
政策手段別評価結果書の要旨
【政策手段名】

担い手農地情報活用集積促進事業

【政策手段の概要】

目 的 食料・農業・農村基本法が目指す効率的かつ安定的な農業経営を営む者が農業生産の相当部
分を担う農業構造を確立するために、それらの農業経営に対する農地の利用集積を促進する。

内 容 １ 市町村等事業（市町村、農地保有合理化法人等の公益法人、農業協同組合、土地改良区）
(1)担い手農地情報活用事業
農地情報をインターネット等で公開し、地域外から広範に農地の引受希望者を募集できる

仕組みを構築
(2)担い手農地集積促進支援事業
認定農業者が経営規模拡大を行う場合、農用地利用改善団体等が行う活動に対して、農地

集積促進費を交付
(3)担い手農地集積促進整備事業
農地の集団化形成に必要なほ場条件の簡易な整備

２ 全国農地保有合理化協会事業
１の(1)の事業を推進するための、農地情報活用企画委員会の開催等を実施

３ 都道府県農業団体事業（都道府県農業会議）
１の事業実施主体に対する助言等を実施

４ 都道府県事業
１及び３の事業実施主体に対する指導等を実施

達成目標 本事業による担い手への農地の利用集積面積
平成21年度までに11,750ha（2,350ha/年×5年）増加

【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17年度の主な事業実績(速報値)】
市町村等事業
(1)担い手農地情報活用事業
・182市町村で実施され、利用集積面積は812ha
(2)担い手農地集積促進支援事業
・9市町村で実施され、集団化面積は70ha
(3)担い手農地集積促進整備事業
・13市町村で農地利用プランが作成され、利用集積面積は155ha
・その達成のために本事業を活用した市町村はなし

以上の結果、本事業により担い手に利用集積された面積は1,037ha、目標2,350haに対する達成率44％

【政策手段の改善の方向】

現状のままでは、有効性及び効率性に問題があり、抜本的な見直しが必要である。
しかし、特に土地利用型農業を中心に担い手への農地の利用集積を促進することは、担い手の育成・確保を

図るために不可欠の施策となっていることから、本事業については、①制度全般をより簡潔で分かりやすく利
用しやすいものにすること、②より広範な農地取引を可能とするため、インターネットによる農地情報の公開
を推進すること、③面的なまとまりのある形での農地の利用集積を促進すること、④農地の取引促進のために
必要なほ場条件の整備等を支援すること等の改善を行うことが必要である。

【政策評価総括組織の所見】

実績が低調なことから、面的なまとまりのある形での農地利用集積という目標は掲げつつ、事務手続きの簡
素化など、有効性、効率性を抜本的に見直す必要がある。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/8_3.pdf

担当：経営局経営政策課 ℡０３－３５０１－３７４２



政策手段(事業)名 担い手農地情報活用集積 政策手段所管課名 経営局構造改善課

促進事業 政策評価担当課名 経営局経営政策課

政 (1)目的 食料・農業・農村基本法が目指す効率的かつ安定的な農業経営を営む

策 者が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するために、それらの農

手 業経営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 市町村等事業

要 (1) 担い手農地情報活用事業

耕作放棄地の増加や担い手の不足が深刻な地域を中心に、農地情報

公開台帳（農地情報）を窓口閲覧やインターネット等により公開し、

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。

(2) 担い手農地集積促進支援事業

認定農業者が経営規模拡大を行う場合、当該認定農業者及び当該認

定農業者に賃借権の設定等を行う者を構成員とする農用地利用改善団

体等が行う活動に対して、農地集積促進費を交付する。

(3) 担い手農地集積促進整備事業

地域の合意の下に、認定農業者等に集団的に農地の集積を行う場合、

農地の集団化形成に必要となる障害物の除去や整地など、ほ場条件の

簡易な整備を行う。

２ 全国農地保有合理化協会事業

１の(1)の事業の適正かつ円滑な推進を図るため、農地情報公開基

準例等の作成や本事業の実施に関する事例及び課題の検討等を行う農

地情報活用企画委員会の開催等を行う。

３ 都道府県農業団体事業

１の事業の適正かつ円滑な実施および地域の農地流動化を推進する

ために、１の実施主体（市町村、農地保有合理化法人等の公益法人、

農業協同組合、土地改良区）に対する助言等を行う。

４ 都道府県事業

１の事業の適正かつ円滑な実施および地域の農地流動化を推進する

ために、１及び３の実施主体（市町村、農地保有合理化法人等の公益

法人、農業協同組合、土地改良区、都道府県農業会議）に対する指導

等を行う。

【事業実施主体】

市町村、農地保有合理化法人等の公益法人、農業協同組合、土地改良

区、全国農地保有合理化協会、都道府県農業会議、都道府県

(3)達成目標 本事業による担い手への農地の利用集積面積

（あらかじめ 平成21年度までに11,750ha（2,350ha/年×5年）増加させる



成果目標が設

定されている

場合は、成果

目標）

(4)事業予算 17年度 年度 年度

等の推移 予算額 1,354,154千円

（直近３カ年） 執行額 159,452千円

(見込)

地区数 209地区（速報値）

（8月確定予定）

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 ・農地情報の公開等により、農地の引受希望者を

と に向けての政 広範に募集できる仕組みを構築

政 策手段の有効 ・認定農業者等が経営規模拡大を行う場合の農地

策 性（説明及び 集積促進費の交付

手 概念図） ・農地集団化形成に必要なほ場条件の簡易な整備

段

の

関

連 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

「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 1 市町村段階

具体的成果 (1) 担い手農地情報活用事業

（成果目標が設定 182市町村で実施され、公開された農用地のうち担い手に利用集積

されている場合 された面積は812haとなった（速報値。数値については以下同様）。

は、成果目標に対 E県K町では、農業委員会の農地基本台帳をもとに10a以上所有する

する実績） 農家1,600戸に対して、JAの協力を得て利用権設定等意向調査を実施

するとともに、本事業によって整備された農地情報を、３月に町のホ

ームページで公開した。



同町では、本事業によって整備された情報を、担い手の育成・確保、

農用地の利用調整のための総合的取組における重要なツールとして活

用していくことにしており、更に情報公開を進めていくことにしてい

る。

(2) 担い手農地集積促進支援事業

9市町村で実施され、交付対象農用地面積は70haとなった。そのう

ち、集団化された農地面積は、48haとなった。

(3) 担い手農地集積促進整備事業

地域において集団的に農地の集積を行うための農地利用プランは、

13市町村が作成して155haを利用集積したものの、その達成のために

本事業を活用した市町村はなかった。

２ 全国農地保有合理化協会事業

農地情報活用企画委員会を開催し、本事業実施に必要となる事項に

ついての企画・立案を行うほか、事業を紹介するホームページの立ち

上げや事業のPR、事業実施に必要となる情報の提供を行った。

３ 都道府県団体事業

45都道府県農業会議において実施され、その実績は現地指導918件、

ホームページ開設等の活動は20団体、資料作成部数は23,870となっ

ている。

４ 都道府県段階

44都道府県において実施され、その実績は現地指導件数は1,130、

ホームページ開設等の活動は13道府県、資料作成部数は70,158とな

っている。

以上の結果、本事業により担い手に利用集積された面積は1,037ha

となり、目標2,350haに対する達成率は44％に止まった。

(1)必要性 「農業構造の展望」に示された「効率的かつ安定的な農業経営」が農

評 業生産の相当部分を担う「望ましい農業構造の姿」の実現を図るもので

ある。

価 特に、立ち遅れた土地利用型農業の構造改革は、喫緊の課題となって

おり、その実現に必要な担い手への農地の利用集積は、重要な課題とな

結 っている。

全国の水田集落のうち主業農家がいない集落が過半（2000年農林業

果 センサス）となっている状況において、集落内での話し合いや関係機関

等による調整という従来の手法だけでは、耕作放棄地の発生防止・解消

や担い手の確保が困難な地域も発生している。

本事業は、インターネット等により農地情報を集積・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

で、そのような地域においても担い手への農地の利用集積を広域的・集

団的に促進することを可能にするものである。

食料・農業・農村基本法においては、「国は、国内の農業生産に必要

な農地の確保及びその有効利用を図るため」、「効率的かつ安定的な農

業経営を営む者に対する農地の利用の集積」に必要な施策を講じること



としており、本事業の目的も、これに沿ったものとなっていることから、

引き続き、実施する必要があると考える。

(2)有効性 １ 担い手農地情報活用事業

本事業は、全国で235市町村（5市町村×47都道府県）の実施見込

みに対して、85%の199市町村（市町村合併により、最終的には182

市町村）において実施されたが、情報公開の手法を見ると、市町村窓

口での農地情報公開台帳の閲覧が大半であり、インターネットによる

情報の公開は9市町村であった。

また、公開された農地情報のうち、担い手に利用集積された面積は、

事業全体での目標2,350ha/年に対して812haと低い実績となって

おり、これは、

① 当事業が平成17年度新規事業であること、

② 年度当初の取組が遅く、実際の農地情報の公開時期も年度末に集

中したために、農地取引の期間が非常に短期間となったこと

などが大きな要因であると考えられる。

また、本事業に関しては、

① 農地情報活用委員会の設置、農地公開基準や農地公募規程の策定

等、事務手続きが煩雑であること、

② 情報公開される農地のうち遊休農地等であることにより営農上支

障がある農地については、その条件の不利さから公開をしても取引

が見込めない恐れがあり、その取引促進のために、ほ場整備等の条

件整備を行う必要があること

などの課題が指摘されている。

２ 担い手農地集積促進支援事業

本事業は、交付対象農地が70haとなっており、順調とは言い難い。

本事業は、認定農業者の経営規模を一定以上に拡大させることを実

施要件としているが、農地が分散化しており、要件の達成が困難な地

域が多くあることなどが要因と考えられる。

３ 担い手農地集積促進整備事業

本事業は、利用実績が全くなかった。

これは、本事業が、実績が低調な担い手農地情報活用事業と連動し

ていること、農地利用プランによって集団的に農地を集積しようとす

る地域では、比較的条件の良い土地が多く、本事業を活用せずとも目

標達成が可能な地域が多かったためと考えられる。

４ 都道府県及び全国段階

都道府県及び全国段階の実施主体については、現地指導、ホームペ

ージや出版物による事業のPRなど、積極的に取組みを行っている。

農地の利用集積に向けた本事業の必要性について、十分に理解されて

いるものと考えられる。

以上のように、本事業の必要性に対する理解は高いものの、成果目

標に比べて十分な実績を達成するには至っておらず、事業効果を発揮

させるために改善が必要である。



(3)効率性 本事業の実施に当たり、

① 市町村段階での事業実施に必要となる基準や規程等の例について

は、学識経験者の意見を踏まえたものとする

② 事業実施に必要となる推進体制について、既存の体制が存在する

場合には、その機能を活用する

③ 事業対象者を認定農業者等の担い手に限定することで、集中化・

重点化を図る

④ 基盤整備が完了しているなど、効果的な事業実施のための条件が

整備されている地区に対象を限定する

⑤ 事業の適正かつ円滑な実施等のために、都道府県段階、全国段階

の指導を行う

⑥ 円滑な農地取引のために「公募制及び一括委任」の手法を導入す

る

等により、効率的・効果的な事業の実施を図ったが、事業の実施手続き

が煩雑であること等により効率性に課題がある。

(4)その他

(公正性､優先性等)

政策手段の改善の 現状のままでは、有効性及び効率性に問題があり、抜本的な見直しが

必要性、その内容 必要である。

及びその理由 これは、農地の分散化など外部要因が影響していると考えられるほか、

① 本事業が平成17年度新規事業であったために、事業の内容が市町

村レベルにまで周知されていなかったこと、

② 事務手続きが煩雑であること

などが要因としてあげられる。

しかし、食料・農業・農村基本計画においては、特に土地利用型農業

を中心に担い手への農地の利用集積を促進することとされており、担い

手の育成・確保を図るためには不可欠の施策となっている。

このため、本事業については抜本的に見直すことが必要である。

具体的には、

① 制度全般をより簡潔で分かりやすく利用しやすいものにすること、

② より広範な農地取引を可能とするため、インターネットによる農地

情報の公開を推進すること、

③ 面的なまとまりのある形での農地の利用集積を促進すること

④ 農地の取引促進のために必要なほ場条件の整備等を支援すること

等の改善を行うことが必要である。

政策評価総括組織 (1) 必要性

（企画評価課長） 担い手への農地利用集積については、食料・農業・農村基本計画にお

の所見 いても「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積



に必要な施策を講ずること」とされている。

特に、立ち遅れた土地利用型農業の構造改革を進めるためには、担い

手への農地利用集積は喫緊の課題であるが、担い手不足が深刻な地域が

増加する中でインターネットを活用して地域外からの農地引受け希望者

の募集等を行うなど新たな手法を用いた本事業の必要性は認められる。

また、本事業は、作付地の集団化や認定農業者への利用権の設定等を

促進する地権者の集団（農用地利用改善団体）の活動支援等を内容とし

ているが、これも政策分野の目標に沿ったものであり、必要性は認めら

れる。

(2) 有効性

担い手農地情報活用事業は、当初見込みに対して85％（速報値）の

市町村において実施されたものの、事業初年度で取引期間が短期間であ

ったことに加え、事務手続きの煩雑さ、農地が分散している中での規模

拡大要件の厳しさ等から、事業全体では集積された農地面積は目標に比

べて44％（速報値）と低調なものとなり、抜本的な改善を行う必要が

ある。

(3) 効率性

新規事業であるとしても、実績が低調である。このため、事務手続き

の煩雑さなどの問題点を踏まえ効率性を改善する必要がある。

(4) 総括所見

（有効性、効率性の改善）

本事業は、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構築するという本政策分野の目標に沿ったものであ

り、必要性は認められる。しかしながら、事業初年度とはいえ実績が低

調なことから、面的なまとまりのある形で担い手への農地の利用集積を

促進するという目標は掲げつつ、事務手続きの簡素化や現実をより踏ま

えた目標の設定など、有効性、効率性について抜本的な見直しが必要で

ある。

評価会委員の意見 ○担い手農地情報活用集積促進事業の趣旨は良い。農用地利用改善団体を

通じた支援も現在の課題に合致している。事業の説明と浸透の最中である

ので、開始してすぐ廃止という結論ではなく長期的な視点で見てもいいの

ではないか。(永石委員)



「農地情報活用事業」

　　　　　　農地情報集積マーケット（公募）による農地取引
【実施要件】
　○農地情報集積マーケットによる農地取引は原則として公募制
　○農地情報のワンストップ化、オープン化、ネットワーク化を図る
　○農地情報活用委員会を組織し、農地取引の透明性・公平性を確保
　○農地利用集積の目標を設定し、集団的な利用権設定等を促進

「農地情報整備事業」

担い手農地情報活用集積促進事業

経営規模を拡大
したいな～

農地を売り
たいなあ～

【現　状】
・高齢化、不在村土地所有者の増加等による耕作放棄地の増加
・農地情報の非公開主義により担い手の農地情報把握が困難
・集落内相対を中心とした閉鎖的市場での農地取引

「農地情報活用企画事業」
　農地情報の公開による農地の引き受け希望者の募集体制の整備を行う
　・農地情報活用委員会の設立及び農地情報活用集積促進計画の策定
　・意向調査の計画立案、農地情報活用農家組合規約、農地情報公開基準、公募規程、
　　担い手優先、団地化推進、耕作放棄地解消等農地取引基準の作成等

担い手への広域的な農地の利用集積を推進

出し手・担い手農家の意向調査

農地情報活用農家組合

出し手農家の同意 担い手農家の同意

農地情報公開台帳
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ公開等）

農地情報活用委員会の開催
・農地取引基準に基づく農地取得者、利用権設定者の決定
※（担い手農地集積促進支援事業、担い手農地集積促進
　　整備事業により規模拡大を支援）

農地取得希望者　　　　　　　　　利用権設定希望者

全国からｲﾝﾀｰﾈｯﾄでｱｸｾｽ


