
政策手段別評価結果書の要旨
【政策手段名】

農地保有合理化促進事業

【政策手段の概要】

目 的 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）に示された望ましい農業構造を実現する
ため、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これら担い手に対する農地の利用集積を促進す
る。

内 容 １ 一般タイプの事業
農用地等を取得（買入れ又は借入れ）し、当該農用地等を一定期間保有した後に担い手農

家に再配分（売渡し又は貸付け）
２ 事業関連タイプの事業

農用地開発事業等と相まって、未墾地等を買い入れて事業に参加し、農用地として開発整
備された後に規模拡大を志向する担い手農家等に売り渡す

３ 特別タイプの事業
① 担い手育成タイプ

離農農家や規模縮小農家等の農用地等を取得し、一定の要件を満たす認定農業者等に売
り渡す又は一時貸付け（5年以内）した後に売り渡す

② 長期育成タイプ
離農農家や規模縮小農家等の農用地等を取得し、一定の要件を満たす認定農業者等に売

り渡す又は一時貸付け（5年を超え10年以内）した後に売り渡す
４ 農地継承円滑化事業

農地保有合理化法人が保有する当面受け手のいない農地を有効活用しつつ良好な状態で維
持・管理し担い手等に円滑に継承するため、①緑肥作物の栽培等による管理耕作、②特産農
作物普及のための試験栽培、③農業後継者、新規就農者のための実践研修用地としての活用、
④畦畔除去等の簡易な土地基盤整備を行う

５ 農業用機械・施設リース事業
農地保有合理化法人が買い入れ又は借り入れた農用地等の売渡し、貸付けと併せて、経営

規模の拡大に伴い必要となる農業用機械・施設を認定農業者等に貸し付ける

達成目標 担い手への農地利用集積面積1.7万ha/年

【政策分野の目標と政策手段の関連】

本事業を実施することにより、政策分野の目標である認定農業者等の「担い手への農地利用集積の促進」に
よる経営規模の拡大が図られ、この結果「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、強靱
な農業構造の確立に資する。

【事業のこれまでの具体的成果】

平成16年度の担い手への農地利用集積の増加面積3.8万haに対して、本事業による担い手への農地利用集積
面積は1.9万haとなっており、政策目標の達成に大きく寄与。

【政策手段の改善の方向】

平成17年に改正された農業経営基盤強化促進法に基づき、農用地利用規程に位置づけられた担い手に対して
農地の利用集積を促進するためには、農地保有合理化法人は農用地利用規程に基づく土地利用調整や集落営農
の組織化に当たって課題となる、団地化された効率的な農地の集積や農地の出し手へのインセンティブの賦与
など集落内のきめ細かいニーズへの対応が必要である。更なる効果が得られるよう農用地利用規程に定められ
た土地利用集積目標の実現に向け、本事業に誘導する調整方法について改善する必要がある。

【政策評価総括組織の所見】

担い手に対して集団化・団地化した形での農地の利用集積が促進されるよう、事業の効果を踏まえた上で、
有効性をさらに高める必要がある。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/8_2.pdf

担当：経営局経営政策課 ℡０３－３５０１－３７４２



政策手段(事業)名 農地保有合理化促進事業 政策手段所管課名 経営局構造改善課

政策評価担当課名 経営局経営政策課

政 (1)目的 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）に示された望まし

策 い農業構造を実現するため、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、こ

手 れら担い手に対する農地の利用集積を促進する。

段

の (2)内容 【補助事業】

概 (1) 一般タイプの事業

要 農用地等を取得（買入れ又は借入れ）し、当該農用地等を一定期間

保有した後に担い手農家に再配分（売渡し又は貸付け）する。

(2) 事業関連タイプの事業

農用地開発事業等と相まって、未墾地等を買い入れて事業に参加し、

農用地として開発整備された後に規模拡大を志向する担い手農家等に

売り渡す。

(3) 特別タイプの事業

①担い手育成タイプ

離農農家や規模縮小農家等の農用地等を取得し、一定の要件を満た

す認定農業者等に売り渡す又は一時貸付け（５年以内）した後に売り

渡す。

②長期育成タイプ

離農農家や規模縮小農家等の農用地等を取得し、一定の要件を満た

す認定農業者等に売り渡す又は一時貸付け（５年を超え１０年以内）

した後に売り渡す。

(4) 農地継承円滑化事業

農地保有合理化法人が保有する当面受け手のいない農地を有効活用

しつつ良好な状態で維持・管理し担い手等に円滑に継承するため、①

緑肥作物の栽培等による管理耕作、②特産農作物普及のための試験栽

培、③農業後継者、新規就農者のための実践研修用地としての活用、

④畦畔除去等の簡易な土地基盤整備を行う。

(5) 農業用機械・施設リース事業

農地保有合理化法人が買い入れ又は借り入れた農用地等の売渡し、

貸付けと併せて、経営規模の拡大に伴い必要となる農業用機械・施設

を認定農業者等に貸し付ける。

【事業実施主体】

都道府県、（社）全国農地保有合理化協会、農地保有合理化法人

(3)達成目標 担い手への農地利用集積面積1.7万ha/年

（あらかじめ

成果目標が設

定されている

場合は、成果



目標）

(4)事業予算 15年度 16年度 17年度

等の推移 予算額 18,411,733千円 25,040,402千円 14,310,324千円

（直近３カ年） 執行額 17,760,918千円 24,520,748千円 － 千円

面積 売渡： 7,818ha 売渡： 7,019ha (17年度分につい

貸付：11,873ha 貸付： 11,978ha ては８月頃に取り

まとめの予定)

政 (1)政策手段 政 策 分 野 名 意欲と能力のある担い手の育成・確保

策 が関連する政 目 標 担い手への農地利用集積の促進

分 策分野及び目 目標値（目標年度） 250万ha（平成21年度）

野 標

の

目 (2)政策分野

標 の目標の達成 農地保有合理化法人が規模縮小農家等の農用地

と に向けての政 等を認定農業者等に売り渡し又は貸し付け、そ

政 策手段の有効 れと併せた農業用機械・施設の貸し付け等

策 性（説明及び

手 概念図）

段

の 認定農業者等の担い手への農地利用集積の促進

関 による経営規模の拡大

連

「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、強靱な農業構造の確立

事業のこれまでの 平成１６年度の担い手への農地利用集積の増加面積3.8万haに対して、

具体的成果 本事業による担い手への農地利用集積面積は1.9万haとなっており、政

（成果目標が設定 策目標の達成に大きく寄与している。

されている場合 【平成１６年度実績、面積】

は、成果目標に対 買入 7,016ha、借入 11,375ha、売渡 7,019ha、貸付 11,978ha

する実績）

(1)必要性 本事業は、農地の中間保有・再配分機能を有する農地保有合理化法人

評 が、規模縮小農家等から農地を買い入れ又は借り入れて、認定農業者等

の担い手に対して円滑かつ集中的に集積することを目的とするものであ

価 り、担い手への農地利用集積を促進する上で不可欠な事業となっている。

また、認定農業者等担い手への農地利用集積を強力に推進していくた



結 め、受け手がいない遊休化するおそれのある優良農地については、これ

を担い手に集積（売渡し又は貸付け）するまでの間、良好な状態で維持

果 しておくことが必要である。

なお、認定農業者等担い手への農地の利用集積は、望ましい農業構造

を確立するため国が責任をもって進めるべき施策であり、本事業につい

ては、担い手の賃借による規模拡大などのニーズも高いことから引き続

き実施する必要がある。

(2)有効性 地域において優良農地を、農地保有合理化法人が圃場として適切に管

理し、良好な状態で担い手に引き継ぐことによって、担い手の育成・確

保、規模拡大の促進等に効果をもたらしており、担い手への農地利用集

積面積が全体で3.8万ha（平成15～16年）であるのに対して、本事業に

よる利用集積面積は1.8～1.9万haを達成するなど、有効な手段となって

いる。

しかしながら、平成17年９月に施行された農業経営基盤強化促進法

の一部改正により農用地利用規程に位置づけられた担い手に農地を集積

するためには、団地化された効率的な農地の集積や農地の出し手へのイ

ンセンティブの賦与などの課題もあり、今後は地域のニーズに応じたき

め細かい支援が必要である。

(3)効率性 本事業の実施に当たり

① 支援の対象者を認定農業者等の担い手に集中化・重点化

② 事業の実施に必要となる推進体制については、都道府県農業公社等

と市町村・農業委員会等行政機関との連絡調整を密にするなど強化

③ 事業の適正かつ円滑な実施等のために、都道府県段階における都道

府県農業公社等に対する助言・指導、全国段階における農地保有合理

化支援法人である全国農地保有合理化協会に対する助言・指導

④ 農業生産法人出資育成事業や農地信託等事業との連携強化

等により、効率的・効果的な事業の実施を行っている。

(4)その他

(公正性､優先性等)

政策手段の改善の 平成１７年に改正された農業経営基盤強化促進法に基づき、農用地利

必要性、その内容 用規程に位置づけられた担い手に対して農地の利用集積を促進するため

及びその理由 には、農地保有合理化法人が農用地利用規程に基づく土地利用調整や集

落営農の組織化に当たって課題となる、団地化された効率的な農地の集

積や農地の出し手へのインセンティブの賦与など集落内のきめ細かいニ

ーズへの対応が必要であり、更なる効果が得られるよう農用地利用規程

に定められた土地利用集積目標の実現に向け、本事業に誘導する調整方

法について改善する必要がある。



政策評価総括組織 (1) 必要性

（企画評価課長） 国民が求める安全な食料の安定供給の実現に向けた望ましい農業構

の所見 造を構築するためには、認定農業者等担い手への農地利用集積は重要

な課題であり、食料・農業・農村基本計画、農業経営基盤強化促進法

の改正、経営所得安定対策大綱においても位置付けられていることか

ら、本事業を国が行う必要性は認められる。

(2) 有効性

本事業による担い手への農地の利用集積面積は約１．９万ｈａと目

標を達成しており、有効性は認められる。しかし、担い手への農地集

積対策は、農業の構造改革を図る上で大きな課題となっていることか

ら、団地化された効率的な農地の集積など担い手のニーズを踏まえた

上で、有効性をさらに高める必要がある。

(3) 効率性

目標の達成に向けた事業要件の設定や既存の推進体制の利用など効

率的な実施に努めている。

また、本事業は、これまでの実績やノウハウがあり、専門性を有す

る実施主体が行い、一定の効率性は認められる。

しかし、各事業ごとの効果を踏まえた上で、事業の重点化を図るな

ど効率性の改善を検討する必要がある。

(4) 総括所見

（有効性、効率性の改善）

国民が求める安全な食料の安定供給の実現に向けた望ましい農業構

造を確立するため、認定農業者等担い手への農地利用集積を推進する

ことは重要な課題であり、本事業の必要性は認められる。さらに、担

い手に対して集団化・団地化した形で農地の利用集積することを促進

するため、事業の効果を踏まえた上で、地域や担い手のニーズに即し

て、有効性をさらに高めるとともに、効率性の改善を検討する必要が

ある。

平成17年には、農業経営基盤強化促進法を改正し、農地保有合理

化事業の充実による農地の仲介機能を強化していることを踏まえ、今

後とも担い手への農地利用集積の取組を推進する必要がある。

評価会委員の意見



農地売買等の流れ

規模縮小農家
離農農家 等

○売りたい
○貸したい

○離農したい

○買いたい
○借りたい

○交換したい

規模拡大
農業者等

買入

借入

農地保有

合理化法人
市町村・
農業委員会

交換
売渡
貸付

あっせん
・

利用調整

市町村・
農業委員会

あっせん
・

利用調整

補助事業（農地保有合理化促進事業）

利子助成方式
（一般タイプ）

無利子貸付方式
（特別タイプ・事業
関連タイプ）

国
都道府県
（市町村）

全国農地保有
合理化協会

金融
機関

都道府県
（市町村）

金融
機関

国

利子助成
６／１０

資金借入

利子助成上乗せ
１１１４／１０

利子助成
３／１０

定額補助
（基金造成）

７／１０
無利子

一般タイプ

特 別

タイプ

事業関連タイプ

担い手育成タイプ

長期育成タイプ

即売り 一時貸付後売渡し

５～１０年以内

５年以内

可

可

可

ー

ー

ー

貸借

可

ー

ー

ー

受け手要件 年齢要件 面積要件

認定農業者優先

認定農業者優先

認定農業者、認定就農者、
基本構想水準到達者

認定農業者、認定就農者

６５歳未満

６５歳未満

６０歳以下

５５歳以下

基準面積（当該地域の平均経営面積）
を超えること。

目標面積（営農類型毎の育成目標面
積）を超えること、又は５年以内に到達

認定農業者：農業経営改善計画に沿うこと
認定就農者：基準面積を超えること

認定農業者：農業経営改善計画に沿うこと
認定就農者：基準面積を超えること

農 地 保 有 合 理 化 促 進 事 業


