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「品目横断的政策」関係

あ

FTAの要素を含みつつ、協定構成国間で投資の自由化、経済ＥＰＡ(経済連携協定)
取引の円滑化、協力の促進等幅広い分野を含む協定。(Economic Partnership

Agreement)

WTO農業協定において削減対象となる国内助成の総量ＡＭＳ(助成合計量)
ＡＭＳ＝市場価格支持(内外価格差×生産量)＋削減対象直接(Aggregate Measurement
支払いof Support)

協定構成国のみを対象として、排他的に関税の撤廃等(特恵ＦＴＡ(自由貿易協定)
待遇)を実施する仕組み。実質上すべての貿易について、原則(Free Trade Agreement)
として10年以内の関税撤廃をするもの。

か

作物ごとに目標価格を設定し、市場価格またはローンレー価格変動対応型支払い
トの高い方に直接固定支払い分を加えた額が目標価格を下回(米国)
った場合、その差額を補填（直接固定支払いと同様、過去の
生産面積等を基に支払い）する制度を2002年農業法において
導入した。

特定の物品の輸入に、一定の数量までは低い税率（一次税関税割当て（制度）
率 、それを超える数量については高い税率（二次税率）を）
適用する制度。これにより、低い税率を希望する需要者と関
税で保護されるべき国内生産者の利害調整が図られる。

1958年に創設された欧州経済共同体設立条約であるローマＣＡＰ(共通農業政策)
条約により、共通農業政策が規定され、1968年から本格的に(Common Agricultural
実施されている。ＣＡＰは「共通市場制度」と「農村開発政Policy)
策」の２つの柱から構成され、農業生産性の向上、農家の所
得増大、農産物市場の安定化等を目的とする。財政支出の抑
制、WTO農業交渉等を背景として、数次にわたり、支持価格の
引下げ及び直接支払いや農村開発政策の強化に向けた改革が
行われてきた。

政府が農業生産者のために行う全ての政策をいう。ウルグ国内支持
、 、「 」、「 」、アイ・ラウンド農業合意では 国内支持政策を 緑 青

「黄」の政策として次のように区分した。
「緑」の政策は、貿易や生産に対する影響がない政策であ

り、試験研究や基盤整備等が該当する。
「青」の政策は、生産調整を伴う直接支払いのうち特定の

要件を満たす政策であり、ＥＵの直接支払いや我が国の稲作
経営安定対策等が該当する。
「黄」の政策は、それら以外の貿易や生産に影響がある政

策であり、生産関連の補助金や価格支持政策が該当する。
、「 」 「 」 、「 」また 緑 や 青 の政策は削減の対象外としたほか 黄

の政策は、1995年から2000年までの６年間で20％削減するこ
とが加盟国間で合意された。

さ

一定の算式に基づき、全ての関税をある一定の関税率（例スイス方式
えば25％）未満に削減する方式。税率の高いものほど大幅に
削減されることになる。

た

大豆の生産者に対し、生産費等を勘案して助成（大豆作経大豆交付金
営安定対策の契約対象に限られる ）する交付金。。
単価は、全銘柄共通に毎年決定される。
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実際の交付に当たって、銘柄別の平均販売価格が標準的な
生産費として農林水産大臣が定める金額を超えるときは、超
過額を交付金単価から減ずることとなっている。
平成12年法改正により、それまでの不足払いから定額払い

に変更。麦作経営安定資金と性格は同じとなっている。
平成16年産大豆の交付金単価：8,120円/60㎏

大豆の販売価格が、銘柄ごとの補てん基準価格（過去三年大豆作経営安定対策
の平均販売価格）を下回った場合、その差額の８割相当を積
立金から補てんする制度。
積立金は、生産者の拠出１に対して、国の助成３の割合で

造成される。

でん粉製造販売業者が製品の原料として、コーンスターチ抱合せ
用とうもろこしを輸入する場合に、一定割合の国産いもでん
粉を購入することを条件に関税を無税にする仕組み。
当該業者は、無税のコーンスターチ用とうもろこしに、一

定割合の国産いもでん粉をそえて買うことになることから、
「抱合せ」と称されることとなった。

WTO農業協定20条の規定に基づき、2000年3月に開始。2001年1ＷＴＯ農業交渉
1月に立ち上げられた新ラウンドの一部として2005年1月1日の
交渉期限までに一括して合意されるべきものとされている。20
03年9月にメキシコのカンクンで開催された第5回WTO閣僚会議
では、閣僚会議文書案が議論されたが、先進国と途上国の対立
等を背景に、農業分野を含め何ら合意が得られなかった。

米国においては、1996年以降、それまで実施されていた生直接固定支払い(米国)
産調整を条件とした不足払い制度が廃止され、これに代わる
措置として生産に関連しない収入支持に該当する「直接固定
支払い制度」が導入された。

De Minimis/最小限の政策としてWTO農業協定上削減対象とデミニミス
ならない国内助成のこと。具体的には、品目を特定した国内
支持であればその品目の生産額、品目を特定していない国内

。支持であれば全ての農業生産額の５％以下の国内助成が対象
。 、開発途上国の場合は１０％まで認められている 我が国では

野菜、鶏卵の価格安定対策等が該当。

、糖価調整制度 競争力の高い輸入糖及び異性化糖と国産糖の価格を調整し
輸入糖及び異性化糖からの調整金並びに国からの交付金を財（調整金制度）
源として、国産糖及び原料作物の生産を支える制度。
調整金は、砂糖の価格調整に関する法律に基づき、独立行

政法人農畜産業振興機構が瞬間的な売買を行うことによって
徴収。輸入に係る調整金については、対外的には関税と同じ
取扱いとなる。

は

民間流通する麦の生産者に対し、生産費等を勘案して支払麦作経営安定資金
われる助成金 （麦については、政府が買い入れる政府麦（流。
通量の１％弱）と生産者・実需者間で直接取引する民間流通
麦（同99％強）がある ）。
単価は、銘柄区分別・等級別に毎年決定される。
平成16年産小麦の単価(銘柄区分Ⅱ･１等)：6,251円/60㎏

「品目横断」とは 「non-product-specific （産品を特定品目横断的政策 、 」
しない）の意であり、毎年の支払額が当該年の作付内容と切
り離されているなどの産品非特定的な直接支払いを「品目横
断的政策」と称している。
諸外国の品目横断的政策にもいくつかの類型があり、現行

の米国とＥＵの直接支払は、品目ごとの単価と過去の作付面
積を掛け合わせた金額を経営全体で合計した額としている一
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方、2005年からのＥＵの直接支払は、穀物単一単価により算
出するものとなっている。

や

全品目の平均引き下げ率と品目ごとの最低引下げ率を設定ＵＲ方式
し、毎年等量で関税率を削減する方法。
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「農業環境・資源保全政策」関係

あ

営農技術体系や経営規模等が変化することに伴って作物生営農経費節減効果
産に要する費用が節減される効果（実施前と実施後の営農技
術体系の労働費、機械経費の差による 。）

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基エコファーマー
づき、土づくり技術、化学肥料使用低減技術、化学合成農薬
使用低減技術を一体的に導入する計画を立て、都道府県知事
の認定を受けた農業者。

Non-Profit Organizationの略。ＮＰＯ
営利を目的としない民間の組織や団体のこと。

関係省の副大臣プロジェクトチームの議論を踏まえ、都市オーライ！ニッポン
と農山漁村双方の生活・文化を享受する新しいライフスタイ会議
ルの普及等を行うことを目的に、民間が主体となり平成15年
６月に設立された「都市と農山漁村の共生対流推進会議」の
通称。

か

人工的に合成した原料（化学物質）を使って製造した農薬化学合成農薬
のこと。

作物を作らない期間に土壌侵食の防止を目的に作付けされカバークロップ
るイネ科やマメ科などの植物。
なお、主として施設土壌等において過剰に集積した肥料成

分等の吸収を目的に栽培される作物をクリーニングクロップ
という。

用水改良により、用水不足に起因する被害を防止すること干害防止効果
によって増収する効果。

田園環境整備マスタープランを踏まえ、食料の安定供給等と環境創造型事業
あわせ、自然と共生する田園環境の創造に貢献する農業農村整
備事業等。

農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに環境保全型農業
留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等に
よる環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業（ 環境保全型「
農業推進の基本的考え方 （平成６年４月農林水産省環境保」
全型農業推進本部 。）

各地域において、農薬、肥料の投入量や散布回数等におい慣行農法
て相当数の生産者が実施している一般的な農法のこと。

地域の環境整備等の実施に際し、従来の行政主導の計画策グラウンドワーク
定・事業実施にかわり、住民が積極的に参加するとともに、
企業が地域社会への貢献やイメージアップ等の観点から参画
し、住民・行政・企業の３者のパートナーシップによりグラ
ウンド（生活の現場）に関するワーク（創造活動）を行うも
の。

水田に流入させた用水が外にもれないように、水田を囲んで畦畔
作った盛土等の部分のこと。一般的には土を盛って、区画の境
界に設けられるが、コンクリ－トやビニル板でも作られる。ま
た、除草・施肥のための通行、休憩場所などの機能もある。

耕地利用率（％）＝作付延べ面積÷耕地面積×１００耕地利用率
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さ

市町村の区域の一部において、農作業や農業用水の利用を（農業）集落
中心に、家と家とが地縁的、血縁的に結び付いた社会生活の
基礎的な地域単位のこと。農業水利施設の維持管理や農機具
等の利用、農産物の共同出荷等の農業生産面ばかりでなく、
集落共同施設の利用、冠婚葬祭その他生活面にまで及ぶ密接
な結び付きのもと、様々な慣習が形成されており、自治及び
行政の単位としても機能している。

直接支払いの対象となる傾斜等により農業生産条件の不利（中山間地域等直接支
な１ha以上の一団の農用地において農業生産活動等（耕作、払制度）集落協定
農地管理等）を行う農業者等が締結するもので、将来にわた
り当該農用地において農業生産活動等が維持されるよう、①

、 、構成員の役割分担 ②生産性の向上や担い手の定着の目標等
集落として今後５年間に取り組むべき事項や目標を定めるも
の。

窒素の存在形態の一つで、硝酸イオン（NO ）の形で存在す硝酸性窒素 3
-

る窒素をいう。土壌中では、アンモニア性窒素（NH ）は土４
+

壌粒子に吸着されるため移動しにくいが、硝酸性窒素は移動
性が大きく土壌中を下降する水によって溶脱されやすい。化
学肥料や家畜ふん尿等を多量に施用した場合、土壌中で多量
の硝酸が生成し、溶脱して地下水汚染の原因となる。硝酸性
窒素を多量に含む水を摂取すると、血液の酸素運搬能力が低
下するメトヘモグロビン血症を引き起こす場合がある。

30アール区画程度以上に整備済みの面積の割合。水田整備率

通常の肥培管理で麦・大豆等の畑作物を栽培できるよう、水水田の汎用化
田に排水路や暗きょ（地下水位を調整するため地中に埋めた有
孔パイプ等の排水施設）を整備して水はけを良くすること。こ
れらは主にほ場整備により実施される。一般に、汎用田（汎用
化された水田）とは①冬期間地下水が地表面より約70cm以深で
あること、②10年に１度の大雨が４時間降った場合、４時間以
内で排水可能なこと、③区画が30アール程度以上に整備済みで
あることの３つの条件を満たしているものをいう。

フェロモンのうち、配偶行動において異性間のコミュニケー性フェロモン
ションに利用される物質で、害虫の発生予察（ フェロモント「
ラップ」参照 、誘殺や異性間の交信を攪乱させる防除法に利）
用される。

生物の間にみられる変異性を総合的に指すことばで、生態系生物多様性
（生物群集 、種、遺伝子（種内）の３つのレベルの多様性に）
より捉えられる。従って、生物多様性の保全とは、様々な生物
が相互の関係を保ちながら、本来の生息環境の中で繁殖を続け
ている状態を保全することを意味する。

都道府県が作物の種類、土壌、作型等の別に標準的な施肥量施肥基準
等の指導上の基準を示したもの。栽培指針等の名で作成されて
いるものもある。

た

傾斜地に立地する水田で多くは未整備で不整形。田面が水棚田
平で棚状に見えることから、こう呼ばれる。

国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の（農業の有する）多面的
形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより機能
生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機
能のこと。
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かん水等により、農産物の単位当たり収量が増加する効果を単収増加・品質向上
単収増加効果といい、農産物の規格・等級が向上する効果を品効果
質向上効果という。

農業用水が、かんがいに利用されるだけでなく、生活に密着地域用水機能
した「地域の水」として、農業集落の防火、消流雪、農機具
等の洗浄等に活用されているほか、景観形成、親水、生態系
保全、水路の水質保全等の役割を果たしていること。

国・地方公共団体等から生産者に対して直接支払われる補直接支払い
助金等のこと。ＷＴＯ協定上、生産者に対する直接支払いの
うち、生産に関連しない収入支持、環境施策に関するもの、
条件不利地域援助等の条件に一致するものは、助成削減の対
象外となっている。

地力増進法に基づき、地力の増進を図るための農業者等に対地力増進基本方針
して農林水産大臣が定める基本的な指針。①土壌の性質の基本
的な改善目標、②土壌の性質を改善するための資材に施用に関
する基本的な事項、③耕うん整地その他地力増進に必要な営農
に関する基本事項等が記述されている。

地域の合意のもと、市町村が作成する農村地域の環境保全田園環境整備
に関する基本計画で、環境保全の基本方針や地域の整備計画マスタープラン
等を定めるとともに、対象地域を「環境創造区域 （自然と」
共生する環境を創造する区域）または「環境配慮区域 （工」
事の実施に当たり、環境に与える影響の緩和を図るなど環境
に配慮する区域）に区分することとしている。

湖沼、河川などから用水路へ必要な用水を引き入れるため頭首工
の施設。

生産された地域の慣行レベル（各地域の慣行的に行われてい特別栽培農産物
る化学合成農薬及び化学肥料の使用状況のこと）に比べて、化
学合成農薬の使用回数が50％以下、かつ化学肥料の窒素成分量
が50％以下で栽培された農産物で、特別栽培農産物新表示ガイ
ドラインに生産の原則等が定められている。

土地改良法に基づき、一定の地域について、15人以上の農業土地改良区
者（原則として使用収益者）により土地改良事業を実施するこ
とを目的として設立される団体。規模は数ヘクタールから数市
町村にまたがるものまで多岐にわたり、かんがい排水事業やほ
場整備事業等を実施するほか、これら事業により造成された土
地改良施設や国、県等が造成した土地改良施設の維持管理等を
行っている。

な

身近な動植物の生息地や都市近郊に残された緑地などを、ナショナル・トラスト
寄付金などをもとに住民自らの手で買い取って保全していこ
うとする自然保護活動のこと。この活動はイギリスが発祥の
地とされている。

二次林、二次草原、農耕地など、人と自然の長期にわたるか二次的自然
かわりの中で形成されてきた自然。原生自然に人為等が加わっ
て生じた二次的な自然。

農業生産活動での使用を終えたプラスチック資材で、ビニー農業用使用済
、 、 、 、プラスチック ルハウスの被覆資材 マルチフィルム 水稲の育苗箱 肥料袋

農薬のプラスチックボトル等がある。
農業用使用済プラスチックは産業廃棄物に該当し、排出者で

ある農家が適正に処理しなければならない。

農地とは、耕作（土地に労働と資本を投下し肥培管理を行農地、耕地
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い作物を栽培すること）の目的に供される土地であるが、耕
地は、そのうち実際作物の作付けが行われているか行い得る
状態にある農地をいう。

農村において、水田等の広がりの中で農業用水路等の施設を農村コミュニティ
通じて食料を生産する豊かな生産基盤が形成され、農業生産の
営みと一体的になった二次的自然が形成されている。これらの
うち、鎮守の森、農耕歳事等の有形無形の文化財が地域社会を
特徴づけており、これら活動を実施する主体を農村コミュニテ
ィとしている。

農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を農薬取締法
行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な
使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康保護
に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを
目的とした法律。

は

「再生産可能な、生物由来の有機性資源である化石資源をバイオマス
除いたもの 。バイオマスは、地球に降り注ぐ太陽のエネル」
ギーを使って、無機物である水と二酸化炭素から、生物が光
合成によって生成した有機物であり、私たちのライフサイク
ルの中で、生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可
能な資源である。

地球温暖化防止、循環型社会の形成の観点から、バイオマバイオマス・ニッポン
（ 、 、 、総合戦略 スの総合的利活用 家畜排せつ物 農作物残さ 食品廃棄物

下水汚染、林地残材等をエネルギーやプラスチック、肥飼料
等に変換し、利用すること）を推進するため、平成１４年１
２月２７日閣議決定された国家戦略。

関係農民などに義務として課せられた労働。用水の開発や夫役
維持にも当てられた労働。

合成された性フェロモンを誘引源とし、害虫を捕獲する装フェロモントラップ
置で、主として害虫の発生予察に使用される。

国または地方公共団体、土地改良区などが、農業水利施設等負担金
の整備または管理等に必要な経費として、受益者に対して課す
る金銭。

生産性の向上とともに農村環境の整備、地域活性化などを目ほ場整備
的とする農地基盤の整備。区画の規模・形状の変更、用排水、
道路等の整備のほか農地の利用集積や非農用地の創出による土
地利用の秩序化などを行う。

ま

通常は「監視」の意味で用いられるが 「自然環境」の関モニタリング 、
係で用いられる場合は、地域の自然環境の状況について継続
的、あるいは定期的に調査を実施することをいう。

や

有機ＪＡＳ認証制度とは、農林水産大臣に登録した第三者有機ＪＡＳ認証制度
機関 登録認定機関 が 有機農産物等の生産行程管理者 農（ ） 、 （
家や農業生産法人等）や製造業者を認定し、認定を受けた者
が、有機農産物や有機加工食品について、有機ＪＡＳ規格に
適合しているかどうかを格付けし、その結果、適合している
と判断されたものに有機ＪＡＳマークを付し 「有機」の表、
示ができる制度。
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ら

一定年の期間、同じほ場において種類の違う作物を一定の順輪作
序で栽培することをいう。労働配分の均衡化、土地利用率の向
上、危険の分散といった効果があるほか、土壌伝染性病害虫や
雑草の発生抑制、肥料の利用効率の向上、土壌養分のバランス
維持による地力の維持増進等を図る効果とされている。

、 、ＲＤＢ 環境省が 日本の絶滅のおそれのある野生生物種について
それらの生息状況等をとりまとめたもの。全世界レベルのレ（レッドデータブック）
ッドデータブックを編纂しているIUCN(国際自然保護連合)に
おいて、より定量的な評価基準に基づく新たなカテゴリーが
平成６年に採択されたことを受け、わが国でも平成７年から
レッドデータブックの見直し作業を開始している。新しいレ
ッドデータブックは、平成14年６月現在、爬虫類･両生類、ほ
乳類、植物Ⅰ、植物Ⅱ版が刊行されている。



- 9 -

「担い手」関係

あ

法人税法上認められている措置で、法人が資産を取得して圧縮記帳
一定の要件を満たした場合に、その取得した資産の帳簿価額
を低く（圧縮）して計上することにより、資産の取得時の課
税額を抑えることができるもの。

農産物販売金額で○○部門が最も多い経営のこと。稲作部○○１位経営
門の販売金額が一番多ければ 「稲作１位経営」となる。、

販売農家のうち農業経営を法人化しているものをいう。一戸一法人

米政策改革大綱に基づき、平成16年産から措置される生産稲作所得基盤確保対策
調整のメリット対策。生産者の拠出金と国の交付金により造
成した資金を用いて米価下落の一定部分を補てんする。

農協の職員で、組合員のために農業の経営及び技術の向上営農指導員
に関する指導を専門に行う者。
具体的には、個別作物の技術・経営的な指導から、生産部

会の組織化、さらに地域全体の行政と連携した地域農業の振
興計画の策定及び実践、あるいは農業の担い手の育成確保、
土地利用調整等、地域農業資源の有効利用まで極めて幅広い
業務を行う。

On the Job Trainingの略称。仕事の現場で、業務に必要なＯＪＴ研修
知識や技術を習得させる研修。農業においては、農業法人や
先進経営体の実際の経営の下で実践的な農業の技術や経営方
法を習得する研修形態である。

か

都道府県が設置する地域農業改良普及センターを活動拠点改良普及員
、 、 、として配置され 直接農業者に接して 技術・経営等の相談

情報の提供、展示ほの設置、研修・講習会の開催等の活動を
総合的・体系的に実施する者 （現在、専門技術員と改良普。
及員の区分を廃止し一元化する改正法案を国会提出中 ）。
（⇒専門技術員、地域農業改良普及センター）

農業経営に参画する個人の地位及び役割を明確化し、その家族経営協定
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ルール。

他人の債務の保証を主たる業務とする法人によりなされた機関保証
保証のこと。
保証機関には、農業信用基金協会や信用保証協会など法律

に基づく公的な保証機関や、保証料による収益を主要な収益
源とする民間の保証機関がある。

市町村が、都道府県の策定する基本方針に即し、地域の実基本構想（農業経営基盤
情を踏まえて策定する当該市町村の農政推進のための目標を強化促進基本構想）
取りまとめたもの。
当該市町村における①育成すべき農業経営の目標とすべき

所得水準等の基本的考え方、②営農類型毎の育成すべき効率
的かつ安定的な農業経営の指標（農業経営の規模、生産方式
等 、②こうした経営に集積すべき農用地の割合の目標等を）
内容とする。

農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が地域の特性基本方針（農業経営基盤
に即して策定する地域農政推進のための計画。強化促進基本方針）
当該都道府県における①育成すべき農業経営の目標とすべ
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き所得水準等の基本的考え方②育成すべき経営体の基本的指
標（農業経営の規模、生産方式等 、③こうした経営に集積）
すべき農用地の割合の目標等を内容とする。

２戸以上の世帯が共同で出資し、収支決算まで共同で行っ協業経営
ている経営。

２戸以上の世帯が共同で出資し、収支決算まで共同で行っ協業法人
ている法人。

、協同農業普及事業 試験研究機関と農業者との橋渡し役という基本的役割の下
試験研究機関等で行われている技術開発の成果を、普及職員
の活動を通して現場に合った形で普及する事業。
なお、国と都道府県との協同事業として実施。

認定農業者等の経営改善に対する支援活動を行う窓口。経営改善支援センター
全国段階では全国農業会議所、都道府県段階では農業会議

及び公益法人、市町村段階では市町村、農業委員会、農協等
が設置している。

農家が経営する耕地の面積。経営耕地面積

機械や施設などの資産の減価償却費を普通に計算した金額減価償却費の割増計上
（普通償却額）に一定の金額を上乗せして必要経費に計上で
きる税制上の特例措置。

農家の世帯員のうち、30日以上他に雇用されて仕事をした兼業従事者
者又は自営業（農業を除く）で15万円以上の販売金額を得た
者。

「利用権の設定」を参照。（農地の）権利設定

地方公共団体等の自発的な立案により、地域の特性に応じ構造改革特区制度
た規制の特例を導入する特定の区域を設けることで、経済社
会の構造改革の推進及び地域の活性化を図る制度。
農業分野では、①リース方式による株式会社の農業参入、

②市民農園開設主体の拡大、③農業生産法人の農業関連事業
の拡大、④下限面積の設定基準の緩和、の４つの特例が設け
られている。

、効率的かつ安定的な 主たる従事者の年間労働時間が他産業従事者と同等であり
主たる従事者１人当たりの生涯所得がその地域における他産農業経営
業従事者とそん色ない水準を確保し得る生産性の高い農業経
営。

食料・農業・農村基本法においては、国がこれらの経営を
、 、育成し 農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため

必要な施策を講じることとされている。

さ

「農業サービス事業体」を参照。サービス事業体

、 、債務保証 債権者との間で 主たる債務者が債務を履行しない場合に
自己が債務者に代わって債務を履行する旨を約すること。

現に優れた農業経営を行いつつ農村青少年の育成に指導的指導農業士
役割を果たしている者で、知事が認定した農業者。
４５道府県が認定を実施している。

国民年金や厚生年金などの「年金保険」及び国民健康保険社会保険
や健康保険などの「医療保険」の総称 （⇔労働保険）。
農業において従業員を雇用する場合、厚生年金及び健康保

険の適用は、
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① 個人経営は雇用人数にかかわらず任意適用事業所
② 法人経営は雇用人数にかかわらず強制適用事業所
となる。

（ ） 。保険料は事業主と被保険者 従業員 が折半して負担する

新たに就農しようとする青年等に対して、農業の技術を実就農支援資金
地に習得するための研修その他の準備に必要な資金及び農業
経営を開始するための機械・施設の購入等に必要な資金を無
利子で貸し付ける資金。

既存の民間研修機関を活用して開設された、現在の職業に就農準備校
就いたままで農業の技術や経営方法を習得できる農業研修コ
ース。全国で10校16教室が開設されている。

集落内の農家が農業生産を共同して行う営農。集落営農
例えば、①転作田の団地化、②共同購入した機械の共同利

用、③中心的な担い手に主な作業を委託し、生産から販売ま
で共同化するなど、地域の実情に応じてその形態や取組内容
は多様である。

女性が主たる経営を担い、主に地域産物を使い、女性の収女性起業
入につながる経済活動のこと。

農林水産業において女性の果たしている役割の重要性に照女性の参画目標
らして、地域の様々な方針決定の場において、女性の参画を
高めるため、策定されている目標。
現在、全ての都道府県において策定されている。
また、農業協同組合や農業委員会においても、それぞれ独

自に女性の参画目標を定めている。

、 、新規学卒就農者 学校を卒業後 新たに農業に就業した者又は学校を卒業後
直ちに技術習得等の研修を受け、新たに農業に就業した者を
いう。

新規就農者のうち、土地や資金等を独自に調達し、新たに新規参入者（農業）
農業の経営を開始した経営の責任者をいう （⇒新規就農者）。

過去に農業に従事していなかった者若しくは農業従事が従新規就業者（農業）
であった者、又は普段の状態が仕事を主としていなかった者
で、調査期日前１年間に、農業で恒常的な収入を得ることを
目的に新たに主として農業に従事し、かつ普段の状態が仕事
を主としている者で、調査期日時点の年齢が満１５歳以上６
５歳未満の者。

農家世帯員のうち調査期日の前々年の就業状態区分が「勤新規就農者
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」になった者 （新規学卒就農者と離職。
就農者の合計 （⇒新規学卒就農者、離職就農者）。）

新規学卒就農者と離職就農者のうち、39才以下の離職就農者新規就農青年
の合計 （⇒新規学卒就農者、離職就農者）。

全国及び都道府県に設置されている新規就農に関する相談新規就農相談センター
窓口で、青年農業者等育成センター及び農業会議組織が運営
するものの総称。
新規就農希望者に対する農地の確保に関する情報等といっ

た新規就農関連情報や、就農相談活動、就農セミナー等を業
務として行っている。

農業経営基盤強化資金の略称。農林漁業金融公庫が、認定スーパーＬ資金
農業者を対象に農地取得、施設整備等に必要な長期資金を低
利で融通する制度資金。
また、民間金融機関が、認定農業者を対象に肥料・種苗代
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等に必要な短期運転資金を低利で融通する農業経営改善促進
資金（略称：スーパーＳ資金）がある。

農業を経営する個人が、その推定相続人のうちの一人に対生前一括贈与
して、一括して農地のすべてを贈与すること。
生前一括贈与した場合、一定の要件の元で、農地について

の贈与税が猶予される。

「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青年農業者等育成
措置法」に基づき都道府県知事から指定を受けた公益法人。センター

、 、就農支援資金の貸付けのほか 就農促進に関する啓発活動
就農に対する援助及び就農後の青年農業者の活動に対する援
助まで、一連の就農支援業務を行っている。

都道府県の試験研究機関や県本庁などに配置され、試験研専門技術員
究機関などと密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及活動の
技術及び方法について調査研究を行うとともに、現場で活動
する改良普及員に対する指導などを実施する者 （現在、専。
門技術員と改良普及員の区分を廃止し一元化する改正法案を
国会提出中 （⇒改良普及員）。）

貯金の受入れ、資金の貸出しの業務を行う信用事業をはじ総合農協
めとし、米・野菜等の販売、肥料・飼料・農業機械の共同仕
入れ等の業務を行う経済事業、各種生命共済、自動車共済等
の業務を行う共済事業などのさまざまな事業を兼営している
農業協同組合の総称。

法人が収益を得るために支出した仕入れに要する費用など損金算入
の経費を必要経費（損金）として計上すること。
特定の支出に関しては損金として計上できなかったり、損

金の計上に当たり限度額が定められているものなどがある。

た

農産物販売金額が一番多い部門の販売金額が、全販売金額単一経営
の８割以上を占める経営。
なお、農産物販売金額が一番多い部門の販売金額が、全販

売金額の６割以上８割未満の経営を準単一経営という。
（⇒複合経営）

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって男女共同参画社会
、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益
を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこ
と。

米政策改革大綱で示された改革の方向を実現するため、各地域水田農業ビジョン
地域において、今後の作物戦略・販売、水田の利活用、担い
手の育成等の将来方向をとりまとめた計画。

都道府県が改良普及員の活動拠点として設置し、改良普及地域農業改良普及
員相互の連絡調整、普及活動計画の策定、市町村・農業団体センター
等との連携、農業者に対する情報提供、新規就農促進のため
の情報の提供・相談、土壌・生育診断等の科学的調査・分析
等を実施する機関 （⇒改良普及員）。

法律の規定により、都道府県は、地域農業改良普及センタ地域農業改良普及
ーを設置しなければならないこととなっており、この設置のセンターの必置規制
義務づけのこと （現在、地域農業改良普及センターの必置。
規制を廃止する改正法案を国会提出中 ）。

耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念さ中山間地域等直接支払
れている中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正制度
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、 、する農家等への交付金により 農業生産活動の維持を通じて
耕作放棄の発生を防止し多面的機能の確保を図る制度。
交付対象となるのは、自然的・経済的・社会的条件の不利

な地域にあり、かつ、農業生産条件の不利な農用地。交付を
受けるには、農家が集落協定などを結び、農業生産活動等を
５年間以上継続して行う必要がある。

農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の３分の特定農業団体
２以上を集積（作業受託）する相手方として、地域の地権者
の合意を得た集落営農組織。
合意を得た地権者から農作業を受託するよう依頼があった

、 、 。ときは 自己の経営判断とは別に これに応じる義務を負う
なお、①代表者等の定めがある定款又は規約を有している

こと、②５年以内に農業生産法人となること等を内容とする
計画を有していること、③耕作又は養畜について構成員全て
で費用の共同負担・利益の配分をしていること等の要件を満
たす必要がある （⇒特定農業法人）。

農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の過半を特定農業法人
集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産
法人。
合意を得た地権者から農地を引き受けるよう依頼があった

、 、 。ときは 自己の経営判断とは別に これに応じる義務を負う
（⇒特定農業団体）

農家以外で耕地及び耕作放棄地をあわせて５アール以上所土地持ち非農家
有している世帯 （⇒農家）。

「農業委員会等に関する法律」に基づき都道府県を区域と都道府県農業会議
して設置される法人で、農業委員会の会長等及び都道府県農
業協同組合中央会等の役員等で構成される合議体組織。
都道府県農業会議は、農地法等の規定により専属的な権限

を行使する法令業務の執行機関並びに農業生産力の発展及び
農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため
の意見公表、啓もう宣伝、調査・研究等の取組を行う機関と
しての役割を担っている （⇒農業委員会）。

な

米政策改革大綱に基づき、平成１６年産から措置される対担い手経営安定対策
策。米価下落による稲作収入の減少の大きい一定規模以上の
水田営農を行っている担い手を対象に 「稲作所得基盤確保、
対策」に上乗せして稲作収入の安定を図るもの （⇒稲作所。
得基盤確保対策）

農業経営基盤強化促進法に基づき、経営を改善するための認定農業者
計画（農業経営改善計画）が、①市町村基本構想に照らして
適切であり、②その計画の達成される見込みが確実で、③農
用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である、と
の基準に適合するとして、市町村から認定を受けた者。
認定農業者には、スーパーＬ・Ｓ資金等の低利融資制度、

農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の
各種施策が重点的に実施されている。
（⇒基本構想、農業経営改善計画）

祝金・香典などの被贈、政府等の交付する補助金（農産物年金・被贈等の収入
価格に含まれる補助金を除く 、年金等の給付金、受取共済）
金などの収入。

農業所得＋農外所得。農家所得

農家を構成する世帯員の総数をいう。農家人口
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農業所得＋農外所得＋年金・被贈等の収入。農家総所得

農外収入（自営兼業収入、給料・俸給）－農外支出（自営農外所得
兼業支出、通勤定期代等 。）

農協の組合員のうち、個人の正組合員をそれ以外の組合員農協個人正組合員
と区別した呼び方。
農協の組合員は資格によって農業者である正組合員と、そ

うでない准組合員に分けられる。
、正組合員としての資格は各農協の定款で定められているが

一般的には、10アール以上の農地を保有し農業を経営してい
るか、又は年間90日以上農業に従事している者、あるいは農
業の経営を行う法人となっている。
一方、准組合員の資格は、当該農協から物資の供給や役務

の提供を継続して受けている者等であるが、総会での議決権
や役員の選挙権はない。

農協の理事及び監事のこと。農協役員
理事は総会で決められた方針に基づき業務を執行し、理事

会で選出された代表理事が組合を代表する。理事の定数は５
人以上で、その定数の少なくとも３分の２は正組合員（法人
の場合はその役員）でなければならない。
一方、監事は組合の財産の状況及び理事の業務執行状況を

監査し、その定数は２人以上である。
理事・監事の任期は３年以内で、組合長は理事の互選によ

り選出される。
、 。この他 役員として経営管理委員を置いている農協もある

「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置され農業委員
る独立の行政委員会である農業委員会の委員。公選制の下で
の選挙委員と、市町村長が選任する選任委員（団体推薦、議
会推薦）がいる （⇒農業委員会）。

「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置され農業委員会
る独立の行政委員会で、公選制の下での選挙委員と、選任委
員（団体推薦、議会推薦）によって構成される農業者の代表
機能を有した合議体組織。
農業委員会は、農地法等の規定により専属的な権限を行使

する法令業務の執行機関及び優良農地の確保や耕作放棄地の
解消、認定農業者等への農地の利用集積等の取組を行う農業
構造政策の推進・実施機関としての役割を担っている。

専門技術員及び改良普及員に対して支給される職務手当。農業改良普及手当
都道府県は、条例で定めるところにより、専門技術員には給

、 。料の月額の8％以内 改良普及員には同12％以内を支給できる
（現在、手当の上限規定を廃止する改正法案を国会提出中 ）。
（⇒改良普及員、専門技術員）

「農業災害補償制度」を参照。農業共済

農協等の民間金融機関からの融資に、国及び都道府県が利農業近代化資金
子補給することにより、農機具・農業用施設・長期運転資金
などの中長期資金を低利で融通する、農業者にとって最も一
般的な制度資金。

農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者になるために農業経営改善計画
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
市町村から農業経営改善計画の認定を受けた者が認定農業

者である （⇒認定農業者）。

「効率的かつ安定的な農業経営」が農業生産の相当部分を農業構造の展望
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担う「望ましい農業構造」を明らかにしたもの。
食料・農業・農村基本計画（12年３月閣議決定）と併せて

提示。この中で、平成22年において、効率的かつ安定的な農
業経営が家族農業経営で33万～37万、法人・生産組織が３～
４万と展望している （⇒効率的かつ安定的な業業経営）。

農業事業体から委託を受けて、農作業に関するサービスを農業サービス事業体
提供する事業所。
収穫作業等を受託するものや、酪農ヘルパーなどがある。

自然災害、病虫害等の農業災害によって受ける損失を保険農業災害補償制度
の仕組みにより補てんすることにより、農業経営の安定を図
り、農業生産力の発展に資することを目的とする、農業災害
補償法に基づく制度。
この制度により運用される事業を「農業共済」といい、

「ＮＯＳＡＩ」の俗称もある。

農業者の老後生活の安定等を図るとともに、農業者の確保農業者年金
に資することを目的として、国民年金の２階部分として農業
者の老齢時に年金等を給付する制度。
農業者老齢年金と保険料の一部を国が助成する特例付加年

金があり、独立行政法人農業者年金基金が制度の運用を行っ
ている。

自営農業に従事した日数。農業従事日数

農業粗収益（農業経営によって得られた総収益額）－農業農業所得
経営費（農業経営に要した一切の経費 。）

農業信用保証保険法に基づき、農業者の信用力を補完し、農業信用基金協会
農業近代化資金その他農業経営に必要な資金の円滑な融通を
図ることを目的として、融資機関が農業者等に資金を貸付け
た場合の債務を保証する公的な保証機関 （⇒債務保証）。

農地等の権利を取得できる法人のこと。農業生産法人
農地法では、農地等の権利を取得できる法人は、原則とし

て、農業生産法人の要件を満たすものに限られている。

農業改良助長法に規定される農業者研修教育施設。農業大学校
現在４０道府県が条例に基づき設置しており、高卒レベル

を対象として２年間講義と実習を組み合わせ実践的な研修教
育を行う養成部門、養成部門の卒業者等を対象として高度な
研修教育を行う研究部門及び新規就農者や農業者を対象に経
営の発展段階に対応した多様な研修を行う研修部門がある。

「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に農業法人投資育成会社
基づき、農業法人に対して投資育成事業を行う機関。
ＪＡグループと農林漁業金融公庫の出資により、平成14年

10月に「アグリビジネス投資育成株式会社」の名称で設立さ
れた。
投資育成事業により、農業法人の自己資本充実の促進と経

営発展をサポートしている。

「農業災害補償制度」を参照。ＮＯＳＡＩ

農産物の販売金額（粗収益 。農産物販売金額 ）

農業協同組合法に基づき３人以上の農民が発起人となって農事組合法人
設立される、組合員の農業生産の協業を図りその共同の利益
の増進を目的とする法人。
農事組合法人には、機械・施設等の共同利用施設の設置又

は農作業の共同化を行う法人と、法人自体が耕作等農業経営
を行う法人、これらを両方とも行う法人がある。
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相続や贈与による農地の分散を防止し農業後継者を確保す農地等の相続税・贈与税
る観点から、一定の要件の下で、相続や贈与により農地を取の納税猶予制度
得した場合に相続税や贈与税の納税を猶予する税制上の特例
措置。

ある特定の農業経営が、農地を「所有 「借入 「農作業農地の利用集積面積 」、 」、
受託」により利用している面積。

農用地等の権利移動に直接介入（中間保有・再配分機能）農地保有合理化法人
することにより、農業経営の規模拡大、農地の集団化等を実
施する公的法人。

（ 、①民法34条に基づいて設立された法人 都道府県農業公社
市町村農業公社）②農協③市町村の３類型、４種類の法人が
ある。

農林漁業金融公庫法に基づき、昭和28年に設立された全額農林漁業金融公庫
政府出資の政府系金融機関。
① 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

② 食品の製造、加工又は流通の事業を営む者に対し、食料
の安定供給の確保に必要な長期かつ低利の資金

であって、一般の金融機関が融通することを困難とするもの
を融通することを目的としている。

農林漁業金融公庫が、農林漁業金融公庫法その他の法律に農林公庫資金
基づき、農林漁業施策に即して農林漁業者等に融通を行って
いる２６種類の資金の総称。
貸付原資を国の一般会計からの出資金、財政融資特別会計

、 、からの借入金 農林漁業金融公庫債券の発行等により調達し
国庫からの補給金により調達金利と貸付金利の金利差等に係
る収支差を補てんすることで、長期かつ低利の資金を実現し
ている。

は

。 、フィージビリティ・スタ 実現可能性に関する事前調査のこと 研究開発においては
研究目標の実現可能性に関する事前調査のことをいう。ディ

（feasibility study）

「協同農業普及事業」を参照。普及事業

農産物販売金額が一番多い部門の販売金額が、全販売金額複合経営
の６割未満の経営 （⇒単一経営）。

ま

いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹無料職業紹介
介のこと。
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求

職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること（職業
安定法第４条第１項 。）

や

小さな子供から成人、高齢者を含め誰にでも使いやすい設ユニバーサルデザイン
計のこと。
バリアフリーという概念は、世の中に障害（バリア）があ

、 、ることを前提とし それを取り除くことを意味するのに対し
ユニバーサルデザインははじめから障害（バリア）を作らず
に設計していこうという概念である。

ら
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農業公社等（農地保有合理化法人）が離農跡地や後継者不リース農場
足の農地及び施設を整備し、新規就農者等に一定期間リース
し、譲渡する仕組み。

調査期日の前々年の就業状態区分が「勤務が主な人」で、離職就農者
「 」 。過去１年間の普段の就業状態が 農業が主な人 になった者

（在宅、Ｕターンを問わない ）。

①農業上の利用を目的とする賃借権、②農業上の利用を目利用権の設定
的とする使用貸借による権利又は③農業の経営の委託を受け
ることにより取得される使用及び収益を目的とする権利を設
定（移転を含む）すること。

農業委員会等が、認定農業者等の希望に沿う農地を探した利用調整活動
り、利用権の設定が行われるようにするため、農地の所有者
等との間で利用権の設定等のために行う合意形成活動。

「労働者災害補償保険 （労災保険）と「雇用保険」の総労働保険 」
称 （⇔社会保険）。
個人・法人にかかわらず、原則として従業員を１人でも雇

い入れたときは、強制適用事業所となり、事業主は労働基準
監督署・ハローワークに届出なければならない。
ただし、農業において従業員を雇用する場合の適用は、

① 個人経営は雇用５人未満の場合は任意適用事業所
② 法人経営は１人以上雇用すれば強制適用事業所
となる。

労災保険の保険料は全額事業主が、雇用保険の保険料は事
業主と被保険者（従業員）で負担する。
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「農地制度」関係

あ

農地転用許可制度において、資材置場、駐車場等のために一時転用
農地を一時的に利用する行為。なお、一時転用する場合は、
農地法の許可を要するが、一時的に利用した後、農地へ原状
回復することが転用許可の要件の一つとなっている。

か

可住宅面積に対する可住地面積から耕地面積を差し引いた可住地に占める宅地等率
面積の割合
（可住宅面積－耕地面積）／可住宅面積×１００（％）

総土地面積から林野面積及び湖沼面積を差し引いた面積可住地面積

法律によって地方公共団体の長等の機関を国又は他の地方機関委任事務
公共団体の機関とし、国等から地方公共団体の長等に委任さ
れた事務。平成12年４月の地方分権一括法施行により廃止さ
れた。

、 、既存宅地確認制度 都市計画法に基づき 市街化調整区域内の土地であっても
市街化区域に隣接又は近接し、市街化区域と同一の日常生活
圏を構成する一定規模以上の集落内（おおむね５０戸以上が
連担）にあり、市街化調整区域に設定された時点で既に宅地
となっていること等が確認された土地については、建築許可
を受けずに建築行為が行える制度。なお、平成１２年の都市
計画法改正により、同制度は廃止された。

細分・分散している農用地を、区画、形状等を変更するこ交換分合
となく 交換によって 広く使いやすい農用地にまとめる 集、 、 （
団化する）こと。

農林水産省の統計調査における区分であり、調査日以前１耕作放棄地
年以上作付けせず、今後数年の間に再び耕作するはっきりし
た意思のない土地。

総土地面積に対する耕地面積の割合耕地率
耕地面積／総土地面積×１００（％）

さ

農振整備計画で定める用途の一つであり、採草もしくは家採草放牧地
畜の放牧の目的に供される土地。

都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化区域
市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と
市街化調整区域に区域区分することをいわゆる「線引き」と
いい、線引きされた都市計画区域のうち、既に市街地を形成
している区域及び概ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街
化を図るべき区域。

都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化調整区域
市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と
市街化調整区域に区域区分することをいわゆる「線引き」と
いい、線引きされた都市計画区域のうち、市街化を抑制する
区域。

地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外の自治事務
もの。

農振計画や都市計画等の土地利用計画において、用途ごとゾーニング
に区分して一団の地域又は地区の指定等を行うこと。
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た

人口密度約４，０００人／ｋ㎡以上の国勢調査地区がいくＤＩＤ（人口集中地区）
つか隣接し、あわせて人口５，０００人以上を有する地区

農村出身者が定年退職後に故郷の農村へ戻り，農業に従事定年帰農
すること。また，出身地を問わず，定年退職者が農村に移住
し，農業に従事することをもいう。

引き続き耕作の目的に供されないことが当該農地を含む周特定遊休農地
辺の地域の農業の振興を図る上で著しく支障があると認めら
れる農地。

な

農振法に基づき、今後相当長期にわたり総合的に農業振興を農業振興地域
図るべき地域として都道府県知事が指定する区域。

農振整備計画で定める用途の一つであり、耕作又は養畜の農業用施設用地
業務のために必要な農業用施設（畜舎、たい肥舎、集出荷施
設、農機具収納施設等）の用に供される土地。

田又は畑を他の地目に転換し、作物の栽培が困難となった農地のかい廃
状態の土地。かい廃は、自然災害、人為かい廃（宅地などの
施設用地にするものの他、植林なども含む ）によって生じ。
る。

農振法に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわ農用地区域
たり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農振整備計
画で用途（農地、採草放牧地、農業用施設用地等）を定めて設
定する区域。

は

農林水産省の統計調査における区分であり、調査日以前１不作付地
年以上作付けしなかったが、今後数年の間に再び耕作する意
思のある土地。

法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理する法定受託事務
こととされる事務のうち、国や都道府県が本来果たすべき役
割に係るものであって、国や都道府県においてその適正な処
理を特に確保する必要があるもの。

ま

。 、マスタープラン 基本的な方針として位置付けられる計画 農振整備計画は
農業振興を図るための各種計画のマスタープランとして位置
付けられている。

や

耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的遊休農地
に供されないと見込まれる農地。

集団的に存在する農地や農業生産基盤整備事業の対象とな優良農地
った農地等の良好な営農条件を備えている農地。

ら

総土地面積に対する林野面積の割合林野率
林野面積／総土地面積×１００（％）
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統計関係用語

農家等分類関係

用 語 定 義

農 家 経営耕地面積が10ａ以上の農業を営む世帯または農産物販売

金額が年間15万円以上ある世帯(1990年以降の定義）

販売農家 経営耕地面積30ａ以上または農産物販売金額が年間50万円以

上の農家

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日以上農業に従事している65歳未満の者がいる農家

準主業農家 農外所得が主で、１年間に60日以上農業に従事している65歳

未満の者がいる農家

副業的農家 １年間に60日以上農業に従事している65歳未満の者がいない

農家（主業農家及び準主業農家以外の農家）

専業農家 世帯員のなかに兼業従事者が１人もいない農家

第１種兼業農家 世帯員のなかに兼業従事者が１人以上おり、かつ農業所得の

方が兼業所得よりも多い農家

第２種兼業農家 世帯員のなかに兼業従事者が１人以上おり、かつ兼業所得の

方が農業所得よりも多い農家

自給的農家 経営耕地面積30ａ未満かつ農産物販売金額が年間50万円未満

の農家

農家以外の農業事業体 経営耕地面積が10ａ以上または農産物販売金額が年間15万円

以上の農業を営む世帯（農家）以外の事業体

農業サービス事業体 委託を受けて農作業を行う事業所（農業事業体を除き、専ら

苗の生産及び販売を行う事業所を含む）
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農業労働力関係

用 語 定 義

（農家）世帯員 原則として住居と生計を共にする者

農業従事者 15歳以上の世帯員で年間１日以上農業に従事した者

農業就業人口 自営農業のみに従事した者または自営農業以外の仕事に従事して

いても年間労働日数でみて自営農業の方が多い者

基幹的農業従事者 農業に主として従事した世帯員（農業就業人口）のうち、ふだん

の主な状態が「主に仕事（農業 」である者）

農業専従者 自営農業に従事した日数が年間150日以上である農業従事者

農業地域類型区分

用 語 定 義

農業地域類型区分 地域農業の特性を明らかにするため、地域農業の構造を規定する

基盤的な条件（耕地や林野面積の割合、農地の傾斜度等）に基づき

市町村を区分したもの

区 分 基 準 指 標 （下記のいずれかに該当するもの）

都市的地域 ○ 可住地に占めるＤＩＤ面積が５％以上で、人口密度500人以上

またはＤＩＤ人口２万人以上の旧市区町村または市町村

○ 可住地に占める宅地等率が60％以上で、人口密度500人以上の

旧市区町村または市町村

ただし、林野率80％以上のものは除く

平地農業地域 ○ 耕地率20％以上かつ林野率50％未満の旧市区町村または市町村

ただし、傾斜20分の１以上の田と傾斜８度以上の畑との合計面

積の割合が90％以上のものを除く

○ 耕地率20％以上かつ林野率50％以上で、傾斜20分の１以上の田

と傾斜８度以上の畑の合計面積の割合が10％未満の旧市区町村ま

たは市町村

中間農業地域 ○ 耕地率が20％未満で 「都市的地域」及び「山間農業地域」以、

外の旧市区町村または市町村

○ 耕地率が20％以上で 「都市的地域」及び「平地農業地域」以、

外の旧市区町村または市町村

山間農業地域 ○ 林野率80％以上かつ耕地率10％未満の旧市区町村または市町村

注：1) 決定順位：都市的地域→山間農業地域→平地農業地域・中間農業地域

2) ＤＩＤ（人口集中地区）とは、原則として人口密度が4,000人／㎞ 以上の基本
２

単位区が市区町村内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が5,000人

以上を有する地区をいう。

、 。3) 傾斜は１筆ごとの耕作面の傾斜ではなく 団地としての地形上の主傾斜をいう
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生産費統計関係

労働費：①家族労働費
農畜産物の生産に投下した家族の

労働時間に「毎月勤労統計調査（厚
生労働省 」結果による賃金を乗じ）
た評価額をいう。

②雇用労賃
農畜産物を生産するために雇い入

れ支払った賃金をいう。

物財費：肥料費、農業薬剤費、光熱動力費など
の流動財費及び建物、農機具等の固定
財費の減価償却費をいう。

費用合計：労働費及び物財費の合計をいう。

生産費：費用合計から副産物価額を控除したも
のをいう。

全算入生産費：生産費に支払利子、支払地代、
自作地地代、自己資本利子を加
えた全額算入生産費をいう。

家族労働費 労
働

雇 用 労 賃 費

自己資本利子

全
算
入
生
産
費

生
産
費

費
用
合
計

自 作 地 地 代
支  払  地  代

物
 
財
 
費

（副産物価額を控除）

支  払  利  子



- 23 -

索引

ア サ

圧縮記帳･･････････････････････････9 サービス事業体･････････････････････10
ＥＰＡ（経済連携協定）････････････1 採草放牧地･････････････････････････18
○○１位経営･･････････････････････9 債務保証･･･････････････････････････10
一時転用･････････････････････････18 山間農業地域･･･････････････････････21
一戸一法人････････････････････････9 市街化区域･････････････････････････18
稲作所得基盤確保対策･･････････････9 市街化調整区域･････････････････････18
ＡＭＳ（助成合計量）･･････････････1 自給的農家･････････････････････････20
営農経費節減効果･･････････････････4 自治事務･･･････････････････････････18
営農指導員････････････････････････9 指導農業士･････････････････････････10
エコファーマー････････････････････4 社会保険･･･････････････････････････10
ＮＰＯ････････････････････････････4 就農支援資金･･･････････････････････11
ＦＴＡ（自由貿易協定）････････････1 就農準備校･････････････････････････11
ＯＪＴ研修････････････････････････9 （農業）集落････････････････････････5
オーライ！ニッポン会議････････････4 集落営農･･･････････････････････････11

（中山間地域等直接支払制度）
集落協定････････････････････････････5
主業農家･･･････････････････････････20カ
準主業農家･････････････････････････20

改良普及員････････････････････････9 硝酸性窒素･･････････････････････････5
価格変動対応型支払い（米国）･･････1 女性起業･･･････････････････････････11
化学合成農薬･･････････････････････4 女性の参加目標･････････････････････11
可住地に占める宅地等率･･･････････18 新規学卒就農者･････････････････････11
可住地面積･･･････････････････････18 新規参入者（農業）･････････････････11
家族経営協定･･････････････････････9 新規就業者（農業）･････････････････11
カバークロップ････････････････････4 新規就農者･････････････････････････11
干害防止効果･･････････････････････4 新規就農青年･･･････････････････････11
環境創造型事業････････････････････4 新規就農相談センター･･･････････････11
環境保全型農業････････････････････4 スイス方式･･････････････････････････1
慣行農法･･････････････････････････4 水田整備率･･････････････････････････5
関税割当て（制度）････････････････1 水田の汎用化････････････････････････5
機関委任事務･････････････････････18 スーパーＬ資金･････････････････････11
機関保証･･････････････････････････9 生産費･････････････････････････････22
基幹的農業従事者･････････････････21 生前一括贈与･･･････････････････････12
既存宅地確認制度･････････････････18 青年農業者等育成センター･･･････････12
基本構想 性フェロモン････････････････････････5
（農業経営基盤強化促進基本構想）･･9 生物多様性･･････････････････････････5
基本方針 （農業）世帯員･････････････････････21
（農業経営基盤強化促進基本方針）･･9 施肥基準････････････････････････････5
ＣＡＰ（共通農業政策）････････････1 専業農家･･･････････････････････････20
協業経営･････････････････････････10 全算入生産費･･･････････････････････22
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協同農業普及事業･････････････････10 総合農協･･･････････････････････････12
グラウンドワーク･･････････････････4 ゾーニング･････････････････････････18
経営改善支援センター･････････････10 損金算入･･･････････････････････････12
経営耕地面積･････････････････････10
畦畔･･････････････････････････････4

タ減価償却費の割増計上･････････････10
兼業従事者･･･････････････････････10
（農地の）権利設定･･･････････････10 第１種兼業農家･････････････････････20
交換分合･････････････････････････18 大豆交付金･･････････････････････････1
耕作放棄地･･･････････････････････18 大豆作経営安定対策･･････････････････2
構造改革特区制度･････････････････10 第２種兼業農家･････････････････････20
耕地率･･･････････････････････････18 抱合せ･･････････････････････････････2
耕地利用率････････････････････････4 棚田････････････････････････････････5
効率的かつ安定的な農業経営･･･････10 ＷＴＯ農業交渉･･････････････････････2
国内支持･･････････････････････････1 （農業の有する）多面的機能･･････････5
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単一経営･････････････････････････12 農業所得･･･････････････････････････15
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地域用水機能･･････････････････････6 農業用施設用地･････････････････････19
中間農業地域･････････････････････21 農業用使用済プラスチック････････････6
中山間地域等直接支払制度･････････12 ＮＯＳＡＩ･････････････････････････15
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直接支払い････････････････････････6 農事組合法人･･･････････････････････15
地力増進基本方針･･････････････････6 農村コミュニティ････････････････････7
定年帰農･････････････････････････19 農地、耕地･･････････････････････････6
デミニミス････････････････････････2 農地等の相続税・贈与税の
田園環境整備マスタープラン････････6 納税猶予制度･･･････････････････････16
糖価調整制度（調整金制度）････････2 農地のかい廃･･･････････････････････19
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特定遊休農地･････････････････････19 農用地区域･････････････････････････19
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都市的地域･･･････････････････････21 農林公庫資金･･･････････････････････16
土地改良区････････････････････････6
土地持ち非農家･･･････････････････13

ハ都道府県農業会議･････････････････13

バイオマス･･････････････････････････7

バイオマス・ニッポン総合戦略････････7ナ
麦作経営安定資金････････････････････2
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認定農業者･･･････････････････････13 フィージビリティ・スタディ･････････16
年金・被贈等の収入･･･････････････13 夫役････････････････････････････････7
農家･････････････････････････････20 フェロモントラップ･･････････････････7
農家以外の農業事業体･････････････20 普及事業･･･････････････････････････16
農家所得･････････････････････････13 副業的農家･････････････････････････20
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農業災害補償制度･････････････････15 モニタリング････････････････････････7
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ヤ

ＵＲ方式･･････････････････････････3
有機ＪＡＳ認証制度････････････････7
遊休農地･････････････････････････19
優良農地･････････････････････････19
ユニバーサルデザイン･････････････16

ラ

リース農場･･･････････････････････17
離職就農者･･･････････････････････17
利用権の設定･････････････････････17
利用調整活動･････････････････････17
輪作･･････････････････････････････8
林野率･･･････････････････････････19
ＲＤＢ（レッドデータブック）･･････8
労働費･･･････････････････････････22
労働保険･････････････････････････17


