
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
ＪＡ食料・農業・農村サポート機
能活性化推進事業費

197 平成20年度の実績は、196,986千円を交付。

農業経営支援対策事務経費
37

の内数
－

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

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

農業者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

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

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】

成 農協 内

－

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、20年３月末現在で
は、前年度末に比べ7.5％増加しており、着実に積み増
されている。

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

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

最
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

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。
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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

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]

－

平成20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]

－
平成21年３月末の農協数は750農協で、前年４月１日現
在に比べ農協数が44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、
19事業年度の積立金の額は、前事業年度に比べ1.8%
増加しており、着実に積み増されている。

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

平成21年３月末の農協数は750農協で、前年４月１日現
在に比べ農協数が44減少するなど合併が着実に進展
するとともに ２つの農協連合会が 農林中央金庫との

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。

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。

積立金に係る特別法人税（1％）の課税の停止

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

の軽減
［登録免許税：租税特別措置
法第80条の２］

－ するとともに、２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]

－
平成21年３月末の農協数は750農協で、前年４月１日現
在に比べ農協数が44減少しており、着実に合併が進展
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]

－

平成21年３月末の農協数は750農協で、前年４月１日現
在に比べ農協数が44減少するなど合併が着実に進展
するとともに、２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。

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

非課税

特定農業協同組合が他の特定農業協同組合との合
併により不動産に関する権利を取得した場合の権利
移転登記
　所有権　4/1,000　→　2.5/1,000
　抵当権　1/1,000　→　0.5/1,000
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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
場合の課税標準に特例
［不動産取得税：地方税法附
則第11条第27項］

－

平成21年３月末の農協数は750農協で、前年４月１日現
在に比べ農協数が44減少するなど合併が着実に進展
するとともに、２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。

②

農業共済事業特別事務費補
助金

102

・平成20年度の実績は、農業共済団体に対して101,693
千円を交付。
・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。

農業共済事業運営基盤強化
対策費補助金

292

・平成20年度の実績は、農業共済団体等に対して
292,260千円を交付。
・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、15団体において当該システムから得ら
れたデータを分析、活用して事故低減の対策を農家に
指導することで事故の低減を図る。
・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 の提供に

取得価格の１／２相当額を控除

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

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
盤の強化を推進対策費補助金

292
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。
・水稲共済について、衛星画像を活用した損害評価方
法の確立を図るため、2連合会において収量推計式を
策定する取組みを実施するとともに、当該推計式により
被害ほ場の収量推計を行うシステム開発の取組みを実
施。

農業共済事業事務費負担金 45,905
平成20年度の実績は、農業共済団体（43連合会（職員
1,230人）及び205組合（職員6,882人））に対して
45,905,149千円を交付し、制度の適正な運営を実施。

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

盤の強化を推進
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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

農業共済組合連合会等交付
金

19,065

・平成20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17,797,110千円を交
付。（加入農家数：農作物1,852千戸、家畜90千戸、果
樹86千戸、畑作物84千戸、園芸施設235千戸）

・平成20年度、農業共済組合連合会等に対して662,449
千円を交付決定済み。
・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

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48,821百万円となる。

家畜共済損害防止事業交付
金

702

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1,140千頭に対
して実施（指示頭数ベース）。
・本事業により損害防止を行い疾病の事故率上昇の抑
制等が図られているものの、本事業の対象疾病には飼
養管理技術により予防が可能なものも含まれているこ
と、一方でこれまで本事業の対象としてこなかった疾病
のうち事故率が上昇し広範囲で発生している疾病もある
ことから、対象疾病等事業内容の見直しを行う必要があ
る。

賠償償還及び払戻金 8
平成20年度の実績は、農業共済組合連合会等に対し
て221千円を支払った。

再保険金 35,644
平成20年度の実績は、農業共済組合連合会等に対し
て23,743,564千円を支払った。

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

農家に支払われる共済金のうち、政府の責任分

連合会等からの納入再保険料の一部還付金
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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

26

平成20年度実績は、22,352千円を交付し、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 農業者年金基金制
度および農林漁業
団体職員共済組合
の適正な運営を確
保

農業者年金監査等委託費 11
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10,295千円を交付。

農林漁業団体職員共済組合
費補助金

1,734 平成20年度の実績は、1,733,661千円を交付。

制度の適切な運営を図るための講習及び調査等を実
施

農業者年金基金制度の業務を受託した者の資質向
上及び適正かつ円滑な業務運営を図るため、都道府
県に委託して現地における事業の実施状況を監査・
指導

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

農業者年金給付費等負担金 123,507
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151,209,146千円を交付。

農地売渡業務等円滑化対策
補給金

93
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102,249千円を交付。

農業者年金等実施事務経費 8 －

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、年金等の給付事業等を措置。

農業者等の資金調
達を支援するため
の金融の適切な運
用

農業信用保険事業交付金 770
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年度は、4,252億円の保険引受を実施。

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

（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

農地等の売渡業務及び農地等買入資金の融資業務
に伴う利子補給

－

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
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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

農業近代化資金利子補給金 5 平成20年度の実績は、4百万円を交付。

省エネルギー・低コスト経営支
援緊急対策利子助成金交付
事業

8,000
平成20年度の実績は、21年7月下旬頃に取りまとめる予
定。

農業経営支援緊急対策保証
料助成金交付事業

605 平成20年度の実績は、21年9月末に取りまとめる予定。

農林漁業金融公庫補給金
13,574
の内数

平成20年度の実績は、136億円を交付。

株式会社日本政策金融公庫
補給金

19,997
の内数

当補給金は平成20年度に創設。
平成20年度の実績は 174億円を交付

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

低コスト経営支援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
助成金を交付

長期・低利資金の融通に伴って生ずる政策コスト（調
達金利と貸付金利との金利差等）を補てんすることに
より 公庫資金 円滑な融通を確保

農林中央金庫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

経営力向上支援基金の運用益及び取り崩しにより、
農業者に対し、経営改善に必要な資金借入の際の保
証料負担を軽減させるための助成金を交付

補給金 の内数 平成20年度の実績は、174億円を交付。

危機対応円滑化業務補助金
29

の内数
平成20年度の実績は、20,610千円を交付。

株式会社日本政策金融公庫
出資金

1,636
の内数

平成20年度の実績は、1,636百万円を出資。

被害農家営農資金利子補給
等補助金（天災資金）

21 平成20年度の実績は、13,754千円を交付。

より、公庫資金の円滑な融通を確保

天災により被害を受けた農業者等に対し、農協等民
間金融機関が行う低利の経営資金の融通を円滑に
するため、利子補給等を実施

株式会社日本政策金融公庫に対し、民間金融機関
の危機対応業務を円滑に行い得るよう、危機対応円
滑化業務に必要な経費を補助

担い手を育成確保するため担い手が必要とする運転
資金を民間金融機関から円滑に供給するために行う
証券化支援業務、大規模な災害等による被害に対処
するために必要な金融が民間金融機関から迅速かつ
円滑になされるように行う危機対応円滑化業務（損害
担保）及び農業経営基盤強化資金の円滑化貸付に
伴う日本公庫の財務基盤の強化に要する資金の出
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

農林漁業金融事務経費 15 －

農林漁業金融公庫資金
融資枠

320,000
平成20年度の実績は、2,344億円を貸付。

農林漁業金融公庫資金のうち
　農業経営基盤強化資金

融資枠
95,000

平成20年度の実績は、1,401億円を貸付。

農林漁業金融公庫資金のうち
　経営体育成強化資金

融資枠
33,000

平成20年度の実績は、31億円を貸付。

農林漁業金融公庫資金のうち
　農林漁業セーフティネット
　資金

融資枠
30,000

平成20年度の実績は、122億円を貸付。

融資枠 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

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

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

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

－

農業者等に対し 農協等民間金融機関が行う長期か
農業近代化資金

融資枠
3,000

(－)

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（486)億円を貸付。
  ※（　）は都道府県の数値。

農山漁村振興緊急対策利子
助成金等交付事業

－ 平成20年度実績は、56億円の利子助成を実施。

農業経営改善促進資金
融資枠

200,000
平成20年度の実績は、197億円を貸付。

農業経営負担軽減支援資金
融資枠
25,000

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24億円を貸付。

 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

農業者の償還負担軽減に必要な資金を融通

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
補給を実施

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
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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

株式会社日本政策金融公庫
法

－
農林漁業者の経営改善を支援するために長期かつ低
利の資金を融通、また危機の際に指定金融機関からの
円滑融資が行われるよう措置。

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（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20年度の実績は、21年８月頃に取りまとめる予定。

  農林漁業金融公庫資金等の
転貸の場合の抵当権の設定 平成20年度の実績は 21年８月頃に取りまとめる予定

農協等が農林漁業金融公庫等からの資金の貸付け

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

農林水産業者の資金調達を支援するための金融及
び大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による
被害に対処するためのに必要な金融等を実施

天災によって被害を受けた農林漁業者等に対し、低
利の経営資金等の融通を円滑にするため、利子補給
等を実施

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、16,062件（333,144百万円）に
適用。

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補
助金

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、270,514千円を交付。

人権問題啓発推進事業費 10

「みんなで豊かな農林漁業」人
権啓発委託費

31

その他共通 農業経営支援対策事務経費
37

の内数
－

農協 農林 業 融 庫 貸付
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
　4/1,000　→　2/1,000

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

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

－

農林漁業団体職員
の人権意識の向上
及び維持

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、42,743千円を交付。
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