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参考資料

１．達成目標の設定理由等

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

【目標】 （目標設定の考え方）
意欲ある多様な農業者 平成 22 年 3 月に「食料・農業・農村基本計画」と併せて策定した「農業構造の展
による農業経営の育成・ 望」において、平成 32 年には経営規模の拡大等により農地の 7 割程度が販売農家
確保 （うち 4 割程度が主業農家）、 1 割程度が法人経営、 2 割程度が集落営農によって担

われることを踏まえ、意欲ある多様な農業者による農業経営を育成することによってこ
の構造展望の実現を図ることとし、「農地面積のうち販売農家、法人経営、集落営農が

担う面積の割合」を指標として設定。

（各年度の目標値の考え方）
農地面積のうち販売農家、法人経営、集落営農がそれぞれ現に担っている面積割

合から平成 32 年の目標面積割合までを各年均一の変化率で変化するように目標値
を設定。なお、販売農家が担っている面積については、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としているため、各年ともほぼ 21 年と同程度の水準となる。

（把握の方法）
農林業センサス、農業構造動態調査及び集落営農実態調査の統計資料を活用。

（達成度合の判定方法）
販売農家

当該年度の実績が７割程度（ 65 ％以上）を達成した場合はＡ、下回った場合はＣと
する。
法人経営、集落営農

達成度合（％）＝各年度実績値÷各年度目標値× 100
Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 50 ％以上 90 ％未満、Ｃランク： 50 ％未満

（参考資料）
・販売農家、主業農家、法人経営、集落営農が担う面積
・農地面積
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施策② 人材の育成・確保等

【目標①】 （目標設定の考え方）
新規就農青年の増加 「農業構造の展望」で示されている販売農家数の見通し及び常雇数の見通しが実

現した場合の新規就農青年（ 39 歳以下）を、平成 27 年度で年間 15 千人程度（うち
雇用就農者７千人程度）と試算し、目標として設定。

（各年度の目標値の考え方）
この目標を達成するため、毎年一定割合で新規就農青年を増加させることとし、各

年度の目標値を設定。

（把握の方法）
「新規就農者調査」（農林水産省統計部）により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝当該年度の実績／当該年度の目標値× 100
Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 80 ％以上 90 ％未満、Ｃランク： 80 ％未満

【目標②】 （目標設定の考え方）
若手女性基幹的農業従 女性の経営・社会参画を進めるためには、経営方針や役割分担、就業環境等を取
事者がいる全ての農家で り決めすることにより、女性が働きやすい環境づくりを推進する家族経営協定の締結が
の家族経営協定締結の 極めて有効である。とくに、農業経営と家事・育児等の両立が求められる若手女性基
推進を通じて女性の農業 幹的農業者の環境整備が求められており、これらに対する家族経営協定の締結を促
経営への参画を促進 進が重要であることから、「若手女性基幹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経営への参画を促進」することを目標として設
定した。

これまでの家族経営協定締結促進に向けた取組の結果、平成 20 年 3 月末現在に
おいて約４万件の締結件数となっている。今後は、若手女性農業者の締結促進に重
点を置いた取組を強化し、平成 32 年度末までに、若手女性基幹的農業者がいる農
家（約３万戸（平成 32 年における 39 歳以下の女性基幹的農業者数の推計値から））
全ての締結を推進し、締結数を約７万件に増加させることとしている。

（各年度の目標値の考え方）
このため、これまでの協定締結数に加え、毎年一定割合で、若手女性農業者を含

む家族経営協定締結数を増加させていくこととする。
平成 19 年度を基準とし、毎年度約２，３００件ずつ増加させ、平成３２年度末までに

約７万件の協定締結を目指す。
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（把握の方法）
都道府県を通じた「家族経営協定締結農家数調査」の実施により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝当該年度末までの実績／当該年度末までの目標×１００
Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 50 ％以上 90 ％未満、Ｃランク： 50 ％未満

【目標③】 （目標設定の考え方）
農業委員会や農協組織 農業就業人口の過半を占める女性は、農業を支える重要な担い手であるとともに、
における女性役員の増加 起業活動等農業や地域の活性化の面でも重要な役割を果たしている一方で、農業委

員や農協役員等、農業分野における政策・方針決定過程への女性の参画割合は、依
然として低い水準にある。政府の男女共同参画に関する目標（２０２０年までに３０％）
の達成に向け、「農業委員会や農協組織における女性役員を増加」させることを目標
として設定した。

農業委員会においては、 1,793 委員会のうち 890 委員会（全体の 49.6 ％）におい
て、農業協同組合においては、 818 農協のうち 535 農協（全体の 65.4 ％）において女
性が一人も委員や役員に登用されていない状況である。このため、各組織において、
次回の委員又は役員の改選時（３年任期）に女性が一人も委員や役員に登用されて
いない組織（ゼロ組織）の解消を図ることを目指すこととした。

（各年度の目標値の考え方）
ゼロ組織を平成 25 年度末までに全て解消すべく、平成 23 年度からは、農業委員

会及び農業協同組合において、それぞれの組織における 3 年を一つの周期とする改
選等の機会をとらえ、女性が登用されていない全ての組織を解消することを目標値と
する。なお、平成 22 年度においては、平成 20 年度選挙結果によるゼロ組織の割合
が 50 ％であること、平成 23 年度以降の目標値を 100 ％と設定したことを踏まえ、その
移行期間としての中間的目標として、改選等のある組織のうち 75 ％において女性役
員等の登用を図ることを目標値とする。

（把握の方法）
これまでは、農林水産省各団体所管課調べによる調査結果により登用状況を把握

していたものの、平成 22 年度から、全国農業会議所及び全国農業協同組合中央会
を通じ、農業委員会及び農業協同組合組織における登用状況を把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝当該年度の実績／当該年度の目標×１００
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

【目標④】 （目標設定の考え方）
農作業死亡事故件数を 農業者の農作業死亡事故件数を減少させる必要があることから、「農作業死亡事故
減少 件数の減少」を目標として設定した。
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食料・農業・農村基本計画においては、農作業事故での死亡事故件数が減少して
いない中で、今後とも多くの高齢者が農業に従事すると見込まれることを踏まえ、農作
業安全対策の強化を図ることとされている。これに基づき、これまで減少傾向となって
いない農作業死亡事故件数について、過去 10 年の平均死亡事故件数 394 件を基
準値として、３年先の平成 25 年までに１割以上減少させる目標を設定することとする。

（各年度の目標値の考え方）
22 年度においては、従来と同様の農作業安全の取組を実施するため、基準値 394

件を下回ることを目標値として設定する。
23 年度以降は、農作業安全の取組を強化することから、農作業死亡事故件数が減

少傾向となるよう、毎年の目標についても目標年度まで一定割合で減少するよう各年度
の目標値を設定することとする。このため、目標年の 25 年度までに毎年３％ずつ減少
する目標を設定することとし、 23 年度の目標値については、基準値の 97 ％に設定する。

（把握の方法）
「人口動態調査」（厚生労働省）の死亡小票の集計により把握する。
ただし、本調査結果は１年半程度のタイムラグがあるため、 23 年度の評価は 22 年

度の実績値により行うこととしたい。

（達成度合の判定方法）
当該年の農作業死亡事故件数

達成度合（％）＝ × 100
過去 10 年の平均死亡事故件数 394 件

A ランク： 90 ％以下、 B ランク： 90 ％以上 100 ％未満、 C ランク： 100 ％以上
（ 23 年度の評価方法については上述のとおり）

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

【目標】 （目標設定の考え方）
農業者の資金需要に応 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
じた資金調達の円滑化 して収益性が低いこと、農地等物的担保が特殊なものであること等を背景に、資金調

達が困難な傾向にあることから、「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」を目標として設定した。

目標に対する達成度を評価するためには、農業生産そのものが右肩下がりで推移
している中で、施策が農業者の資金需要に応えているかどうかを見る必要があるた
め、以下の指標を設定。

① 農業総産出額に対する日本政策金融公庫資金（農業経営向け）の貸付残高指数
・資金の貸付けは、あくまでも農業者の「需要に応じ」円滑に貸し付けるということが
前提。

・この場合、農業者の資金需要の全体規模を直接把握することは困難なため、農業
者の経済活動の規模を示す「農業総産出額」に対する公庫の「農業経営向け融資
残高」の比率で見ることとする。
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② スーパーＬ資金等の借入手続きの所要日数が45日以内となる割合
・借入手続きについては、所要日数は短い方が良いが、短期間での判断を優先し
たがゆえに融資不可となっては本末転倒とも言える。

・従って、国が農業者の円滑な資金繰り等の観点から定めている「一月半以内」との
バランスを考慮する必要がある。

【参考データ】資金繰りＤＩ
・農業に関する資金繰りＤＩについては、スーパーＬ資金の融資先へのアンケート調
査により、過去一年を振り返って、前年に比べて資金繰りが「良くなった」「かわらな
い」「悪くなった」の三択により算出する動向指数。

・なお、資金繰りには、販売価格や資機材などの調達コストの動向が寄与するところ
が大きく、アンケートはその時々の景気に大きく左右されることから、この数値だけ
をもって資金調達の円滑化を評価することは困難である。

（各年度の目標値の考え方）
① 農業総産出額に対する日本政策金融公庫資金（農業経営向け）の貸付残高指数

・全体の資金需要を表す農業総産出額が変動している中で、当該指数はほぼ 12%
で推移しており、この水準で安定していることこそ、民業補完を旨とする日本公庫
が資金調達の円滑化のための下支え機能を発揮していることの証左と考えられる
ことから、この１２％を目標値とする。

② スーパーＬ資金等の借入手続きの所要日数が４５日以内となる割合
・農業経営改善関係資金基本要綱（平成 14 年７月 1 日付け 14 経営第 1704 号農
林水産事務次官依命通知）により、借入申込書の受理日から融資の可否通知を
するまでの標準的な日数を「 45 日」と定めており、この達成率 100 ％を各年度の
目標値とする。

（把握の方法）
① 日本政策金融公庫統計資料「資金(農業経営向け)の貸付実績」

農林水産省統計部「生産農業所得統計」
貸付残高指数＝資金（農業経営向け）の貸付実績／農業総産出額

② 日本政策金融公庫個別内部調査資料「スーパーＬ資金等の借入手続きの所要日数」

【参考データ】 日本政策金融公庫からの定期的報告及びニュースリリース資料「平
成○年農業景況調査結果」の「資金繰り」

（達成度合の判定方法）
○ 資金調達の円滑化の達成度合いを評価するために、農業者の資金需要に対し

て、必要な融資が実行されたかを、指標のほか関連データと組み合わせ総合的に
評価することとする。

○ 対前年に対しての資金繰りＤＩの評価がよく、貸付残高指数が同水準に維持され
ていて、借入手続きの所要日数が目安としている一月半(45 日)以内の割合が 90%
を超えていれば、Ａ評価となるが、景気動向が悪ければ資金繰りＤＩも、貸付実績も
低迷することが想定され、これをもって政策の有効性が、ただちにＣ評価となる訳で
はない。各指標の特徴を踏まえつつ、景気動向などを総合的に分析して、農業者
が必要とする資金が円滑に調達されたかを、定性的に評価することとする。

・おおむね達成された
⇒Ａ評価（指導はおおむね有効）

・取組は行われたが、スケジュールが遅れた又は一部に達成できない項目があった
⇒Ｂ評価 （指導は有効性の向上が必要である）

・取組が行われなかった
⇒Ｃ評価（指導の有効性に問題がある）
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施策④ 農業災害による損失の補てん

【目標】 （目標設定の考え方）
共済金の早期支払いを 意欲ある多様な農業者による農業経営の推進を図る上では、災害発生時に農業者
通じた被災農業者の経 が被った損失を早期に補てんし、農業者の経営安定を図ることが重要であることから、
営安定 「共済金の早期支払いを通じて被災農業者の経営の安定を図る」ことを目標として設

定するとともに、対象品目ごとの事情を考慮し、以下のとおり指標を設定した。
・水稲、麦については、当然加入制を採っており、以前から国会等で農業者への共済
金の年内支払を求められてきたことを踏まえ、「共済金が年内に支払われた農家数の
割合」を指標とした。
・その他の品目については、「評価対象事務を標準処理期間内（ 30 日）に処理した割
合」を指標とした。

（各年度の目標値の考え方）
設定した各指標は、いずれも、共済金の早期支払いが実施されたかを測定するもの

であり、被災農業者の損失を早期に補てんし、農業経営の安定を図る観点から、各年
度の目標値を１００％とした。

（把握の方法）
国が再保険金等を支払った農業共済組合連合会等に対して、管内における共済

金の支払い状況に関する調査を行うことによって把握する。

（達成度合の判定方法）
各指標について、下記のとおり算出した割合によって達成度合いを判定する。

・〔共済金が年内に支払われた農家数の割合〕＝〔共済金が年内に支払われた農家数〕

／〔共済金支払対象農家数〕

・〔評価対象事務※１を標準処理期間内（ 30 日※２）に処理した割合〕＝〔評価対象事務を

標準事務処理期間内に処理した件数※３〕／〔全件数〕× 100
※１ 「評価対象事務」とは、共済金支払に係る一連の事務のうち、国に連合会当初評価高が届いた日（接受

日）から農業共済組合等が共済金を支払う日までに行われる事務のこと。

※２ 「 30 日」には金融機関の休日を算入しない。

※３ 「件数」については、評価対象事務が行われたものについて、都道府県ごとに共済目的の種類別引受方

式別に計上。

（参考資料）

共済金の支払時期が翌年の播種期又は移植期に間に合わないため仮渡しを行っ
ている品目※ 1

については、共済金の仮渡しを行った組合等数
※１ 北海道におけるばれいしょ及びたまねぎ。

北海道農業共済組合連合会が定めた実施要領に基づき、未選別の搬出数量により一定程度の減収が

見込まれる農家に対して実施されている。
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２．用語解説

注１ 販売農家 経営耕地面積が 30 ａ以上又は農産物販売金額が年間 50 万円以上の農家。

注２ 農業経営改善計画 農業経営基盤強化促進法＊１に基づき認定農業者＊２になるために、農業者が市町村
に提出する計画。農業経営の現状、 5 年後に実現を目指す農業経営の改善に関す
る目標、目標を達成するためにとるべき措置を記載する。
・農業経営基盤強化促進法（＊１）

効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、育成すべき農業経営の目標
を明らかにし、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者
に対して、農用地の利用の集積及びこれらの農業者の経営管理の合理化、農業経
営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律。

・認定農業者（＊２）
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的かつ

安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して
農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度。

注３ 主業農家 農業所得が主（農家所得の 50 ％以上が農業所得）で、 1 年間に 60 日以上自営農
業に従事している 65 歳未満の世帯員がいる農家。

注４ 集落営農 「集落」を単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一
化に関する合意の下に実施される営農。

注５ 新規就農青年 現在農家世帯員のうち、調査期日の前々年の就業区分が「勤務が主な人」と「学生
の人」で、過去 1 年間の普段の就業状態が「農業が主な人」になった 39 歳以下の者
(雇用就農者は除く)。

注６ 雇用就農者 法人等に常雇い(7 ヶ月以上)として雇用されることにより、農業に従事することとなっ
た者(雇用される直前の就業状態が農業従事者であった場合を除く)。

注７ 家族経営協定 農業経営に参画する個人の地位及び役割を明確化し、その意欲と能力を十分に発
揮できるようにするため、経営の方針や家族一人ひとりの役割、働きやすい環境づくり
などについて家族みんなの話し合いにより取り決めるもの。

などについて家族みんなの話し合いにより取り決めるもの。

注８ ＯＪＴ 職場にいる従業員を職務遂行の過程で訓練すること。職場訓練、職場指導、職務上
指導ともいう。 On ｔｈｅ Job Training の略称。

注９ 日本政策金融公庫 国の政策の下、民間金融機関の補完を旨としつつ、農林漁業の持続的かつ健全な
発展に資するため、長期かつ低利の融資を行う国 100 ％出資の政府系金融機関。

注10 スーパーＬ資金 スーパーＬ資金（正式名称「農業経営基盤強化資金」）は、認定農業者が農業経営
改善計画に基づく規模拡大その他の経営改善を図る際に借り受ける長期・低利の制
度資金のこと。

注11 資金繰りＤＩ 資金繰り DI は、日本政策金融公庫が、当該年度の９月末時点の既融資先約２万
人を対象範囲として、調査時点（翌年１月）とその前年同期と比較して、資金繰りが「良
くなった」、「かわらない」、「悪くなった」を調査。前年同期に比べ、「良くなった」構成比
から、「悪くなった」構成比を差し引いたもの。


