
（参考資料）

現行施策の仕組みと現状、その評価と課題
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１「国内農業生産を基本とした食料の安定供給の確保」関係

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

国民に対する ○現行農業基本法には、食料政策に係る記述は ○農産物備蓄の状況 ○食料は国民生活にとって最も基礎 ○食料の安定的な供給に向けた取組み
食料の供給 ない。 ・米：150万ﾄﾝを基本として一定の幅 的な物資であり、その安定的な供 を強化する。

をもって運用 給は極めて重要である。
○米、小麦、飼料穀物、食品用大豆について備 ・食糧用小麦：年間外麦需要の約2.6

蓄が行われている。 か月分 ○我が国の食料自給率は諸外国と比 ○国内農業生産を基本とした食料供給
べて非常に低い水準にあり、これ を実現する 食料自給率の取扱い（ ）。

○食料自給率については 「主要農産物の需要 ○世界の食料需給は、短期的には価格変 以上輸入依存度を高めることは我、
と生産の長期見通し （７年12月策定）の参 動の不安定さが増すとともに、中長期 が国の食料供給構造を危ういもの」
考として長期的な見通しを示している。 的にはひっ迫する可能性がある。 とする。

○国民の食生活の変化等により、我が国 ○我が国は、国土資源の制約も厳し ○安定的な輸入の確保と適切な備蓄を
の食料自給率は大幅に低下（40年73％ く、国内農業生産のみに頼った食 実施する。
→８年42％ 。この結果、主要先進国 料供給体制を構築するのは極めて）
の中でも最低の水準となっている。 困難である。

○不測の事態が発生した場合の対応 ○不測の事態が発生した場合の対応策
は政策課題としては認識されつつ を構築する。
も 対応策の具体化は十分でない、 。

農業生産対策 ○17年度を目標とした「農産物の需要と生産の ○単なる生産の「見通し」のため、 ○国内農業生産の維持・増大のため、
長期見通し （７年12月策定）においては、 生産拡大に向けた取組みを推進し 主要品目ごとの取組課題の明確化と」
我が国農業の持てる力の最大限の発揮による ていくための指針として十分でな 課題解決に向けた取組みを強化す
農業生産の向かう方向を意欲的に示してい い。 る。
る。

(1) 米 ○潜在的な生産力が需要を大幅に上回る状況の ・生産調整対策の実施状況（10年度） ○潜在的な生産力が需要を大きく上 ○需給動向を踏まえた米生産、市場の
下、生産調整対策を実施している。 対象水田面積 実施面積 実施率 回る状況となっている。 評価を重視した米づくりを実現す

960千ha 954千ha 99％ る。
○多様化する消費者、食品産業のニーズに対応 ・米の規模別生産コスト（費用合計） ○大規模層のシェア拡大や作業受委 ○担い手の規模拡大、生産組織等を育

し、生産コストの低減、地域条件に即した特 農家平均 136千円/10a（100） 託の拡大等が十分でない。 成する。
色ある稲作の展開を推進するとともに、担い 協業経営体 107 （ 79） ○流通の合理化、ニーズの多様化等 ○物流の合理化、広域的出荷体制を整
手への生産の集積を推進している。 全作業受託組織 94 （ 69） に対する産地の対応が十分でない 備する。。

・米のばら流通比率 18％（８年産）

(2) 麦 ○合理的な作付体系の確立、品質向上、乾燥調 ○作付面積、生産量とも元年に比べ大幅 ○品種選択・品質面において、需要 ○需要にマッチした麦作りを実現す
製施設の整備等を推進している。 に減少している。 にマッチした生産が十分でない。 る。

元年 ９年
○「作物育種推進基本計画」に基づき優良品種 ・作付面積 397 → 215千ha 46％減 ○育種過程で、生産者・食品産業の ○ニーズを反映した品種の育成・普及（ ）
の育成を推進している。 ・生 産 量 1,356 → 766千ﾄﾝ 44％減 要望を反映させる機会が十分でな を推進する。（ ）

い。
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項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

(3) 大豆 ○生産性・品質の向上、担い手の育成、団地化 ○国産大豆はほぼ全量が食品用として利 ○食品産業等の間に供給ロット、価 ○生産の安定化、低コスト化等による
・組織化、乾燥調製施設の整備等を推進して 用されている（国産大豆の自給率： 格面等での不満がある一方で、輸 売れる大豆作りを実現する。
いる。 ３％、食品用では14％ 。 入大豆との競争が激化している。）

○大豆の再生産を確保するための交付金制度を ○日本向けに開発された食品用輸入大豆 ○市場評価が生産者手取りに反映し ○市場評価が的確に反映されるよう交
実施している。 が増加している。 づらい。 付金制度を改善する。

(4) 畜産物 ○酪農・肉用牛については、酪農及び肉用牛生 ○国産の生産量は増加 ○消費者ニーズの多様化、外国産と ○国産品の持つ優位性を確保し、多様
・飼料作物 産の振興に関する法律に基づき、近代化を図 40年度 → ８年度（ :ﾄﾝ） の競合が激化している。 な消費者・食品産業のニーズに応じ単位

るための基本方針を策定し、需要の動向に即 生乳 327万１千 865万８千 2.6倍 た高品質、安全で特色ある畜産物の（ ）
して計画的に振興を実施している。 牛肉 19万６千 54万７千 2.8倍 生産を推進する。（ ）

豚肉 43万１千 126万３千 2.9倍（ ）
○大家畜経営における飼料生産コストを低減す ○自給率（重量ベース）は大幅に低下 ○経営規模の拡大の中で、労働時間 ○飼養管理技術の改善・高位平準化、

るため 草地の造成・整備 優良品種の普及 40年度 →８年度 が増加し、生産コストの低減と併 産肉、産乳量等の能力向上等による、 、 、
飼料生産技術の高位平準化、飼料生産の組織 牛乳・乳製品 86％ 72％ せて労働時間の削減が求められて 安定的な生産・経営管理体制を整備
化・外部化等を推進している。 牛肉 95％ 39％ いる。 する。

豚肉 100％ 59％
○家畜の改良増殖は、牛、豚については家畜改 ○飼料自給率は低下 ○大家畜経営における飼料自給率は ○飼料基盤の強化、飼料の生産性の向、

良増殖法に基づく「家畜改良増殖目標 、鶏 40年度 → ８年度 乾牧草の自給割合及び稲わら・野 上、土地条件等に応じた放牧技術の」
についてはこれに準じて 鶏の改良増殖目標 酪農 59％ 36％ 草利用の減少等により低下傾向で 活用により飼料自給率の向上を図「 」
を策定し 計画的かつ組織的に実施している 肉用牛（繁殖） 92％ 56％ 推移している。 る。、 。

(5) 果樹 ○果樹農業振興特別措置法のもと、果樹農業の ・栽培面積、生産量が２年産に比べ減少 ○省力・低コスト化による消費者ニ ○高品質な国産果実の優位性を活かし
振興を図るための基本方針を策定し、計画的 ２年産 ８年産 ーズに対応した品質本位の生産が た省力・低コスト生産を推進する。
に果樹農業の振興措置を実施している。 栽培面積 346千ha → 308千ha 求められている。

生産量 4,895千ﾄﾝ → 3,892千ﾄﾝ

(6) 野菜 ○多様なニーズに対応し得る国産野菜の生産出 ○作付面積はこの10年間で約10万ha減少 ○ニーズの多様化、輸入野菜との競 ○輸入野菜に対抗し得る高鮮度、高品
荷体制の強化のため、機械化の促進等を推進 （60年622千ha→８年524千ha） 合が激化している。 質 低コストな野菜生産を推進する、 。
している。 ○生鮮野菜等の輸入が増加し、自給率が

低下（60年95％→８年86％）

(7) 花き ○高品質 低コストで生産する産地体制の整備 ・作付面積、生産額とも増加 ○ニーズの多様化、生活需要の増加 ○鮮度、色彩、草姿に優れた多種多様、 、
花と緑の普及啓発活動を推進している。 ２年 ８年 に対応した生産が求められている な生産を推進する。。

作付面積 45.7 → 47.6千ha
生産額 5,573 → 6,265億円

食料及び農業 ○食料・農業分野における国際協力は、開発途 ○世界食料サミット（８年11月）におい ○経済力や国際的地位に応じた積極 ○ODA大綱等における食料・農業分野
に関する国際 上国の経済発展、栄養不足状態の改善を図る て、栄養不足人口の半減等を宣言 的かつ主体的な国際貢献を果たす の国際貢献の重要性の位置付けを明
協力 上で重要な役割を果たしており、現在まで、 ○世界の食料・農業分野のODA実績は伸 ことが求められている。 確化する。

技術協力、資金協力、食糧援助等の面で積極 び悩む傾向。また、食料援助実績も近 ○技術協力、資金協力を強化・充実す
的に対応している。 年ピーク時の約半分 る。

○食糧支援の適切な活用を図る。
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２「消費者の視点を重視した食料政策の構築」関係

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

食生活における安全
性、表示・規格制度

食生活に ○生産段階においては農薬、肥料、飼料等の製 ○農薬残留に関する安全使用基準 ○O157食中毒事故等による食品の安 ○食生活における安全性と健康等を確
おける安 造、販売、使用に対する基準の制定、指導等 ：128農薬 全性について不安感が存在してい 保する。
全性 を実施している。 肥料の成分規格の設定 る。

○ＰＬ法を制定した（7年7月1日施行 。）
○「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨 ○消費者、国民の食品の安全性の確

時措置法」を制定した（10年7月1日 。 保に対する関心が極めて高い。）
○卸売市場、食肉センター等の施設の整備を推

進している。 ○食生活と健康との関連についての
○表示・品質等に関するモニタリング・指導を 国民の関心が高まっている。

実施している。
○日本型食生活の維持・定着のための啓発普及 ○近年脂質摂取過多の傾向になり、

を推進している。 栄養バランスの崩れ、生活習慣病
の増加等が懸念されている。

表示・規 ○JAS法に基づく食品の規格・品質表示基準施 ○品質表示基準：64基準 ○消費者ニーズの多様化等を踏まえ ○食品の表示・規格制度を改善・強化、
格制度 策を推進している。 ○原産地表示対象青果物：９品目 消費者による的確な商品選択のた する。

○JAS規格：354規格 め、食品表示の充実が求められて
いる。

○規格の適合性評価の効率化が求め
られている。

食品産業・食
品流通

食品産業 ○国産農産物の利用拡大と食品産業の競争力強 ○国産農産物の1/3が食品産業仕向 ○価格や出荷数量が安定しない等食 ○食品産業と農業の連携を強化する。
化を目指し、生産から加工・流通・消費に至 品産業向けの国内農産物の供給体
るフードシステムの全体としての高度化を支 制が十分でない。
援している。

○中小企業に対しては 「中小企業近代化促進 ○農林水産省所管の対象業種：小麦粉製 ○我が国の食品製造業は、中小企業 ○食品産業の経営体質を強化する。、
法」等に基づく支援措置を実施している。 造業、しょうゆ製造業等 比率が高いこと等から、その経営

基盤が比較的脆弱である。
○特定農産加工業者等に対し 「特定農産加工 ○対象：かんきつ果汁 非かんきつ果汁、 、 、

業経営改善臨時措置法」に基づいて、金融・ 米・麦加工品、甘しょ・馬鈴しょでん
税制上の措置を講じている。 粉等の製造業
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項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

食品産業 ○先端技術の開発導入等の技術開発や技術水準 ○売上高に対する研究費の割合
の向上のための支援を実施している。 全製造業 ：3.4％

食品製造業：1.0％
○「容器包装リサイクル法」により、大企業と ○容器包装が家庭から出る一般廃棄物に ○「容器包装リサイクル法」への対 ○環境問題に継続的に対応する。

ガラスびん・ペットボトルを対象に再資源化 占める割合：約６割（容積比） 応、食品産業の全体的な廃棄物の
を推進している。 発生抑制及びリサイクルの推進が

○食品産業の有機性廃棄物 1,700万ｔ 求められている。

卸売市場 ○卸売市場を整備することにより、効率的な流 ○供給面、需要面の大型化等の変化 ○卸売市場の機能・体制を改善・強化
等 通と公正な価格形成の確保を図っている。 の中で、取引面などでの運営の改 する。

○第６次卸売市場整備基本方針に基づき、施設 善が求められている。
の計画的整備、取引方法の多様化、情報化、 ○青果・水産の卸売市場経由率は漸
市場関係者の経営体質の強化等を推進してい 減傾向で、市場関係者の経営状況
る。 は厳しい状況であることから、販

売力の強化等が求められている。

○「食品流通構造改善促進法」に基づき、食品 ○規制緩和の推進や消費生活の変化等に ○担い手の脆弱化が進行している。 ○食品流通業の効率化と活性化を図
に係る流通構造合理化と流通機能の高度化等 より 大型店がシェアを拡大する一方 る。、 、
を推進している。 食品小売店舗等が減少 ○食品小売店につき魅力ある品揃え、

食品小売店舗の推移 仕入れ機能の高度化、消費者サー
○食品の流通部門の構造改善を図るための基本 ６年 ９年 ビスの充実等が求められている。

方針を策定した（９年５月 。 569千店→526千店（▲7.5））
○総合物流施策大綱を策定した（９年４月 。）
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３「農地・水等の生産基盤の確保・整備」関係

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

農 地

優良農地の ○農地確保については、 ○農地面積の減少 ○農地は、一旦失われると回復に非 ○優良農地の確保とスプロール的かい
確保・有効 ①農地法による一件ごとの農地転用規制 39年 609万ha 常な困難を伴う基礎的な生産基盤 廃を防止する。
利用と耕作 ②農振法による、農用地等として利用すべき 10年 491万ha である。
放棄の解消 区域を農用地区域として設定する制度 （うち農用地区域内農地438万ha(9年)）

の両者が相補って優良農地の確保を図る制度 ○農地面積の減少、耕地利用率の低
となっている。 ○耕地利用率の低下 下等が進んでいる。

36年 133％
○農振法では、都道府県が基本方針を作成し、 ９年 96％ ○農地のスプロール的かい廃により ○優良農地の確保のための基本方針を、

これに基づき市町村が農業振興地域整備計画 農地の農業上の利用に不都合が生 明示する。
を策定する制度となっている。 じている場合も見られる。

○農村地域の活性化の観点から、非農業的土地 ○非農業的土地需要の誘導 ○農業的利用と非農業的利用の整序 ○制度の明確化・透明化、各種非農業
需要との計画的誘導を図るため、通達に基づ 農村活性化土地利用構想 338市町村 の視点に立った計画的な土地利用 的土地利用計画との適切な調整を図
き、農村活性化土地利用構想、農業集落地域 農業集落地域土地利用構想 28市町村 が求められている。 る。
土地利用構想などが策定されている。 ( ) (9 3 )注 農林水産省調べ 年 月

○農地の遊休化防止・耕作放棄解消のための現 ○耕作放棄地の増大 ○耕作放棄地の増大に歯止めをかけ ○耕作放棄防止対策を強化する。
行制度 60年 9.3万ha ることは、農地政策の中で特に重
①遊休農地に関する措置（指導、勧告等によ ２年 15.2万ha 要な課題である。
り遊休農地の農業上の利用の増進を図る制 ７年 16.2万ha
度）

②特定利用権制度（非耕作農地につき、住民
等の共同利用に供するための利用権を設定
する制度）

農地流動化 ○経営規模の拡大により、農業経営の発展を図 ○規模拡大の現状 ○法的制度の枠組みは、これまでほ ○市町村がリーダーシップをとった農（農家一戸当たりの平均経営規模）
の推進 るため、農地の流動化を推進している。 35年 → ７年 ぼ体系的に整備されており、地域 地流動化に向けた取組みを推進す

北海道 3.54ha 12.64ha (3.6倍) における制度の運用の見直し等を る。
○売買による流動化には、多くを期待できない 都府県 0.77ha 0.92ha (1.2倍) 通じた、現行制度の効果的な活用

ことから、貸借による流動化に重点を移して が求められている。(注)農林水産省「農林業センサス 「農業構造動態調査」」
法的枠組みが整備されている。
①市町村段階における農地の利用調整活動 ○担い手への農地の利用集積 ○農地の権利移動許可要件となって ○農地の流動化促進の観点から、関連
②農用地利用集積計画、農地保有合理化事業 ７年 → 10年 いる下限面積や小作料定額金納制 制度を見直す。
等による担い手への農地の利用集積 169万ha 196万ha 等が地域によっては流動化の速度

③農協等による農作業受託の促進 所有 131万ha 所有 145万ha を鈍らせている面もある。
④農業委員会等を中心とする農地の掘り起こ 借入 27万ha 借入 35万ha
し活動 10万ha 15万ha作業受託 作業受託

(注)農林水産省調べ
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項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

農業生産基盤 ○第４次土地改良長期計画に基づき、生産基盤 ・農業水利資産の価値 22兆円（７年） ○生産性向上を図る上で、基盤整備 ○地域の条件に即した生産基盤の整備
の整備 の整備を実施している。 ・農業水利施設の公共・公益的機能（洪 の充実が求められている。 を推進する（平場地域でのかんがい

水防止・地下水かん養等）の試算 排水施設の適時適切な整備・更新、
・かんがい排水事業、農業用水再編対策事業 4.5兆円 ○施設機能の低下・劣化が懸念され 大区画ほ場整備の推進や中山間地域
による地区ごとのかんがい排水施設の整 ・農業用水の河川取水量 約600億ｍ ており、施設毎に計画的・機動的 における市町村の広域連携、地域の3

備、農業用水の有効利用等を実施 に整備することが求められている 実情に即した事業の推進 。（ 、 ）約６割が河川に還元 約２割が地下水涵養 。 ）
・農業用排水施設の非農業的利用

49年 ８年 ○農業用水の効率的な利用や水循環 ○環境保全等に配慮した事業展開を図
（有り） 13％ 43％ 機能の活用が求められている。 る。
（無し） 87％ 57％

・ほ場整備事業、土地改良総合整備事業等の ・水田の整備率 ３%(40年)→55%(９年)
推進により、ほ場整備、担い手への農地集 ・水田の大区画ほ場整備率
積等による水田整備の実施 （１ha程度以上） ４％（９年）

・畑地帯総合整備事業等によるかんがい施設 ・畑地のかんがい率 17％（９年）
と農道の整備等

○土地改良施設の管理について、管理費は基本 ○都市化・混住化の進展の中で、施 ○基幹水利施設に係る適切な公的管理
的に農業者が負担している。 設の維持管理が困難となっている の実施等の土地改良施設の管理体制。

を改善する。
○土地改良区（９年） ○土地改良施設について、生産基盤

組織数 7,414団体 としての機能に加えて、国土・環
（約半数の3500地区は100ha以下） 境保全等の公益的機能に対する評
組合員数 447万人 価が高まっている。
管理総面積 310万ha

○土地改良区の事業運営基盤の強化 ○土地改良区の統合整備と活性化を図
が求められている。 る。

○混住化・過疎化・高齢化の進行や ○土地改良制度を総合的に見直す。
兼業化の進展など土地改良制度を
取り巻く社会経済情勢が大きく変
化している。
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４「担い手の確保・育成」関係

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

担い手 ○新規就農の促進、法人化の推進等の諸施策が （基幹的農業従事者数の推移・推計） ○担い手の減少・高齢化が進展して ○幅広く担い手を確保する。
展開されている。 55年 ７年 22年 いる。

413万人→ 256万人→ 147万人
（上記のうち65歳以上の占めるシェア）

17％ → 40％ → 50％

新規就農の促 ○新規就農者に対する主な支援措置 ○新規青年就農者数の推移（39歳以下） ○新規青年就農者数は増加傾向にあ ○新規就農者の多様化に応じ、新規
進 ・就農準備校、農業大学校等による技術習得 4.9千人（４年）→9.7千人（９年） るが十分な水準ではない。 就農への支援策を強化する。

・就農支援資金、経営開始資金の融資等 ○新規就農者の多様化（４年→９年）
・リース農場、農地保有合理化事業等による農 ・新規学卒就農者 1.7→ 2.2千人 ○新規学卒就農者、Ｕターン者、農
地等の確保 ・離職就農者（Ｕターン者） 外からの就農者、中高齢者など新

・新規就農ガイドセンター等による就農に関す 39歳以下 3.2 → 7.5 千人 規就農者の多様化が進展しており、
る情報提供、合同就職説明会の開催 40～49歳 1.9 → 7.4 千人 施策面の対応が求められている。

50～64歳 11.6 → 24.7 千人
・農家子弟以外の就農者 ○新規就農を促進する上で、農地や ○法人等への就農を促進する。

126人 → 353人 資本のない人にも就農の途を提供
○周年型雇用（常雇）の増加 することが肝要である。

２年 ７年
農家 19千人 → 43千人
農家以外の農業事業体 42千人 → 49千人

経営継承の円 ○各種リース事業と農地保有合理化事業を活用 ○農地保有合理化事業による農地の買入 ○農家等の後継者不足が深刻化する ○スムーズな経営継承への条件づく
滑化 し、離農農家等の跡地を一時的に公社等が保 面積： 中で、離農農家等の農地・施設等 りを推進する。

有し、新規就農者等へリースしている。 ５年度 ９年度 の資産の円滑な経営継承が求めら
5,270ha → 10,130ha れている。

農業教育への ○道府県農業大学校において、農業高校生等を ○緑の学園参加人数 ○農業高校の卒業生のうち、就農す ○農業を学習する若者への支援策を
支援 対象に農業の実務実習を行う「緑の学園」を ３年度 ８年度 るのはごく一部であり、就農意欲 推進する。

実施している。 6,202人 → 8,300人 の喚起が求められている。

学校によっては、農業体験学習を実施し ○農業体験学習の実施割合（９年度） ○児童・生徒の農業への関心の醸成 ○農業体験学習等を通じた、子供の
ていないところもある。 小学校：74.3％ 中学校：30.2％ が求められている。 時から農業に親しむ環境づくりを

※都道府県庁所在地の学校へのｱﾝｹｰﾄ 推進する。
結果

多様な担い手 ○効率的かつ安定的な担い手を主体として農業 ○地域の実情に即し、 ○担い手の減少・高齢化が進む中で ○担い手不足が深刻な地域等におい、
の確保 経営の発展を図ることが基本的な考え方であ ①集落単位で営農する体制の構築 これまでの担い手だけでは農地等 て多様な担い手を確保する。

る。 ②市町村・農協等の参画による農業生 の有効利用が確保し得ず、継続的
産活動の継続等の取組み な営農を確保し得る多様な担い手
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項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

多様な担い手 ③大規模な農作業受託の展開 の確保が求められている。
の確保 等により、実績をあげている事例が見

られる。

農業経営の法 ＜法人化のメリット＞ ○法人農家の数とシェア（７年） ○多様な担い手の確保・育成等によ ○法人化促進のための対策を一層の
人化 ・経営管理能力の向上 法人農家計 4,536戸（0.17％） る農業経営の発展を期する上で、 拡充を図る。

・雇用者の福祉の向上 （一戸一法人に限る ） 法人経営が有する機能を活用する。
・経営の大規模化・多角化の促進 ことが有効である。
・地域における安定的な担い手の創出 ○経営耕地面積に占める農家以外の農業
・円滑な事業継承 事業体のシェアの推移

＜法人化の支援策（主なもの）＞ 8.2万ha(1.8％)（２年）
・相談窓口の設置等 →8.8万ha(2.１％)（７年）

・県公社からの農用地等の現物出資

農業生産法人 ＜農業生産法人制度＞ ○農業生産法人数の推移 ○農業生産法人の諸要件が、経営ノ ○農業生産法人の要件を見直し、よ
制度と株式会 農地を取得して農業が営める法人は、以下 55年 3,179法人 ウハウの充実、優秀な人材の確保 り一層自由な経営展開を可能にす
社形態の導入 を満たしたもの（農業生産法人）のみ ５年 3,858法人 等による経営展開を妨げている面 る。

①行い得る事業は農業・関連事業等のみ ９年 4,925法人 がある。
②農業関係者以外の構成員は、議決権の1/4
以下で、産直契約を結んだ個人等のみ ○農業生産法人の法人形態としては、有 ○株式会社一般に農地の権利を取得

③役員の過半数が、主として農作業に従事し 限会社形態が大勢を占めており また した農業経営を認める場合には、、 、
ていることが必要 近年増加しているのも有限会社であ 以下の懸念がある。

④法人形態は、農事組合法人、合名・合資会 る。 ①農地の投機的取得
社、有限会社に限定（株式会社形態をとる ②周辺の家族農業経営、地域社会
ことは認められていない） ・法人形態別農業生産法人数（９年） における水管理・土地利用への

農事組合法人 1,379法人 混乱
合名・合資会社 22法人
有限会社 3,524法人 ○他方、現行制度では、次のような ○地域に根ざした農業者の共同体で
計 4,925法人 地域に根ざした農業者の共同体で ある農業生産法人の基本的性格を

あっても、株式会社であることを 堅持しつつ、担い手の経営形態の
○農地を利用しない中小家畜や花き栽培 もって農地取得を認められていな 選択肢を拡充する（株式会社形態
部門においては、株式会社形態による い。 の導入の問題 。）
農業経営も行われている。 ①現在の農業生産法人の株式会社

化
・業種別農業法人数 注 かっこ内は ②畜産部門等で農業経営を行う株（ ）（ 、
そのうち株式会社形態をとるもの） 式会社による農地取得
法人計 4,986(951(19％)) ③現在の農業者による株式会社形
（ 花き栽培 357(103(29％))） 態の農業経営うち

（ 畜産 2,726(632(23％))）うち

（注）一戸一法人を除く。
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項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

農村女性の地位 社会制度上女性を排除するものはないが、 ・農業団体における女性の占める割合 ○女性が農業・農村において果たし ○地域の方針決定機関等への女性の
の向上 地域社会に残る古い因習、固定的役割分担 ４年 ８年 ている役割に比して、地域社会へ 参画に対する支援を充実する。

意識等や、世帯の代表は一人という考え方 農協個人正組合員 12.6％ 13.3％ の参画は十分でない。
から、結果的に女性が排除されている。 農協役員 0.1％ 0.2％

農業委員 0.2％ 0.6％

○普及組織を中心に、女性の起業活動を支援す ・女性の起業活動への取組事例 ○女性の農業関連起業活動は年々活 ○女性の農業関連起業活動の促進を
るための経営管理、マーケティングに関する 4,040事例（９年） 発化しているが、その規模は零細 図るための支援策を充実する。
情報提供を実施している。 うち約６割が販売金額300万円未満 である。（ ）

○普及組織を中心に、家族経営協定の締結を推 ・家族経営協定を結んでいる農家数 ○経営内での女性の位置づけが曖昧 ○女性の能力開発・経営参画への支
進するとともに、技術研修の実施、農作業労 9,946戸（10年） である農家が多い。 援策を充実する。
働の快適化に対する支援を実施している。

・農林漁業者の女性の平均労働時間は ○農作業、家事、育児、高齢者介護
男性の1.24倍 等による女性の過重労働は根本的

には改善されていない。

○ふるさと情報センターによる農村情報の発 ・農村、農業を若い女性が敬遠すると考 ○農山漁村・農林漁業に関して、古 ○都市住民への農山漁村・農林漁業
信、グリーンツーリズムの推進等を実施して える主な理由： いイメージが依然として強く、こ に関する情報の発信、農山漁村の
いる。 因習・慣習が煩わしい／近所の目が れが農山漁村の配偶者問題の深刻 青年と都市の女性の交流を促進す

煩わしい／農業は魅力がない 等 化の一因となっている。 る。
・農業・農村生活の体験希望者：50％
（都内大学の女子大生に対する調査） ○都市住民の自然志向が強くなり、
（注）農林水産省「農村女性等に関する省内検討プロジェクトチーム」調べ 農山漁村・農林漁業の魅力を若い

（１０年） 女性に伝えやすい状況にある。

高齢農業者の役 ○農業改良資金における高齢者の生きがい活動 ・農家人口等に占める高齢者の割合 ○今後とも全国平均に比べて高齢化 ○高齢者の役割の明確化と農業関連
割 への支援を実施している。 （９年） が先行していくと見込まれる農村 活動を促進する。

農家人口 26.2％ において、農業生産面、地域社会
○農山漁村高齢者ビジョン実践推進事業による 農業就業人口 47.6％ 面において重要な役割を担ってい ○高齢者の活動・生活に配慮した安
基本方針の作成や活動条件の整備を推進して 基幹的農業従事者 42.5％ る高齢者を支援していくことが求 心して暮らしやすい農村社会の構
いる。 ・農村高齢者が果たしている役割 められている。 築を推進する。

地域の農業のリーダーとして活動 55.8％

○高齢者に配慮した生活環境の整備を推進して 経験を生かしたアドバイス 50.4％

いる。 集落の恒例行事の計画・推進 64.6％

○介護保険制度の施行による高齢者介護に関す ○農村部では 高齢者の介護は家族 嫁 ○老人の介護等が農家経営の大きな ○農村における高齢者福祉対策を充、 （ ）
るサービス推進体制の整備等を推進してい が行うべきとの意識が強い。 負担となっている。 実する。
る。
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５「農業経営の安定と発展」関係

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

農産物価格制 ○価格政策により農産物の価格の安定を図るこ ○価格政策の抑制的な運用が図られてき ○需給事情や消費者のニーズが生産 ○市場メカニズムを重視した価格形成
度等 とを通じて、農業経営と消費者家計の安定を たが、国土条件の制約や円高等もあっ 者に伝わりにくく、経営感覚の醸 の実現を図る。

図っている。 て内外価格差が存在 成を妨げている。
・食料品の内外価格比（東京＝100）
食料品全体：ＮＹ87、ﾛﾝﾄﾞﾝ92、ﾊﾟﾘ85 ○内外価格差の拡大の一因となって ○価格政策の見直しに伴う価格の大幅
米 ：ＮＹ46、ﾛﾝﾄﾞﾝ97、ﾊﾟﾘ117 おり、国産農産物の需要減少をも 低落等が担い手の経営に大きな影響

食パン：ＮＹ111、ﾛﾝﾄﾞﾝ56、ﾊﾟﾘ114 たらしている。 を及ぼさないよう、経営安定措置を
豚 肉：ＮＹ117、ﾛﾝﾄﾞﾝ129、ﾊﾟﾘ75 導入する。
砂 糖：ＮＹ93、ﾛﾝﾄﾞﾝ75、ﾊﾟﾘ74

米 ○食糧法に基づく生産調整、備蓄、計画流通等 ○「新たな米政策大綱 （９年11月）に ○米流通の主体をなす自主流通米に ○自主流通米取引への市場実勢を一層」
による需給・価格の安定を図っている。 基づき、生産調整対策、稲作経営安定 つき、需給実勢をより的確に価格 反映させる。

対策、計画流通制度の運営改善等を総 に反映することが求められている。
合的に推進

（需給実勢を反映した価格形成） ○稲作経営安定対策につき、生産者 ○稲作経営安定対策の定着・見直し
○自主流通米価格形成センターにおいて の意向等を反映した見直しが求め
値幅制限方式に代わる新たな入札ｼｽﾃﾑ られている。
導入等（10年産～）

（稲作経営安定対策の概要） ○米生産につき、需給動向を踏まえ ○需給動向を踏まえた米生産の推進を
○生産調整のメリット措置として、生産 生産者・生産者団体が、主体的に 図る。
者の拠出と政府の助成により造成した 推進していくことが求められてい
資金から、自主流通米の価格下落の一 る。
定割合を補てん

麦 ○制度的には自由な民間流通を前提としつつ、 ○大幅な売買逆ざやのため、大宗が政府 ○食品産業等のニーズが生産者に的 ○自由な民間流通に委ね、生産者と食
生産者の申し込みに応じて政府が無制限に買 を経由して流通 確に伝わらず、需要に即した生産 品産業が品質評価を反映して直接取
い入れることにより、生産者の販路の確保と を妨げている。 引する仕組みを導入する。
最低価格を保証している。 ○政府買入価格は主産地の生産費を基礎 ○生産者の経営安定措置を導入する。

に算定

大豆 ＜大豆交付金制度＞ ○生産が不安定なため、交付金の交付実 ○生産者手取りが銘柄区分内では均 ○市場評価が生産者手取に的確に反映
○再生産を確保することを旨として定められる 績も大きく変動 一化されるため、生産性・品質向 されるよう 交付金制度を改善する、 。

基準価格と入札による販売価格との差額を国 上インセンティブが働きにくい。
庫交付金として交付 ○交付金制度によらない 自主流通大豆「 」

及び自家消費分が６割程度
○基準価格には、銘柄区分・等級による格差を

設定

砂糖・甘味 ＜糖価安定制度＞ ○加糖調製品との価格差が砂糖需要 ○価格競争力の回復に向けた関係者の
資源作物 輸入糖から徴収した調整金と交付金を財源と ○加糖調製品の輸入増加等により、砂糖 の減少の大きな要因となっている 協同した取組みの具体化とその状況。

し、事業団による売買を通じて、国内産糖の価 の需要は減少 に応じた担い手の経営安定策を検討
格支持を行い、原料作物の最低生産者価格を保 する。
証 ○食品産業のニーズ等市場動向を反映

させる。



- 11 -

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

牛乳・乳製 （指定乳製品） ○乳製品価格及び加工原料乳価格は ○乳製品価格・加工原料乳価格への市、
品 事業団による売買を通じた指定乳製品の価 ○輸入乳製品との競合の強まり 需給事情等が十分反映されず、硬 場実勢を反映させる。

格の安定 直的となっている。 ○透明で公正な市場環境の整備を図る
（加工原料乳） ○乳業合理化の遅れ ための生乳取引を改善する。

再生産を可能とする乳価と乳業メーカーが ○生産性の高いゆとりある酪農、効 ○関連諸施策を総合的に実施する。１工場当たりの年間平均生乳処理量 千ﾄﾝ（ ）

支払い可能な基準取引価格の差額を不足払い ｵﾗﾝﾀﾞ552、ﾃﾞﾝﾏｰｸ105、日本10 率的な乳業の確立が求められてい
る。

経営政策

経営政策全 ○農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営 ・認定農業者数 約12.6万（10年10月） ○経営感覚に優れた効率的・安定的 ○認定農業者等意欲ある農業者の確保
般 の発展のための経営改善計画を市町村により 担い手が農業生産の相当部分を担 ・育成を図る。

認定された農業者（認定農業者）に対し、 ・認定農業者の育成目標（都道府県別の う農業構造の構築が求められてい
①低利資金の融通（農林公庫等） 目標値の合計） る。 ○生産者から経営者への意識改革を推
②農業委員会等による農地利用集積の支援 約30万（15年度） 進する。
③税制上の特例（機械施設の割増償却等） ○重点的に育成すべき対象としての
④経営相談・研修の実施 認定農業者の育成は十分でない。 ○収益性の高い経営確立に向けた環境
等により重点的に支援を行っている。 を整備する。

○農業経営の体質強化を図るための
施策を総合的に整備していくこと ○経営施策の体系的整備に向け、中期
が求められている。 的に検討する。

○農業者年金制度 ・加入者の減少 ○農業者年金を取り巻く環境は大き ○農業者年金制度を見直す。
国民年金の給付に上乗せすることにより、 48万人 ４年度 →31万人 ９年度 く変化している。（ ） （ ）

老後生活の安定と農業経営の近代化及び農地 ・保険料納付率の低下
保有の合理化を図っている。 87.5％ ４年度 →79.5％ ９年度（ ） （ ）

農業災害補 ○災害時における農業者の損失を補てんし、経 ＜収量補償方式＞ ○大規模農家等意欲ある担い手に配 ○意欲ある担い手の育成、農業経営の
償制度 営を安定させるため、保険の手法を用いた農 実収量が基準収量の一定割合を下回 慮した見直しが求められている。 安定等の観点からの農業災害補償制

業災害補償制度が設けられている。 った場合にその分を補てん。 度を見直す。
＜災害収入共済方式＞ ○価格政策の見直しに伴い、経営安 ○制度の効率的な運用を図る。

果樹等一部品目では、実収量が基準 定機能の強化が求められている。
収量を下回り、実収入が基準収入の一
定割合を下回った場合に、その分を補
てん。

生産資材費 ○肥料・農薬・農業機械については、都道府県 ・10a当たりの資材費の推移（稲作） ○資材費の低減はあまり進捗してい ○生産資材費対策を強化する。
低減対策 ・関係団体による「農業生産資材費低減のた ３年産 ９年産 ない。

めの行動計画 （８年度）に基づく対策が講 生産費計 129,756円 132,609円」
じられている。 （ 肥料 8,996 8,281）うち

（ 農薬 7,579 7,496）うち
（ 農業機械 27,417 27,868）うち
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６「技術の開発・普及」関係

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

技術開発 ○概ね10年間の国全体の目標を明確化した「農 ○２年に策定された研究基本目標が６年 ○行政、研究、普及を通じた技術 ○研究開発の重点化、産学官の連携
林水産研究基本目標」を策定し、農林水産研 度のｳﾙｸﾞｧｲﾗｳﾝﾄﾞ農業合意による新た 政策推進の目標が明確でない。 の強化のため、新たに技術開発目
究を積極的かつ効率的に推進している。 な環境に対応すべく８年に改定 ○研究推進の方向についても国民 標を策定し、国全体の技術開発の

の期待と農政の新たな展開とい 目標を明確化する。
う流れに的確に対応した研究の
重点化が求められている。

○農業関係試験研究体制として ○試験研究体制再編の経過 ○今般の農政の新たな展開方向に ○技術開発の重点化に即し、研究体
・全国的視野に立って専門研究を行う専門場 ・56～58年：農業研究センター、農業生 ついて、研究体制として適切な 制を再編整備し、効率的に研究を

所（13場所） 物資源研究所、農業環境技術研究所を 対応が求められている。 展開する。
・地域農業の課題に対応した研究を行う地域 設立
試験場（６場所） ・63年：農業工学研究所、蚕糸・昆虫農

により、広範な研究対象をカバーする試験研 業技術研究所を設立
究体制が整備されている。 ・５年：国際農林水産業研究センターを

設立
・農業試験場の内部組織の再編（総合研
究部の新設等）

○「農林水産省における試験研究機関及び研究 ○指針に基づき、的確な研究評価を実施 ○厳正な評価の実施により、研究 ○研究評価の本格的実施と評価結果
課題の評価に関する指針 （９年７月)を策 の一層の効率化が求められてい の反映を図る。」
定し、研究評価を推進している。 る。

○出融資、税制等による支援を行い、民間の研 ○生研機構に対する出融資などにより民 ○民間研究投資の伸び悩みや国研 ○産学官の連携強化による技術開発
究能力を活用した迅速な実用化を推進してい 間研究への支援 の成果移転が十分でない。 の活性化・効率化を図る。
る。

○国の試験研究機関→都道府県の試験研究機関 ○研究成果について、成果発表会、刊行 ○農業者の高度化、多様化する要 ○試験研究と普及との連携を強化に
→普及組織という流れにより新技術を普及し 物等を通じた普及組織への情報提供等 請に対し、十分な対応がなされ よる一貫した推進を図る。
ている。 により技術の普及・定着に努めてい ていない面もあり、これらの要

る。 請に迅速、的確に対応すること
が求められている。
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項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

普及事業 ○協同農業普及事業において、 ○普及組織（10年） ○運営指針において、幅広い農政 ○担い手となりうる人材や地域農業
①国と都道府県が協議して定める基本方針に ・普及センター 510か所 課題が基本的課題として設定。 のまとめ役となる人材に活動を重
沿った事業の運営 ・改良普及員 9,986人 実施方針、普及指導計画ともこ 点化する。

②都道府県に地域農業改良普及センターと普 ・専門技術員 656人 れを受けて画一的な課題となっ
及職員（専門技術員及び改良普及員）の設 ている。
置

③都道府県の農業大学校において農業後継者 ○現行の運営指針（７年３月策定）にお ○計画活動の割合は増加傾向にあ ○個々の農業者の経営の実態、地域
などに対する研修教育 いて基本的課題として７つの課題を設 るが、具体的目標等の設定が十 の実情等に即したきめ細かな支援

を実施している。 定 分でない。 活動を展開する。

○普及事業を安定的に行うため、 ○農協営農指導員の設置状況（８年） ○農業者の技術水準の高度化に対 ○普及組織の現場実証試験への取組
①国が普及職員の設置費等の基礎的経費を協 17,280人 応した迅速な技術移転が十分で み、試験研究機関との連携強化に
同農業普及事業交付金として都道府県に交 ない。 よる迅速な技術移転を図る。
付 ○普及協力委員の委嘱状況（10年） ○技術・経営の高度化に対応しうる

②普及事業の高度化・効率化を効果的に促進 総数 3,477人 普及職員の資質の向上を図る。
するために必要な補助金を交付 うち農業者 3,183人

民間 192人
○農協営農指導組織との連携や役 ○農協営農指導組織、民間専門家と

割分担に地域により差異が大き の役割分担の明確化による効果的
い。 な普及活動を展開する。

○普及協力委員として民間専門家
の活用が十分でない。

○全国の普及組織を結ぶEI-ﾈｯﾄは ○情報ﾈｯﾄﾜｰｸの整備による効率的な
一応のｼｽﾃﾑ整備が完了しており 普及活動を展開する。、
各普及センターと農業者を結ぶﾛ
ｰｶﾙﾈｯﾄﾜｰｸは、農業者の加入促進
を含めた整備の促進が求められ
ている。
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７「農業の自然循環機能の発揮」関係

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

農業の自然循環機 ○６年度以降、環境保全型農業の推進の本 ・農業者の環境保全型農業への取組状況 ○環境に対する国民への関心の高 ○環境と調和した持続的な農業生産格的
能の発揮 まりを背景に持続的社会形成を を展開する。展開を図ってきたところであり、都道府県、 水稲５％、野菜１％、果樹５％

市町村等の推進体制については一定の枠組が ・市町村、農協等における取組状況 目指す機運が高まっている。
確立されている。 市町村34％、農協54％

○ ○農業者が目指すべき高度な生産方農薬等の使用節減の個別の技術
は実用化されている一方、それ 式の明確化とその定着・普及に向
を組み合わせた技術体系（生産 けた取組体制を強化する。
方式）は明確となっていない。

○有機農産物及び特別栽培農産物に表示ガイド ○表示ガイドラインに即していないもの ○表示に対する担保措置がないた ○第３者による検査・認証制度を整
ラインを策定・運用している。 も含め、有機農産物、特別栽培農産物 め、独自の基準で生産・流通す 備する。
（９年：米を対象に追加） として流通する農産物が増加 るものも見られ、表示が混乱し

・東京青果での取扱いシェア ている。
（野菜・果樹 ：0.8％（９年））

○家畜ふん尿の適切な管理・利用を図るため、 ○畜産経営による悪臭・水質汚濁等に対 ○家畜ふん尿の管理・利用が不十 ○家畜ふん尿の適切な管理・利用を
補助事業、制度資金、リース事業等により、 する苦情発生率が増加 分であり、畜産環境問題が深刻 推進する。
たい肥化施設等の整備を推進している。 40年 ９年 化している。

養豚 1.7％ → 6.0％
○不適切な家畜ふん尿の管理・利用

野積み（酪農）約36％
素掘り（養豚）約10％

行政を中心とした有機性資源のリサイク ・食品産業・家庭からの生ゴミ等のコン ○有機性資源のリサイクルに向け ○有機性資源の循環利用システムの
ル・システムの構築は、一部自治体に止ま ポスト化率：0.3％ た取組体制が不十分であり、最 構築 基幹的施設の整備等を図る、 。
っている。 ・下水汚泥の農業的利用：約13％ 終処分場のひっ迫、焼却施設の

立地等問題が顕在化している。 ○耕種農家・畜産農家・食品産業・
地域住民の連携強化を図る。

○地球環境問題に関しては、国際的な取組が進 ○農業分野においても、地球規模 ○農業分野における地球規模の環境
展している。 の環境問題が顕在化しており、 問題への対応を強化する。
・地球温暖化防止京都会議において採択され 温室効果ガス、オゾン層破壊物
た京都議定書による温室効果ガスの削減に 質の削減に向けた取組みが求め
向けた取組み られている。

・モントリオール議定書によるオゾン層破壊
物質削減に向けた取組み



- 15 -

８「農業・農村の有する多面的機能の十分な発揮」関係

項 目 現行の仕組み （実 施）状 況 評 価 課 題

農業・農村の有す ○農業・農村の有する多面的機能について様々 ・農業・農村の多面的機能の評価（代替 ○農業・農村の有する多面的機能 ○農業・農村の有する多面的な機能
る多面的機能 な計量評価が行われている。 法） について、国民が十分に実感で についての適切な評価と国民に対

約6.9兆円（ 中山間地域約3.0兆円） きるものとなっていない。 する理解増進のための広報・普及うち
（農水省農業総研による試算） 活動を展開する。

農村地域の整備 ○第４次土地改良長期計画に基づき、農村総合 ・計画期間（５～18年） ○農村地域は、食料供給の場であ ○農村地域の振興・活性化のための
整備事業、農業集落排水事業等による生活環 投資総額41兆円（実績約18.2兆円） るとともに、就業・居住の場と 総合的な施策を展開する。
境の整備が行われている。 しても国民経済上大きな役割を

果たしている。 ○農村地域における計画的土地利用
（農村整備の現状） ○過疎化・高齢化、生活基盤整備 と総合的な整備を推進するための
・汚水処理施設の整備率（９年） の立ち遅れによる農村の活力の 農振制度を見直す。

中都市 60％ 町村 19％ 低下から、多面的機能の十分な
・道路舗装率（９年） 発揮が危ぶまれている。 ○農村における生活環境基盤整備と

中都市 81％ 町村 64％ ○快適で住み易い農村空間の創造 生産基盤整備を一体的に推進す
・CATV利用可能市町村の比率（９年） が求められている。 る。

中都市 56％ 町村 ８％ ○農村の生活基盤整備が立ち遅れ ○農業・農村の発展基盤の整備を図
ている。 るための総合的事業を創設する。

都市と農村の交流 ○「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備 ・都市農村交流に対する関心の高まり ○都市住民と ○グリーンツーリズムの展開、都市
等 の促進に関する法律 「優良田園住宅の建設 （９年） 農村住民の相互理解 の促進が 住民のニーズへの積極的な対応を」、

促進に関する法律」等による都市農村交流へ 農山村・牧場での休暇希望者 97％ 求められている。 通じた、都市と農村の交流を促進
の支援が行われている。 農作業・酪農体験の希望者 64％ ○都市住民の農村地域への訪問は する。

就業・所得機会の創出による農
○農地の有効利用等の観点から、 ○市民農園の開設数及び面積の推移 村地域の活性化にもつながる。 ○市民農園・日本型クラインガルテ
①地方公共団体又は農協を貸付主体とする 開設数 面積 ○都市住民の価値観の変化に対応 ンの整備・普及を促進する。
「特定農地貸付方式」 ６年 1,039農園 291ha し、併せて、農業への理解増進

②賃借権等の設定を伴わない 農園利用方式 10年 1,881農園 563ha を図るため、リフレッシュやヒ「 」
による市民農園の普及を進めている。 ーリングの場としての田園空間(注)農林水産省調べ

の活用が有効である。 ○都市農業の振興・発展を図る。
○新鮮な農産物の提供等都市住民

のニーズへの対応が求められて
いる。

中山間地域振興 ○山村振興事業等による高付加価値型農業推進 (中山間地域農業が全国に占める割合) ○中山間地域の多面的機能により ○地域の特色を活かした高付加価値、
のための施設整備や各種低利融資による新規 耕地面積(８年) 42％ 下流域の都市住民を含む国民全 型農業の推進等による農業生産の
作物の導入等が進められている。 農家数(７年) 42％ 体が受益 振興と農業経営の体質強化を図

農業就業人口(７年) 40％ る。
○中山間地域総合整備事業等による農業生産基 農業粗生産額(８年) 37％ ○中山間地域の農業生産活動を維 ○多様な産業育成や生活基盤の整備
盤、生活環境基盤・施設の整備が進められて (中山間地域の現状) 持発展するための施策の展開が を通じた定住を促進する。
いる。 ・経営規模が零細 0.5ha未満層 ７年 求められている。（ （ ））

平地29％、中山間47％
＜中山間地域総合整備事業の特徴＞ ・低い基盤整備水準 田の整備率 ５年 ○定住条件が悪く、人口減少、高 ○国土保全等の多面的機能の維持・（ （ ））
①平坦地域と比べ国庫補助率が高い（55％） 平地63％、中山間45％ 齢化の進展により、地域社会の 発揮に向けた農林地の一体的整備
②採択要件の緩和（事業種目ごとの受益面積 ・担い手高齢化 維持が困難となっている。 等を図る。
の合計等） 65歳以上の基幹的農業従事者割合

（７年） 平地36％、中山間46％ ○基盤整備、農業施設整備等の既 ○直接支払いの導入を図る。
・兼業が不安定で、農家所得も少ない 存の投資助成的な施策のみでは、

農家総所得（７年） 農地の面的な保全が困難で、多
平地842万円、中山間681万円 面的機能の維持・発揮の面で十

・生活環境整備の遅れ 分でない。
汚水処理施設整備率（８年）

平地17％、中山間14％
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９「農業団体の見直し」関係

項 目 現行の仕組み （実施）状況 評 価 課 題

農業団体 ○農協系統、農業委員会系統、農業共済団体、 ○農業・農村を巡る諸情勢の変化に ○団体の機能・役割の効率的・効果的
土地改良区などの農業団体は、農政の具体化 対応して、各種農業団体のあり方 な発揮に向けた団体の位置づけ・役
に大きな役割を担っている。 について見直しを行うことが求め 割の明確化、組織の簡素合理化、事

られている。 業運営の効率化を図る。

農業協同組 ○農協系統は、販売・購買・信用・共済等の各 ・他業態との競争激化等により、信用・ ○金融ビッグバン、農政改革等に対 ○組織の再編・整備を継続的に実施す
合系統 種事業を通じて、組合員の活動を直接支援す 共済部門の利益が減少している。 応した事業機能の強化や経営の効 る。

る単位農協と、それを補完支援する都道府県 率化が求められている。 ○組合員の多様化に応じた積極的な役
・全国段階の連合会の３段階構成となってい ・12年を目標に、組合数約530、職員約 割の発揮を図る。
る。 30万人、県連と全国連との統合を推進

中

農業委員会 ○農業委員会は、農業者の代表として公選等に ・市町村段階 －農業委員会3,235 ○地方分権等の観点に応えつつ、優 ○農業委員会の組織体制の適正化を図
系統 より選出される市町村の行政委員会として、 都道府県段階－農業会議47団体 良農地の確保とその有効利用を図 る。

①農地法上の農地の権利移動の許可等の業務 全国段階 －全国農業会議所 るという期待される役割が十分に ○構造政策への積極的な取組みを推進
②構造政策の推進（農地の流動化、担い手育 果たせるような体制の整備が求め する。
成等） られている。

の業務を行っている。

○農業委員会系統は、農業委員会に加え、都道
府県・全国段階の３段階構成となっている。

農業共済団 ○米・麦・家畜・果樹等の主要作物に対する共 ・団体数（10年） ○農業共済事業の安定的かつ効率的 ○事業運営基盤を充実・強化する。
体 済の引受、損害評価等の業務を通じて、被災 組合等数 545団体 な運営が今後一層重要である。

農家の損失の補てんに大きな役割を果たして （ 組合数335、市町村210）うち
いる。

・12年には、322団体とする再編整備計 ○価格政策の見直し等農業共済事業 ○農政の展開方向に即応した農業共済
○共済事業を行う農業共済組合（又は市町村） 画に基づいた再編整備の推進 を取り巻く環境の変化に即した見 事業を改善する。

と都道府県段階で保険事業を行う農業共済組 直しが求められている。
合連合会で構成されている。

土地改良区 ○土地改良事業の実施と土地改良施設の維持管 ・団体数（９年度） 7,414団体 ○土地改良区は全体として零細・小 ○土地改良区の統合整備を推進する。
理を行っている。 組合員数 447万人 規模となっている。

１地区平均面積 419ha
○土地改良施設の公益的機能への評 ○施設管理に係る施策を強化する。
価が高まっている。

団体間の連 ○各団体における整備・統合等の仕組みはある ・団体間の連携については 必要に応じ ○地域の農林漁業の振興を一体とし ○森林組合・漁協を含めた団体間の連、 、
携強化 が、異なる団体間の連携強化・統合のための 地域に連絡協議会等を設けて対応 て進めるため、団体間の連携強化 携の強化について条件整備を進め

仕組みはない。 のための体制の整備が求められて る。
いる。


