
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

協同農業普及事業交付金 3,597

・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）。平成18年度においては、3，
597，308千円を交付。普及指導員数：8,576人、普及指
導センター数：395箇所

担い手アクションサポート事業
のうち
　集中的な技術・営農支援

3,500
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。

産学官連携経営革新技術普
及強化促進事業

230
・平成19年度の実績は、20年８月頃に取りまとめる予
定。

革新的技術導入・調査研究推
進総合支援事業費

12

・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、（社）全国農業改良普及支援協
会に対して14,330千円を交付。

普及活動情報基盤整備事業
費

87
・平成19年度の実績は、（社）全国農業改良普及支援協
会に対して87,438千円を交付。

革新的農業技術習得研修委
託費

24
・平成19年度の実績は、（独）農業・食品産業技術総合
研究機構に対して17,381千円を交付。（社）全国農業改
良普及支援協会に対して3,300千円を交付。

普及職員機能強化緊急対策
事業費

51
・平成19年度の実績は、（社）全国農業改良普及支援協
会に対して50,726千円を交付。

普及職員自己研修支援体制
整備調査等委託費

5
・平成19年度実績は、（社）全国農業改良普及支援協会
に対して5,258千円を交付。

・普及指導員の設置
・普及指導活動の実施
・普及指導センターの運営等

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

担い手への経営支援の条件整備

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

普及指導センター
が普及課題ごとに
設定した目標の達
成率が100％となる
こと（平成21年度迄
の各年度）
ａ．担い手の育成に
関する課題
ｂ．技術の普及に関
する課題

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

(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

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

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

普及職員の自己研修による資質向上を支援するた
め、インターネットを活用した研修等を実施

担い手の育成・確保の加速化を図るため、普及組織
が詳細な営農分析や先進技術、新規作物の導入等
の技術・営農支援活動を集中的に実施

普及指導センターを中核とした産学官連携プロジェク
トによる生産現場での新技術の確立から総合的な技
術普及までの一貫した取組を支援
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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

知的財産権の啓発普及体制
整備委託費

14
・平成19年度実績は、（社）全国農業改良普及支援協会
に対して12,588千円を交付。

集落営農緊急育成サポート
ツール開発事業

47

・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、（社）全国農業改良普及支援協
会に対して16,176千円、（社）日本農村情報システム協
会に対して39,639千円を交付。

強い農業づくり交付金のうち
　担い手の育成・確保のうち
　　農薬飛散防止普及活動
　　緊急支援

交付金
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20年10月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、107,137千円を交付。

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
　促進のうち
　　優良農地確保支援対策等
　　（新技術活用優良農地利
　　用高度化支援）

交付金
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20年10月頃に取りまとめる予
定。
　なお、18年度実績は、200,252千円を交付。

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
　　若者・女性就農チャレンジ
　　支援

交付金
34,067の

内数

・平成19年度の実績は、20年10月頃に取りまとめる予
定。

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）。平成18年度においては、3，
597，308千円を交付。普及指導員数：8,576人、普及指
導センター数：395箇所

集落営農の育成確保を急速に推進するため、指導者
誰もが簡単に利用できる支援ツールの開発を支援

普及活動の重点化を図るため、農薬の飛散防止対策
及び低減技術等の普及活動を緊急的・集中的に実
施

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

普及指導員の知的財産権の保護・活用に関する指導
力向上・活動強化を図るため、知的財産権の啓発普
及体制の検討、専門研修の実施、支援窓口の設置を
実施

若者・女性の新規就農者の就農定着に向けて、普及
指導センター等による濃密な技術・営農指導を実施

担い手への農地の利用集積や農地の効率的利用を
図るため、遊休農地の解消及びその発生防止に向け
た技術普及と併せ、新技術導入による農地の利用高
度化に資する技術・経営指導及び農業参入法人へ
の農業技術・経営指導活動を集中的に実施
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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

②
ＪＡ食料・農業・農村サポート機
能活性化推進事業費

214 ・平成19年度の実績は、213,950千円を交付。

農林漁業団体職員共済組合
費補助金

1,836 ・平成19年度の実績は、1,836,349千円を交付。

農業協同組合法 －

・第151回通常国会において、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、貯金者の保護が図られるよ
う、適切な指導・助言を実施。

保険会社等の異常危険準備
金
[法人税：租税特別措置法第
57条の５、第68条の55]

－

・異常危険準備金は、連続して大きな災害が発生した場
合等に備えて積立てるものであるが、19年３月末現在で
は、前年度末に比べ7.7％増加しており、着実に積み増
されている。

中小企業等の貸倒引当金の
特例
[法人税：租税特別措置法第
57条の10、第68条の59]

－

・19年３月末現在において、農業に対する貸出金残高
の８割以上を農協系統組織が占めており、農業・農村分
野における金融機能に対し、大きな役割を果たしてい
る。

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
ｂ．農協合併の促進
及び組織運営体制
整備
ｃ．信用事業の健全
性の確保
ｄ．共済事業の健全
性の確保

共済連が積み立てる異常危険準備金の積立額を損
金に算入できる。

貸倒引当金の繰越限度額を法定繰入額の16％増し
とすることができる。

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

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
【参考：最近の制度改正】
平成13年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

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
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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

農林中央金庫等の合併に係る
課税の特例
[法人税：租税特別措置法第
68条の２]

－
・20年４月１日現在の農協数は794農協で、前年に比べ
農協数が19減少しており、着実に合併が進展している。

退職年金等積立金に対する法
人税の課税の停止
[法人税：租税特別措置法第
68条の４]

－
・農協職員の退職年金の積立金に係る税制措置であ
り、18事業年度の積立金の額は、前事業年度に比べ
2.7%増加しており、着実に積み増されている。

農協等が合併した場合の課税
の特例
[地価税：租税特別措置法第
71条の17]

－
・20年４月１日現在の農協数は794農協で、前年に比べ
農協数が19減少しており、着実に合併が進展している。

農林中央金庫等が行う組織再
編成によってする登記の税率
の軽減
［登録免許税：租税特別措置
法第80条の3］

－

・19年度において、前年に比べ農協数が19減少するな
ど合併が着実に進展するとともに、3つの農協連合会
が、農林中央金庫との統合を果たすなど、農協系統組
織の再編整備が着実に進展している。

農業協同組合、農業協同組合
連合会、漁業協同組合又は漁
業協同組合連合会が新たに
株式会社又は合同会社を設
立するために不動産を現物出
資した場合の非課税
[不動産取得税・特別土地保
有税：地法附則第10条第３
項、第31条の２]

－

・19年度において、前年に比べ農協数が19減少するな
ど合併が着実に進展するとともに、４つの農協連合会
が、農協への包括承継や農林中央金庫との統合を果た
すなど、農協系統組織の再編整備が着実に進展してい
る。

非課税

農協等が一定の要件を満たした合併を行う場合には
適格合併とする。

農林中央金庫が信用農業協同組合連合会から事業
譲渡により不動産に関する権利を取得した場合の権
利の移転登記
　抵当権　2/1,000　→　1.5/1,000

信用農業協同組合連合会が特定農業協同組合から
事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合
の権利の移転登記
　抵当権　2/1,000　→　1.5/1,000

特定農業協同組合が他の特定農業協同組合から事
業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合の
権利の移転登記
　抵当権　2/1,000　→　1.5/1,000

特定農業協同組合が他の特定農業協同組

積立金に係る特別法人税（1％）の課税の停止

合併助成法に基づく農協の合併による課税価格の基
礎控除の特例
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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

農業協同組合が、他の農業協
同組合から信用事業の全部の
譲渡により不動産を取得した
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28項］

－ ・平成19年度の実績は、１件の事業譲渡が行われた。

③

農業共済事業事務費負担金 46,225
・平成19年度の実績は、農業共済団体（43連合会（職員
1,243人）及び207組合（職員6,602人））に対して
46,225,149千円を交付し、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

304

・平成19年度の実績は、農業共済団体等に対して
304,195千円を交付。
・個々の家畜の診療情報等を電子化・活用するための
「家畜診療等情報管理・提供システム」の基幹部分の開
発を行うとともに、10団体において当該システムから得ら
れたデータを活用して事故低減の農家指導を実施。
・また、農業共済の加入申込み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につ
いて、インターネットを活用した総合的なシステム開発を
実施。

農業共済事業特別事務費補
助金

102

・平成19年度の実績は、農業共済団体に対して101,693
千円を交付。
・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、評価眼の統一のための実地研修等を実施。

農業共済組合連合会等交付
金

18,659

・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、加入農家に対する共済掛金国
庫負担額から再保険料を控除した額19,321,742千円を
交付。（加入農家数：農作物2,064千戸、家畜100千戸、
果樹117千戸、畑作物90千戸、園芸施設249千戸）

制度の実施機関たる農業共済団体の基幹的事務費
に対してその一定額を負担

取得価格の１／２相当額を控除

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）

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

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

農家が負担する共済掛金についてその一部を国庫
が負担
【注】　国は共済掛金国庫負担金として、農家が支払
うべき共済掛金の一部を農業共済組合に交付するこ
ととされているが、事務処理の効率化の観点から、農
業共済組合等に交付するのに代えて、当該組合等が
その属する農業共済組合連合会に支払うべき保険料
の全部若しくは一部に当てるため、当該農業共済組
合連合会に交付し、又は当該農業共済組合連合会
が支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、
農業共済再保険特別会計の再保険収入に計上する
ことができることとされている。このことから、農業共済
組合等連合会交付金の額をもって、国庫が農家に負
担する共済掛金の額とは言えず、理論上の農家への
掛金国庫負担額は64,090百万円となる。
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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

家畜共済損害防止事業交付
金

713

・平成19年度の実績は、農業共済組合連合会等に対し
て710,544千円を交付。
・特定の疾病につき、その検査及び検査に基づく飼養
管理指導等の処置により疾病の早期発見・発病の未然
防止活動を46都道府県、家畜対象頭数1,157千頭に対
して実施（指示頭数ベース）。

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

34

・平成19年度実績は、31,139千円を交付し、農業共済
専門講習会及び農業共済技術講習会等の講習並びに
農業災害補償制度に関する調査等を実施（講習会全17
回）。

農業災害補償法 －
・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

273
・平成19年度の実績は、193,401千円を交付。
　なお、18年度実績は、53,246千円を交付。

アイヌ系農林漁家
の所得の向上

アイヌ農林漁業対策事業費 403
・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、409,006千円を交付。

人権問題啓発推進事業費 11

「みんなで豊かな農林漁業」人
権啓発委託費

34

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

・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、36,288千円を交付。

農林漁業団体職員
の人権意識の向上
及び維持

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

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等を対象とした人権問題に関す
る啓発の推進のため研修会等の開催や各種資料の
作成・配布等を実施

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

⑧－6


