、農業会議、
ＪＡ中央会等で構成）は全都道府県で設立済

・ 地域担い手育成総合支援協議会（市町村、農業委員会、ＪＡ
等で構成）は全国で８９３設立済（3/31現在）

○品目横断的経営安定対策の内容については、全国的に相当程度浸透。各地域

では、働きかけの対象者のリストアップが完了しつつ、今後は、対象者要件を満た
すための指導等の推進が必要。

担い手育成の目標値の設定

・ 都道府県レベルにおいても、都道府県担い手育成総合支援
協議会が各都道府県毎の目標値を設定（全都道府県で設定
済）



（資料１）

担い手育成・確保のための取組の加速化について（概要）

（平成17年5月19日付け17経営1071号農林水産省経営局長通知）

17年3月25日に閣議決定された新たな食料・農業・農村基本計画において、

① これまでの幅広い農業者を一律的に対象とする施策体系を見直し、農業経営に関す

る施策を、担い手たる（１）認定農業者、（２）経営主体としての実体を有する集落

営農組織に集中化・重点化する方向性が明確に打ち出されたこと、

② 平成１９年産から導入することとしている新たな経営安定対策の対象となる担い手

は、上記（１）及び（２）と明記されていること

から、以下の方針に留意の上、地域の担い手の認定農業者への誘導等担い手の育成・確

保のための取組を加速化。

１ 地域の担い手の認定農業者への誘導

地域水田農業ビジョンに位置付けられた「担い手」のうち認定農業者となってい

ない農業者、農地の利用集積対策における「今後育成すべき農業経営」については、

今後の「担い手」の有力な候補者に当たることから、認定農業者へ確実に誘導。

この際、市町村、農業委員会、農業協同組合、普及指導センター等の関係機関が

連携し、電話、ダイレクトメール等による制度のＰＲ、戸別訪問、農業経営改善計

画の記載例の提示及び作成への協力等を網羅的に実施。

２ 集落営農の組織化・法人化

集落営農の組織化・法人化に当たっては、まずは、地域水田農業ビジョンに位置

づけられている集落営農約５千組織、農作業受託組織約１万組織を対象として、こ

れらの特定農業団体化、特定農業法人化を重点的に推進。

この場合、以下の３点に留意。

① 特定農業団体の要件のうち、「農用地の利用の集積」については「目標」として

定めるものであること

② 「農業生産法人となること」については「計画」を有していればよいこと

③ 組織の「主たる従事者」については計画の策定時点においてはその候補者が存

在することで足り、その「目標農業所得額」の水準については将来的に目指す農

業経営規模等から総合的に判断されるものであること

３ 担い手経営安定対策の加入促進

本対策の水田経営面積要件の８割水準である都府県３ヘクタール、北海道８ヘク

タール以上の農業者について、対策への加入を推進。

未加入者については、加入期限までに、対策のメリット及び知事特認基準を周知

徹底し、可及的速やかに本対策へ加入するよう強く働きかけ。



（資料２）

品目横断的経営安定対策の導入に向けた担い手育成・確保の推進方針について

－平成１７年１１月２１日付け１７経営第４７７８号 農林水産省経営局経営政策課長通知－

品目横断的経営安定対策の平成19年産からの導入に向けて、特にこの農閑期の間に、

各地域における説明会、集落座談会、戸別訪問等を計画的に実施することにより、

(1) 本対策の内容の現場までの正確な周知

(2) 本対策の対象者要件を満たす「担い手」の育成

を効果的に推進する。

－ 推進に当たってのポイント －

今後の担い手育成・確保の取組に当たっては、以下の４点を踏まえて推進

(1) 地域担当制による推進体制の整備

① 本省で実施しているブロック担当制を地方農政局においても整備。

② 更に、都道府県や市町村等においても、できる限り地域担当制を取り入れるよ

う指導。

(2) 地域ごとの戦略の明確化

① 地方農政局及び都道府県は、相互に連携し、都道府県ごとの方向性を明確化。

② 市町村、農協等は、地域（集落など）ごとの「担い手育成の戦略」を策定（マ
ップ等に整理）。
例えば、

・ 物理的特例や所得特例により、現時点で規模要件・所得要件を満たしている農業者や

営農組織は、漏れなく本対策に加入するよう誘導

・ 麦・大豆の生産組織が存在しない地域は、生産調整特例の活用を念頭に、農業者の協

業化・組織化を推進

③ ②の戦略に即して、働きかけの対象（ターゲット）をリストアップし、本対策

の対象者要件を満たすための処方箋を作成するなどして、担い手へ誘導。

(3) 進捗状況の把握

都道府県は、各地域における、

① 周知達成度（本対策の内容がどれだけ周知されたか）

② 意向確認度・加入準備到達度（どれだけの者が加入意向を持っているか、また、

どれだけの者が要件を満たしたか）

について、毎月、地方農政局を通じ本省へ報告。

(4) 推進ノウハウ等の情報共有化

① 「品目横断的経営安定対策のポイント」（雪だるまパンフ）の作成・配布、

「担い手育成・品目横断的経営安定対策推進メールマガジン」の創刊。

② これらを通じて、各地の効果的な取組事例や本対策に関するＱ＆Ａ等の情報を

瞬時に全国へ発信。



（資料３）

認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインの概要

（平成１５年６月）

認定農業者制度については、認定の加速化に加え、経営改善計画

の達成に向けたフォローアップも重要な課題であり、１５年６月に

認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインを発出し、その徹

底を図っているところである。

１ 市町村に対する指導等

○ 認定農業者の認定の際の透明性の確保等

・認定審査委員会的な体制作りによる透明性の確保と認定の

バラツキの解消

・認定にあたっての独自基準の運用の弾力化

○ 認定農業者の認定後の適切なフォローアップ

・認定後の経営改善計画の達成に向けた指導、助言等定期的

な取組状況の把握

○ 認定農業者の認定の促進

・制度の趣旨・メリット対策の内容の周知

・規模到達者等の積極的な取り込み

・米対策の推進と合わせた認定の推進

○ 夫婦等による認定農業者の認定の共同申請を容認

・実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結

等を要件に共同申請を認める

○ 基本構想未策定市町村の基本構想策定に向けた努力

・基本構想未策定市町村（146市町村）の解消

２ 都道府県に対する指導

○ 基本構想未策定市町村の解消に向けた努力等

・基本構想未策定市町村に対する情報提供、助言等の実施



（資料４）

「今後の担い手政策の推進について」(平成16年9月経営局長通知)の概要

基本計画見直しの中間論点整理（１６年８月）を踏まえ、担い手を特

定する仕組みとして位置付けられた認定農業者制度の一層の活用と集落

営農の組織化を加速化するとともに、市町村による取組状況を国により

調査及び公表すること等により、認定農業者制度の運営改善を徹底

認定農業者の認定及び集落営農の組織化の加速化

○ 認定農業者へ誘導すべき者の明確化

・①地域水田農業ビジョンの「担い手」、②農地の利用集積の対象経

営を重点的に認定農業者へ誘導

○ 集落営農の特定農業団体化と法人化

・農用地利用改善団体の設立と集落営農の特定農業団体化

・特定農業団体及び集落型経営体の確実な法人化

都道府県基本方針及び市町村基本構想における目標所得算定根拠の明確化

・都道府県基本方針及び市町村基本構想における目標所得等の指標を

客観的な算定手法により設定

認定農業者の氏名等の公表の推進

・認定農業者の認知度を向上させるため、市町村広報やホームページ

等により認定農業者の氏名等の公表を推進

国による市町村の運営改善状況等の調査及び公表

○ 認定農業者制度の運用改善に関する市町村の取組状況の国による調査

及び公表

・認定に当たっての第三者機関からの意見聴取、認定後のフォローア

ップ状況、認定農業者に関する情報の関係機関への提供状況等市町

村による認定農業者制度の運用改善の取組状況を、国により調査・

公表



（資料５）

農業経営基盤強化促進法に基づく都道府県基本方針及び

市町村基本構想の見直し等について（抄）
（平成17年9月1日付け17経営第3348号農林水産省経営局長通知）

17年3月25日に新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定されるとともに、農業

経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されることとなったことに鑑み、

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針（都道府県基本方針）」及び「農業経

営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（市長村基本構想）」の見直し、認定農業

者制度の適切な運用、認定農業者等の支援体制の整備等について、留意事項を示し、

その適切かつ円滑な実施を推進。

第２ 認定農業者制度の適切な運用の推進について

１ 認定農業者の育成・確保の取組の加速化

担い手の育成・確保は、現下の緊急の課題であり、農林水産省においては、全

国担い手育成総合支援協議会と連携して、担い手の育成・確保に向けた全国運動

を展開し、地域の担い手の認定農業者への誘導等を推進しているところである。

都道府県及び市町村においても、「担い手育成・確保のための取組の加速化につ

いて」（平成１７年５月１９日付け１７経営第１０７１号農林水産省経営局長通

知）を踏まえ、今回の基本方針等の見直しが終了するまでの間も農業経営改善計

画の認定を保留することなく、認定農業者の育成・確保のための取組の加速化に

努めるものとする。

また、農業経営改善計画の期間を満了したにもかかわらず、新たな農業経営改

善計画の認定が円滑に行われないといった事案が相当程度見受けられることか

ら、市町村は、「農業経営改善計画の期間を満了する農業者の再認定の推進につ

いて」（平成１７年８月３日付け１７経営第２８１６号農林水産省経営局経営政

策課長通知）を踏まえ、認定期間を満了する農業者の再認定が迅速かつ適切に進

められるよう努めるものとする。

２ 市町村基本構想の見直しに伴う既存の農業経営改善計画の取扱い

今回の市町村基本構想の見直しに伴い、「効率的かつ安定的な農業経営の指標」

が変更された結果、既に認定を受けた農業経営改善計画の内容が当該指標に達し

ていないこととなる場合が想定されるが、農業経営改善計画が市町村基本構想に

照らして適切か否かの判断は、経営改善に向けた継続的な取組等農業者の意欲・

能力を考慮して行うべきものであることから、農業経営改善計画に従って農業経

営を改善するためにとるべき措置を講じているときは、その認定を取り消すこと

は適当ではない。

３ 認定農業者制度の運用改善の徹底

新基本計画においては、担い手の明確化を図るための具体的仕組みとして、認

定農業者制度の活用を推進することとされているが、その際、目指すべき農業経

営の指標の適正化、認定プロセスの透明性の確保等による運営の改善を徹底する

こととされている。このため、都道府県及び市町村は、ガイドライン及び推進通

知を踏まえ、基本方針等における目標所得等の算定根拠の明確化、認定に当たっ

ての第三者機関からの意見聴取等、認定農業者制度の適切な運用に努めるものと

する。



４ 複数の市町村において農業経営改善計画の認定を受けようとする者に対する認

定事務の取扱い

近年、経営規模の拡大により、数市町村にまたがって農業経営を営む者が散見

されるところであるが、複数の市町村において農業経営改善計画の認定を受けよ

うとする場合には、そのすべての市町村に対して農業経営改善計画の認定の申請

を行う必要がある。しかしながら、関係市町村において認定が円滑に行われない

場合には、当該農業者の経営改善等の取組に支障を来すことも想定されることか

ら、複数の市町村において農業経営改善計画の認定を受けようとする者（以下「認

定申請者」という。）の認定事務の取扱いについては、例えば次のような対応を

行うことにより事務処理の迅速化に努めるものとする。

また、このような事務処理の推進に当たっては、農業者への周知を図ることが

重要であることから、都道府県協議会及び地域協議会（以下「担い手協議会」と

いう。）並びに市町村は、市町村広報紙等を活用してその周知に努めるものとす

る。

（１）認定申請者は、その住所地等を事業実施区域とする地域協議会（地域協議会

が設置されていない場合は、都道府県協議会。以下同じ。）に認定申請書を必

要部数提出するものとする。その際、一連の手続を当該地域協議会に委任する

旨の書面も併せて提出するものとする。

（２）認定申請書の提出を受けた地域協議会（以下「窓口協議会」という。）は、

当該認定申請書を速やかに認定申請者が認定を希望する市町村の属する地域協

議会へ送付するとともに、送付を受けた地域協議会は、速やかに関係市町村に

当該認定申請書を送付するものとする。なお、当該市町村が窓口協議会に属す

る場合は、直接、当該市町村に送付するものとする。

（３）（２）の送付を受けた市町村は、必要に応じて、窓口協議会に対して、当該

認定申請者の農業経営改善計画の実施状況、農業経営の状況等を確認すること

等により、速やかに審査・認定を行うものとする。

（４）窓口協議会は、審査・認定の状況を逐次確認し、関係市町村に対して他の市

町村の審査・認定の状況を報告するものとする。





（参考４）

意欲と能力のある担い手の育成・確保に係る達成状況のシミュレート

目標② 担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進

（単位：万ha）

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

２２８．９ ２３１．５ ２５０．０

（目標）

目 標 +4.2万ha +4.2万ha +4.2万ha +4.2万ha +4.2万ha

実 績 +2.6万ha

【単 年 度】

目標増加数 ：４．２万ha

実績増加数 ：２．６万ha

達 成 度 合 ：２．６万ha ／ ４．２万ha × １００ ＝ ６１．９％

【累 計】

目標増加数 ：４．２万ha

実績増加数 ：２．６万ha

達 成 度 合 ：２．６万ha ／ ４．２万ha × １００ ＝ ６１．９％



（参考５－1）

担い手への農地利用集積面積（ブロック別）

  （万ha）

 
対前年度
増減

 
対前年度
増減

 
対前年度
増減

北海道 103.7 1.3 104.1 0.4 104.4 0.3

東北 38.1 1.3 39.4 1.3 40.4 1.0

関東 25.9 0.2 26.2 0.3 26.6 0.4

北陸 12.6 0.5 12.8 0.2 13.2 0.4

東海 4.6 0.2 5.4 0.8 5.3 -0.1

近畿 5.7 0.0 5.8 0.1 5.8 0.0

中国四国 10.0 0.1 10.3 0.3 10.5 0.2

九州 22.7 0.2 23.2 0.5 23.6 0.4

沖縄 1.7 -0.1 1.8 0.1 1.7 -0.1

合計 225.1 3.8 228.9 3.8 231.5 2.6

(注）数値はラウンドしているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

地域名

平成15年度末
平成17年度末
（推計）

平成16年度末



（参考５－２）

担い手への農地利用集積面積（都道府県別）
（ha）

　

耕地面積
（参考）

平成１６年度
平成１７年度
（推計）

北海道 1,172,000 1,040,500 1,044,400
東北農政局 887,600 394,000 404,300

青森県 159,700 72,600 74,400
岩手県 157,100 67,300 69,300
宮城県 138,600 61,200 62,000
秋田県 152,800 80,000 81,800
山形県 125,400 55,500 57,300
福島県 154,000 57,500 59,500

関東農政局 853,100 261,800 265,600
茨城県 177,500 49,300 50,900
栃木県 130,700 46,400 47,000
群馬県 79,200 28,500 28,500
埼玉県 85,400 32,800 32,800
千葉県 134,500 33,900 35,100
東京都 8,390 800 800
神奈川県 21,200 4,900 4,900
山梨県 26,000 5,900 6,000
長野県 114,400 40,200 40,200
静岡県 75,600 19,200 19,300

北陸農政局 325,900 127,900 132,400
新潟県 178,800 70,200 70,900
富山県 60,200 27,900 30,700
石川県 45,000 15,100 15,400
福井県 41,900 14,700 15,400

東海農政局 206,100 53,700 52,500
岐阜県 58,900 11,200 11,900
愛知県 83,700 25,700 23,700
三重県 63,500 16,800 16,900

近畿農政局 241,100 57,900 57,900
滋賀県 54,800 19,400 19,000
京都府 33,400 7,300 7,500
大阪府 14,600 1,900 1,800
兵庫県 78,500 13,900 13,900
奈良県 23,400 3,400 3,500
和歌山県 36,400 11,900 12,100

中四国農政局 411,300 103,400 104,700
鳥取県 35,900 8,000 8,500
島根県 39,800 12,100 12,300
岡山県 71,000 13,800 14,200
広島県 60,900 12,200 12,000
山口県 51,500 9,600 9,700
徳島県 32,700 8,000 8,000
香川県 33,300 8,500 8,700
愛媛県 57,300 18,700 19,100
高知県 28,900 12,500 12,300

九州農政局 577,100 231,800 235,800
福岡県 90,600 31,000 31,100
佐賀県 56,400 23,200 23,900
長崎県 51,500 20,800 20,200
熊本県 121,100 52,400 54,100
大分県 61,100 18,500 18,800
宮崎県 70,400 38,700 39,300
鹿児島県 126,000 47,400 48,400

沖縄県 39,700 17,900 17,200
全国 4,714,000 2,289,000 2,315,000
（資料）耕地面積：平成１６年耕地面積統計
(注）数値はラウンドしているため、合計と内訳が一致しない場合がある。



（資料７）

平成１７年度 農地の集団化に関する市町村実態調査結果

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農業構造を確立していくた

め、担い手への農地利用集積の促進は重点的に取り組むべき課題となっています。

一方、効率的な農業経営を行う上では、集積した農地が面的にまとまりを持つことが重

要です。このため、集積された農地の集団化の状況、利用集積と集団化の関連性等を把握

し、今後の施策展開の参考とするため、市町村担当者から聞き取り調査を実施しました。

○ 調査時期：平成１７年１０～１１月

○ 調査対象：全国２５市町村・１２５経営体（各市町村５ずつ：うち法人数５）

○ 調査方法：調査票を２種類用意し、１つは市町村担当者に市町村の状況を聞き取り、

もう１つは市町村から管内の５農業経営体に調査票を配布・回収した。

○ 注意事項：調査結果の分析にあたっては、利用集積面積及び集団化率の回答に不備

があったものは、分析対象から除外した。そのため、農業者あて調査に

おいて、調査総数が１２５経営体となっていない。

Ⅰ 市町村調査

１ 担い手への農地利用集積の現状について

【表－１ 利用集積の現状】

過去３ヵ年の農地利用集積面積の

傾向については、「増加」が１６市

町村（６４％）と最も多く、「横ば

い」７市町（２８％）、「減少」２

市町（８％）と比べると、担い手へ

の農地利用集積が進んでいる傾向が

見られる。

【表－２ 農地利用集積が進まない理由（複数回答）】

上記のうち、利用集積面積が「横

ばい」、「減少」している９市町（う

ち東海以西が６市町）の背景とし

ては、農産物価格や農業所得の不

安定さといった経営環境をあげる

回答が圧倒的に多い。

その他に、「兼業農家が農地を

手放さない」、「資産保有意識が高

い」などの農地の出し手にかかる

回答や「集落内に担い手がいない」

といった回答がある。



２ 担い手への農地集団化の状況について

【表－３ 担い手への農地集団化の状況】

「農地の集団化が進んでいる」、「ど

ちらかと言えば進んでいる」との回

答は１１市町（４４％）、「進んでい

ない」、「どちらかと言えば進んでい

ない」との回答は１４市町村（５６

％）である。

農地の利用集積と比べると、集団

化は進んでいない状況が見られる。

３ 農地集団化が進んでいる要因

集団化が進んでいるとした１１市町において、その要因としては「地域での取り決め

等による」との回答が７市町（６４％）、「関係機関等の取組が機能している」との回

答が５市町（４６％）となっている。

集団化が進んでいるとした市町は、東日本（東海以東に９市町）に偏っている。農業

者あて調査を見ると、集積面積増加の権利関係の調整方法において、東日本では関係機

関が介在しているとする回答が多く、西日本では地域の取り決めによるとした回答が多

い。

【表－４ 農地集団化が進んでいる要因（複数回答）】

４ 農地集団化が進んでいない要因

集団化が進んでいないとした１４市町村において、その要因としては「隣接農地に限

定すると規模拡大が進まず」との回答が８市町（５７％）で最多となっている。「担い

手不足で隣接地以外も引き受けざるを得ない」との回答が４市町（２９％）で続く。

【表－５ 農地集団化が進まない理由】



Ⅱ 農業者調査

１ 利用集積面積別にみた集団化率の推移

【表－６ 利用集積面積別の集団化率】

利用集積面積階層別に見ると、規

模拡大が進むにつれて集団化率が落

ちる傾向がある（赤線）。

集団化率がほぼ100％の北海道及び

沖縄県の対象農業者を除いた場合（青

線）、5ha以下の階層で集団化率が低

いほかは、5ha超～20ha以下の階層で

はほぼ一定(50%前後)の集団化率とな

っている。しかし、20ha超になると

集団化率は大きく低下する。

２ 権利取得の形態及び権利関係の調整方法

【表－７ 権利取得の形態（複数回答）】

権利取得の形態としては、「賃貸借」

によるものが最も多く６８経営体（８

２％）となっており、それ以外では、

「取得」が２１経営体（２５％）、「作

業受託」が１９経営体（２３％）、「使

用貸借」が１２経営体（１４％）とな

っている。

※ 実回答数：８３

上記のうち、賃貸借をした６８経営体について、権利関係の調整方法をみると、東日

本では「農業委員会」や「合理化法人」が介入したケースが多く、一方、西日本では「相

対」が多い。

5ha以下の階層で権利設定の全てが「相対」で行われていること以外は、規模、集団

化率等による傾向は見られない。

【表－８ 賃貸借をした者における権利関係の調整方法（複数回答）】



３ 集団化率上昇の要因

「集団化率が上昇した」と回答した４４経営体に対して、その上昇の要因を質問した

結果が表－９である。「要因なし（偶然に隣地）」とする回答も多く、地域別、規模別、

集団化率別でも、明確な傾向は見られない。

【表－９ 集団化上昇の要因（複数回答）】

（注）一部回答していない者がいるために、各項目の回答数合計が対象者数に満たない地域がある（表－13も同様）

４ 集団化率低下の要因

「集団化率が低下した」と回答した２８経営体に対して、その低下の要因を質問した

結果が表－10である。

農地の「出し手の直接依頼」があったために隣接していない農地を引き受けたとする

回答が５４％を占めている。また、隣接しない農地を引き受けた理由としては、「地縁

等から引受」とした回答が５５％となっており、「規模拡大優先」の２５％を大きく離

している。

これらの者について、経営改善の方向性を質問したところ、「集団化を優先する」と

した者は７１％となっており、地域内で担い手がいないなどの理由によって、やむを得

ず引き受けたことを推測させる結果となっている。

【表－10 集団化低下の要因及び隣接しない農地の引受理由】



（資料８）

担い手への農地利用集積の状況（ブロック別）

地域名 担い手への農地利用集積の状況

○ 集積増加面積は、農産物価格の低迷や農業の先行き不安などによる規模拡大
意欲の低下、離農・高齢化等による集積対象者の減少などから、近年伸び悩み

北海道 の傾向にある。
○ 他府県と比べて、主業農家割合が高く、利用集積が相当程度進んでいること
から、今後の集積の面積増加は鈍化することが見込まれる。

○ 農地保有合理化事業を中心とした各種農地流動化対策への積極的な取組、認
定農業者の育成、公益的機能を有する農業生産法人の育成などへの積極的な取
組が必要である。

○ 利用集積面積は、年度によって増減はあるものの、全体的には増加してきて
いる。特に、認定農業者への利用集積については、その面積増加が明確である。

東 北 ○ 農地保有合理化法人の中間保有と再配分機能を活用した、集落内の農地の一
括借り上げ再配分方式による利用集積を図る地域が徐々に増えてきている。

○ 県内の全ＪＡに農地保有合理化法人の資格を持たせ、県公社と連携を図りな
がら利用集積を進めることを計画している県（ＪＡ）も見られる。

○ 利用集積の増加面積は、農産物の価格の低迷等により担い手の規模拡大意欲
が引き続き抑制されていることから、伸び悩んでいる状況である。

関 東 ○ 高齢化の進行によって担い手の規模拡大が停滞する地域も発生している。
○ このような状況の中、遊休農地を復元し、担い手に利用集積するなど、遊休
農地解消の取組と相まって、利用権の設定等が進みつつある地域も見られる。

○ 利用集積面積は、県によって年度ごとにバラつきはあるものの、全体的には
増加してきている。集積形態別で見ると、借入地の増加面積が、自己所有地、
作業受託に比べて大きくなっている。

北 陸 ○ 認定農業者の新規認定や集落営農の組織化・法人化等については、伸び悩ん
でいる。担い手不足・高齢化の進行により、担い手による農地引受が困難とな
ってきる地域もあり、特に中山間地を中心に耕作放棄地が増加している。

○ 一方、新たな経営安定対策に向けて集落営農の組織化・法人化と絡んで個人
の認定農業者との間で農地の調整について課題が発生している地域もある。

○ 集積増加面積は、年度によってバラツキがあり、今年度は減少した。
○ 管内の利用集積は、作業受託への依存度が高いことが特徴である。これは、
管内では大都市圏を中心に農地価格が高いこと、また、転用期待などから農地

東 海 の売買や賃貸借が進みづらいことが、要因としてあげられる。
○ このような状況の中、一部の県では、農地の出し手と受け手の利用調整主体
の一本化、耕作放棄地等の解消を中心に担う農協出資法人の設立・育成などか
らなる農地の有効活用を図るシステムの構築を進めている。

○ 集積増加面積は、近年伸び悩んでいる。これは、高齢化や後継者不在等、担
い手不足の深刻化や近年の農産物価格の低迷等を背景に、農業者の規模拡大意
欲が減退していること、更には、農地の資産的保有の意識が根強いことなどが

近 畿 要因の一つとなっている。
○ 果樹、野菜、花卉等が主体の地域では、利用集積による規模拡大よりも、農
産物の高付加価値化等による収益性の向上を目指す担い手が増加している。

○ このような状況の中で、農協が農地保有合理化法人となって、その信用力と
中間保有・再配分機能を活かして、賃貸借を中心に担い手への利用集積(面的集
積)に積極的に取り組んでいる地域も見られる。



地域名 担い手への農地利用集積の状況

○ 担い手への集積面積は、農産物価格・農業所得の低迷、農業者の高齢化、後
中国四国 継者不足等の農業情勢の悪化、更には、管内の約６割の農地が中山間地域に該

当しており基盤整備状況も進んでいないこと等から、伸び悩んでいる。
○ 市町村合併、農業委員の減少など、利用集積の推進に必要な人員・予算等の
減少により、十分な支援ができにくい地域も発生している。

○ このような状況の中で、各県では、集落型法人の育成や農地保有合理化法人
による農地の利用調整などにより、担い手への利用集積を進めている。

○ 集積増加面積は伸び悩んでいる。これは、高齢化の進行や農産物価格の低迷
等による担い手の規模拡大意欲の減退などが主な要因となっている。

九 州 ○ 農地の分散化による作業の非効率化により、利用集積が進まなくなる地域も
発生しており、土地利用調整活動や保有合理化事業の活用による農地の集団化
の推進も必要である。

○ 各地で集落営農の育成及び農地の利用集積への取組が見られる。一方で、個
別農業者への農地の利用集積が困難になるのを懸念する声も聞かれる。

○ 利用集積面積は、伸び悩んでいる。これは、土地利用型作物の主力であるさ
とうきび作について、機械導入の遅れにより、担い手による規模拡大が進まな
いことなどが要因となっている。

沖 縄 ○ 借地による大規模生産法人による集積が進展している地域がある一方で、農
地の資産保有意識が強いことや島外在住の不在地主が多いために、農地の流動
化が進んでいない地域も多い。





政策分野

目標 目標の内容

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度） 農業経営強化対策事業

推進費補助金のうち
　担い手総合支援事業
  費

・全国段階に設置される
協議会が設定した担い
手育成の数値目標の達
成(平成21年度）

718
・平成21年度までの実績は、
平成22年6月頃に取りまとめ
る予定。

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　経営構造対策推進事
  業費

・経営アグリビジネスス
クールの受講者のうち満
足した者の割合80％以
上
・ロジックモデル活用評
価手法説明会の出席者
200名以上（年間）

191

・経営アグリビジネススクール
受講者のアンケートで、93%が
｢良かった」と回答。
・ロジックモデル活用評価手
法説明会の出席者は、下記
のとおり。
①全国研修会の出席者数
68名
②講師を派遣した地方研修
会の受講者数　1,122名

政策手段の内容
（関連する目標）

　経営構造対策等の適正かつ円滑な
推進及びアグリビジネスの一層の推進
を通じた地域農業の構造改革を積極
的に支援するため、全国的な見地か
らの普及宣伝活動、調査研究及び情
報提供活動等を実施

　全国段階の関係農業団体を構成員
とする「全国担い手育成総合支援協
議会」を設置し、①担い手の育成・確
保や集落営農の組織化・法人化に向
けた各地域の取り組みに対する支
援、②担い手や一定の要件を満たす
集落営農等の規模拡大に必要となる
農業機械・施設の導入支援を実施

実績評価（政策手段シート）

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等

意欲と能力のある担い手の育成・確保

実績及び実績に対する所見



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度）

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　経営情報総合調査分
　析事業費

・認定農業者等育成す
べき農業経営に対する
効果的な施策の検討に
資すること

13

・「農業の担い手に対する経
営安定のための交付金の交
付に関する法律案について
（法案の概要と論点）」、「平
成17年度食料・農業・農村の
動向」等において、16年度以
前の調査結果を活用。
・平成17年度は、認定農業者
966経営体、特定農業法人
278法人、特定農業団体140
団体に対し、「認定農業者の
経営改善に向けたマーケティ
ング活動の現状と課題及び
特定農業法人・特定農業団
体の経営実態と販売促進活
動等に関する意向調査」を実
施するとともに、認定農業者
向けに自らの経営診断、マー
ケティングへの取組を促す支
援マニュアルを作成した。こ
の調査・分析結果は、今後、
施策の検討等で活用する予
定。

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　農業経営ＩＴ活用支援
　推進事業費

①情報化指導人材の育
成数　300人(平成17年
度)
②次世代通信技術の農
業分野での活用の提案
3種類(平成17年度)
③栽培技術のモデル化
に必要なデータ数
3,100項目(平成17年度)
④メーリングシステム参
加者の割合　就農準備
校(全国)修了生の50％
(平成17年度)

108

・平成17年度実績
①人材育成数が830人
②農業分野での通信技術 の
提案が4種類
③栽培技術のモデル化項 目
数が22,388項目
④メーリングシステム参加者
の割合は16％

　育成すべき農業経営の個別・具体
的な継続的な経営実態の分析を行う
とともに、これらの農業経営が抱える
基礎的な経営課題についての調査・
分析

　農業経営の高度化･効率化等に資
する情報利活用システムの研究開発
等を実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度）

強い農業づくり交付金の
うち
　認定農業者等担い手
　育成の推進のうち
　　担い手総合支援

・各地区における新たな
認定農業者の育成目標
の達成（平成21年度）

交付金
47,009の
内数

・平成21年度までの実績は、
平成22年6月頃に取りまとめ
る予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　認定農業者等担い手
　育成の推進のうち
　　経営構造対策推進

－
交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年9月頃に取りまとめ予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　認定農業者等担い手
　育成の推進のうち
　　経営構造対策

・担い手の育成
・担い手への農地の利
　用集積
事業を実施した全ての
地区において、設定した
目標値を達成（平成21
年度）

交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年9月頃に取りまとめ予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　認定農業者等担い手
　育成の推進のうち
　　アグリチャレンジャー
　　支援

・所得の向上
・農畜産物等の売上額
・雇用の拡大
事業を実施した全ての
経営体において、設定
した目標値を達成（平成
21年度）

交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年9月頃に取りまとめ予定。

　認定農業者等の担い手の育成・確
保及び担い手への農地の利用集積
等の地域農業の構造改革の加速化に
資する生産施設、加工施設、流通販
売施設及び土地基盤等の整備を実
施

　都道府県・地域の各段階において、
関係農業団体及び地方公共団体等
を構成員とする「担い手育成総合支
援協議会」を設置し、①地域リーダー
の育成、経営能力向上研修、②認定
農業者のフォローアップ、③集落営農
の組織化・法人化等の支援を集中的・
重点的に実施

　都道府県段階において指導助言体
制の整備及び評価活動等の支援等を
実施するとともに、地域段階において
事前評価活動及び成果目標の達成
阻害要因の分析活動等を実施

　農業生産を核に加工・流通・販売・
交流等のアグリビジネスに挑戦する上
で必要となる生産施設、加工施設、流
通販売施設及び土地基盤等の整備
を実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度） 広域連携アグリビジネス

モデル支援事業費

・連携作物の取扱量の
　増加
・農家所得の向上
事業を実施した全ての
事業実施主体におい
て、設定した目標値を
100％達成(事業承認年
度から3年後)

1,200
・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。

農業者年金給付費等負
担金

149,422

・平成17年度実績は、旧制度
年金等の給付につき、国庫
が負担することとされている
規定により相当額として、
149,422,471千円を交付。

農地売渡業務等円滑化
対策補給金

196

・平成17年度実績は、旧制度
年金に係る離農希望者の農
地等及びその附帯施設の買
入及び売渡し等事業の補給
金として、166,723千円を交
付。

農業者年金監査等委託
費

13
・47都道府県で事業を実施し
た。

・農業者の老後におい
て必要な年金等の給付
に関する業務の適切な
運営

　生産者と食品産業等の実需者が連
携して農産物を安定供給・確保する
取組や、複数の都道府県にわたる生
産者が連携して生産・販売施設等を
整備する取組を支援

　
（独）農業者年金基金等に対し、年金
給付に要する経費等の事業費、業務
実施に必要な運営費等を交付



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度） 独立行政法人農業者年

金基金旧年金勘定運営
費交付金

2,368

・平成17年度実績は、旧年金
業務において、円滑な業務
運営の実施及び基金と受託
機関との業務を円滑かつ確
実に実施するため必要な経
費として2,367,505千円を交
付。

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

96

・平成17年度実績は、農地売
渡業務等を円滑に実施する
ために必要な経費として、
96,038千円を交付。

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

454

・平成17年度実績は、独立行
政法人農業者年金基金が新
制度に係る特例付加年金業
務の円滑かつ確実な遂行を
図るために必要な経費として
453,620千円を交付。

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

1,174

・平成17年度実績は、独立行
政法人農業者年金基金が新
制度における特例付加年金
以外の業務の円滑かつ的確
な遂行を図るために必要な
経費として1,174,125千円を
交付。



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度）

特例付加年金助成補助
金

・農業者の老後におい
て必要な年金等の給付
に関する業務の適切な
運営

2,022

・効率的かつ安定的な農業
経営を担うべき意欲ある担い
手に対して、国の保険料助
成（政策支援）を実施。

担い手農業者資金借入
動向等調査委託費

・次期担い手農業者資
金制度の見直し検討の
判断資料として活用

6

・担い手農業者の資金借入
の実態・借入動向について
調査を行い、調査結果を取り
まとめ。

担い手経営安定対策交
付金

・効率的かつ安定的な
水田作経営体の育成
　9万経営体程度（平成
22年度）

11,500

・平成22年度目標「効率的か
つ安定的な水田作経営体の
育成9万経営体程度」に対
し、16年産の実績は約2万8
千経営体の加入。

農業信用保険事業交付
金

・農業者等が必要とする
資金の円滑な融通の確
保

1,046

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃取りまとめ予定。
　なお、平成16年度は6,659
億円の保険引受を実施。

農林漁業金融公庫出資
金

・支援を受けた農業者の
5年以内の経常黒字化

4,800
・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。

農林漁業金融公庫資金
のうち

－
融資枠
430,000

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度の実績
は、741億円を貸付。

　農業経営基盤強化資
　金

－
融資枠
95,000

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
595億円の融資を実施。

　認定農業者の農地や機械施設取得
等の長期資金の融通

　担い手の育成を図るため、一般金融
機関では対応し難い長期・低利資金
を融通

　農業者年金制度による意欲ある担
い手に対する政策支援（保険料の一
部助成）を実施

　担い手農業者の資金借入の実態・
借入動向等を調査・分析し、資金制
度の運営改善等金融行政に必要な情
報・基礎資料を整備

　認定農業者等の一定の要件を満た
す米穀の生産者と国により資金を造
成し、稲作所得基盤確保対策に上乗
せして稲作収入の下落に応じて、資
金から補てん金を交付

　経営困難農業者の有する農地等の
優良経営資源を承継する受皿農業者
等に対し、その円滑な承継等を支援
する農業再生ファンド組成のための原
資等

　農業信用保険事業の財務基盤を強
化することにより、担い手農業者に対
する資金供給の円滑化を支援



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度）

　経営体育成強化資
　金

－
融資枠
39,700

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
79億円の融資を実施。

　農業経営維持安定資
　金

－
融資枠
32,800

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
67億円の融資を実施。

農林漁業金融公庫補給
金

－
49,016の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
公庫に対し、474億円を交
付。

農業近代化資金 －
融資枠
10,000

農業近代化資金利子補
給事業

・農業経営の近代化に
資するため、農業者等
の経営展開に必要な長
期かつ低利の施設資金
等の円滑な融通

30

農山漁村振興緊急対策
利子助成金等交付事業

－ －

・平成17年度実績は、平成18
年6月末に(財)農林水産長期
金融協会の報告を受けて取
りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
43億円の利子助成を実施。

農業改良資金 －
貸付金
38,000

・平成１７年度実績は、平成
18年7月頃に取りまとめ予
定。
　なお、平成16年度の実績
は、3,264百万円の融資を実
施。

・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
564億円の融資を実施。

　農山漁村振興基金の運用益及び取
り崩しにより、認定農業者を対象とした
農業経営基盤強化資金等の借入者
に対し、金利負担を軽減させ、経営改
善を促進するための利子助成金等を
交付

　農業経営の維持安定に必要な資金
を融通

　前向き投資資金と併せて償還負担
の軽減に必要な資金を融通

　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

　長期・低利資金の融通に伴って生
ずる調達・貸付の金利差等を補てん
することにより、公庫資金の円滑な融
通を確保

　農業者等に対し、農協等民間金融
機関が行う長期かつ低利の施設資金
等の融通を円滑にするため、利子補
給を実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度）

農業改良資金政府貸付
金

－ 7,982

・平成１７年度実績は、平成
18年7月頃に取りまとめ予
定。
　なお、平成16年度の実績
は、192百万円の融資を実
施。

農業経営改善促進資金 －
融資枠
200,000

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
極度額149億円の契約を締
結。

農業経営負担軽減支援
資金

－
融資枠
25,000

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
31億円の融資を実施。

被害農家営農資金利子
補給等補助金（天災資
金）

・被害農林漁業者の経
営安定（天災による被害
を受けた農業者等の経
営の維持安定に必要な
資金の円滑な融通）

410

・天災による被害を受けた農
業者等の経営の維持安定に
必要な資金の円滑な融通を
目標としており、平成17年度
実績は、38百万円の利子補
給補助を実施。

農業経営基盤強化促進
法

－ － －

独立行政法人農業者年
金基金法

－ －

・独立行政法人農業者年金
基金法に基づき、農業者の
老後生活の安定を図るととも
に、農業者の確保に資するた
め、年金等の給付の事業を
行うなどの措置を講じた。

　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

　農業者の償還負担軽減に必要な資
金を融通

　認定農業者の肥料や飼料購入等の
ための運転資金の融通

　天災による被害を受けた農業者等
の経営の維持安定に必要な資金を融
通

　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（②）

　食料・農業・農村基本法の理念に即
した、担い手の確保を目的とする政策
年金制度



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

①

農業改良助長法 － －

・全都道府県において、
8,886人の普及指導員が設置
され、457箇所の普及指導セ
ンター等に配置し普及活動を
実施（データは平成17年4月
1日現在）。

農業改良資金助成法 － －

・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
3,264百万円の融資を実施。

農林漁業金融公庫法 － －

・農林漁業金融公庫法に基
づき、認定農業者等担い手
の経営改善を支援するため、
長期かつ低利の資金を融
通。

農業近代化資金融通法 － －

・農業近代化資金融通法に
基づき、認定農業者等担い
手に対し、長期かつ低利の
施設資金等を融通。

天災融資法 － －

・天災による被害農林漁業者
等に対する資金の融通に関
する暫定措置法に基づき、天
災による被害を受けた農業者
等の経営の維持安定に必要
な資金を円滑に融通する措
置を講じた。

　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

　農業者等に対し、農協等民間金融
機関が行う長期かつ低利の施設資金
等の融通を円滑にするため、利子補
給を実施

　農林漁業の生産力の維持増進に必
要な長期かつ低利の資金であって、
民間金融機関が融通することを困難と
するものを融通することを目的に、認
定農業者等担い手の経営改善を支援
する資金等を融通する制度

　担い手の育成や環境保全型農業の
推進等に資するため、農業に関する
普及事業を実施

　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

農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度）



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

① 農業経営改善計
画の認定数：
３０．８万経営体
（平成２１年度） 所得税・法人税共通の

特例措置
－ － －

法人税の特例措置 － － －

② 担い手（家族農
業経営及び法人
経営）への農地
利用集積面積：
２５０万ha

農地保有合理化促進事
業費

・本事業による担い手へ
の集積面積：1.7万ha/年

14,310

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度は、担い
手への集積面積1.9万ha。

農地保有合理化担い手
育成地域推進事業費

－ 156

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度は、14県
33地区で実施。

担い手育成農作業受委
託促進事業費

－ 76

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度は、1,344
件3,077haを実施。

　租税特別措置法第61条の2、第61条
の3、第68条の64、第68条の65
　特定農業法人が農用地の取得等を
するために積み立てた農用地利用集
積準備金の金額を損金算入、及び当
該準備金を取り崩して農用地等を取
得した場合に圧縮記帳の特例措置

　農地保有合理化法人の有する機能
を効率的に活用して担い手への農地
の利用集積を促進

　農地保有合理化法人が水田農業地
帯の土地利用を明確にし、利用調整
に対する支援等を集中的・総合的に
行い認定農業者等の利用集積を促進

　租税特別措置法第13条の3、第46条
の3、第68条の32
　認定農業者が一定以上の経営規模
拡大をし、機械体系等の変更が必然
的に伴うような場合に、その直後の一
定期間は経営が不安定となりやすい
ため、機械・施設等の減価償却を割
増

　農作業の受委託による作業規模の
拡大を推進



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

② 担い手（家族農
業経営及び法人
経営）への農地
利用集積面積：
２５０万ha
（平成２１年度）

農地保有合理化緊急加
速事業費

－ 276

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度は、平成
10年度から平成12年度に買
い入れた農用地等に係る借
入資金の支払利息の一部を
助成する事業を実施。

農業生産法人経営支援
出資事業費

・本事業による担い手へ
の集積面積：180ha/年

700
・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　優良農地確保支援対
　　策

・担い手への農地利用
集積の促進（担い手へ
の農地利用集積率）と
し、都道府県が作成する
利用集積率の増加計画
を達成した都道府県の
割合を100％とする

交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　連携強化推進体制整
　　備

・担い手への農地利用
集積の促進（担い手へ
の農地利用集積率）と
し、都道府県が作成する
利用集積率の増加計画
を達成した都道府県の
割合を100％とする

交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　認定農業者利用調整
　　推進

－
交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。

　改正農業経営基盤強化促進法に基
づき、農業委員会が実施する要活用
農地とそれ以外の農地を振り分けるた
めの現地調査等を支援
　また、農業委員会の重点地区にお
ける活動を踏まえ、普及組織が栽培
技術・経営管理等について、技術的
側面から重点的に支援

　都道府県農業会議による関係農業
団体との農地等情報の共有化等を支
援

　農業生産法人に対して、現物出資
及び農用地等を仲介する際に併せて
金銭出資することにより、効率的かつ
安定的な経営基盤の確立を図る

　認定農業者から、農用地について
利用権の設定等を受けたい旨の申し
出があった場合に農業委員会が行う
利用調整活動を支援

　担い手の農地の取得及びそれに伴
い必要となる近代化施設の整備に要
する負担の軽減



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

② 担い手（家族農
業経営及び法人
経営）への農地
利用集積面積：
２５０万ha
（平成２１年度）

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　都道府県農業改善推
　　進支援

－
交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　農地利用集積の推進
　のうち
　　水田農業経営構造確
　　立緊急対策

－
交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。

農地利用調整等円滑化
総合支援事業費

－ 85

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
全国農業会議所に対し、農
業及び農民に関する調査研
究等の実施について助成を
実施。

担い手農地情報活用集
積促進事業費

・本事業による平成17年
度の担い手への集積目
標面積（2，350ha）

1,354
・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。

経営構造改革緊急加速
リース支援事業費

・全ての借受者におい
て、各認定年度から5年
間について、各年度毎
の目標達成プログラムを
設定し、原則として設定
した目標値を達成

1,037
・平成17年度実績は、平成18
年9月頃に取りまとめ予定。

　農業委員会法の規定に基づき、都
道府県農業会議が農地法等によりそ
の所掌に属せられた事項を処理する
ために必要な会議員の会議出席旅費
を支援し業務の円滑な遂行を支援

　米政策改革を促進し、望ましい生産
構造を実現するため、担い手への農
地の利用集積に関するより高い目標
を立てた地域が目標を実現するため
に必要とする機械及び施設等の整備
等を実施

　担い手への農地の利用集積に資す
るための農地の確保及びその有効利
用を促進

　農地情報を公開し、地域外から広範
に農地の引き受け希望者を募集でき
る仕組みを構築すること等により、担
い手への農地の利用集積を促進

　農地保有合理化法人が行う機械施
設等のリース事業の促進により、担い
手への農地の利用集積を促進



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

② 担い手（家族農
業経営及び法人
経営）への農地
利用集積面積：
２５０万ha
（平成２１年度）

中山間農地保全対策事
業費

－ 12

・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度は、平成
10年度から平成12年度に買
い入れた農用地等に係る借
入資金の支払利息の一部を
助成する事業を実施。

農地調整費交付金

・農地法その他農地の
利用関係の調整に関す
る法令等に基づき都道
府県が農地法等の目的
に照らし適正かつ円滑
に事務処理を実施

149

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
都道府県に対し、農業委員
会の行う和解の仲介及び標
準小作料改訂についての指
導、農事調停事件出席、農
地等訴訟事務の処理等に要
する経費を交付。

都道府県農業会議会議
員手当等負担金

・都道府県農業会議に
おける法令業務の適正
な処理と、組織の健全な
運営

608

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
47都道府県農業会議に対
し、同会議が農地法等に基
づいて行う事務に要する経費
を交付。

農業委員会交付金 － 10,059

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
市町村に対し、農業委員会
（3,137組織）が農地法等に基
づいて行う事務に要する経費
を交付。

　農地保有合理化法人が行う農地の
買い入れ及び保全活動により国土保
全機能等を維持

　担い手への農地の利用集積に資す
るため、農地の利用をめぐる紛争解決
等の調整を実施

　担い手への農地の利用集積に資す
るための農地等の利用関係の適正な
調整等を実施

　担い手への農地の利用集積に資す
るための農地の確保及びその有効利
用を促進



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

② 担い手（家族農
業経営及び法人
経営）への農地
利用集積面積：
２５０万ha
（平成２１年度）

農業委員会費補助金 － 137

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度は、農業
委員会に対し、農地利用関
係の紛争処理、標準小作料
改訂等の農地関係業務に要
する経費を助成。

事務取扱交付金 － 1,955

・平成17年度実績は、平成17
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
国有農地等5,026haを管理
し、2,226,917千円の収入を
確保。

農地制度資料編さん委
託費

・今後の農地制度・農業
構造政策の基礎資料と
して農業情勢等に対応
した農地制度・施策の企
画・立案への活用

3

・平成17年度は、農地・土地
利用に係る有識者懇談会等
の農地制度・農業構造政策
の策定・検討に関する資料に
ついて収集・整理し、編さん。

土地管理情報収集分析
調査委託費

・農地流動化施策等に
おける施策の的確な企
画・立案の実施

24

・平成17年度は、平成17年（1
月～12月）の全国における農
地法及び農業経営基盤強化
促進法等に基づく農地の権
利移動等の実績を把握し、
資料としてとりまとめ。

　農業委員会が、農地等の利用関係
をめぐる紛争についての和解の仲介
等を実施、及び、小作料の標準となる
べき額の設定・改訂

　担い手への農地の利用集積を促進
するための国有農地等の買収・売渡、
管理

　担い手への農地の利用集積の促進
に資するための農地制度資料の編さ
ん

　担い手への農地の利用集積の促進
に資するために農地の権利移動の実
績等を把握する調査



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

② 担い手（家族農
業経営及び法人
経営）への農地
利用集積面積：
２５０万ha
（平成２１年度）

農地の権利移動・転用
規制の合理的な調整方
策等に関する調査研究
委託費

・今後の農地制度・農業
構造政策の基礎資料と
して活用することにより、
農業情勢等に対応した
農地制度・施策の企画・
立案に資すること

3

・平成17年度は、研究会を4
回開催し、今日の農地・土地
利用制度の運営に関する諸
問題に関する分析等を行い、
また、今後の農地法に基づく
農地の権利移動・転用規制
等の合理的な調整方策につ
いて検討を行い、資料として
とりまとめ。

農業経営基盤強化措置
状況調査委託費

・今後の農地の利用集
積等に関する制度及び
施策の推進方策の基礎
資料として農業情勢等
に対応した農地制度・施
策の企画・立案への活
用

4

・平成17年度は、農地相続を
めぐる農業経営の継承に関
する現地実態調査を行うとと
もに、研究会を4回開催して
今後の農地の利用集積等に
関する制度及び施策の推進
方策について検討を行い、
資料としてとりまとめ。

農地保有合理化支援資
金

－ 200

・平成17年度実績は、平成18
年8月に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度実績は、
419ha。

農業経営基盤強化促進
法

－ －

・農業経営基盤強化促進事
業、農地保有合理化事業等
を実施することにより、担い手
への農地利用集積を促進。

農業委員会等に関する
法律

－ －

・平成17年度は、農業委員会
系統組織において農地の利
用関係の調整等の業務を実
施。

農地法 － －

・耕作者の農地の取得を促
進し、その権利を保護し、及
び土地の農業上の効率的な
利用を図るため利用関係を
調整。

　土地の農業上の効率的な利用を図
るための利用関係を調整すること等に
より、耕作者の地位の安定と農業生産
力の増進を図る

　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（①）

　農業生産力の発展及び農業経営の
合理化を図り、農業者の地位の向上
に寄与

　農地の権利移動・転用規制制度の
運営に関する調査研究

　農地保有合理化措置の農村現場に
おける取組の実態、制度・施策の運用
の状況、問題点等に関する調査研究

　農地保有合理化法人が農業生産法
人に農用地等を現物出資、又は農地
の売渡信託の引き受けにより、担い手
の規模拡大を促進



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

③ 新規就農青年数
の確保：１２千人
／年

農業経営強化対策事業
推進費のうち
　新規就農等促進総合
　支援事業

・農業・農村体験活動を
継続的に行うために設
置した全国組織に加入
し体験活動へ参加する
延べ人数：8万人（平成
19年度）
・新規就農相談センター
における就農相談件数：
14千件／年

338
・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。

農村青少年研修教育団
体事業費

・本事業における各種研
修修了生のうち、70％の
新規就農者数を確保
（平成18年度）

245

・平成17年度実績は、本事業
における各種研修修了生のう
ち、45％の新規就農者数を
確保。

強い農業づくり交付金の
うち
　新規就農の促進のうち
　 新規就農等促進総合
　 支援

・農業・農村体験活動を
継続的に行うために設
定した全国組織に登録
し、体験活動への参加
する延べ人数：80,000人
（平成19年）
・本事業を実施した都道
府県の新規就農青年の
確保に係る目標達成割
合

交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　新規就農の促進のうち
　　農業研修教育・農業
　　総合支援センター施
　　設整備

－
交付金
47,009の
内数

・10校の道府県農業大学校
において、技術革新に対応し
た研修施設を整備。

　農業・農村体験活動を継続的に行う
ための全国的な組織づくりへの支援
及び農業・農村体験活動の受入体制
の整備等を実施
　農内外からの新規就農を円滑に進
めるため、全国新規就農相談セン
ター等において就農啓発や技術習得
のための研修、資金に係る情報等、
就農に必要な情報の提供・相談活動
を実施

　民間研修教育施設の運営、指導農
業士等を活用した国内先進地留学研
修により、青年農業者等の農業を担う
べき者の確保・育成に寄与

　農業に関する研修教育の中核機関
である道府県農業大学校等の研修教
育施設、調査研究用施設及び地域段
階における実績的個別技術の研修施
設の整備の実施

　農業・農村体験活動を継続的に行う
ための全国的な組織づくりへの支援
及び農業・農村体験活動の受入体制
の整備等を実施
　農内外からの新規就農を円滑に進
めるため、都道府県新規就農相談セ
ンター等において就農啓発や技術習
得のための研修、資金に係る情報
等、就農に必要な情報の提供・相談
活動を実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

③ 新規就農青年数
の確保：１２千人
／年 農業経営強化対策事業

推進費のうち
　シニア能力活用促進
　事業

・高齢者グループ数のう
ち、担い手育成・支援活
動を行ったグループ数
の割合を2割に増加（平
成21年）

5

・平成17年度実績は、平成18
年6月下旬に取りまとめ予
定。

強い農業づくり交付金の
うち
　高齢農業者能力活用
　の推進のうち
　　シニア能力活用促進

・高齢者グループ数のう
ち、担い手育成・支援活
動を行ったグループ数
の割合を2割に増加（平
成21年）

交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年6月下旬に取りまとめ予
定。

独立行政法人農業者大
学校運営費交付金

独立行政法人農業者大
学校施設整備費

就農支援資金
貸付枠
14,000

・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度における
就農支援資金の貸付実績
は、3,634百万円。

就農支援資金政府貸付
金

5,911

・平成17年実績は、平成18年
7月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度における
就農支援資金政府貸付金の
貸付実績は、2,147百万円。

586

・農業者大学校において、69
名（うち平成１７年度新入生
20人）に対して、高度な農業
教育を実施。

－

・農林水産大臣が独立
行政法人ごとに定める
「中期目標」の達成

　
　新規就農者の就農準備、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

　現に農業に従事している青年を対
象に、講義、演習、派遣実習等によ
り、近代的な農業経営に必要な学理と
応用能力を付与し、青年農業者等の
農業を担うべき者の確保・育成に寄与

　担い手支援等に向けた活動の促進
のため、各地域における高齢者活動
優良事例について、収集及び表彰事
業を行うとともに、高齢者の能力を活
用した担い手支援等への活動の取り
組みを促進するため、小冊子、パンフ
レットの作成・配布を実施

　地域の牽引役としての高齢者の活
動を土台として、高齢者の持つ能力を
担い手支援・育成のためにより積極的
に活用していくため、担い手の支援・
育成のための高齢者能力を活用する
環境づくり、地域活性化のための高齢
者自立活動への支援等の実施



目標 目標の内容

予算額
（百万円）

政策手段
（法律・事業名等）

成果目標
（設定されている場合）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

③ 新規就農青年数
の確保：１２千人
／年 青年等の就農促進のた

めの資金の貸付等に関
する特別措置法

－ －

・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度における
就農支援資金の貸付実績
は、3,634百万円。

農業経営強化対策事業
推進費のうち
　農業・農村男女共同参
　画チャレンジ総合推進
　事業費

・女性認定農業者の数
の増加　　9.6千人（平成
21年度）

144

・平成17年度実績は、平成18
年7月頃に取りまとめ予定。
　なお、平成16年度の実績は
なし。

強い農業づくり交付金の
うち
　農業・農村男女共同参
　画の推進のうち
　　農業・農村男女共同
　　参画チャレンジ総合
　　推進

・女性認定農業者の数
の増加　　9.6千人（平成
21年度）

交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績（目標値：
4,460人）は、18年8月中に取
りまとめ予定。

農村生活総合調査研究
事業委託費

・農村における女性の経
営参画、社会参画を加
速するため、農村女性
の能力活用促進に関す
る調査研究結果が各都
道府県の普及部局等に
おいて活用され、当該
施策の的確な実施に資
すること

51

・平成17年度実績（目標値：
4,460人）は、18年8月中に取
りまとめ予定。

農業改良資金のうち
　女性起業向け優先枠

－
融資枠
3,000

・平成17年度実績は、男女共
同参画、高齢者の能力活
用、子育てしやすい環境づく
りについての調査研究資料
を取りまとめ、都道府県、関
連部局、研究機関、報道機
関等に配布。

　女性による農産加工等の活動の支
援、女性が新たに部門経営を開始す
る際の貸付

　女性農業者の農業経営及び起業活
動の高度化等に向けた普及啓発、研
修、シンポジウム、情報提供等を実施

　女性の社会参画・経営参画を促進
し、女性の活動しやすい環境づくりを
推進するため、女性の参画目標設定
や普及啓発、研修、交流会、検討会
等を実施

　企画会議、課題ごとに推進委員会、
配票・現地調査、報告書作成（各地方
農政局及び各都道府県等へ配布）等
の実施

　新規就農者の就農準備、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




