
平成23年度政策の事前評価書

評価実施時期：平成22年８月
評価書公表時期：平成22年８月

政策分野名 意欲ある多様な農業者による農業経営の推進 政策分野番号 ⑤

主担当部局庁 経営局 関係部局庁 生産局、大臣官房政策課戸別所得補償制度推進チーム

政策分野の 少子高齢化等で農家数が減少傾向にある中、兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべて
目指すべき姿 の農業者が農業を継続できる環境を整備する。
（必要性） このため、これら経営体の育成・確保、人材の育成・確保、農業経営の特性に応じた資金調達の

円滑化、農業災害による損失補てんのための施策を行う。

内閣の重要 ○ 男女共同参画基本計画(平成１７年１２月２７日閣議決定）
政策上の 第１部 ２（２）男女共同参画基本計画（第２次）の重点事項
位置付け

○ 食料・農業・農村基本計画（平成２２年３月３０日閣議決定）
第３ ２（１） 戸別所得補償制度の創設と生産・経営関係施策の再整理
第３ ２（３） 意欲ある多様な農業者による農業経営の推進
第３ ２（５） 農業災害による損失の補てん
第３ ２（６） 農作業安全対策の推進

施策① 意欲ある多様な農業者による農業経営の育成・確保

担当課名 経営局経営政策課、大臣官房政策課戸別所得補償制度推進チーム、生産局農業生産
支援課

施策の 少子高齢化等で農家数の減少が進む中、地域農業の担い手が不足しているため、意
目指すべき姿 欲ある多様な農業者による農業経営の育成・確保を図る。
（必要性） このため、戸別所得補償制度の導入により、意欲あるすべての農業者が農業を継続で

きる環境を整備するとともに、各般の施策の実施により地域農業の担い手の中心となる
家族農業経営の経営改善の取組、小規模農家や兼業農家も参加した集落営農の組織
化、雇用創出等により地域の農業の生産活動の活性化に寄与している法人経営の育成
を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

意欲ある多様 ① 農地面積のうち販売農家 71 ％(うち ７ 割 程 度 70 ％(うち
な農業者によ 注1が担う面積の割合 主業農家 (うち主業 主業農家
る農業経営の 38 ％) 農 家 ４ 割 38 ％)
育成・確保 (21 年度) 程度)

(32 年度)

【参考】
農業経営改善計画注2の認 248,557

定数 （ 21 年度）

販売農家 1 戸当たりの経営 1.9ha
耕地面積
うち主業農家注3１戸当たり （ 5.1ha ）
の経営耕地面積 （ 21 年度）

② 農地面積のうち法人経営 3 ％ １ 割 程 度 5 ％
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が担う面積の割合 （ 17 年度) (32 年度）

③ 農地面積のうち集落営農 11 ％ ２ 割 程 度 12 ％
注4
が担う面積の割合 (21 年度) (32 年度)

評 有効性 これまでの施策においては、「望ましい農業構造の実現」を目指し、一部の農業者に
施策を重点化して集中的に実施する手法を採用していたところであるが、それだけで
は、地域農業の担い手を育成するという目的を充分に達成することができなかった。

よって、戸別所得補償制度の導入により、意欲あるすべての農業者が農業を継続でき
価 る環境を整備するとともに、各般の施策の実施により各々の創意工夫を活かしながら地

域農業の担い手として継続的に発展する取組等を推進することとする。
このことにより、販売農家が担う農地面積については、現状の趨勢のままでは、 21 年

の約 7 割から 32 年には約 6 割まで減少すると見込まれているところ、 32 年の目標とし
て 7 割程度を維持することになることなどから、意欲ある多様な農業者による農業経営の
育成・確保を図るための有効な施策である。

効率性 戸別所得補償制度の導入により、意欲あるすべての農業者が農業を継続できる環境
を整備し幅広い農業者を下支えした上で、各々の創意工夫を活かしながら営農を継続・
発展させることができるよう、現場の主体的判断を尊重した多様な努力・取組を支援する
施策を展開するなど、戸別所得補償制度と各般の施策を組み合わせて一体的に推進す
ることにより地域農業の担い手の育成・確保を図ることとしていることから最も効率的であ
ると考えられる。

反映の方向性 食料の安定供給等の役割を持続的に果たしていくため、意欲ある多様な農業者によ
る農業経営の育成・確保を図る。

このため、戸別所得補償制度の導入により、意欲あるすべての農業者が農業を継続で
きる環境を整備するとともに、各般の施策の実施により地域農業の担い手の中心となる
家族農業経営の経営改善の取組、小規模農家や兼業農家も参加した集落営農の組織
化、雇用創出等により地域の農業生産活動の活性化に寄与している法人経営の育成を
推進する。

施策② 人材の育成・確保等

担当課名 経営局人材育成課、生産局農業生産支援課

施策の 我が国農業の将来を担う農業者を確保する必要がある中、人材の育成・確保等を図る。
目指すべき姿 このため、多様な形態・経路に即した就農、農村を支える女性の活動の促進と高齢農
（必要性） 業者等の農作業安全対策の向上を図る活動を促進するための取組等を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

【①】 新規就農青年
注5
(39 歳以下)数 14 千人 15 千人 14.8 千人

新規就農青年 （うち雇用就農者注6数） ／年 程度／年 程度／年
の増加 （６千人 （ 7 千人 （ 6.3 千人

／年） 程度／年） 程度／年）
（ 20 年度） （ 27 年度）

【②】 家族経営協定注7の締結件数 4 万件 7 万件 4.9 万件
若手女性基幹 (19 年度) (32 年度） 程度
的農業従事者
がいる全ての
農家での家族
経営協定締結
の推進を通じ
て女性の農業
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経営への参画
を促進

【③】 農業委員、農協役員において 農委：890 女性が登 改選等の
農業委員会や 女性が登用されていない組織 (20年度) 用 さ れ て あ る 全 て
農協組織にお 数（現在約半数を占めている、 JA:535 いない組 の組織で
ける女性役員 女性が登用されていない組織 (19年度) 織を解消 女性役員
の増加 を平成 25 年度末までに解消） （ 100 ％） 等を登用

（ 25 年度） （ 100 ％）

【④】 農作業死亡事故件数（平成 25 直近１０年 １ 割 以 上 22 年度の
農作業死亡事 年までに１割以上減少） の平均死 減少（ 354 死亡事故
故件数を減少 （ 23 年度実績値は 24 年度末 亡事故件 件以下） 件数が 97

に公表される予定。） 数 394 件 （ 25 年度） ％ 水 準
（ 381 件）
以下

評 有効性 ① 農業従事者の減少・高齢化が進む中、我が国農業の将来を担う新規就農者の育成
・確保が重要である。

新規就農者の育成・確保については、これまで自営就農者を主体に取り組んできた
が、近年非農家出身者の就農が増える中で、これら非農家出身者の就農を支援する

価 ことにより新規就農者数の増加が期待できる。
②③ 農業就業人口の過半を占めている女性農業者の経営・社会参画を促進すること

は、人材の育成・確保に有効である。
女性農業者の経営・社会参画に向けては、女性起業活動を通じた経済基盤の確

立や女性の登用が後れている地域における研修の実施により、地域のリーダーとな
る女性を育成することが重要である。また、女性が活動しやすい環境づくりに向け、
家族経営協定の締結促進を図ることも重要である。

④ 農業就業人口の減少が進む中で、農作業死亡事故の減少に取り組むことは、農業
を支える人材の育成・確保に有効な施策である。

効率性 ① 自営就農希望者の技術習得を支援するための複数の研修事業については、大括り
化による効率化を図るとともに、就農効果の高い研修活動を対象に支援を重点化を図
り要求する。また、雇用就農希望者に対しては、注8OJT による技術修得を支援するとと
もに、就農定着状況等のフォローアップの充実を図るなど定着率を高めることで支援
の効率性を高めていく。

②③ 農業委員や農協役員への女性の登用をターゲットとして登用の後れている地域
を中心に研修会開催することで対象を重点化するとともに、女性起業活動を通じた女
性の能力向上に向けた支援に重点化することで効率的に支援を実施する。

④ 農作業安全の推進については、地域の農作業安全を指導する者の活動のノウハウ
の整理を行っている。
今後、農作業死亡事故件数を減少させるため、
・農業機械の安全性の向上
・農作業安全の指導ポイントの重点化
・地域の農作業安全システムの実用化
・乗用型トラクタの転落・転倒事故の防止

など、総合的に対策を講じていく必要がある。

反映の方向性 ① 農業内外から新規就農者を育成・確保するため、就農希望者の就農形態・経路に
即した支援の仕組みに整理し事業を推進する。

特に農外出身者については、法人等への雇用就農を重要な就農ルートと位置づ
け、 OJT の実施をする等、重点的に推進する。

また、独立・自営就農については、技術修得を支援する事業について、就農効果の
高い研修活動を支援する方式に見直すことにより効率的に実施する。

②③ 女性の活動を促進し、社会や経営への参画を促進するため、農業委員や農協役
員の登用がゼロ組織の解消及び家族経営協定の普及が重要である。そのため、参
画が立ち後れている地域において意識啓発を目的とした、地域段階での研修会を
実施する。

また、女性の社会参画や経営参画への加速化を図る上で、モデル的な起業活動
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を直接支援する取組を実施する。
④ 今後、総合的に農作業安全の推進を行うため、農業機械の安全基準の改正や農作

業安全指導の重点化を図るための農作業事故の詳細分析の実施や乗用型トラクタの
転落・転倒による死亡事故の防止等について新たに推進する。

施策③ 意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化

担当課名 経営局金融調整課

施策の 意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化を図る必要
目指すべき姿 がある中、農業者の資金借入れの際の負担軽減や、民間資金の有効活用等を促進する
（必要性） ための取組等を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

農業者の資金 ① 農業総産出額に対する日 12% 12% 12%
需要に応じた 本政策金融公庫注9資金（農 (20 年度) (27 年度)
資金調達の円 業経営向け）の貸付残高指数
滑化

② スーパーＬ資金注10等の借 調査中 100% 100%
入手続きの所要日数が 45 (22 年度)
日以内となる割合

【参考】農業に関する資金繰り － － － － －
ＤＩ

注１１
（日本政策金融公庫：

農業景況調査）

評 有効性 ・農業経営については、農業生産は自然条件によるリスクが大きいこと、農業は産業とし
て収益性が低いこと、農地等物的担保となるものが特殊であること等を背景に、一般市
中金融機関からの資金調達が困難な傾向にある。このような中で各種制度資金等の支

価 援策を講じることは、意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達
の円滑化に有効な施策である。

・制度資金等の支援により農業者が資金を借り入れる際の負担軽減や、制度的な信用
補完の充実などの民間資金の有効活用等を促進するための取組を推進することで、農
業者の資金需要に応えることが期待される。

効率性 ・「補助から融資」への政策転換の中で、使途が制限され、かつ財政負担の大きい「補
助」から、使途が比較的自由であり、かつ財政負担の少ない「融資」へシフトすることは、
意欲ある多様な農業者の創意工夫を生かした農業経営の展開を促進することになる。
よって、より効率的な政策手段であると考えられる。

反映の方向性 ・意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化を図るため、
農業者の資金借入れの際の負担軽減や、民間資金の有効活用等を促進するための取
組等を推進する。

・特に 23 年度は、農業者の施設整備に係る資金借入れの際の金利負担軽減措置や農
業者が使いやすい短期運転資金の創設等に必要な金額を予算要求する。

施策④ 農業災害による損失の補てん

担当課名 経営局保険課/保険監理官

施策の 被災農業者の経営の安定を図る必要がある中、農業災害による損失の補てんについ
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目指すべき姿 て、共済金支払い早期化に取り組む。
（必要性）

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

共済金の早期 ① 水稲、麦については、共 100% 100 ％ 100 ％
支払いを通じ 済金が年内に支払われた農 （ 21 年度）
た被災農業者 家数の割合
の経営安定

② その他の品目について 100 ％ 100 ％ 100 ％
は、評価対象事務を標準処 （ 21 年度）
理期間内（ 30 日）に処理し
た割合

評 有効性 農業災害によって農業者が被った損失を共済金の支払いにより早期に補てんすること
は、農業経営の安定を図る上で有効である。

このことから、共済金の早期支払いを実現するため、国は、共済掛金国庫負担金及び
農業共済事業事務費負担金を交付するという政策手段によって、共済金の支払財源不

価 足防止、農業共済団体における事務処理の迅速、適正かつ円滑な実施等の確保を図っ
てきたところであり、これらの政策手段を講じることにより、引き続き同様の効果が期待さ
れる。

効率性 被災農業者の損失を補てんする手段としては、見舞金や補助金の制度も考えられる
が、これらは恩恵的なものであって、農業者が権利としてその交付を要求できるものでも
なく、かつその時々国の財政状態にも左右されるため不安定であり、また、早期支払いも
困難と考えられる。

このため、農業者があらかじめ共済掛金を出し合って共同準備財産を造成しておき、
災害があったときにその共同準備財産から被災農業者に対して迅速に共済金を支払う
仕組みを採っている農業災害補償制度は、被災農業者の経営安定を図る手段として効
率的である。

反映の方向性 農業災害補償制度について、更なる合理化及び効率的運営に取り組みつつ、農業共
済掛金国庫負担額及び事務費負担金の必要額を要求し、引き続き、共済金の早期支払
いが確保されるようにする。

第三者委員会 ・ 農地面積の７割を販売農家が担うという目標は、販売農家が 30a 以上または年間 50 万円以上
委員の意見 の販売金額がある農家であり、このような農家を意欲ある農業者というには疑問。（速水委員）

・ 今後、農地集積は誰にどのようになされるのか。（阿部委員）
・ 人材育成の趣旨・目的はいいが、農の雇用事業などの運用は現場に即したものとすることが必
要。（新福委員）

・ 新規就農に係る指標に関して、就農者を確保することは理解するが、一方で、就農後のリタイヤ、離
農者がいる。就農後の離農者も勘案して考えていくべき。（堀口委員）

・ 農業委員会等において、女性の非登用組織がゼロとなっても１名登用だけでは、女性が活躍でき
るような環境とはならないのではないか。登用の目標割合数を入れるべき。（大熊委員）

・ 農業者の資金調達の円滑化という目標について、日本政策金融公庫資金の貸付残高指数を掲
げるのはわかりにくい。（山本委員）

総合的評価 必要性、有効性、効率性を鑑みて、予算要求することは妥当。
特に、意欲ある多様な農業者による農業経営を推進するため、戸別所得補償制度を導入すること

は重要。




