
担当府省名

番号/テーマ B1-1

提言

検討方法 検討の方向性

　24年度から開始する普及事業改革
の具体化（農業革新支援専門員制
度、高度相談・支援部門の導入等）
を進めるとともに、都道府県、農業
者、外部有識者等との意見交換・検
討会の実施、普及事業改革の実施
状況の把握を行いつつ、現在の実情
に即した普及事業のあり方につき、
引き続き検討を進める。

　普及事業・農業の実情を
踏まえ、支援対象者、支援
方法、予算のあり方等を
検討。

・平成24年1月～
　都道府県、農業者、外部有識者等と
の意見交換。
・平成24年度
　普及事業改革の実行。
・平成24年8月
　25年度から反映可能な措置について
25年度概算要求に反映。
・平成25年度
　24年度から開始する普及事業改革
の実施状況を踏まえた見直しの実施。

　普及指導員の積算単価の
見直しを24年度予算に反映
（要求から▲3.0億円）。

－

　「我が国の食と農林漁業の再生の
ための基本方針・行動計画」におい
て、「農業委員会系統組織について
は、遊休農地解消等を含めた平成21
年の改正農地法の運用の徹底に努
め、その状況を見極めた上で、組織
のあり方について検討する」とされて
いるところであり、提言も踏まえつ
つ、引き続き検討を行っていく。

　農業委員会系統組織に
ついては、遊休農地解消
等を含めた平成21年の改
正農地法の運用の徹底に
努め、その状況を見極め
た上で、組織のあり方につ
いて検討。

－

　農地制度の相談活動等の
積算を見直し、24年度予算規
模を縮小（要求から▲2.9億
円）。

－

①協同農業普及事業交付
金について、現在の実情に
即したものとなるよう、事
業・制度の見直しを行う。

①農業委員会については、
現在の実情に即したものと
なるよう、事業・制度を見直
すべき。

「提言型政策仕分け」　提言を受けた各府省の取組

　農林水産省

農業：地域での政策推進体制　論点①　事業・制度は現在の実情に即したものとなっているか。見直すべき点はあるか。（※　協同農業者普及事業交付金・農地制
度円滑化事業費補助金）

　現在の実情が野菜畜産などの強い農業と米の弱い農業が分化していることと、事後チェック方式が規制全般について言われていることを前提に、協同農業普及事業交付金に
ついて、もはや必要ない、あるいは弱い農業の方の底上げの方の活動に限定すべき、経営指導を現在の普及指導員が行うことには無理があり金融機関や商社の人材ノウハウ
を有効活用すべきといった意見が多かった。農地制度実施円滑化事業費補助金については、農業委員会については歴史的使命は終わっている、という意見が主であった。この
ため、当ワーキンググループの提言としては、①現在の実情に即したものとなるよう、事業・制度を見直すべきとする。

個別項目
検討状況

実施スケジュール 既に実施済/達成した事項 詳細資料
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担当府省名

番号/テーマ B1-1

提言

検討方法 検討の方向性

　政策評価、行政事業レ
ビュー等を活用しつつ、提
言の内容を踏まえた事業
のあり方につき、引き続き
点検を実施。

－ －

　指摘に沿って、各県のサポートセン
ターに常置している「6次産業化プラン
ナー」に対しては、農林漁業者等の求
めに応じて個別相談等を実施する場
合に、その都度経費を支出する方法に
改め予算規模を縮小（要求から▲5.8
億円）。

－

　行政事業レビュー等を活
用しつつ、提言の内容を
踏まえた事業のあり方に
つき、引き続き点検を実
施。

－ －
　指摘に沿った方向で産学連携の取
組に重点化（対要求▲0.3億円）。 －

①６次産業総合推進対策
については、農家・事業者
への直接的な支援へ重点
化する。

①地域における産学連携
支援事業については、農
家・事業者への直接的な支
援へ重点化する。

「提言型政策仕分け」　提言を受けた各府省の取組

　農林水産省

農業：地域での政策推進体制　論点②費用対効果などの点も含め、支援の方法として適当か。（※　６次産業総合推進対策、地域における産学連携支援事業）

　６次産業化の推進は了とするがプランナー、コーディネーターの制度は機能しない、ファンドではなく民間への直接的な支援へ重点化すべき、産学連携は研究開発に重点化
すべき、政策・事業の費用対効果分析の徹底が必要で特に成果はインプットではなくアウトプットで評価すべき、公費の投入には総じて慎重でなくてはならない、これらの事業は
経産省・文科省と重複があるのではないか検証すべきという意見が主だった。このため、当ワーキンググループの行政刷新会議「提言型政策仕分け」提言としては、体制整備
ではなく、①農家・事業者への直接的な支援へ重点化すべきとする。

個別項目
検討状況

実施スケジュール 既に実施済/達成した事項 詳細資料
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担当府省名

番号/テーマ B1-2

提言

検討方法 検討の方向性

　政策評価、行政事業レ
ビュー等を活用しつつ、提
言の内容を踏まえた事業
のあり方につき、引き続き
点検を実施。

－ －

　24年度の備蓄数量を80万トンとし、
従前官民１：１（国40万トン：民間40万ト
ン）であった負担割合を、国35万トン：
民間45万トンに見直し。
　24年度概算決定額は、要求額から
11.6億円削減し、前年度同額の13.7億
円（20万トン相当）。予算措置分の20
万トンと合わせ、別途、事業実施主体
の自己財源（備蓄穀物の売却益を充
当）により15万トンを保管することで、
国として35万トン備蓄する体制を確
保。

－

①国の負担割合はできる
限り減らし、民間事業者の
経営努力を促すことによ
り、官民の負担割合を見直
し。

「提言型政策仕分け」　提言を受けた各府省の取組

　農林水産省

農業：官民の役割分担

　本論点については、保険的なものは業者が負担すべき、飼料の備蓄は民間の経営努力で十分で国費投入の必要はない、民間備蓄について５５万トンを４０万トンに減らす必
要はないのではないか、現状の物流体制を踏まえ備蓄総量および国の備蓄量は抑制していいのではないのか、といった意見がほとんどであり、当ワーキンググループの提言
としては、①国の負担割合はできる限り減らし、民間事業者の経営努力を促すべきとする。

個別項目
検討状況

実施スケジュール 既に実施済/達成した事項 詳細資料
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担当府省名

番号/テーマ B1-3

提言

検討方法 検討の方向性

（１）食料・農業・農村政策審議
会畜産部会において、仕分け
の提言を説明し、経営安定対
策としての位置づけを確認。そ
の上で、目的に沿った仕組み
を検討。
（２）事務手続の簡素化につい
て、２３年度の実施状況や関
係者の意見を踏まえた簡素化
を検討。

（１）２５年度概算要求に向け、
仕分けの提言を踏まえて、経
営安定対策として、その目的
に沿った仕組みを検討。
（２）２４年度事業における事
務手続について、農家による
国への直接申請の導入等に
よる簡素化を検討。

（２４年１～３月）
・２～３月に開催される食料・農業・農村政策審議会畜
産部会において、仕分けの提言を説明し、経営安定対
策としての位置づけを確認。
・２４年度事業における事務手続について具体的な簡
素化を検討。
（２４年４～８月）
・２５年度概算要求に向け、仕分けの提言を踏まえて、
経営安定対策として、その目的に沿った仕組みを検
討。
・２４年度事業における事務手続の簡素化を実施。

・24年度予算は事務費を縮
小（要求から▲1.0億円）。

－

・有識者による事業効果の検
証（４～６月）を行い、検証結果
を踏まえて事業の見直しを実
施。

　本事業は、環境保全を目的
としているが、目的に沿った形
で事業が実施されているか、
その効果の検証とともに必要
な見直しを実施。

・24年１月～６月　調査の実施、有識者による事業効果
の検証を行い、25年度概算要求に反映。

・24年度予算は、拡充要求
の堆肥施用の取組に対す
る支援を削減（要求から▲
6.8億円）。

－

①酪農環境負荷軽減支援
事業について、目的に沿っ
た簡素な制度となるよう見
直しを行う

①環境保全型農業直接支
援対策について、目的に
沿った簡素な制度となるよ
う見直しを行う

「提言型政策仕分け」　提言を受けた各府省の取組

　農林水産省

農業：環境保全への支援

　経営安定対策と環境保全を混然一体として財政支出を行うことはやめるべき、目的が達せられたならば制度は一旦終了すべき、レベルの高い生産者ほど環境保全型であるこ
とにもっと注目すべき、目的と政策手段を対応させた政策体系の再構築が必要、民間の自発的努力を促す仕組みの拡充を図るべき、環境保全に有効かどうかのチェックというの
は現実には難しいといった意見が主であり、当ワーキンググループの提言としては①環境保全の支援は目的に沿った簡素な制度とすべきとする。

個別項目
検討状況

実施スケジュール 既に実施済/達成した事項 詳細資料
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担当府省名

番号/テーマ B1-4

提言

検討方法 検討の方向性

「食と農林漁業の再生基
本方針・行動計画」
http://www.npu.go.jp/polic
y/policy05/pdf/20111025
/siryo1.pdf

「食と農林漁業の再生基
本方針・行動計画」に関す
る取組方針
http://www.maff.go.jp/j/pr
ess/kanbo/kihyo02/pdf/1
11224-03.pdf

「提言型政策仕分け」　提言を受けた各府省の取組

　農林水産省

農業:農業政策における各種支援総論

　農業を一律に論じるのではなく、産業としての農業と社会基盤としての農業に分けてそれぞれに必要な政策目的や政策手段を採用していくべきということについて概ね認識の共有がなされた。
　その際、産業としての農業には「国は必要以上に関与するべきではない」といった意見や「土地利用型農業に対策を集中し、平均経営面積20～30ha を実現するため、新たな構造改革手法こそが日本農業の存続を図
る」といった意見、社会基盤としての農業には「競争力強化には限界があるので条件不利対策の重点化」が必要といった意見があった。
　また、本日の議論を通じて、農業政策全体について、「現在の実情に即したものとなるよう、事業・制度を見直すべき」、「行政の体制整備ではなく、農家・事業者への直接的な支援へ重点化すべき」、「国の負担割合は
できる限り減らし、民間事業者の経営努力を促すべき」、「目的に沿った簡素な制度とすべき」といった方向性が示された。
　本日の議論で示された以上の方向性を踏まえ、①農業政策を根本から検証し、より良い事業・制度、ひいては、より良い農業政策を創り出していただきたい。

個別項目
検討状況

実施スケジュール 既に実施済/達成した事項 詳細資料

①農業政策を根本から
検証し、より良い事業・
制度、ひいては、より良
い農業政策を創出する

　農業政策については、「食と農林漁業の再生
のための基本方針・行動計画」（食と農林漁業
の再生推進本部（議長：内閣総理大臣））を平成
23年10月25日に決定。その後、農林水産省とし
て、提言において示された、現在の実情に即し
た事業・制度に見直すべき、農家・事業者への
直接的な支援へ重点化すべき、民間事業者の
経営努力を促すべき、目的に沿った簡素な制度
とすべきといった方向性等も踏まえながら、基
本方針・行動計画を具体化するものとして平成
23年12月24日に取組方針を取りまとめた。
 今後とも、提言において示された方向性を踏ま
え、より良い事業・制度、より良い農業政策を創
り出していくこととする。

　「食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する取
組方針では、提言型政策仕分けにおける議論も踏まえながら、
「人・農地プラン」の作成とそれに基づく施策の展開、農地の大区画
化・汎用化のための農地整備、再生可能エネルギー生産への農山
漁村の資源の活用促進、条件不利地域対策の推進、地域対策等
の推進体制の検討など以下の取組をはじめとした施策を実施して
いくこととしている。

  ①　農地集積、新規就農者の増大を推進するため、集落・地域の
関係者が徹底した話し合いにより「人・農地プラン」を作成し、これを
ベースにして農地集積や連坦化に対する協力金の交付や青年就
農者に対する給付金の給付などを組み合わせ、人と農地の問題を
一体的に解決する新たな手法を取り入れることとしている。

　②　生産性の高い土地利用型農業の実現に不可欠な農地の大
区画化・汎用化を推進するため、既に区画整備されている水田の
畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水の整備を、新たな手法であ
る農業者の自力施工の活用等を取り入れ、促進する。

　③　地域における再生可能エネルギーの供給促進のため、農林
地の所有権移転等の促進や土地利用手続きの簡素化等を図る制
度を検討するとともに、自立・分散型エネルギーシステム形成に向
けた取組を推進する。

  ④　営農条件の面で不利な中山間地域においては、その多様な
機能を発揮できるよう、戸別所得補償制度により農業を継続できる
環境を整えるとともに、平地との農業生産条件の不利を補正するた
めの直接支払の実施や農業生産基盤と生活環境の整備等を推進
することとしている。

　また、地域対策等の推進に当たっては、既存の考え方にとらわれ
ず、NPO団体等の民間団体の活用も含め、最も効果的な施策推進
の体制を検討していく。

　こうした取組方針に基づく農業政策全体について、提言において
示された、現在の実情に即した事業・制度に見直すべき、農家・事
業者への直接的な支援へ重点化すべき、民間事業者の経営努力
を促すべき、目的に沿った簡素な制度とすべきといった方向性等を
踏まえ実施されているかについて、引き続き、政策評価、行政事業
レビュー等を活用しつつ点検していく。

-
　24年度は左記基本方針・行動計画に関す
る取組方針を着実に実施するために、所要
の予算を計上。
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平 成 24 年 2 月 14 日
農 林 水 産 省

実施済の取組
（平成２４年度予算における対応を含む）

今年度末までの取組 来年度以降の取組

（２３年１２月末） （２４年３月末） （２４年夏頃）

現在の実情に即したも
のとなるよう、事業・制
度を見直すべき

体制整備ではなく、農
家・事業者への直接的
な支援へ重点化すべき

官民の役
割分担

国の負担割合はできる
限り減らし、民間事業
者の経営努力を促す
べき

環境保全
への支援

環境保全の支援は目
的に沿った簡素な制度
とすべき

農業政策
における各
種支援総
論

農業政策を根本から検
証し、より良い事業・制
度、ひいては、より良い
農業政策を創り出して
いただきたい

－

「提言型政策仕分け」の提言を踏まえた工程表

テーマ名 提言

工程表

地域での政
策推進体
制

○6次産業総合推進対策（要求20億円）について、指摘に沿って、各県のサポートセン

ターに常置している「6次産業化プランナー」に対しては、農林漁業者等の求めに応じて

個別相談等を実施する場合に、その都度経費を支出する方法に改め、予算規模を縮

小（要求から▲5.8億円）。

○地域における産学連携支援事業（要求1.6億円）について、指摘に沿った方向で産学

連携の取組に重点化（要求から▲0.3億円）。

○協同農業普及事業交付金（要求30億円）について、普及指導員の積算単価の見直

しを24年度予算に反映（要求から▲3.0億円）。

○普及事業改革の準備・実行。

○普及事業・農業の実情を踏まえ、支援対象者、支援方法、予算のあり方等を検討。

○酪農環境負荷軽減支援事業（要求63億円）について、24年度予算は事務費を縮小

（要求から▲1.0億円）。

○環境保全型農業直接支援対策（要求34億円）について、24年度予算は、拡充要求

の堆肥施用の取組に対する支援を削減（要求から▲6.8億円）。

○事業効果検証のための調査の実施、有識者による事業効果の検証を行い、25年度

予算概算要求に反映。

○24年度事業における事務手続につい

て具体的な簡素化を検討。

○食料・農業・農村政策審議会畜産部会

において、仕分けの提言を説明し、経営

安定対策としての位置づけを確認。

○24年度事業における事務手続の簡素

化を実施。

○25年度概算要求に向け、仕分けの提

言を踏まえて、経営安定対策として、その

目的に沿った仕組みを検討。

○政策評価、行政事業レビュー等を活用しつつ、提言の内容を踏まえた事業のあり方

につき、引き続き点検を実施。

○「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」及び提言を踏まえつ

つ、引き続き検討。

○提言の内容も踏まえながら、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行

動計画」（食と農林漁業の再生推進本部（議長：内閣総理大臣）平成23年10月25日決

定）を具体化するものとして平成23年12月24日に取組方針を取りまとめ。

○24年度の飼料備蓄数量を80万トンとし、従前官民１：１（国40万トン：民間40万トン）

であった負担割合を、国35万トン：民間45万トンに見直し。

○24年度概算決定額は、要求額から11.6億円削減し、前年度同額の13.7億円（20万ト

ン相当）。予算措置分の20万トンと合わせ、別途、事業実施主体の自己財源（備蓄穀

物の売却益を充当）により15万トンを保管することで、国として35万トン備蓄する体制

を確保。

○農地制度実施円滑化事業費補助金（要求25億円）について、農地制度の相談活動

等の積算を見直し、24年度予算規模を縮小（要求から▲2.9億円）。

○ 「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する取組方針に基づ

く農業政策全体について、提言の内容を踏まえ実施されているか、引き続き、政策評価、行

政事業レビュー等を活用しつつ点検を実施。

○行政事業レビュー等を活用しつつ、提言の内容を踏まえた事業のあり方につき、引き

続き点検を実施。

○政策評価、行政事業レビュー等を活用しつつ、提言の内容を踏まえた事業のあり方

につき、引き続き点検を実施。
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