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平成18年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：経営局総務課

【施策名】
意欲と能力のある担い手注１の育成・確保 政策体系上の位置付け Ⅳ－⑦

【施策の概要＜目指す姿＞】
効率的かつ安定的な農業経営注２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

【施策に関する目標】
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

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
農業経営改善計画注３の認定数 26.0万経営体 28.3万経営体 171.9％（Ａ）
（平成21年度 30.8万経営体（毎年度1.6万経営体）） (速報値)

＜目標に関する分析結果＞
農業経営改善計画の認定数が着実かつ加速的に増加した要因として、
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
に向けた運動を展開したこと
② 担い手の育成・確保及び品目横断的経営安定対策注４の円滑な導入に向け、認定農業者等意欲ある担い手へ
の支援（各種補助事業、制度資金等）の集中化・重点化を徹底したこと
③ 「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（15年６月27日）」、「今後の担い手政策の推進
について（16年９月29日）」を踏まえた市町村等の取組状況の把握を適切に行い、認定農業者制度のさらなる
運用改善等の徹底を図ったこと
などが考えられる。
一方で、
① 品目横断的経営安定対策の加入申請（米、大豆等）の本格化（19年４月以降）に対応した担い手の育成・
確保を一層推進する必要があること
② 認定農業者は、農業経営改善計画の認定を受けることが目的になりがちとなり、経営改善に関する目標の
達成が計画的に実現されていない事例が見受けられること
③ 法人化計画を有する集落営農組織は、５年以内の法人化を的確に推進する必要があること
などの課題がある。
＜改善・見直しの方向性＞
望ましい農業構造の確立に向けて、更に、担い手の育成・確保を図るため、
① 品目横断的経営安定対策（特に米生産者）の導入を踏まえて、担い手の育成・確保に向けた運動の更なる
展開
② 認定農業者の認定及び認定後の指導等の促進を図るため、引き続き、市町村等の取組状況の把握を適切に
行い、認定農業者制度の更なる運用改善等の徹底
③ 従来の発想を超えた斬新な手法で、担い手のニーズに即した支援（スーパーＬ資金等の無利子化措置、無
担保・無保証人によるクイック融資、融資主体型補助の実施等）の集中的・重点的な実施
を推進するとともに、経営改善計画等認定後の中間年及び最終年を迎える担い手について、経営改善状況を把
握し、その達成状況に応じた指導等を実施するなど、認定農業者については、専門家による課題把握と解決方
針の提示等を図り、集落営農については、組織ごとの発展段階に応じた経営支援を実施するなど担い手の着実
な経営発展を推進することとする。
目標 ② 担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用集積の促進

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
担い手（家族農業経営及び法人経営）への農地利用 184.8万ha 181.8万ha 86.0％（Ｂ）
集積面積 （推計値）

（平成21年度 217万ha（毎年度10.7万ha））
＜目標に関する分析結果＞
担い手への農地利用集積が進まない要因としては、農地の出し手・受け手双方に関わる事由（担い手の農業
収益悪化による規模拡大意欲の抑制、農地の分散化などにより担い手にとって望ましい農地が出ないこと、出
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し手の転用期待による農地への資産保有意識等）が複合的に関係しているためと考えられる。
そのような状況にあって、担い手への農地利用集積を促進するために、
① 担い手への農地の面的集積の現状及び現場における意向等を把握するために、農地の面的集積に関する市
町村実態調査の実施
② 市町村基本構想の見直しを推進するために、市町村等を対象とした特定法人貸付事業等推進会議の開催（全
国10ヵ所）
③ 遊休農地を解消・発生防止して担い手への農地利用集積を図るために、全国の農業委員会による農地パト
ロールの実施
④ 農地保有合理化事業の促進を図るために、全国農地保有合理化協会によるブロック会議や研修会の開催
などの取組を実施してきている。
しかしながら、現状では担い手に利用集積される農地は分散している状況にあり、ほ場間の移動に時間と人
手がかかることや大型機械の導入ができないことなどにより、効率的な作業が進まず、結果として労働時間や
経費がかさむことになり、規模拡大によるメリット（生産コスト低減効果）が十分に生かせず、さらに、拡大
できる規模にも限界があるなど、大きな課題となっている。
＜改善・見直しの方向性＞
農業生産・経営にとって不可欠な資源である農地については、それを有効利用するとの理念を明確化すると
ともに、担い手への面的集積の加速化を最重点事項として政策全般の改革を進めることとする。
具体的には、原則として、地域の一定の組織（面的集積を促進する機能を持つ組織）が農地の利用を一旦プ
ールし、それを面的にまとまった形で担い手へ再配分する仕組みを構築するとともに、農地の出し手と受け手
双方にとってのメリット措置の集中化・重点化等を進めることとする。
また、地域の関係機関等が有する農地情報の相互利用や一元化を進めるとともに、基盤整備と一体的に担い
手への農地利用集積を推進することとする。
目標 ③ 人材の育成・確保

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
新規就農青年数注５の確保者数 12千人／年 11.3千人／年 94.2％（Ａ）
（平成21年度 12千人／年） （推計値）

＜目標に関する分析結果＞
新規就農青年数の確保を図ることができた要因としては、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ていることが考えられ、具体的に
は、
① 全国新規就農相談センター等における、公共職業安定所と連携した農業法人等への就農希望者に対する情
報提供、就農相談、無料職業紹介、紹介予定派遣等の実施
② 若者等の就農を促進するための、先進経営体での就業体験や実践研修、道府県農業大学校での習熟度に応
じた研修教育の実施
などが挙げられる。
望ましい農業構造の確立に向けて、担い手の確保・育成を図るためには、引き続き、新規就農者を確保する
とともに、意欲と能力のある質の高い人材の育成が重要である。
特に、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力人口が減少する中で、若年雇用問題
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、多様な就農希望者に対する支援
による幅広い人材の確保を図るとともに、将来の担い手となり得る質の高い農業者としての育成を図ることが
重要である。
＜改善・見直しの方向性＞
将来の担い手となりうる質の高い農業者の確保・育成を図るため、就農希望者が経験がなくても農業に就け
るよう、情報提供・相談、体験・研修、参入準備、定着段階の各段階に応じたきめ細かな就農支援を行うとと
もに、今後、農業法人や農業サービス事業体の形態をとる担い手の増加等が見込まれる中、若者をはじめとす
る多様な人材の農業参入・定着のための支援策について充実を図ることとする。

【施策に関する評価結果】
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とが最も重要である。
このため、担い手の育成・確保の推進や農地の利用集積に向けた取り組み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、農業経営改善計画の認定数の目標を達成しており、施策
は有効であると考えられることから、引き続き現在の施策を推進するとともに、認定農業者の着実な経営改善
など更なる担い手の育成・確保に向けた取り組みを推進する必要がある。
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担い手への農地利用集積については、農地利用集積面積の目標を達成できておらず、現在の施策における推
進上の課題も明らかになっていることから、今後、農地政策の再構築に向けて設置された「農地政策に関する
有識者会議」など、各方面での検証・検討を踏まえ、担い手への農地の面的集積の加速化に向けた具体的な取
り組みを推進する必要がある。
人材の育成・確保については、新規就農青年数の確保者数の目標を達成しており、施策は有効であると考え
られることから、引き続き現在の施策を推進するとともに、今後、質の高い農業者の育成を図るため、きめ細
かな就農支援を行う必要がある。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
第166回国会内閣総理大臣 H19.１.26 地域の主要な産業である農業は、新世紀の戦略産業として、大き
施政方針演説 な可能性を秘めています。意欲と能力のある担い手への施策の集中

化・重点化を図ります。
様々な事情や困難を抱える人たちも含め、挑戦する意欲を持つ人
が、就職や学習に積極的にチャレンジできるよう、今般取りまとめ
た「再チャレンジ支援総合プラン」に基づき、全力をあげて取り組
みます。
社会の第一線をリタイアされた方が、誇りをもって第二の人生に
取り組む場を提供することも大切なことです。熟練の腕を活かした
再就職や、農林漁業への就業の支援、開発途上国に対する技術協力
への機会の提供など、高齢者や団塊の世代の活躍の場を拡大します。

第165回国会内閣総理大臣 H18.９.29 再チャレンジ職場体験制度の創設や団塊世代などベテラン人材の
所信表明演説 再雇用の促進といった、再び仕事を始めるためのハードルを引き下

げる取組も行います。2010年までにフリーターをピーク時の８割に
減らすなど、女性や高齢者、ニートやフリーターの積極的な雇用を
促進します。

食料・農業・農村基本計 H17.３.25 第３の２の（１） 望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成
画 ・確保

第３の２の（２） 人材の育成・確保等
第３の２の（３） 農地の有効利用の促進
第３の２の（４） 経営安定対策の確立

【政策評価会委員の意見】
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（別紙）

１ データ、資料等

目標① 担い手の育成・確保
＜目標設定の考え方＞
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 28.3

達 成 率 － 112.5% 171.9%

（注）18年度の実績値は、19年３月末現在の速報値。

＜目標達成状況の判定方法＞
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計画の認定数22.8万

を基準値として、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。
（達成度合の計算方法）
・達成率＝(当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値－基準値)×100(％)

（本年度の達成度合）
・171.9％＝(28.3－22.8)÷(26.0－22.8)×100(％)

【参考データ】
(単位：万経営体)

(1)農業経営改善
計画の認定数 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
の推移

16.6 18.5 19.8 21.3 22.8 24.6 28.3

(15.0) (16.3) (17.2) (18.5) (19.2) (20.1) (22.9)

1 1 2 . 5 % 1 7 1 . 9 %

3 0 .8
2 9 .2

2 7 .6
2 6 .0

2 4 .4

2 8 . 3

2 4 .6
2 2 . 8

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

1６年 度 １７年 度 １８年 度 １９年 度 ２０年 度 ２１年 度

0%

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 2 0 %

1 4 0 %

1 6 0 %

1 8 0 %

達 成 率 目 標 値 実 績 値
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資料：経営局経営政策課調べ
（注1）上段は延べ数、下段は実数で小数点以下第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

（注3）18年度は19年３月末現在の速報値。

（単位：法人）
(2)農業生産法人注６

数の推移 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

5,889 6,213 6,547 6,953 7,383 7,904 8,412

資料：経営局構造改善課調べ
（注）各年１月１日現在の数値。

（単位：組織）
(3)集落営農注７数
の推移 12年 17年 18年 19年

9,961 10,063 10,481 12,095

資料：農林水産省統計部「集落営農実態調査」
（注）12年は11月１日、17年及び18年は５月１日、19年は２月１日現在の数値。

（単位：法人）
(4)特定農業法人注８

数の推移 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

73 97 149 210 281 345 558

資料：経営局経営政策課調べ
（注）各年度末現在の数値。

（単位：団体）
(5)特定農業団体注９

数の推移 15年度 16年度 17年度 18年度

22 142 213 1,327

資料：経営局経営政策課調べ
（注）各年度末現在の数値。

（単位：法人）
(6)農業生産法人
以外の法人の 16年 17年 18年 19年
参入状況の推
移 71 109 156 206

資料：経営局構造改善課調べ
（注）16年は10月１日、17年は５月１日、18年、19年は３月１日現在の数値。

(7)担い手の育成
・確保に向け 本省課長以上による地方キャラバン 322回
た運動の実施
状況 地方農政局部長以上による都道府県知事等への要請 1,813回
（17年２月～

19年２月） 地域段階での説明会等の実施 16,525回

担い手育成総合支援協議会注10の設立 47都道府県、972地域

資料：経営局経営政策課調べ

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
＜目標設定の考え方＞
「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）への農地利用集積面積」を目標として設定する。
※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であ

り、具体的には次のとおり。
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ａ 特定農業法人を除く認定農業者

ｂ 市町村基本構想の水準到達者注11

＜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

233.1
目 標 値 － 184.8 195.5 206.2 217.0

(174.1)

(228.9) 231.3
実 績 値 181.8

163.4 (173.3)

57.1%
達 成 率 － 86.0%

(92.5%)

（注1）18年度の実績値は推計値（実績は19年９月頃取りまとめ予定）。

（注2）18年度から基準値及び目標値の見直しを行っており、17年度までの各項目上段の数値は見直し前、

下段は見直し後のもので、（ ）内は参考として記載。

＜目標達成状況の判定方法＞
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163.4万ha（基準値）との差106.6万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10.7万ha、５年後の平成21年度の
集積目標面積を217万haとした。
（達成度合の計算方法）
・達成率＝(当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値－基準値)×100(％)

（本年度の達成度合）
・86.0％＝(181.8－163.4)÷(184.8－163.4)×100(％)

【参考データ】
(単位：万ha)

(1)集積主体別の
農地利用集積 16年度 17年度 18年度
面積の推移

(229) 231
担い手への農地利用集積面積 182

163 (173)

特定農業法人を除く認定農業者 143 156 167

市町村基本構想の水準到達者 21 17 14

資料：経営局構造改善課調べ
（注1）各年度末現在の数値（18年度は推計値、実績は19年９月頃取りまとめ予定）。
（注2）18年度から基準値及び目標値の見直しを行っており、17年度までの各項目上

段の数値は見直し前、下段は見直し後のもので、（ ）内は参考として記載。

5 7 .1 % 8 6 .0 %

233 .1

231 .3(228 .9 )
217 .0

206 .2
195 .5

184 .8
(174 .1)
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（注3）数値は小数点以下で四捨五入。
（注4）合計と内訳は四捨五入の関係で一致しないことがある（以下同じ）。

(単位：万ha､％)
(2)集積主体別、
集積形態別の 自己所有地 借入地 作業受託 合 計
農地利用集積
面積(17年度末) 特定農業法人を除く

99(63.7) 43(27.4) 14(8.8) 156(100.0)
認定農業者

市町村基本構想の
13(76.2) 4(20.1) 1(3.6) 17(100.0)

水準到達者

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。

(単位：万ha､％)
(3)集積形態別の
利用集積面積 自己所有地 借入地 作業受託 合 計
の推移

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

107(65.3) 43(26.1) 14( 8.6) 163(100.0)

151(65.5) 58(25.1) 22(9.5) 231(100.0)
17年度

(113(65.0)) (46(26.7)) (14(8.3)) (173(100.0))

18年度 －(－) －(－) －(－) 182(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（18年度は推計値、内訳は実績として19年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。
（注3）18年度から基準値及び目標値の見直しを行っており、17年度までの各項目上

段の数値は見直し前、下段は見直し後のもので、（ ）内は参考として記載。

目標③ 人材の育成・確保
＜目標設定の考え方＞
「農業構造の展望」の農業労働力の見通しにおいて、新規就農者（39歳以下）が毎年12千人程度で継

続すると見込んでいることを踏まえ、「新規就農青年数の確保者数」を目標として設定する。
＜目標値と実績値の推移＞
【新規就農青年数】 (単位：人)

(単位：人)

17年 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 11,700 11,300

達 成 率 97.5% 94.2%

94 .2 %97 .5 %

12 ,000 12 ,000 12 ,000 12 ,000 12 ,000

1 1 ,7 0 0

1 1 ,3 0 0

10 ,0 00

10 ,5 00

11 ,0 00

11 ,5 00

12 ,0 00

12 ,5 00

13 ,0 00

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
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20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

達成率 目標値 実績値
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（注）17年は農業構造動態調査、農林業センサスによる実績。

＜目標達成状況の判定方法＞
新規就農青年数は、近年、12千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12千人とする。
（達成度合の計算方法）
・ 達成率＝(当該年度新規就農青年数)÷12千人×100(％)

（本年度の達成度合）
・ 94.2％ ＝ 11.3千人÷12千人×100(％)

【参考データ】
(単位：千人)

(1)新規就農青年
数と新規就農 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
者数の推移

新規就農青年数 11.6 11.7 11.9 11.9 11.8 11.7 11.3

新規就農者合計 77.1 79.5 79.8 80.2 81.1 78.9

資料：17年までは農業構造動態調査、農林業センサスによる実績
18年新規就農青年数は、経営局普及・女性課による推計値
18年新規就農者合計は、19年7月以降調査予定（取りまとめ公表時期未定）

（注）17年までは１月１日現在の数値。

(2)全国新規就農
相談センター 18年度 実施回数 参加人数
等において、
公共職業安定 ニューファーマーズフェア
所と連携した
農業法人等へ 東京・大阪等での農業法人等合同説明会 ６回 4,100人の就農希望者
に対する情報
提供、就農相 厚生労働省主催のＵ・Ｉターンフェアと １回 1,000人談、無料職業 合同開催のニューファーマーズフェア
紹介、紹介予
定派遣等実績 農業法人見学バスツアー ３回 150人

資料：経営局普及・女性課調べ

(3)若年者の就農
を促進するた 18年度 実施状況
めの研修実績

先進経営体における実践研修 ６０経営体６０名

その他、農業ｅラーニング講座を実施(１８年度限り)

資料：経営局普及・女性課調べ

２ 用語解説

注１ 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

注２ 効率的かつ安定的な農業経営

主たる従事者の年間労働時間が他産業従事者と同等であり、主たる従事者１人当たりの生涯所得がそ

の地域における他産業従事者とそん色ない水準を確保し得る生産性の高い農業経営。

注３ 農業経営改善計画

農業経営基盤強化促進法注12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。

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４ 品目横断的経営安定対策

農業従事者の減少や高齢化など農業の生産構造が急速に変化し、今後の地域農業が危ぶまれる中、意

欲と能力のある担い手が中心となる力強い農業構造を確立するため、これまで品目別に講じられてきた

施策を見直し、支援の対象を認定農業者や特定農業団体等の担い手に限定することにより、経営の安定
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を図る対策。

注５ 新規就農青年数

39才以下の新規就農者注13数。

注６ 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７ 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８ 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。

注10 担い手育成総合支援協議会

認定農業者をはじめとする地域農業の担い手の育成・確保を図ることを目的に全国、都道府県、地域

の各段階において、関係する農業団体、地方公共団体等で構成される組織。担い手に対する支援活動を

総合的に実施する。

注11 市町村基本構想の水準到達者

認定農業者ではないが、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12 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。

注13 新規就農者

現在農家世帯員のうち、調査期日の前々年の就業状態区分が「勤務が主な人」と「学生の人」で、過

去１年間の普段の就業状態が「農業が主な人」になった者。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20070402press_1b.pdf



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）

505

・平成18年度の実績は、全国
担い手育成総合支援協議会
等に対して476,049千円を交
付。
・平成21年度の数値目標に
対する実績は、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
・アドバイザー会議を開
催し、公募で応募した地
区の中から重点指導地
区（7地区）を選定し、そ
の地区において会議及
び相談会を実施し、その
結果を取りまとめた情報
を「支援ツール」として
500部配布

169

・経営アグリビジネススクール
受講者のアンケートで、94％
が｢良かった」と回答。
 ・アドバイザー５名を選定。ア
ドバイザー会議を３回開催。
公募で応募した地区の中か
ら重点指導地区７地区を選
定した。その地区において相
談会を実施した。その結果を
取りまとめた情報を「支援ツー
ル」として500部配布。
　なお、平成18年度実績は、
158,380千円を交付。

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

12

・平成18年度の実績は、全国
農業会議所に対して9,969千
円を交付。
・平成18年度は、認定農業者
に対し「認定農業者の経営管
理に関する意向調査」等を実
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

　全国段階の農業関係団体等を構成
員とする「全国担い手育成総合支援協
議会」を設置し、①認定農業者の育成
や集落営農の組織化・法人化に向け
た各地域の取組に対する支援、②認
定農業者や一定の要件を満たす集落
営農組織等の規模拡大等に必要とな
る農業機械・施設の導入支援を実施

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

　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
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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）

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　集落営農育成・確保緊
　急支援事業費

－ 2,000

・平成18年度の実績は、都道
府県担い手育成総合支援協
議会に対して889,359千円を
交付。

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　担い手総合緊急支援
　事業費

－ 2,788

・平成18年度の実績は、都道
府県担い手育成総合支援協
議会及び地域担い手育成総
合支援協議会に対して
726,918千円を交付。

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

・本システムを活用して
販売戦略を策定した先
進的な農産物直売所の
数94施設以上（平成19
年度末）
・本システムで構築した
ポテンシャル予測システ
ムの利用件数年間5,480
件以上（平成20年度末）

60

・成果目標の達成は事業が
完了する19年度末及び20年
度としている。
　また、平成18年度実績は、
56,709千円を交付。

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手の育成・確保の
　うち
　　担い手総合支援（担
　　い手への経営資源の
　　円滑な承継に対する
　　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
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
８月頃に取りまとめる予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手の育成・確保の
　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22
年度）

交付金
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
9月頃に取りまとめる予定。

　都道府県担い手育成総合支援協議
会の下に、農業再生委員会を設置し、
経営が困難となった農業者の有する
経営資源を有効活用するため、当該
農業者の経営の再生又は経営資源の
整理承継に向けた支援を実施

　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

　認定農業者や集落営農組織の育
成・確保及びその経営発展に係る支
援、農地の利用調整活動支援、人材
の育成・確保等を総合的に実施

　農産物直売所等における販売戦略
の高度化と、それに基づく営農計画の
策定を可能とする分析システムや農業
気象災害を考慮した生産販売戦略を
策定するシステムの開発

　集落営農への取組みに向けた戦略
構想を担う集落リーダーによる集落の
将来展望のビジョン化、集落関係者間
の合意形成、規約・定款の策定といっ
た調整活動を実施
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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）

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手の育成・確保の
　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
22年度）

交付金
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
9月頃に取りまとめる予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手の育成・確保の
　うち
　　集落営農育成・確保
　　緊急整備支援

・集落営農の組織化
・品目横断的経営安定
対策への加入
・集落営農組織への農
用地の利用集積
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
19年度）

交付金
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
9月頃に取りまとめる予定。

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、設定した目標値を達
成(事業承認年度から３
年後)

1,200

・平成18年度の実績は、19年
9月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
668,039千円を交付。

農業者年金給付費等負
担金

149,607

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
149,422,471千円を交付。

農地売渡業務等円滑化
対策補給金

155

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
166,723千円を交付。

　
・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

　
（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

　集落内の農家の保有する農業用機
械の整理合理化計画を策定し、個人
所有の農業用機械の全廃に向けた農
業用機械の査定・廃棄処分及び新た
に必要となる農業用機械の導入等を
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

　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
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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）

農業者年金監査等委託
費

12

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
10,491千円を交付。

独立行政法人農業者年
金基金旧年金勘定運営
費交付金

2,310

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
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

113

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
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

448

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
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

1,158

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
1,174,125千円を交付。

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

2,160

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
1,601,415千円を交付。

農業法人向け融資にお
ける実態調査委託費

－ 5
・平成18年度の実績は、農業
法人向け融資の調査・分析
に対して3,993千円を交付。

　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

　民間金融機関の農業法人向け融資
の実態を調査・分析し、今後法人化を
目指す者等が資金管理手法を確立す
るために必要な情報・基礎資料を整備
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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）

品目横断的対策導入推
進委託費

－ 100
・平成18年度の実績は、（株）
インテックに対して83,106千
円を交付。

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）

7,760

・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、17年産の実績は約3万1
千経営体の加入(前年対比
約3千経営体増）。

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

1,044

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度は、5,953
億円の保険引受を実施

農林漁業金融公庫出資
金

・法人の株式等は、自己
資本比率４０％を超えた
場合又は投資後10年を
経過した場合に譲渡す
ることとし、農業法人の
自己資本の充実を図る

430
・平成18年度の実績は、
334,800千円を投資決定。

農林漁業金融公庫資金
のうち

－
融資枠
350,000

・平成18年度の実績は、
2,123億円を貸付。

　農業経営基盤強化資
　金

－
融資枠
95,000

・平成18年度の実績は、522
億円を貸付。

　経営体育成強化資金
－

融資枠
38,000

・平成18年度の実績は、51億
円を貸付。

　新たな食料・農業・農村基本計画に
おいて導入することとされた品目横断
的政策の事務手続に係る電算処理シ
ステムの構築等を行う

　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

　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

　農業法人の自己資本の充実による
健全な成長発展を図る観点から、農業
法人投資育成事業における投資に必
要な原資を農林漁業金融公庫に対し
て出資

　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

　認定農業者の農地や機械施設取得
等のための長期資金を融通

　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
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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）

　農業経営維持安定資
　金

－
融資枠
30,500

・平成18年度の実績は、31億
円を貸付。

農林漁業金融公庫補給
金

－
41,928の
内数

・平成18年度の実績は、381
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

23

農山漁村振興緊急対策
利子助成金等交付事業

－ －
・平成18年度の利子助成金
等交付実績は３８億円を交
付。

農業改良資金 －
貸付枠
27,000

・平成18年度の実績は、
2,219,049千円を貸付け。

農業改良資金政府貸付
金

－ 1,018

・平成18年度の実績は、都道
府県より貸付申請が無かった
ため未交付。
　なお、平成17年度実績は、
217,621千円を貸付。

　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

　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

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
510億円を貸付。
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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）

農業経営改善促進資金 －
融資枠
200,000

・平成18年度の実績は、137
億円を貸付。

農業経営負担軽減支援
資金

－
融資枠
25,000

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
510億円を貸付。

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（天災により被害
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）

122
・平成18年度の実績は、
30,824千円を交付。

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。

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。

農業改良助長法 － －

・全都道府県において、
8,582人の普及指導員が設置
され、399箇所の普及指導セ
ンター等に配置し普及活動
を実施（平成18年4月1日現
在）。

農業改良資金助成法 － －
・平成18年度の実績は、
2,219,049千円を貸付け。

　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

　認定農業者の肥料や飼料購入等の
ための運転資金を融通

　農業者の償還負担軽減に必要な資
金を融通

　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

　天災により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
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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）

農林漁業金融公庫法 － －
・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 － －
・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。

所得税・法人税共通の
特例措置

－ － －

法人税の特例措置 － － －

　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

　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

　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

　農林漁業者に対し、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、民間金融機関が融通する
ことを困難とするものを融通
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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

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

11,540

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
7,595,590千円を交付。

農地保有合理化担い手
育成地域推進事業費

－ 154

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
18,316千円を交付。

担い手育成農作業受委
託促進事業費

－ 55

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
37,898千円を交付。

農地保有合理化緊急加
速事業費

－ 179

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
206,582千円を交付。

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18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
700,000千円を交付。

農地保有合理化担い手
育成総合支援対策事業
費

－ 6,300
・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手への農地利用
　集積の促推のうち
　　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
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。

　農地保有合理化法人が農用地利用
規程を定める地域の団地化等の取組
みを支援する資金の無利子貸付け等
を実施し、担い手への利用集積を促
進

　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

　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

　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

　農作業の受委託による作業規模の
拡大を推進

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：
２１７万ha
（平成２１年度）

　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
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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）

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手への農地利用
　集積の促進のうち
　　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
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手への農地利用
　集積の促進のうち
　　集落農地利用調整

－
交付金
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手への農地利用
　集積の促進のうち
　　特定法人等農地利用
　　調整緊急支援

－
交付金
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。

強い農業づくり交付金の
うち
　担い手への農地利用
　集積の促進のうち
　　水田農業経営構造確
　　立緊急対策

・担い手への農地の利
用集積（平成20年度）

交付金
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。

農地利用調整等円滑化
総合支援事業費

－ 97

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
72,145千円を交付。

担い手農地情報活用集
積促進事業費

・本事業による担い手へ
の集積目標面積（2，
350ha）

1,355

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
159,452千円を交付。

　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

集落営農の組織化･法人化等による担
い手の明確化、集落合意による利用
集積の推進をしていくため、農業委員
会が実施する集落における農地の利
用調整活動等の取組を支援

遊休農地の解消を促進するため、農
業委員会が実施する特定法人貸付事
業による企業等の参入の円滑な推進
や地域の農業法人による農地の活用
の促進に向けた農地の利用調整活動
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
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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）

経営構造改革緊急加速
リース支援事業費

・全てのリース物件の借
受者において、設定した
目標値を達成（事業計
画の認定年度から５年
後）

219

・平成18年度の実績はなし。
　なお、平成17年度実績は、
35,000千円を交付。
（新規採択は18年度をもって
終了）

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

142

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
126,773千円を交付。

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

593

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
606,126千円を交付。

農業委員会交付金 － 4,776

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
10,059,138千円を交付。

農業委員会費補助金 － 129

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
65,160千円を交付。

事務取扱交付金 － 1,898

・平成18年度実績は、平成19年
8月に取りまとめ予定。
　なお、平成17年度実績は
1,684,767千円を交付。

　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

　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

　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を促進
するための国有農地等の買収・売渡、
管理
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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）

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18年度実績は、2,759
千円を交付。
・平成18年度は、構造改革特
区・経営基盤強化法の一部
改正等の農地制度・農業構
造政策の策定・検討等に関
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

22

・平成18年度実績は、19,119
千円を交付。
・平成18年度は、平成18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。

遊休農地の活用のため
の方策に関する調査研
究委託費

・今後の遊休農地の活
用のための方策の基礎
資料として、農業情勢等
に対応した担い手への
農地利用集積の促進の
ための企画・立案への
活用

3

・平成18年度実績は、2,289
千円を交付。
・平成18年度は、これまで地
域が取り組んできた遊休農地
活用対策やリース特区の全
国展開による方策等に関す
る具体的な活動の実態調査
を行うとともに、研究会を３回
開催し、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18年度実績は、3,199
千円を交付。
・平成18年度は、担い手への
農地利用集積・効率的利用
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。

　担い手への農地の利用集積の促進
に資するために、リース特区の全国展
開による地域における遊休農地の活
用対策等に関する調査研究

　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

　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
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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）

農地保有合理化支援資
金

－ 200
・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。

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

－ －
・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。

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

推進費補助金のうち
　新規就農促進総合支
　援事業費のうち
　　新規就農者・女性農
　　業者等育成・確保支
　　援事業費

－ 97

・平成18年度の実績は、19年
８月頃に取りまとめる予定。
　（なお、本事業は18年度限
りの事業）

　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

　若年者の雇用問題や定年期を迎え
る「団塊の世代」の動きに対応して、農
業の新たな担い手を確保するととも
に、女性の認定農業者等の拡大や高
齢者を活用した担い手育成・確保を図
る

　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

　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
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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）

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　新規就農促進総合支
　援事業費のうち
　　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

331

・平成18年度の実績は、19年
8頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
295,229千円を交付。

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）

292

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
281,979千円を交付。

強い農業づくり交付金の
うち
　新規就農者の育成・確
　保のうち
　　農業研修教育・農業
　　総合支援センター施
　　設整備

－
交付金
40,506の
内数

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
438,806千円を交付。

農業経営強化対策事業
推進費のうち
　女性・高齢者等活動支
　援事業費のうち
　　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）

8

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
4,060千円を交付。

　高齢者による担い手支援等に向けた
活動の促進のため、高齢者層の取りま
とめ役等となり得る人材の育成とその
活用の実証、担い手支援活動等の情
報収集・提供の実施

　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、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
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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）

就農支援資金
貸付枠
10,000

・平成18年度の実績は、
3,215百万円を貸付け。

就農支援資金政府貸付
金

3,013
・平成18年度の実績は、
1,262百万円を貸付け。

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18年度の実績は、
3,215百万円を貸付け。

農業経営強化対策事業
推進費補助金のうち
　女性・高齢者等活動支
　援事業費のうち
　　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）

126

・平成18年度の実績は、19年
8月頃に取りまとめる予定。
　なお、平成17年度実績は、
120,899千円を交付。

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
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・平成18年度の実績は、独立
行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構農村工学研
究所に対して42,710千円を
交付。

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18年度の実績は、
15,003千円を貸付け。

　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

　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

　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

　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

－
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