
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

担い手への経営支援の条件整備

【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）

担い手に対して、地域の特性に応じた新技術や当該技術に関する知識を効率的・効果的に普及指導するこ

とによって、高度な技術と高い経営能力を身につけた農業経営へ発展が図られる。

目標①：効果的・効率的な普及事業の推進
目標値：ａ.担い手の育成に係る普及指導ｾﾝﾀｰの 実績値：ａ. 95.0％ 達成状況：95.0％ 達成ランク：Ａ

目標達成割合100％
ｂ.技術の普及に係る普及指導ｾﾝﾀｰの ｂ. 95.2％
目標達成割合100％

要因の分 (1) 達成状況は、両目標ともに95％（達成ランクＡ）

析・改善 となり、分野の施策全体として概ね有効である。

の考え方 これは、全国の普及指導センターにおいて、

①地域の特性に応じた農業技術の普及を図ったこ

と、②新技術の導入や地域農業のコーディネート

等普及事業の重点化・高度化を推進したことなど

が主な要因と考えられる。

(2) 今後は、地域の実態に即した革新的技術・経営

方式を普及し、担い手の育成・確保を更に推進す

るため、引き続き、革新的技術導入による経営発

展を支援するとともに、集落営農の育成・発展に

資する支援を実施する必要がある。

また、革新的技術と地域農業のコーディネート

等については、地域の実情に即してきめ細かく普

及・指導するため、普及指導員の資質向上や調査研究を支援する必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

農協系統組織への国の指導・助言の強化によって、営農指導の強化、生産資材のコスト引き下げなど、農

協系統組織の果たすべき役割の充実が図られ、担い手を中心とした農業者の経営発展が図られる。

目標②：農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言
達成状況：分野の施策全体としては、効果があった。

要因の分 (1) 目標は概ね達成されており、施策は有効である。

析・改善 これは、農協系統組織において、

の考え方 ａ．組合員にメリットを還元する事業運営の推進

①営農指導員の資質向上を目的とした統一的資格認証試験の導入の拡大(19県→22県)、②

消費者へ産地直送するインターネットモール「ＪＡタウン」の取組強化(出店店舗数58→70)、
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③「生産資材コスト低減チャレンジプラン」(全農)において、重点取組事項(安価な資材の

提供等)を推進(11項目中8項目で取扱量が増加)、④全農に対しては、業務改善命令を発出し、

事業の検証・見直し等を内容とする改善計画を策定させ、実行するよう強力に指導

ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備

①全国の総合農協数は、887から865へと進展(38ＪＡが合併に参加)、②信連の農林中金へ

の全部事業譲渡に伴う解散(3県信連)、連合会の権利義務包括承継の実施(1県信連、1経済

連)、③経営管理員会制度は31ＪＡにおいて導入(新たに7ＪＡで導入)、④農協の役員に占め

る女性の割合は着実に増加(H12:0.58%→H16:1.53%)

ｃ．信用事業の健全性の確保

早期是正措置の発動をすることなく、自己資本比率(H16:農協17.84%、信連16.10%、農林

中金12.15%)を確保

ｄ．共済事業の健全性の確保

早期是正措置の発動をすることなく、支払余力比率811.3％(推計値)を確保

等の取組を実施したことによるものである。

(2) 担い手への経営支援を着実に実施していくためには、農家組合員に支持され、選択されるよ

う改革を進めていくことが不可欠であることから、引き続き、信用・共済事業の健全性の確保

及び組織運営体制の整備を着実に実施していくとともに、業務改善命令に基づき全農が提出し

た改善計画の実施を強力に推進していく必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

災害によって農業の再生産が阻害されることを防止し、セーフティーネットとしての農業災害補償制度の

適切な運用が図られることによって、担い手が被災した場合の経営の安定が図られる。

目標③：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
達成状況：分野の施策全体としては、効果があった。

要因の分 (1) 目標は概ね達成されており、施策は概ね有効である。

析・改善 全処理件数170件(対前年比77%)のうち167件(98%)について、標準処理期間内(30日)に処理し、

の考え方 共済金を早期に支払うことができた。

これは、適切かつ迅速な損害評価の実施及び早期支払体制の確立など制度の適切な運営につ

いて、農業共済団体等が一丸となった取組を行った結果によるものと考える。

(2) 被災農家の経営安定を図るためには、災害によって農業の再生産が阻害されることを防止し、

セーフティーネットとしての適切な運用が図られることが必要であることから、今後、品目横

断的政策の導入等を踏まえ、制度が望ましい農業構造の確立に資するため有効かどうかという

点も考慮しつつ、一層適切な運用を推進する必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

効果的・効率的な普及事業の推進については、目標に達しており、施策の効果も概ね良好であることから、

引き続き推進する必要があるが、技術の定着が十分でないなどの課題もあり、普及指導員の資質向上等を図

る必要がある。

また、農協系統組織の適切な運営に対する指導・助言については、信用事業並びに共済事業については健

全性が確保されるとともに、農協合併の促進が図られているものの、低コスト農業資材の取扱量に伸び悩み

があるなど、一層の指導・助言の強化が必要である。

なお、農業災害補償制度の適切な運用については、一部において標準事務処理期間内に処理されていなか

ったものの概ね有効であるため、引き続き適切な運用に努める必要がある。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/9_1.pdf
担当：経営局経営政策課 ℡０３－３５０１－３７４２



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 担い手への経営支援の条件整備

政策分野主管課 政策分野主管課：経営政策課
及び関係課 関 係 課：普及・女性課、協同組織課、金融調整課、保険課、保険監

理官

政策分野全体の 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
目指すべき姿 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）

① 担い手に対して、地域 ①効果的・効率的な普及事業の推進 各都道府県を通じて普及指導
注１

の特性に応じた新技術や センターの目標を調査し、これ
当該技術に関する知識を 指 標：担い手に対する技術等の普及 を国で集計
効率的・効果的に普及指 に係る普及指導センターの目標
導することによって、高 達成割合
度な技術と高い経営能力 ａ．担い手の育成に係る普及指導
を身につけた農業経営へ センターの目標達成割合１００
発展が図られる。 ％

ｂ．技術の普及に係る普及指導セ
ンターの目標達成割合１００％

目標年度：平成２１年度
目 標 値：１００％
基 準 値：１００％

② 農協系統組織への国の ②農業協同組合系統組織の適切な運営に
指導・助言の強化によっ 対する指導・助言
て、営農指導の強化、生
産資材のコスト引き下げ 指標: ａ．組合員に充分なメリットを還 ・生産資材コスト引下げの取組
など、農協系統組織の果 元する事業運営の推進 状況
たすべき役割の充実が図 ・ 生産資材コストが現状より ・営農指導機能の強化の推進状
られ、担い手を中心とし 低下すること 況
た農業者の経営発展が図 ・ 営農指導機能が現状より強
られる。 化されること

ｂ．農協合併の促進及び組織運営 ・合併等の進捗状況
体制整備
・ 合併構想の早期実現と経営
管理体制の強化

ｃ．信用事業の健全性の確保 ・早期是正措置の発動状況
・ 自己資本比率４％（農林中 ・破たん時における迅速な処理

央金庫は８％）以上を確保 状況（休業日処理）
すること

・ 破たん時において迅速に貯
金者の保護を図ること

ｄ．共済事業の健全性の確保 ・早期是正措置の発動状況
・ 支払余力比率２００％以上
を確保すること



③ 災害によって農業の再 ③被災農家の経営の安定を図るための農
生産が阻害されることを 業災害補償制度の適切な運用
防止し、セーフティーネ
ットとしての農業災害補 指標：災害発生時において、早期に共済 ・再保険金の支払い状況
償制度の適切な運用が図 金の支払いをすること ・損害の認定から再保険金の決
られることによって、担 定までの事務処理を３０日以
い手が被災した場合の経 内で行った率
営の安定が図られる。

《用語の解説》

注１ 普及事業
試験研究機関と農業者との橋渡し役という基本的役割の下、試験研究機関等で行われている技術開発の成果

を、普及職員の活動を通して現場に合った形で普及すること等により、農業経営と農村生活の改善に自主的に
取り組む農業者を育成する事業。国と都道府県との協同事業として実施。



実績評価（目標設定のと判定の考え方）

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。
このため、国だけではなく、地方公共団体、農業者・農業団体等の適切な役割分担の下で、担い手の

明確化とその育成・確保を図るとともに、
１．担い手に対する地域の特性に応じた新技術及び当該技術に関する知識の普及指導、
２．農協系統組織の担い手に対する営農指導の強化や安価で良質な生産資材の提供等果たすべき役割

の充実、
３．農業災害の発生時における損失の合理的な補てんによるセーフティネットの充実、

などにより担い手の経営を支援する各種条件を整備する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年間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 効果的・効率的な普及事業の推進

地域の特性に応じた農業に関する技術の普及や農業者の農業技術及び経営管理能力の向上等を通じた
担い手の育成は、普及事業の基本的な課題であり、また、これらは、「食料・農業・農村基本計画」にお
いても、普及事業が貢献すべき分野として位置付けられている。
また、「協同農業普及事業の運営に関する指針」（平成16.11.30農林水産省告示）の第１の１において

は、普及指導活動の基本的な課題として、「農業の担い手に対し、地域の特性に応じて、試験研究機関等
で開発された高度な農業の技術及び当該技術に関する知識の普及指導を行う」ことが位置付けられてお
り、普及事業が担い手の経営発展を支援する条件として重要であることから、「担い手に対する技術等の
普及」に係る目標として
ａ．担い手の育成に係る普及指導センターの目標達成割合１００％
ｂ．技術の普及に係る普及指導センターの目標達成割合１００％

を設定することとした。
なお、政策分野の目標年度については、目標が、今後１０年程度（平成２７年）を見通して定められ

た「食料・農業・農村基本計画」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 農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言

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、以下を目標指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最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③ 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

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。
このため、この目標は、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を評価する観点から設定することとした。

〔政策目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 効果的・効率的な普及事業の推進

普及事業においては、普及活動を計画的に行うため、普及指導センターにおいて普及指導計画を作成
しており、この中で、普及活動として取り組むべき課題や当該課題に関する目標指標を設定している。
本政策評価では、普及指導センターにおいて設定している普及課題のうち「担い手の育成」及び「技

術の普及」に関する課題について、目標数値に対し実績値が一定水準以上まで到達した指標数が全体の
指標数に対してどれだけの割合に達しているかをもって普及事業の推進状況を推し測る指標とし、当該
割合が１００％となることを目標とする。
具体的な達成状況の算出については以下のとおり。

１）各年度において、全国の普及指導センターの１／３ずつを調査対象として選定。
２）１)で選定した普及指導センターの重点課題から、①担い手の育成に関する課題及び、②技術の普及
に関する課題を選定し、各課題で設定している数値指標について、(ア)当該年度の目標値、(イ)目標
に対する実績値、(ウ)達成又は未達成の要因等を調査し、(エ)各指標の目標到達割合を算出（(エ)＝(イ)
／(ア））。

３）各指標について（エ)の到達割合に応じてＡ、Ｂ、Ｃにランク分けし（ランク分けは国の政策評価の
基準を準用し、９０％以上をＡ、５０％以上９０％未満をＢ、５０％未満をＣとする）、(オ)当該到達
割合が一定水準以上（Ａ又はＢ）に達している指標の数及び（カ)全調査指標数を全国段階でカウント。

４） 以上により、(キ)全調査指標数のうち達成ランクがＡ又はＢの指標数の割合（(キ)＝(オ)／(カ)）
を算出し、これを当該年度の目標値で除した数値を達成状況とする。

達成率の計算式

目標値に対し実績値が一定水準以上まで到達した指標数
÷当該年度目標値×１００（％）

全 体 の 指 標 数

目標② 農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言

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。

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最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。

ｃ．信用事業の健全性の確保
ア 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） 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＝

資産勘定の各項目（現金、貸付金、有価証券、固定資産等）
等に危険率（０～100％）を乗じて得た額の合計額

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。

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。

支払余力比率＝
出資金、準備金等の合計額
通常のリスクを超えるリスクの合計額 × １

２

目標③ 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

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
※ １

た率を踏まえ、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）を標準事務処理期間内（30日以内）に
※２ ※３

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〕/〔全件数〕×１００
※４

※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、最長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。



実績評価（目標値と実績値の推移）

目標① 効果的・効率的な普及事業の推進

【目標値と実績値の推移】

ａ．技術の普及に係る普及指導センターの目標達成割合
(単位：％)

(単位：％)

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目 標 値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

達成率(実績値) 95.2

ｂ．担い手の育成に係る普及指導センターの目標達成割合
(単位：％)

(単位：％)

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目 標 値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

達成率(実績値) 95.0
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目標② 農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言

ａ．組合員に十分なメリットを還元する事業運営の推進
生産資材のコスト引下げの取組状況、営農指導機能の強化の推進状況

16年度 17年度

統一的な資格認証試験の導入状況（県） 19 22

インターネットモールタウンの取組状況

出店店舗数（店） 58 70

売上高（百万円） 173 234

資料：資格認証試験の導入状況数は全中調べ、その他は全農調べ

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）

16年度 17年度

農 協 数 887 865

合併件数 14 17

合 併 参 加 農 協 数 36 38

資料：全中調べ

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

0 0

資料：農林水産省調べ

（参考）農協系統三段階の自己資本比率
(単位：％）

農 協 信 連 農林中金

１５年度 17.17 15.01 12.94

１６年度 17.84 16.10 12.15

（注）農林中金は連結ベース。
資料：農林水産省調及び農林中金調べ

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

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 なし （平成１７年度から適用）

（参考）過去３年間の支払余力比率の推移
（単位：％）

１４年度 １５年度 １６年度 １７年度

753.0 829.5 883.1 811.3(推計値)

資料：農林水産省調べ（平成17年度の数値については、平成18年7月末の全共連の総会後に公表）



目標③ 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

ア 再保険金の支払状況 （単位：百万円）

１６年度 １７年度

再保険金支払額 59,149 28,524

資料：農林水産省調べ

イ 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

事務処理件数 221 170

期間内達成件数 221 167

期間内達成割合 100.0 98.2

（注）％は、小数点以下第２位で四捨五入。
資料：農林水産省調べ



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
効果的・効率的
な普及事業の推 本年度の目標値 ａ．100.0％ ｂ．100.0％（基準年からの通算）
進 本年度の実績値 ａ． 95.0％ ｂ． 95.2％（基準年からの通算）

達成状況 95.0％ 達成ランク Ａ
基準値 100％

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 達成状況は両目標ともに９５％に達しており、分野の施策全体としては概ね有効
である。

・ これは、全国の普及指導センター（平成１７年４月現在４５７センター、８,８８６
名）において、農業の担い手の育成及びその将来にわたる確保等を図るため、改正
された農業改良助長法に基づく新たな制度のもとで、
① 都道府県の自主性の発揮による、地域の特性に応じた農業技術の普及を図った
こと、
② 先進的経営体と一体となった新技術の導入や地域農業のコーディネート等、普
及事業の重点化・高度化を推進したこと
等が主な要因であると考えられ、例えば、関係団体が連携した説明会や学習会の開
催、革新的技術・情報のきめ細やかな普及促進などにより、農業者の意識改革が図
られ、高い成果をあげたことに起因しているものと考えられる。

・ しかしながら、平成１７年度に実施した調査（１３４センター、３９３課題、
１，３７８目標）結果（資料１）において、目標達成に至らなかった要因について
みると、天候不順、農産物価格の下落等の外的要因を除けば、技術指導の内容や普
及活動の手法の問題、目標設定の問題、十分な人員・時間を投入できなかった問題
などが報告されており、例えば、集落における合意形成の不調、効果のある技術に
ついての普及・定着へのＰＲ不足、指導内容や回数の不足等の課題・問題点がみら
れる。

改善・見直しの方向

・ 地域の実態に即した革新的技術・経営方式を普及し、担い手の育成・確保をさら
に推進するためには、普及指導員等の資質向上とともに、普及組織と関係機関の連
携により、集落営農を含む担い手への集中的な技術・営農支援を行うことが必要で
ある。

・ このため、引き続き、担い手に対して大規模・低コスト生産技術や作期競合の回
避に必要な栽培方式などの革新的技術導入による経営発展を支援するとともに、集
落営農の育成・発展に資する支援を実施する必要がある。また、革新的技術と地域
農業のコーディネート等について、地域の実状に即してきめ細かく普及・指導する
ため、普及組織に広範な知識・情報を集約するなどにより、普及指導員の資質向上
や調査研究を支援する必要がある。

目標② 目標値、実績値、達成状況
農業協同組合系
統組織の適切な 本年度の目標及び達成状況
運営に対する指 ・ 分野の施策全体としては、効果があった。
導・助言

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 目標は概ね達成されており、施策は有効である。
・ これは、食料・農業・農村基本計画の実現に向け、農業協同組合系統組織におい
て、
ａ．組合員にメリットを還元する事業運営の推進

産地としての生産・販売戦略を構築し、農業者に最大のメリットを提供するた
め、



① 営農指導強化の観点から、営農指導員の資質向上を図ることを目的とした、
各都道府県農業協同組合中央会における統一的資格認証試験の導入の拡大
（１９県→２２県）
② 販売戦略の取組の一環として、ウェブ上に設置することで初期投資がかから
ず、消費者たる購買者の直接の声を聞くことができるというメリットがある、
農協、全農等から消費者へ産地直送するインターネットモール「ＪＡタウン
（http://www.ja-town.com/）」の取組強化
（出店店舗数５８店舗→７０店舗、売上高１７３百万円→２３４百万円）
③ 全農が策定した「生産資材コスト低減チャレンジプラン」において、重点取
組事項１１項目中８項目について、前年度と比較して取扱量が増加

などの取組を推進したこと。
また、農協の経済事業、とりわけ全農に対しては、農林水産省内に「経済事業

改革チーム」を設置し、「経済事業のあり方の検討方向（中間論点整理）」をとり
まとめ、経済事業のあるべき姿を提示するとともに、業務改善命令を発出し、組
合員のために最大の奉仕をする観点からの事業の検証・見直し等を内容とする改
善計画を策定させ、実行するよう強力に指導していること。

ｂ．農協合併の促進及び組織運営体制整備
農協合併の促進、経営管理委員会制度の導入等による農協系統組織運営体制を

整備するため、
① 農協合併の促進については、平成１７年度の一年間で、全国の総合農協数は、
８８７から８６５へと進展し（３８ＪＡが合併に参加）、経営基盤の強化・効率
化が図られていること、
② ３信用農業協同組合連合会（宮城県信連、岡山県信連、長崎県信連）の農林
中央金庫への全部事業譲渡に伴う解散、連合会の権利義務包括承継（沖縄県信
連及び沖縄県経済連）が実施されたこと、
③ 経営管理委員会制度は３１ＪＡにおいて導入されるに至っており（平成１７
年において新たに７ＪＡで導入）、組織運営体制整備が図られていること、
④ 農協の役員に占める女性の割合は平成１２年度に０．５８％であったものが
平成１６年度は１．５３％（役員数２３，７３２人中３６４人）と着実に増加
しており、消費者・生産者の視点に立った農協運営により地域農業の振興を図
る取組が進められていること

などの取組を推進したこと。
ｃ．信用事業の健全性の確保

信用事業の健全性の確保を図るため、オフサイトモニタリング等により農協系
注２

統組織の経営状況を的確に把握し、問題改善や指導が適切に行われたことにより、
早期是正措置の発動をすることなく、自己資本比率の確保が図られたこと。

ｄ．共済事業の健全性の確保
共済契約者保護の観点から、支払余力比率の開示を法定化し、共済契約者へ共

済事業の財務の健全性の客観的判断基準を示すことを義務づけたことにより、早
期是正措置の発動をすることなく、支払余力比率８１１．３％（推計値）が確保
されたこと。

等の取組を実施したことによるものである。

改善・見直しの方向

・ 担い手への経営支援を着実に実施していくためには、農協系統組織が、的確な営
農支援や生産資材コストの削減等の経済事業改革を中心とした各事業対策の充実・
強化を図り、農家組合員、とりわけ担い手に支持され、選択される農協系統である
よう、改革を進めていくことが不可欠である。
「21世紀新農政2006」においても、意欲と能力のある担い手に施策を集中しつ
つ食料供給コストを縮減するための柱の一つとして全農改革をはじめとする農
協の経済事業改革を進めることとされたところ。

・ 引き続き、信用・共済事業の健全性の確保及び組織運営体制の整備を着実に実施
していくとともに、業務改善命令に基づき全農が提出した改善計画の実施を強力に
推進していく必要がある。

目標③ 目標値、実績値、達成状況
被災農家の経営
の安定を図るた 本年度の目標及び達成状況
めの農業災害補 ・ 分野の施策全体としては、効果があった。



償制度の適切な
運用

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 目標は概ね達成されており、施策は概ね有効であった。
・ 平成１７年度は、９月に上陸した台風１４号の暴風雨により、九州及び中国地方
を中心に全国の広い範囲において、また、１２月上旬から１月上旬にかけては、日
本各地で低温となり日本海側を中心に降雪等によって大きな被害が発生し、農林水
産業関係にも大きな被害が発生した。しかし、全般的には天候に恵まれたこともあ
り、平成１７年度の再保険金支払額は１７０件２８５億円（１８年３月末現在）と、
度重なる台風等で大きな被害が出た昨年（２２１件５９１億円）に比べ件数及び金
額とも少なくなる見込みである。

・ このような状況下、平成１７年度は、全事務処理件数１７０件（対前年比７７％）
のうち１６７件（９８％）について、標準処理期間内（３０日）に処理し、共済金
を早期に支払うことができた。

・ これは、水稲の減収及び品質の低下を補償する方式の導入等の新制度の普及・啓
発を図りながら、共済金の早期支払に対する要望に応えるべく、適切かつ迅速な損
害評価の実施及び農業共済金の早期支払体制の確立など農業災害補償制度の適切な
運営について、農業共済団体等が一丸となった取組を行った結果によるものと考え
る。

改善・見直しの方向

・ 被災農家の経営安定を図るためには、災害によって農業の再生産が阻害されるこ
とを防止し、セーフティーネットとしての農業災害補償制度の適切な運用が図られ
ることが必要である。

・ このため、引き続き適切かつ迅速な損害評価の実施及び農業共済金の早期支払体
制を確立するとともに、今後、品目横断的政策の導入等を踏まえ、災害による被災
農家の救済を行う農業災害補償制度が、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の確立に資するため有効なものとなっているかど
うかという点も考慮しつつ農業災害補償制度の一層の適切な運営を推進する必要が
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、効率
（各局政策評価 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るこ
担当課長） 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・確保を図るため、新技術等の普及指導・農協系統組織によ
る営農指導の強化や良質な資材の提供等・農業災害発生時における損失の合理的補填
等担い手の経営を支援する各種条件を整備する必要がある。
このような中で、効果的・効率的な普及事業の推進については、普及指導センター

の目標達成割合が目標に達しており、施策の効果も概ね良好であることから、引き続
き推進する必要があるが、技術の定着が十分でないなどの課題もあり、普及指導員の
資質の向上等を図る必要がある。
また、農業協同組合系統組織の適切な運営に対する指導・助言については、信用事

業並びに共済事業については適切な指導・助言のもと健全性が確保されるとともに、
農協合併の促進が図られているものの、低コスト農業資材価格の取扱量に伸び悩みが
あるなど、一層の指導・助言の強化が必要である。
なお、農業災害補償制度の適切な運用については、損害高の認定から再保険金の決

定までの事務について一部において標準事務処理期間内に処理されていなかったもの
の概ね有効であるため、引き続き適切な運用に努める必要がある。

《用語の解説》
注１ オフサイトモニタリング

金融機関に立ち入らずに、金融機関から提出された資料の分析や役職員に対するヒアリングなどを通じて、
経営実態や管理体制を把握するために行う調査。
信用事業においては、国から都道府県信用農業協同組合連合会（県信連）に対して、また、県から総合農業

協同組合に対して行われるものである。



【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、農業協同組合系統組織への適切な運営に対する指導・助言のうち、

農協改革の重要な課題である「生産資材のコストの低下」や「農協の合併」について、実際に行った指導
や助言の状況も含め施策の効果について十分に検証を行うことが必要である。
また、普及事業の推進については、概ね目標に達しているものの、講じた措置の実施状況やその効果の

検証、施策の見直しに結び付く分析が可能となるような政策評価手法等について検討を行う必要がある。

【評価会委員の意見】



（参考）

達成状況の判定

指標 視点 判定基準 データ等 達成状況

ａ．組合員に ・ 生産資材 ①「生産資材コスト低 ・ 8項目について増加
十分なメリ コストが現 減チャレンジプラ ○
ットを還元 状より低下 ン」（全農）におけ
する事業運 すること る、重点取扱事項11
営の推進 項目のうち過半数以

上で取扱量（対前年）
が増加

・ 営農指導 ② 統一的な資格認証 ・ 19県→ 22県に増加
機能が現状 制度を導入した都道 ○
より強化さ 府県農業協同組合中
れること 央会数の増加

ｂ．農協合併 ・ 合併構想 ③ 合併の促進に伴う ・ 887JA → 865JA に進
の促進及び の早期実現 総合農協数の進展 展（38JAが合併） ○
組織運営体 と経営管理
制の整備 体制の強化 ④ 経営管理委員会制 ・ 24JA→ 31JAに増加

度を導入した農協数 ○
の増加

ｃ．信用事業 ・ 自己資本 ⑤ 早期是正措置の発 ・ 発動事例なし
の健全性の 比率 4%(農 動の有無
確保 林中央金庫 ○

は8%)以上の 無 ＝ ○
確保 有 ＝ ×

・ 破たん時 ⑥ 破たん時における ・ 破たん事例なし
の迅速な預 迅速な処理（休業日
金者保護 処理）の可否

○
可 又は破たん事例
なし ＝ ○

非 ＝ ×

ｄ．共済事業 ・ 支払余力 ⑦ 早期是正措置の発 ・ 発動事例なし
の健全性の 比率200%以 動の有無
確保 上の確保 ○

無 ＝ ○
有 ＝ ×

有効性の判定(案）

達成状況 有効性の判定

・ ○が６以上の場合 （概ね）効果があった ○

・ ○が４以上の場合 十分な効果が見られなかった

・ ○が３以下の場合 効果が見られなかった



（資料１）

政策評価「効果的・効率的な普及事業の推進」に係る調査（平成１７年度）集計結果概要

【政策評価の目標値及び実績値】

目標値 実績値

技術の普及に関する普及指導センターの目標設定割合 １００％ ９５.２％

担い手の育成に関する普及指導センターの目標設定割合 １００％ ９５.０％

【調査対象数】

（１）調査普及指導センター数 １３４センター
※全国の普及指導センター（平成１７年４月現在で４５７センター）を対象に平成１７～１９年度の３年
間で評価。初年度である平成１７年度は全てのセンターの約３割に相当する１３４センターで評価を実施。

（２）調査普及課題数及び目標数

技術の普及に関する 担い手の育成に関する 合 計
普及課題 普及課題

普及課題数 １３５課題 ２５８課題 ３９３課題

目標数 ４６３目標 ９１５目標 １,３７８目標

【調査結果概要】

（１）達成ランク別の目標数及び構成比

目標達成率 （達成ランク） 技術の普及に関する課題 担い手の育成に関する課題

目標数 構成比 目標数 構成比

９０％以上 （Ａ） ３４２ ７３．９％ ６５５ ７１．６％

５０％以上９０％未満 （Ｂ） ９９ ２１．４％ ２１４ ２３．４％

５０％未満 （Ｃ） ２２ ４．８％ ４６ ５．０％

合計 ４６３ １００％ ９１５ １００％

政策評価の目標達成率 ４４１ ９５．２％ ８６９ ９５．０％
（Ａ）＋（Ｂ）の割合



（２）達成ランク別・要因別の目標数及び構成比

○技術の普及に関する課題

目標数 構成比 要 因 分 類

２４０ ７６％ ①技術指導の内容や、普及活動の手法が適切だったため

２１ ７％ ②それほど困難なく達成できる水準に目標を設定していたた
目標達成率 め

４１ １３％ ③普及センターとしてこの課題に十分な人員・時間を投入し
９０％以上 たため

１１ ３％ ④外的要因（予想以上に天候に恵まれた、農産物価格の上
昇があった等）のため

４ １％ ⑤その他の要因

３１７ １００％ 合計

目標数 構成比 要 因 分 類

２６ ２９％ ①技術指導の内容や、普及活動の手法にやや不足する点
があった

２０ ２２％ ②目標の設定水準がやや高かった
目標達成率
５０％以上 ６ ７％ ③普及センターがこの課題に必ずしも十分な人員・時間

を割けなかった
９０％未満 ３０ ３３％ ④外的要因（天候不順、価格下落等）のため

８ ９％ ⑤その他の要因

９０ １００％ 合計

目標数 構成比 要 因 分 類

３ １４％ ①技術指導の内容や、普及活動の手法に問題があった

５ ２４％ ②目標の設定水準が高すぎた
目標達成率

１ ５％ ③普及センターがこの課題に投入した人員・時間が足り
５０％未満 なかった

１０ ４８％ ④外的要因（天候不順、価格下落等）のため

２ １０％ ⑤その他の要因

２１ １００％ 合計



○担い手の育成に関する課題

目標数 構成比 要 因 分 類

３７２ ５８％ ①技術指導の内容や、普及活動の手法が適切だったため

６４ １０％ ②それほど困難なく達成できる水準に目標を設定していたた
目標達成率 め

１６７ ２６％ ③普及センターとしてこの課題に十分な人員・時間を投入し
９０％以上 たため

９ １％ ④外的要因（予想以上に天候に恵まれた、農産物価格の上
昇があった等）のため

２５ ４％ ⑤その他の要因

６３７ １００％ 合計

目標数 構成比 要 因 分 類

４０ ２４％ ①技術指導の内容や、普及活動の手法にやや不足する点
があった

３８ ２３％ ②目標の設定水準がやや高かった
目標達成率
５０％以上 ２７ １６％ ③普及センターがこの課題に必ずしも十分な人員・時間

を割けなかった
９０％未満 ３２ １９％ ④外的要因（天候不順、価格下落等）のため

２９ １７％ ⑤その他の要因

１６６ １００％ 合計

目標数 構成比 要 因 分 類

６ １６％ ①技術指導の内容や、普及活動の手法に問題があった

１４ ３７％ ②目標の設定水準が高すぎた
目標達成率

６ １６％ ③普及センターがこの課題に投入した人員・時間が足り
５０％未満 なかった

５ １３％ ④外的要因（天候不順、価格下落等）のため

７ １８％ ⑤その他の要因

３８ １００％ 合計

※構成比は四捨五入している。
（２）の要因別の目標数の合計は、要因分類の回答が無いものがあるため（１）の目標数の合計とは一致
しない。



政策分野

目標 目標の内容

①

協同農業普及事業交付
金

－ 21,812

・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）。

・本事業を実施した普及
指導センターの普及指
導課題に係る目標達成
割合：100％（平成19年
度）

12
・平成16年度実績は、目標達
成割合93.8％。

・普及指導員の調査研
究会等への参加が毎年
度の普及指導員数の
1/4を目標とする。

14
・平成17年度における調査研
究会等への参加人数は1,314
人（目標達成割合は59％）。

普及活動情報基盤整備
事業費

・普及情報ネットワーク
へのアクセス数：28万回
／年（平成19年）

167
・平成19年目標28万回／年
に対し、平成17年実績は31
万回／年。

担い手に対する
技術等の普及に
係る普及指導セ
ンターの目標達
成割合：100％
（平成21年度）
ａ．担い手の育成
に係る普及指導
センターの目標
達成割合：100％
ｂ．技術の普及に
係る普及指導セ
ンターの目標達
成割合：100％

分野の目標等
政策手段

（法律・事業名等）

革新的技術導入・調査
研究推進総合支援事業
費

　普及活動の重点化・高度化を図るた
め、担い手の育成に必要な革新的技
術等の活動事例集等の作成や普及
指導員による調査研究活動を踏まえ
た調査研究会の開催等

実績評価（政策手段シート）

担い手の経営を支援する条件整備

成果手段の内容
（関連する目標）

　普及職員の設置
　普及指導活動の実施
　地域農業改良普及ｾﾝﾀｰの運営等

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)

　全国の普及センターに対する、普及
情報ネットワークを通じた普及活動に
必要な技術等各種情報の提供等を実
施

予算額
（百万円）



目標 目標の内容

分野の目標等
政策手段

（法律・事業名等）
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)
予算額
（百万円）

①

革新的農業技術習得研
修委託費

・研修受講者の研修目
標の達成

34
・平成17年度実績は、目標
100％に対し、実績は72％。

普及職員機能強化緊急
対策事業費

・研修受講者の研修目
標の達成

63
・平成17年度実績は、目標
100％に対し、実績は94％。

普及職員自己研修支援
体制整備調査等委託費

・自己研修拠点施設利
用者数の達成（平成21
年度）
・自己研修に対する寄
与度：90％（平成18年度
より毎年度）

7
・平成17年度実績は、平成18
年度の稼働に向けた普及関
係文献の調査・整備を実施。

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
　　  新技術普及促進支
      援

－
交付金
47,009の
内数

・平成17年度実績は、平成18
年中に取りまとめ予定。

担い手に対する
技術等の普及に
係る普及指導セ
ンターの目標達
成割合：100％
（平成21年度）
ａ．担い手の育成
に係る普及指導
センターの目標
達成割合：100％
ｂ．技術の普及に
係る普及指導セ
ンターの目標達
成割合：100％

　普及職員に求められる機能を強化
するため、普及職員の能力及び資質
向上のための研修等を実施

　普及職員の効果的・効率的な自己
研修を支援する拠点を整備するた
め、普及関係文献の調査・整備等を
実施

　(独)試験研究機関における普及職
員に対する高度・先進的な技術に関
する研修等の実施

　担い手の育成に必要な革新的技術
の普及や地域農業の競争力強化のた
めのコーディネイト等の多様な現場課
題に的確に対応した普及組織による
高度で重点的な支援を実施



目標 目標の内容

分野の目標等
政策手段

（法律・事業名等）
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)
予算額
（百万円）

②

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）。

ＪＡ農業・農村サポート機
能活性化促進事業

・農産物販売事業とJA
営農支援機能との連携
の強化
　全農協（901）での販売
事業との連携を図る生
産販売企画専任者の配
置
・合併実現農協における
生産資材コスト削減の促
進
　汎用性のある代表的な
生産資材について、系
統におけるその取扱量
中、割安な大型規格品
が占める割合80％の実
現
・農協女性正組合員数
に占める助け合い組織
協力会員数の割合の向
上
　平成17年度末で10％
を目標とする
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・平成17年度実績は、平成18
年8月頃に取りまとめ予定。ま
た、平成16年度実績は、ＪＡ
農業・農村サポート機能活性
化促進事業による助成支援
を実施し、農産物販売事業
や生産資材購買事業をはじ
めとする事業体制・業務運営
体制の整備促進に係る検討
会、現地指導及び研修会等
を開催。

農業協同組合系
統組織の適切な
運営に対する指
導・助言
ａ．組合員に充分
なﾒﾘｯﾄを還元す
る事業運営の推
進（・生産資材コ
ストが現状より低
下すること ・ 営
農指導機能が現
状より強化される
こと）
ｂ．農協合併の促
進及び組織運営
体制整備（・合併
構想の早期実現
と経営管理体制
の強化）
ｃ．信用事業の健
全性の確保（・ 自
己資本比率４％
（農林中央金庫
は８％）以上を確
保すること ・ 破た
ん時において迅
速に貯金者の保
護を図ること）
ｄ．共済事業の健
全性の確保 （支
払余力比率200%
以上を確保する
こと）

　農協組織による地域農業の振興を
図る事業活動を一層促進するため
の、全国中央会及び都道府県中央会
の活動に対する所要の助成等

　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



目標 目標の内容

分野の目標等
政策手段

（法律・事業名等）
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)
予算額
（百万円）

②

農林漁業団体職員共済
組合費補助金

－ 2,199

・年金給付等事業を行う農林
漁業団体職員共済組合に対
して、事業費及び事務費の
一部を補助したことにより、農
林漁業団体の事業の円滑な
運営が図られた。

農業協同組合法 － －

・第151回通常国会おいて、
農協法改正を行い、①、②の
措置の周知、適切な運用を
進めてきた。また、③につい
ては、第159回通常国会にお
いて、農協系統組織が農協
改革に一体となって取り組め
るよう全国中央会が共通の目
標となる「基本方針」を策定・
公表すること、監査機能を全
国中央会に集約すること等を
内容とする改正を実施。

農業協同組合系
統組織の適切な
運営に対する指
導・助言
ａ．組合員に充分
なﾒﾘｯﾄを還元す
る事業運営の推
進（・生産資材コ
ストが現状より低
下すること ・ 営
農指導機能が現
状より強化される
こと）
ｂ．農協合併の促
進及び組織運営
体制整備（・合併
構想の早期実現
と経営管理体制
の強化）
ｃ．信用事業の健
全性の確保（・ 自
己資本比率４％
（農林中央金庫
は８％）以上を確
保すること ・ 破た
ん時において迅
速に貯金者の保
護を図ること）
ｄ．共済事業の健
全性の確保 （支
払余力比率200%
以上を確保する
こと）

　農業者の協同組織の発達を促進す
ることにより、農業生産力の増進及び
農業者の経済的社会的地位の向上を
図り、もつて国民経済の発展に寄与
することを目的として、農業協同組合
（単協）と単協を会員とする農業協同
組合連合会の事業、管理、監督等に
ついて定める
 
  【農協法一部改正の主な内容】
   ①　農業法人への正組合員資格の
   　付与、営農指導を農協の第一の
   　事業に位置付け
   ② 信用事業を行う農協の業務執行
   　体制強化
   ③　農協中央会の監査、指導機能
   　の強化　等

　農林漁業団体の事業に従事する職
員の相互扶助事業を行い、その福利
厚生を図り、併せて待遇の適正を図
り、もって優秀な職員をその職域に確
保し、農林漁業団体本来の目的を達
成せしめるために行う、年金給付等事
業に対する補助



目標 目標の内容

分野の目標等
政策手段

（法律・事業名等）
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)
予算額
（百万円）

②

農林中央金庫法 － －
・農林中央金庫に対し、業務
が健全かつ適切に運営でき
るよう指導・助言を実施。

農水産業協同組合貯金
保険法

－ －
・農業協同組合等に対し、預
金者の保護が図られるよう、
適切な指導・助言を実施。

農業協同組合系
統組織の適切な
運営に対する指
導・助言
ａ．組合員に充分
なﾒﾘｯﾄを還元す
る事業運営の推
進（・生産資材コ
ストが現状より低
下すること ・ 営
農指導機能が現
状より強化される
こと）
ｂ．農協合併の促
進及び組織運営
体制整備（・合併
構想の早期実現
と経営管理体制
の強化）
ｃ．信用事業の健
全性の確保（・ 自
己資本比率４％
（農林中央金庫
は８％）以上を確
保すること ・ 破た
ん時において迅
速に貯金者の保
護を図ること）
ｄ．共済事業の健
全性の確保 （支
払余力比率200%
以上を確保する
こと）

　貯金者の保護等を図り、もって信用
秩序の維持を図るための農業協同組
合等に対する指導・助言

　農林中央金庫が業務の健全かつ適
切な運営を確保するための指導・助
言



目標 目標の内容

分野の目標等
政策手段

（法律・事業名等）
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)
予算額
（百万円）

農業共済事業事務費負
担金

－ 52,341

・平成17年度は、全都道府県
における、43連合会（職員
1,282人）及び294組合等（職
員7,612人）により、制度の適
正な運営を実施。

農業共済事業運営基盤
強化対策費補助金

－ 512

・平成17年度は、家畜群疾病
情報分析管理システムによ
り、家畜の疾病の早期発見体
制の整備、家畜医療情報電
送システムの整備を実施し、
各種情報の活用体制の充実
を図るとともに、事故多発農
家の事故原因の分析を行
い、事故低減のための農家
指導等を実施（40地区）。
・また、農業共済の加入申込
み等の諸手続のほか、農業
共済団体等が有する各種情
報の組合員等への提供等に
ついて、インターネットを活用
した総合的な電子化を図るた
めのシステム開発を実施。

農業共済事業特別事務
費補助金
   ①損害評価特別事務
      費補助金
   ②農業共済地域対応
      推進総合対策費補
      助金

・農業共済団体における
適正な損害評価の実施
と農業共済基礎組織の
健全な活動による農業
共済事業の健全な運営
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平成17年度は、①46都道府
県の農業共済団体等におい
て、実測による損害評価等、
②農業共済基礎組織の機能
強化のための計画策定及び
資質向上対策等を17組合等
で実施。

　制度の実施機関たる農業共済団体
等の基幹的事務費に対してその一定
額を負担

③ 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（・災害発生
時において、早
期に共済金の支
払いをすること）

　制度の実施機関たる農業共済団体
等の事業運営基盤の強化を推進

　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
　地域の実情に即し、農業共済基礎
組織の機能強化の推進



目標 目標の内容

分野の目標等
政策手段

（法律・事業名等）
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)
予算額
（百万円）

③

農業共済組合連合会等
交付金

－ 19,970

・平成17年度実績は、加入農
家（農作物2,139千戸、家畜
110千戸、果樹120千戸、畑
作物94千戸、園芸施設248千
戸）に対する共済掛金国庫
負担額を交付。

家畜共済損害防止事業
交付金

－ 810

・平成17年度は、特定の疾病
につき、その検査及び検査に
基づく飼養管理指導等の処
理による疾病を早期発見・発
病の未然防止活動を全国46
都道府県、家畜対象頭数
1,320,790頭に対して実施
（指定頭数ベース）。

農業共済団体職員等講
習委託費、農業災害補
償制度調査委託費

－ 41

・平成17年度は、幹部職員養
成講習会及び専門職員養成
講習会等の講習並びに農業
災害補償法に関する調査等
を実施（講習会全22回）。

農業災害補償法 － －

・平成17年度は、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。

その他
被災農林水産業
者の持続的な経
営の安定に寄与
するための災害
復旧制度の適切
な運用

農林水産業共同利用施
設災害復旧事業費補助
金

－ 100
・平成17年度実績は、11施設
の復旧に要する費用に対し
て補助を実施。

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（・災害発生
時において、早
期に共済金の支
払いをすること）

　災害により被害を受けた農林水産業
共同利用施設の復旧に要する費用の
補助を行い、農林水産業の維持を図
り、経営の安定に寄与

　農家が負担する共済掛金について
その一部を国庫が負担

　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

　制度の適切な運営を図るための講
習及び調査等を実施

　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てん等を実
施



目標 目標の内容

分野の目標等
政策手段

（法律・事業名等）
成果手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
成果目標

（設定されている場合)
予算額
（百万円）

その他

事業実施地区毎
の農林漁家の所
得の向上（全ての
事業実施地区に
おいて目標所得
の達成）

アイヌ農林漁業対策事
業

・事業実施地区毎の農
林漁家の所得の向上
（全ての事業実施地区
において目標所得の達
成）
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・平成17年度事業計画から、
事業実施地区毎の農林漁家
の所得の向上目標を設定し
ており、実績は目標年度とな
る平成21年度に確定する予
定。
　なお、平成17年度は10地区
で事業を実施。

人権問題啓発推進事業
費補助金

14

人権問題啓発推進事業
委託費

31

・平成17年度実績は、37道府
県及び農林漁業関係団体4
団体が実施。

　アイヌ系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・機械等を整備

　農林漁業団体の職員を対象とした
人権問題に関する教育・啓発の推進
のための会議の開催及び啓発資料等
の作成・配布等を実施

・農林漁業団体職員の
人権意識の向上及び維
持

農林漁業団体職
員の人権意識の
向上及び維持


