
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

① 農業経営改善計画
の認定数：
27.2万経営体（平成
21年度）

農業経営強化対策事業推進費
補助金のうち
　全国担い手経営展開支援
　事業費

504
・平成19年度の実績は、20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

経営者組織連携研さん・高度 ・平成19年度の実績は 20年７月頃に取りまとめる予

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

意欲ある農業経営者の団体・組織がお互いの強みを
発揮する新たな横断的な連携体制の構築に向けた

平成19年度政策の実績評価（政策手段シート）

分野の目標等

意欲と能力のある担い手の育成・確保

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

経営者組織連携研さん・高度
　経営支援事業費のうち
　　経営者組織連携研さん支援
　　事業

8
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

　経営者組織連携研さん・高度
　経営支援事業費のうち
　　民間ノウハウ活用高度経営
　　支援事業費

30
・平成19年度の実績は、20年９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

54
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、155,856千円を交付。

農業経営強化対策事業推進費
補助金のうち
　担い手アクションサポート事業

3,500
・平成19年度の実績は、20年６月頃に取りまとめる予
定。

準備活動と、組織融合効果と活動成果の発揮を図る
アクション活動（「支援」、「交流」、「提言」、「情報」）を
実施

地域段階の構造改革に向けた取組の円滑化を図ると
ともに、農業生産を核として加工、流通、販売等の分
野に進出する新たなビジネス展開等を積極的に支援

民間企業等のノウハウを集結し、担い手が直面する
専門的かつ広範にわたる課題に対する指導・助言、
経営コーディネート等の経営支援及び農業経営の発
展過程に応じた経営能力習得のための支援を実施

都道府県・地域段階の担い手育成総合支援協議会
に、担い手支援のためのワンストップ窓口を設置し、こ
の窓口で、経営相談・技術指導・法人化支援・農地の
利用調整活動・担い手の組織化支援・再スタート支援
など、あらゆる担い手向けのサポート活動を一元的に
実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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

54
・平成19年度の実績は、20年６月頃に取りまとめる予
定。
　なお、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
　　経営構造対策

交付金
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20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 手 育成 確保 うち

交付金
平成 年度 実績 年 月頃 取りまとめ 予

①  販売戦略高度化支援システム
　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
ムの開発
②　農業気象災害発生ポテンシャル予測システム
　農業被害や気象データの解析により農業気象災害
の発生の可能性を予測し、農業気象災害を考慮した
生産販売戦略の策定等を支援するシステムの開発

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 農業用機械 全廃に向け

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

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

交付金
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。

地域担い手経営基盤強化総合
対策実験事業費

3,515
・平成19年度の実績は、20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

895
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、1,112,628千円を交付。

農業者年金給付費等負担金 151,209
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は149,607,321千円を交付。

農地売渡業務等円滑化対策補
給金

118
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は130,310千円を交付。

農業者年金監査等委託費 12
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は9,762千円を交付。

独立行政法人農業者年金基金
旧年金勘定運営費交付金

2,254
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は2,309,854千円を交付。

担い手による融資を主体とした農業用機械施設等の
導入に際して、融資残の自己負担部分への補助や
追加的な信用供与等の支援を実施

（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

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

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・加工・販売施設等の整備を
実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は112,604千円を交付。

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

445
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は447,676千円を交付。

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

1,151
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は1,157,575千円を交付。

特例付加年金助成補助金 1,925
・平成19年度の実績は、20年９月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は1,636,581千円を交付。

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

農業法人向け融資における実
態調査委託費

4 ・平成19年度実績は、3,881千円を交付。

担い手経営安定対策交付金 1,317
・18年産に係る19年度の実績は、20年８月頃に取りまと
める予定。

担い手経営革新促進事業 16,866
・平成19年度の実績は、平成20年８月頃に取りまとめる
予定。

収入減少影響緩和対策積立金
管理業務委託事業

10 ・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予定

品目横断的経営安定対策推進
事業

301
・平成19年度の実績は、平成20年８月頃に取りまとめる
予定。

担い手の販売収入の減少が経営に及ぼす影響が大
きい場合に、その影響を緩和する収入減少影響緩和
対策における対策加入者が拠出した積立金の管理を
行う

平成19年産から新たに導入された品目横断的経営
安定対策の交付金の交付申請等の手続きを円滑・効
率的に進めるため、対策加入者の申請書の一括取り
まとめ、交付金の交付申請等に係る説明会の開催等
を行う

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

更なる経営発展を目指す意欲的な担い手には、品目
横断的経営安定対策による支援に加え、規模拡大等
に向けた経営革新のための取組に対する支援を実施
（米の生産コスト）
（大豆の生産コスト）

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

品目横断的経営安定対策のうち
　生産条件不利補正対策

152,111
・平成19年度の実績は、平成20年８月頃に取りまとめる
予定。

農業信用保険事業交付金 100
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度は、4,573億円の保険引受を実施

農林漁業金融公庫出資金 100 ・平成19年度の実績は、100百万円を出資。

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

担い手が緊急に必要とする小口の資金について、迅
速に無担保・無保証人での融資の可否を判断する仕
組みを構築することとし、これに要する資金に充てる
ための財源として農林漁業金融公庫に対して出資

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょについ
て、
・過去３年間（16年～18年）の生産実績に応じた支払
・19年産以降毎年の生産量・品質に応じた支払
を実施
（麦の需給の安定の確保及び良品質な国内産麦の
供給）

農林漁業金融公庫資金
のうち

融資枠
350,000

・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、2,123億円を貸付。

　農業経営基盤強化資金
融資枠
95,000

・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、522億円を貸付。

　経営体育成強化資金
融資枠
33,000

・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、51億円を貸付。

　農林漁業セーフティネット
　資金

融資枠
15,000

・当資金は平成19年度に創設。
　なお、平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめ
る予定。

農林漁業金融公庫補給金
38,246の

内数

・平成19年度の実績は、20年６月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、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 20

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

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

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

前向き投資資金及び償還負担の軽減に必要な資金
を融通

自然災害、社会的要因等による一時的影響に緊急的
に対応する資金を融通

・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、444億円を貸付。

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

ための財源として農林漁業金融公庫に対して出資
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農山漁村振興緊急対策利子助
成金等交付事業

－
・平成19年度実績は、20年６月末頃に（財）農林水産長
期金融協会の報告を受けて取りまとめる予定。
　なお、18年度の実績は38億円の利子助成等を実施。

農業改良資金 －
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

なお、18年度実績は、2,219,049千円を貸付け。

農業改良資金政府貸付金 331

・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、都道府県より貸付申請がなかっ
たため未交付

農業経営改善促進資金
融資枠

200,000

・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、137億円を貸付。

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

農業経営負担軽減支援資金
融資枠
25,000

・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、36億円を貸付。

被害農家営農資金利子補給等
補助金（天災資金）

109
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、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

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

－

・平成19年産において、認定農業者67,045、集落営農
組織5,386、合計72,431の経営体が加入申請。
　また、本対策でカバーする対象品目の作付面積は、
①麦で約25万４千ha、大豆で約11万ha、てん菜で約６万
６千ha、でん粉原料用ばれいしょで約２万２千haと、これ
までの品目別対策とほぼ同程度
②米については、約44万haで、18年産水稲作付面積
(168万ha)の４分の１、稲作所得基盤確保対策加入面積
(75万ha)の６割
となった。

独立行政法人農業者年金基金
法

－
・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、年金等の給付事業を行う等の措置を
講じた。

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

農業者の償還負担軽減に必要な資金を融通

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）

米穀、麦その他の重要な農産物に係る農業の担い手
に対し、我が国における生産条件と外国における生
産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付
金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影
響を緩和するための交付金を交付
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農業改良助長法 －
・全都道府県において、8,244人の普及指導員が設置さ
れ、390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19年度当初）。

農業改良資金助成法 －
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、2,219,049千円を貸付け。

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

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

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

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

農業近代化資 融通法
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。

農業経営基盤強化準備金及び
農用地等を取得した場合の課税
の特例
［所得税・法人税：租税特別措置
法第24条の２、第24条の３、第61
条の２、第61条の３、第68条の
64、第68条の65］

－
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

国の補助金又は交付金の交付
を受けて取得した農林漁業者の
共同利用施設に係る課税標準
の特例
［不動産取得税：地方税法附則
第11条（地法第73条の14第6
項）］

－
・当特例措置は、期限延長の改正要望を行う際に実績
調査を実施（次期調査は平成22年度予定）。
　なお、平成18年度実績は、28件（62百万円）。

農業信用基金協会が受ける抵
当権の設定登記等の税率の軽
減
［登録免許税：租税特別措置法
第７８条の３第２項］

－
・平成19年度の実績は、平成20年８月頃に取りまとめる
予定。

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

低利 設 融 円滑 、利
補給を実施

価格に施設の取得価額に対する交付割合を乗じて
得た額を価格から控除した額を課税標準とする。な
お、融資は本則規定

認定農業者等が水田・畑作経営所得安定対策の交
付金等を受領した場合において、農業経営基盤強化
に要する費用の支出に備えるために積み立てた農業
経営基盤強化準備金の金額を個人は必要経費、法
人は損金算入、及び当該準備金を取り崩したり、受領
した当該交付金等を用いて認定計画等の定めるとこ
ろにしたがって農用地等を取得等した場合に圧縮記
帳の特例措置

農業者等が融資機関からの資金の借入れに際し、農
業信用基金協会から保証を受け、同協会が不動産を
担保とする場合に設定する抵当権の設定登記
４／１，０００→１／１，０００
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農林漁業金融公庫資金等の転
貸の場合の抵当権の設定登記
の税率の軽減
［登録免許税：租税特別措置法
第７８条］

－
・平成19年度の実績は、16,062件（333,144百万円）に
適用。

②

農地保有合理化促進事業費 2,823
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、9,089,866千円を交付。

農地保有合理化担い手育成地
域推進事業費

96
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、25,311千円を交付。

担い手支援農地保有合理化事 ・平成19年度の実績は 20年８月頃に取りまとめる予

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

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：
217.2万ha（平成21
年度）

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の仲介機能を活かした農地保
有合 事業 積極的 組 う支援す

農協等が農林漁業金融公庫等からの資金の貸付け
を受け、農林漁業者に転貸した場合、その貸付債権
を担保するために設定する抵当権の設定登記に係る
登録免許税の税率が、2/1,000に軽減（本則
4/1,000）。

担い手支援農地保有合理化事
業費

9,700
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。

農地貸借円滑化事業費 242
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。

農地保有合理化緊急売買促進
事業費

800
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、900,000千円を交付。

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

交付金
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20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
　　連携強化推進体制整備

交付金
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20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
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
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

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

農地貸借を推進するため、農地保有合理化事業を活
用して円滑に貸借ができるよう支援することにより、認
定農業者等の利用集積を促進

有合理化事業に積極的に取り組めるよう支援すること
により、担い手への農地の面的集積を促進

農地保有合理化法人が長期間保有している農地を
円滑に担い手へ売り渡すことができるよう支援
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20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

81
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、96,888千円を交付。

担い手農地集積高度化促進事
業

2,500
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。

担い手アクションサポート事業の
うち

担 手育成 確保活動 うち 平成 年度 実績は 年 月頃に取りまとめる予

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

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

集落営農 組織化に向けた取組と 調整を図り

担い手にとって真のコストダウンにつながる団地化し
たまとまりある形での利用集積を促進

担い手育成・確保活動のうち
　　農地の利用調整活動のうち
　　　認定農業者農地等利用
　　　調整促進支援

3,500の
内数

・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。

企業等農業参入支援全国推進
事業費

20 ・平成19年度の実績は、20年６月頃にとりまとめる予定。

企業等農業参入支援推進事業
費

430 ・平成19年度の実績は、20年８月頃にとりまとめる予定。

企業等農業参入支援加速リース
促進事業費

964 ・平成19年度の実績は、20年８月頃にとりまとめる予定。

農地調整費交付金 122
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、127,547千円を交付。

都道府県農業会議会議員手当
等負担金

582
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、589,177千円を交付。

農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促進する
ため、企業等が利用する農地の測量調査等に必要と
なる経費、小作料一括前払いに必要となる経費及び
簡易な基盤整備に必要となる経費を支援し、企業等
への農地リースを促進

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

農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促進する
ための研修会、広報活動及び個別相談を実施し、企
業等の農業参入円滑化及び地域農業の担い手とし
ての経営発展等を支援

集落営農の組織化に向けた取組との調整を図りつ
つ、担い手への利用集積に対する支援を実施

農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促進する
ため、企業等への農業用機械・施設リースを支援し、
農業参入の初期投資を軽減
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農業委員会交付金 4,776
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、4,776,179千円を交付。

農業委員会費補助金 83
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、59,168千円を交付。

事務取扱交付金 1,798
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は1,703,213千円を交付。

農地制度資料収集・分析委託費 3

・平成19年度の実績は、2,890千円を交付。
・平成19年度は、経営基盤強化法の一部改正、食料・
農業・農村基本計画策定等の農地制度・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

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、
農地制度の見直し検討経過及びその実施推進に関
する資料の収集・分析を行い、農地制度資料を編さ
ん

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

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

20

・平成19年度の実績は、18,947千円を交付。
・平成19年度は、平成19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

3

・平成19年度の実績は、2,705千円を交付。
・平成19年度は、これまで地域が取り組んできた遊休農
地活用対策や特定法人貸付事業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回開催して
調査結果の検討を行い、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

3

・平成19年度の実績は、3,358千円を交付。
・平成19年度は、担い手からみた面的集積の効果に関
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19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、3,200千円を交付。

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

　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

ん

　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

　担い手への農地の利用集積の促進に資するため
の、農村現場における農地に関する制度・政策の取
組の実態、運用の状況、問題点等に関する調査研究

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）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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、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。

特定の基金（農地保有合理化法
人の基金）に対する負担金等の
必要経費算入の特例
［所得税・法人税：租税特別措置
法第28条、第66条の11、第68条
の95］

－
・平成19年度の実績は、20年秋頃に取りまとめる予定。
  なお、平成18年度は実績なし。

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

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

基本構想に定められた農地保有合理化法人が行う業
務であって､農地売買等事業（貸借事業に限る)､研修
等事業、農作業の受託、農業技術の指導及び農業
用機械の普及に関するものを主たる業務とする公益
法人に対し、その特定の業務の基金に充てるために
支出した負担金等については、必要経費算入・損金
算入の特例を措置

特定住宅地造成事業等（農地保
有合理化法人への買い取り）の
ために土地等を譲渡した場合の
譲渡所得の特別控除
［所得税・法人税：租税特別措置
法第34条の2、第65条の4、第68
条の75］

－
・平成19年度の実績は、20年秋頃に取りまとめる予定。
　なお平成18年度の実績（推計）は、1,069件。

農地保有の合理化等のために
農地等を譲渡した場合の譲渡所
得の特別控除
［所得税・法人税：租税特別措置
法第34条の3、第65条の5、第68
条の76］

－ ・平成19年度の実績は、20年秋頃に取りまとめる予定。

特定の事業用資産（農地等）の
買換え・交換の場合の課税の特
例
［所得税・法人税：租税特別措置
法第37条、第37条の4、第65条
の7、第65条の8、第65条の9、第
68条の78、第68条の79、第68条
の80］

－
・当特例措置は、期限延長の改正要望を行う際に実績
調査を実施（次期調査は平成22年度予定）。

・農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業
委員会のあっせんにより農地等を譲渡した場合には、
800万円までの譲渡所得について特別控除
・農地保有合理化法人の行う農地売買等事業により、
農用地区域内にある農地等又はこれらの土地の上に
存する権利を譲渡した場合には、800万円までの譲渡
所得について特別控除

農用地区域内の土地等を譲渡した者が、農業振興地
域の整備に関する法律に規定する農業委員会のあっ
せんにより農用地区域内の土地等を取得する場合
に、次のとおり課税
・収入金額が取得価額以下の場合には、収入金額の
80％に相当する金額を超える部分に課税
・収入金額が取得価額を超える場合には、取得価額
の80%に相当する金額を超える部分に課税

農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促
進法の協議に基づいて農地保有合理化法人に買い
取られる場合には、1,500万円までの譲渡所得につい
て特別控除
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農地保有合理化法人が農地保
有合理化事業の実施により農用
地区域内の農用地を取得した場
合の所有権の移転登記の税率
の軽減
［登録免許税：租税特別措置法
第76条第1項］

－
・平成19年度の実績は、20年秋頃に取りまとめる予定。
　なお平成18年度の実績（推計）は、2,986件。

特定農業法人が基盤強化法に
基づく勧告に係る買入協議によ
り農用地区域内の特定遊休農
地を取得した場合の所有権の移
転登記の税率の軽減
［登録免許税：租税特別措置法
第76条第2項］

－ ・平成19年度実績は、平成20年秋頃に取りまとめ予定。20/1,000→ 8/1,000

農地保有合理化法人が農用地区域内の農用地の買
入れをした場合、当該買入れをした日から１年以内に
所有権の移転登記を受けるときには登録免許税の税
率を軽減（20/1,000→10/1,000)
（ただし、H21.3.31までは8/1,000）

利用権設定等促進事業により農
用地等を取得した場合の所有権
の移転登記の登録免許税率の
軽減
［登録免許税：租税特別措置法
第77条］

－ ・平成19年度実績は、平成20年秋頃に取りまとめ予定。

基盤強化法の規定による農用地
利用集積計画に基づき農業振
興地域内の土地を取得した場合
の課税標準の特例
［不動産取得税：地方税法附則
第11条第2項］

－ ・平成19年度実績は、平成20年秋頃に取りまとめ予定。

農業振興地域の整備に関する
法律に基づく市町村長の勧告
等により農用地区域内の土地を
取得した場合の課税標準の特
例
［不動産取得税：地方税法附則
第11条第3項］

－
・平成19年度の実績は、20年秋頃に取りまとめる予定。
　なお平成18年度の実績（推計）は、7,712件。

20/1,000→ 8/1,000

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
を取得価格から控除
（１）取得の場合
①農用地区域内の土地については、取得価格の1/3
②農用地区域外で農業振興地域内の土地について
は、取得価格の1/4
（２）交換による取得の場合
①農用地区域内の土地については、失った土地の価
格又は取得価格の1/3のいずれか多い額
②農用地区域外で農業振興地域内の土地について
は、失った土地の価格

農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業
委員会のあっせん等により農用地区域内の土地を取
得した場合には、課税標準の特例を措置（取得価格
の1/3相当額を控除）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農地保有合理化法人が長期貸
付農地保有合理化事業により農
用地区域内の農地等を取得した
場合の課税標準の特例
［不動産取得税：地方税法附則
第11条第6項］

－
・平成19年度の実績は、20年秋頃に取りまとめる予定。
　なお平成18年度の実績（推計）は、2,857件。

特定農業法人が基盤強化法に
基づく勧告に係る買入協議又は
調停により農用地区域内の特定
遊休農地を取得した場合の課税
標準の特例
［不動産取得税：地方税法附則
第11条第26項］

－ ・平成19年度実績は、平成20年秋頃に取りまとめ予定。

農地保有合理化法人が担い手

取得価格の1/3相当額を控除

農地保有合理化法人が農用地区域内の農地等を認
定農業者等に５年を超えて貸し付けることを目的とし
て取得し、かつ、当該貸付期間が満了した後に当該
農地等を貸し付けた認定農業者等に売り渡す場合に
は、不動産取得税の課税標準の特例を措置（取得価
格の2/3相当額を控除）

農地保有合理化法人が担い手
農業者確保事業により農用地区
域内の土地を取得した場合の納
税義務の免除
［不動産取得税：地方税法附則
第11条の7］

－
・平成19年度の実績は、20年秋頃に取りまとめる予定。
  なお平成18年度の実績（推計）は、2,857件。

農地等を贈与した場合の贈与税
の納税猶予
［贈与税：租税特別措置法第70
条の４］

－ ・平成19年度実績は、平成20年秋頃に取りまとめ予定。

農地等についての相続税の納
税猶予等
［相続税：租税特別措置法第70
条の６］

－ ・平成19年度実績は、平成20年秋頃に取りまとめ予定。

農地等に係る贈与税の納税猶
予の特例の適用を受けている者
が特例適用農地等のすべてに
ついて一定の農業生産法人に
使用貸借による権利の設定をし
た場合において贈与税の納税
猶予の特例を継続する特例
［贈与税：Ｈ17年措法改正附則
第55条］

－
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、平成18年度の実績は、35件。

農業を営む個人が、その推定相続人のうちの1人に
一括して農地の全部等を贈与した場合には、一定の
要件のもと、その年分の贈与税額のうち農地等の価
額に対応する部分の税額が猶予され、贈与者又は受
遺者のいずれかが死亡したときに免除される。

既に農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用
を受けている者が、特例適用農地等の全てを一定の
農業生産法人に使用貸借する等の一定の要件に該
当する場合には、贈与税の納税猶予の特例が継続さ
れる。

相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続又は
遺贈により農地等を取得した農業を営む場合には、
相続税額のうち当該農地等の価額の農業投資価格
を超える部分については、一定の要件のもと納税が
猶予される。

農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業によ
り土地を取得し、取得の日から５年以内に道府県知事
が貸付期間の延長を承認した場合、５年を経過する
日から５年以内に売渡したときは不動産取得税の納
税義務を免除

⑦－12



政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

贈与税納税猶予の特例適用農
地等を一定の農業生産法人に
使用貸借し、贈与税納税猶予の
継続が認められた場合の徴収猶
予の継続
［不動産取得税：地方税法附則
第12条第3項］

－
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、平成18年度の実績は、35件。

農地保有合理化事業に係る農
地の取得に対して課する不動産
取得税の納税義務の免除等
［不動産取得税：地方税法第73
条の27の6］

－
・平成19年度の実績は、20年秋頃に取りまとめる予定。
  なお平成18年度の実績（推計）は、4,654件。

評価額課税による税額が農地調整税額（前年度分の

既に農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用
を受けている者が、特例適用農地等の全てを一定の
農業生産法人に使用貸借する等の一定の要件に該
当する場合で、贈与税の納税猶予の継続が認められ
るときには不動産取得税の徴収猶予を継続

農地保有合理化法人が農用地区域内の農地等又は
開発して農地とすることが適当な土地を取得し、５年
以内（５年以内に土地改良事業等が開始され、事業
の完了の日が５年を超えるときは、その完了の日から
１年以内）に売渡し又は交換したときは、納税義務を
免除

農地に対する負担調整
［固定資産税・都市計画税：地方
税法附則第19条、第26条］

－
・当特例措置は、農地すべてが対象。なお、特例措置の
仕組み上、正確な減税額の把握は困難。

③ 新規就農青年数の
確保者数：
12千人／年

農業経営強化対策事業推進費
補助金のうち
　スローじんせい二毛作再チャ
　レンジ支援事業

80
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
（19年度新規事業）

農業経営強化対策事業推進費
補助金のうち
　農業再チャレンジ支援事業

641
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
（19年度新規事業）

農村青少年研修教育団体事業
費

235
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

強い農業づくり交付金のうち
　県農大等再チャレンジ活用
　推進事業

500
・平成19年度の実績は、20年7月頃に取りまとめる予定。
（19年度新規事業）

「人生二毛作」や「スローライフ＆ジョブ」を紹介する
キャンペーンの実施、ホームページの開設により、団
塊世代、若者等が農山漁村の場で活躍するための情
報を提供

評価額課税による税額が農地調整税額（前年度分の
課税標準額×負担調整率×税率）を超える場合に
は、当該農地調整税額をもってその年度の税額とす
る

道府県農業大学校等が実施する再チャレンジを行う
者に対する就農に向けた実践的な研修機会を充実
するに当たっての体制整備の実施

団塊世代、若者等が経験がなくても農業に就けるよ
う、情報提供・相談段階、体験・研修段階、参入準備
段階、定着段階の各段階に対応した,きめ細かな支援
の実施

青年農業者の育成・確保を図るため、農業専修学校
による農業技術、経営等の実践的研修教育、民間団
体による農業研修生の海外派遣、農村青少年の集団
活動の促進等の推進
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

人生二毛作の実現に向けた他
産業従事者による農林漁業経
営体発展支援研修事業

207
・平成19年度の実績は、20年7月頃に取りまとめる予定。
（19年度新規事業）

担い手アクションサポート事業の
うち
　新たな人材の育成・確保活動

3,500の
内数

・平成19年度の実績は、20年7月頃に取りまとめる予定。
（19年度新規事業）

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践的個別技術の研修施設の整
備の実施

地域が行う新規就農希望者に対する就農相談、認定
農業者や起業を志向する女性や担い手支援を行う高
齢者に対する研修や情報提供

団塊世代等が持つ他産業で培った経験・能力を活用
して農林漁業の経営体において研修を実施すること
により、団塊世代の持つ能力を農林漁業の経営発展
に発揮できる環境を整備

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
　　シニア能力活用促進事業

7
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

就農支援資金 －
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

なお、18年度実績は、3,215百万円を貸付け。

就農支援資金政府貸付金 1,990
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

なお、18年度実績は、1,262百万円を貸付け。

青年等の就農促進のための資
金の貸付け等に関する特別措
置法

－
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、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

141
・平成19年度の実績は、20年７月頃に取りまとめる予
定。

農村生活総合調査研究事業委
託費

41
・平成19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42千円を
交付。

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

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

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

特定の基金に対する負担金等
の必要経費及び損金算入の特
例
［所得税・法人税：租税特別措置
法第28条、第66条の11］

－ ・平成19年度の実績は、0件。

都道府県青年農業者等育成センターに設置された特
定の業務に係る基金に充てるための負担金を農業協
同組合等が支出した場合には、当該負担金を所得税
における事業所得の金額の計算上必要経費に、法人
税における所得の金額の計算上損金の額に、それぞ
れ算入することができる。
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