
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）

広域連携アグリビジネスモデル
支援事業費

607
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、488,381千円を交付。

地域担い手経営基盤強化総
合対策実験事業費

6,480
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、4,269,665千円を交付。

地域雇用拡大型農業経営確
立緊急対策事業費

935 平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。

平成20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

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

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

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、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とともに、担い手を側面的に
支援するための共同利用施設の整備について総合
的かつ緊急的に実施

面的集積条件整備モデル事
業費

40 平成20年度の実績は、21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
費

2,250
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、1,676,416千円を交付。

全国担い手経営展開支援事
業費のうち
　担い手育成支援事業費

115
平成20年度の実績は、21年7月中旬頃に取りまとめる予
定。
なお、19年度実績は、130,345千円を交付。

各地域で推進する認定農業者の育成や集落営農の
組織化・法人化等の担い手育成・確保の取組を全国
段階で支援するため、全国レベルでの行動計画の策
定や実務研修会の開催等の支援を全国担い手育成
総合支援協議会において実施

面的集積された農地に対する簡易な基盤整備を支援
（目標②）

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

全国担い手経営展開支援事
業費のうち
　担い手経営展開支援リース
　事業費

2,397
平成20年度の実績は、21年7月中旬頃に取りまとめる予
定。
なお、19年度実績は、373,930千円を交付。

集落営農総合支援事業費 214 平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。

農業経営創業・事業拡大支援
事業費

35 平成20年度の実績は、35,000千円を交付。

農業法人経営展開支援事業
費

46 平成20年度の実績は、46,000千円を交付。

集落営農組織の立ち上げ活動、集落営農組織の状
況に応じた組織運営や経営の改善についての相談・
助言活動、農作業の共同化等で確保された労働力等
を活用して経営の多角化等に取り組むための試験的
な活動への支援を実施

農業法人を中心とした、農業者や食品事業者等の関
連事業者との多様なネットワークの形成に向けた商談
会の開催、専門家等によるシンポジウム、相談活動等

取組を支援

農業経営の多角化を目指す農業法人に対し、（独）中
小企業基盤整備機構との連携の下で、各種支援施策
の情報提供、経営相談活動、専門家派遣、経営支援
セミナーの開催を実施するとともに、異業種産業との
マッチングによる販路拡大等への支援を実施

農業経営の改善に取り組む認定農業者や集落営農
組織等必要となる農業用機械・施設のリースによる導
入支援を実施

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
　事業費

7 平成20年度の実績は、6,821千円を交付。

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

26
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、14,650千円を交付。

経営構造対策推進事業費 50
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、52,984千円を交付。

農業経営ＩＴ活用支援推進事
業費

24
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、54,072千円を交付。

の取組を支援

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

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

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

　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
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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

担い手経営革新促進交付金 15,580
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、15,728,437千円を交付。

特例付加年金助成補助金 1,855
平成20年度の実績は、21年9月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は1,387,753千円を交付。

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
39,086
の内数

平成20年度の実績は、21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
　　集落営農育成・確保緊急
　　整備支援

交付金
39,086
の内数

平成20年度の実績は、21年9月頃に取りまとめる予定。

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

更なる経営発展を目指す意欲的な担い手には、水
田・畑作経営所得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）

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

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

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策積立金管理業
務委託事業費

34
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、5,013千円を交付。

農業経営安定事業水田・畑作
経営所得安定対策推進事業
費

301
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、290,228千円を交付。

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

153,153
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、147,827,833千円を交付。

平成19年産から新たに導入された水田・畑作経営所
得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

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）

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

⑦－3



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

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

55,517 平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。

農業改良資金制度運営推進
委託費

45

平成20年度の実績は、30,811千円を交付。
平成20年度は、農業改良資金の債権管理の適正化を
図るための基礎データの整備を行うとともに、資金の有
効活用のための調査等を行い、資料として取りまとめ。

農業改良資金 －
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、1,193,005千円を貸付け。

農業改良資金貸付金 298
平成20年度の実績は、都道府県より貸付申請がなかっ
たため未交付。

担い手育成・確保対策事務経
費

146
の内数

－

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょにつ
いて、販売収入の合計額が、標準的収入額より下がっ
た場合に、その差額の９割を補てん（対策加入者１：国
３）　（米の需給の安定の確保）

－

農業の担い手が新たな農業部門や加工を始める場合
等のチャレンジをする取組に必要な資金の手当てに
より、農業者の農業経営の改善に寄与

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20年産において、認定農業者78,619、集落営農
組織5,655の合計84,274経営体が加入申請。平成19年
産と比較して、11,843の増加となり、なかでも、市町村特
認による加入者は、10,569経営体。
　また、加入申請経営体の20年産の作付予定面積で
は、①米では、47万２千haと20年産水稲作付面積（162
万４千ha）に比べ約３割（29％）であるが、従来の担い手
を対象とした対策（20万１千ha）に比べると加入面積は
大幅に増加、②麦は、25万５千haで従前の18年産麦作
経営安定資金対象面積26万haの殆どをカバー、③大豆
は、12万haで従前の18年産大豆交付金対象面積９万９
千haを大きく上回る水準となっており、麦・大豆について
は、本対策加入者が作付面積をほぼカバーし、担い手
による生産の実現について一定の成果。

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

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（目標②）
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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

農業改良資金助成法 －
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、1,193,005千円を貸付け。

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20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度の実績は適用件数3,390件、適用金額
11,680,149千円。

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条第1項（地方税法第
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21年度予定）。
なお、平成18年度実績は、28件（62百万円）。

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

条 第 項）］

②

農地管理情報調査委託費 19

・平成20年度の実績は、13,482千円を交付。
・平成20年度は、平成20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。

農地賃貸借における有益費等
に関する調査研究委託費

3

・平成20年度の実績は、3,056千円を交付。
・平成20年度は、農地賃貸借における有益費等に関す
る現地実態調査を行うとともに、研究会を４回開催して調
査結果について検討を行い、資料としてとりまとめ。

農地制度資料収集・分析委託
費

2

・平成20年度の実績は、2,070千円を交付。
・平成20年度は、農業委員会法の一部改正、農業経営
所得安定対策等大綱等の農地制度・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。

農業委員会費補助金 67
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、58,377千円を交付。

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） 担い手への農地の利用集積の促進に資するため、担

い手が借入農地に投下した費用(有益費)の回収が終
わらない時期に農地を 返還する事態が生じた時の有
益費の償還方法等について調査研究

　担い手への農地の利用集積の促進に資するために
農地の権利移動等の実績を把握する調査

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

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
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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

担い手アクションサポート事業
のうち
　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

2,250
の内数

平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度実績は、4,068千円を交付。

企業等農業参入支援全国推
進事業費

18
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、20,000千円を交付。

農地利用調整等円滑化支援
事業費

75
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、80,767千円を交付。

農地情報整備促進事業費 868 平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
農地の所有や利用等に関する情報を市町村、農業委
員会、農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区
等の関係機関が共有化し、相互活用できるよう支援

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

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

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

農地情報提供システム構築事
業費

50 平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。

都道府県農業会議会議員手
当等負担金

579
平成20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、581,641千円を交付。

農地調整費交付金 106
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、120,699千円を交付。

農業委員会交付金 4,776
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、4,776,179千円を交付。

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

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

新規参入者等及び農地の賃貸借の当事者が必要と
する農地の貸出希望及び賃借料水準等について、全
国どこからでもアクセスできるシステムを構築
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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
　　優良農地確保支援対策等

交付金
39,086
の内数

平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、24,551,063千円を交付。

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
　　連携強化推進体制整備

交付金
39,086
の内数

平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、24,551,063千円を交付。

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
　　集落農地利用調整

交付金
39,086
の内数

平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、24,551,063千円を交付。

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

特定法人等農地利用調整

交付金
39,086

内数

平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお 19年度実績は 24 551 063千円を交付

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

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

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

　　特定法人等農地利用調整
　　緊急支援

の内数
なお、19年度実績は、24,551,063千円を交付。

国有農地等売払価格鑑定料 72
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は58,435千円を交付。

土地等買入金 285
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は3,186千円を交付。

事務取扱交付金 1,753
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は1,626,642千円を交付。

賠償償還及び払戻金 123
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は22,874千円を交付。

農地法の規定による農地の買収又は売渡について、
国を相手方として提起された訴訟事件で、判決又は
和解に基づいて支払う賠償金等及び、売払代金の徴
収後、当該処分の取消等により発生する払戻金

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

担い手への農地の利用集積を促進するための国有農
地等の管理・処分

国有農地等及び開拓財産の不要地について、売払
いに係る価格の決定

耕作者の農地の取得の促進及び土地の農業上の効
率的な利用を図るため、不適切な農地利用と認めら
れる場合に国が当該農地等を買収
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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

幼齢林等補償費 59
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は０件。

農業経営基盤強化措置状況
調査委託費

3

・平成20年度の実績は、2,169千円を交付。
・平成20年度は、広域展開する農業経営・農地情報の
入手等の実態に関する現地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。

農地保有合理化促進事業費 2,149
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度実績は、1,875,399千円を交付。

農地貸借円滑化事業費 130
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度実績は、0千円を交付。

農地保有合理化緊急売買促
800

平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。

農地法の規定に基づく農地等の買収により発生する
権利の補償及び国有農地等の売払いに当たり、農耕
借受者の耕作権の消滅に伴う補償

農地保有合理化法人が長期間保有している農地を円

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

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

　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

農地保有合理化緊急売買促
進事業費

800
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度実績は、800,000千円を交付。

担い手農地集積高度化促進
事業

2,100
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度実績は、1,396,857千円を交付。

農地面的集積支援モデル事
業費

374 平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。

企業等農業参入支援推進事
業費

379
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、1,921千円を交付。

農地保有合理化支援資金 120
平成20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度実績は、0千円を交付。

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

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

面的集積した場合の奨励金の交付や面的集積のた
めの活動に要する経費を支援

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、小作料
一括前払い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
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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

担い手育成・確保対策事務経
費

146
の内数

－

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。

特定の事業用資産の買換え・
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 －

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23年度予定）

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

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
せん等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　など

価 合

－

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（目標①）

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］

－ 査を実施（次期調査は平成23年度予定）。
なお、平成19年度の実績（推計）は335件、268.8ha。

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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績（推計）は3,100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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。

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）

20/1,000→ 8/1,000

・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
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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

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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度実績は8,114件。

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20年度の実績は、22年４月頃に取りまとめる予定。
なお、平成18年度実績は13,659件（21,603ha）。

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

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
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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績（推計）は7,361件。

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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績（推計）は399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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。

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）

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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績（推計）は2,755件。

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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績（推計）は0件。

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、

－
平成20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績（推計）は1,141件。

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

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

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

置法第34条の2、第65条の4、
第68条の75］

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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績（推計）は10,956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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、170件（1,210.4ha）。

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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、2,386件（1,352.6ha）。

・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。

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。
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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20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は35件。

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20年度の実績は、21年8月頃に取りまとめる予定。
なお、平成19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

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

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。

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20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績（推計）は399件。

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］

－
平成20年度の実績は、21年秋頃に取りまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、1,033千人（83,145.3ha）。

③ 新規就農青年数の
確保者数：
12千人／年

スローじんせい二毛作再チャ
レンジ支援事業委託費

72
平成20年度の実績は21年7月末とりまとめる予定。
なお、平成19年度実績は、80,409千円交付。

農業労働力実態分析調査事
業委託費

9
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
（20年度新規事業）

「人生二毛作」や「スローライフ＆ジョブ」を紹介する講
演会やラジオ放送の実施、ホームページでのる情報
提供により、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

農業法人の増加等により、今後増加が見込まれる雇
用労働力を含めた農業労働力を適切に見通すために
必要な調査・分析を実施。

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

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
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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

農村生活総合調査研究事業
委託費

43
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、平成19年度においては、39,448千円を交付。

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

2,250
の内数

平成20年度の実績は、21年8月頃とりまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、25,442千円を交付。

農業再チャレンジ支援事業費 586
平成20年度の実績は、21年7月末とりまとめる予定。
なお、平成19年度の実績は、633，561千円を交付。

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費

186
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、158,587千円を交付。

地域連携農業高校実践教育

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

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

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

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

農業高校生を対象とした実践的な農業者育成研修モ
デルを開発し 新規就農や農業者大学校・道府県農地域連携農業高校実践教育

推進事業
48 平成20年度の実績は、46,784千円を交付。

農村青少年研修教育団体事
業費

232
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、19年度の実績については、235,651千円を交付。

シニア能力活用促進事業費 6
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、平成19年度においては、7,168千円を交付。

農業・農村男女共同参画
チャレンジ総合推進事業費

127
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、139,791千円を交付。

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

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

デルを開発し、新規就農や農業者大学校・道府県農
業大学校への進学に向けた動機付け及び農業技術
の向上を図る

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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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」の雇用事業費 1,661 平成20年度の実績は、23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
　新規就農者の育成・確保の
　うち
　　県農大等再チャレンジ活用
　　推進事業

300
平成20年度の実績は、21年9月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、114，677千円を交付。

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
39,086
の内数

平成20年度の実績は、21年9月頃に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、76，664千円を交付。

就農支援資金制度運営推進
10

平成20年度の実績は、6,992千円を交付。
平成20年度は、就農支援資金の債権管理の適正化を
図るための資金デ タの整備を行うとともに 資金の活

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

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

若者等の農業法人等への就業を促進し、将来の我が
国農業の担い手の確保・育成を図るため、就農に意
欲を有する農内外の多様な人材に対して、農業法人
等において農業技術・経営ノウハウを習得するための
実践的な研修を支援

就農支援資金制度運営推進
委託費

10 図るための資金データの整備を行うとともに、資金の活
用状況を把握するための調査等を実施し、資料として取
りまとめ

就農支援資金 －
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、2,891百万円を貸付け。

就農支援資金貸付金 1,990
平成20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、821百万円を貸付け。

担い手育成・確保対策事務経
費

146
の内数

－

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20年度の実績は、21年7月末に取りまとめる予定。
なお、19年度実績は、2,891百万円を貸付け。

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

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20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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