
第１節　農林漁業関係の税制

１　国税に関する改正

　平成１２年度における国税の改正は、最近の経済情勢

を踏まえ、本格的な景気回復に資する等の観点から、

民間投資等の促進及び中小企業・ベンチャー企業の振

興を図るための措置を講ずるとともに、社会経済情勢

の変化等に対応するため、法人関係税制等について適

切な対応を図る一方、租税特別措置の整理合理化、そ

の他所要の措置が講じられた。

　農林漁業関係税制については、農業経営の安定及び

農業構造改善の推進を図るための措置、林業施策の充

実を図るための措置、漁業施策の推進を図るための措

置、農林水産関連企業等の経営基盤の強化等のための

措置等を中心に各種の税制上の助成措置を講ずるほか、

期限の到来する特例措置の一部見直し及び適用期限の

延長等所要の措置が講じられた。

　施行日は原則として平成１２年４月１日である。

�　所得税法

　ソフトウエアの資産区分を、減価償却資産（無形固

定資産）とし、その耐用年数を、複写して販売するた

めの原本となるソフトウエアについては３年、それ以

外のものについては５年（開発研究用は３年）とする

（令第６条第８号リ）。

�　法人税法

　ア　法人税における有価証券の評価方法等について、

次のとおり時価法を導入する等の措置を講ずる。（法

第６１条の２から第６５条）

　�　法人が事業年度末に有する有価証券の評価方法

等について、次の改正を行う。

　①　売買目的の有価証券については、時価により事

業年度末の評価を行う。

　②　上記①の時価評価の対象とならない有価証券の

うち、償還金額及び償還期日のあるものについては、

帳簿金額と償還金額との差額をその取得時から償還時

までの期間に配分して、益金の額又は損金の額に算入

する。

　③　低価法については、改正事業年度の前事業年度

末の価額による切放し措置を講じた上、これを廃止す

る。

　�　法人が事業年度末に有する未決済のデリバティ

ブ取引については、事業年度末に決済したものとみな

して計算した利益相当額又は損失相当額を益金の額又

は損金の額に算入する。

　�　資産 ･負債の価額変動等による損失を減少させ

るために行ったデリバティブ取引等のうち、一定の要

件を満たすものについては、みなし決済による利益相

当額又は損失相当額の計上を繰り延べる等のいわゆる

ヘッジ処理を行う。

　�　長期外貨建債権債務については、取得時の為替

相場に加え、事業年度末の為替相場による換算を認め

る。

　�　上記�から�までの措置に関連し、有価証券を

売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券及びその

他有価証券に区分して譲渡損益の計算を行う等所要の

措置を講ずる。

　イ　ソフトウエアの資産区分を、減価償却資産（無

形固定資産）とし、その耐用年数を、複写して販売す

るための原本となるソフトウエアについては３年、そ

れ以外のものについては５年（開発研究用は３年）と

する（令第１３条第８号リ）。

�　租税特別措置法

　ア　特例措置の創設・拡充

　�　緑資源公団法に基づく事業につき土地収用法等

の適用があった場合、代替資産を取得するときには、

資産の譲渡がなかったものとみなすこと（法第３３条第

１項第１号）。

　�　緑資源公団法に基づく事業につき資産の収用に

より補償金を取得し、その補償金で代替資産を取得し

た場合には、資産の譲渡がなかったものとみなすこと

（法第３３条第１項第１号）。

　�　緑資源公団法に基づく事業につき換地処分によ

り土地等を取得した場合、土地の譲渡がなかったもの

とみなすこと（法第３３条第１項第３号）。

　�　緑資源公団法に基づく事業に伴う交換分合にお

いては、土地等の譲渡がなかったものとみなすこと
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（法第３３条の２第１項）。

　�　緑資源公団法に基づく事業につき交換分合に伴

い資産を取得した場合、土地等の譲渡がなかったもの

とみなすこと（法第３３条の２第１項及び第２項）。

　�　緑資源公団に基づく事業につき換地処分の清算

金で代替資産を取得した場合、資産の譲渡がなかった

ものとみなすこと（法第３３条の３第１項）。

　�　収用の場合の５，０００万円特別控除等の適用対象

に、緑資源公団法の規定に基づく資産の収用等に伴い、

補償金等を取得した場合を加える（第３３条の４条）。

　�　緑資源公団法に基づく事業の施行に伴い、�か

ら�までの特例の適用を受けた者に対する代替資産等

の取得価額の計算の特例（法第３３条の６第１項）

　�　農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した

場合の８００万円特別控除の適用対象に、緑資源公団法

の規定に基づく創設換地により土地等を取得しなかっ

たことに伴い清算金を取得した場合を加える（法第３４

条の３第１項及び第２項）。

　�　緑資源公団法に基づく収用又は交換分合若しく

は換地処分により譲渡した資産と同種の資産を取得し

た場合、代替資産の圧縮記帳をするときには損金扱い

とすること（法第６４条第１項第１号）。

　�　緑資源公団法に基づく事業の施行に伴う換地処

分による精算金で代替資産を取得し圧縮記帳をする場

合には、損金扱いとすること（法第６４条第１項第３号）。

　�　緑資源公団法に基づく事業の収用に伴う補償金

等で代替資産の取得を見込み、それを決算において特

別勘定として経理した場合には損金扱いとすること

（法第６４条の２）。

　�　緑資源公団法に基づく事業の施行に伴い、換地

処分による清算金で代替資産を取得し圧縮記帳をする

場合には、損金扱いとすること（法第６５条第１項）。

　�　産業活力再生特別措置法に基づき事業革新設備

を取得した場合の特別償却制度に、食鳥中抜き設備、

ライムケーキ高脱水装置、前段イオンクロマト脱塩設

備を追加する（法第１１条の３第１項、第４４条の４第１

項）。

　�　中小企業新技術体化投資促進税制（メカトロ税

制…３０％の特別償却又は７％の税額控除の選択適用）

の適用対象設備に野菜全自動収穫機ほか６設備を追加

し、既存の対象設備を見直した上、その適用期限が２

年延長された（法第１０条の３、第４２条の６）（平成１２年

３月３１日付け通産省告示第１６７号）。

　農林水産業及び関連産業の指定設備は次のとおり。

　　（参照：表１）

　�　農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特

例について、農用地利用集積計画に基づき一定の要件

の下で特例適用農地等の貸付けを行った場合には、納

税猶予の特例の継続適用を認める措置を講ずる（法第

７０条の４、第７０条の６）。

　�　農業共済組合が農業共済組合連合会の権利義務

を包括承継する場合の所有権の移転登記に係る税率の

軽減措置を創設する（法第７８条の２）。

　�　森林組合等が森林組合連合会の権利義務を包括

承継する場合の税率の軽減措置を創設する（法第７８条

の２）。

　�　産業活力再生特別措置法の規定による認定を受

けて行う登記に対する登録免許税の税率の特例のうち、

株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加の登記に

対する登録免許税の軽減税率を　１，０００分の　１．５（現

行１，０００分の３．５、１，０００分の２）に引き下げる（法第８０

条第１項）。

　（備考）会社分割に係る税制については、商法や企

業会計における検討の動向等を見極めつつ、その具体

的な対応を検討する。また、連結納税制度については、

引き続き、その導入に向けた検討を進める。

　イ　その他

　�　青色申告特別控除額が５５万円（改正前４５万円）

に引き上げられた。なお、簡易な簿記の方法により記

録している者に係る経過措置の控除額は、現行どおり

（４５万円）とする（法２５条の２）。

　�　相続税の延納の利子税の軽減（法第７０条の８、

第７０条の９、第７０条の１０、第７０条の１１、付則第１９条）

　相続税の延納の利子税率を表２のように引下げる。

　ウ　租税特別措置の適用期限の延長

　次の特例措置の適用期限が２年（�は５年）延長さ

れた。　　

　�　エネルギー需給構造改革推進投資促進税制（法

第１０条の２、第４２条の５）

　�　総合保養地域整備法に係る特別償却制度（法１１

条の４、第４４条の５）

　�　公害防止用設備（汚水処理設備、ばい煙処理設

備等）に対する特別償却（法第１１条第１項表第１号、

第４３条第１項表第１号）

　�　製造過程管理高度化設備等を取得した場合の特

別償却（法第１１条の３、第４４条の４）

　�　倉庫用建物等を取得した場合の割増償却（法第

１５条、第４８条）

　�　海外投資等損失準備金（法第５５条）

　�　肉用牛売却所得に対する課税の特例（法第２５条、

第６７条の３）
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　�　農地保有合理化法人が農地等を取得した場合の

所有権の移転登記（法第７７条の２）

　�　農業振興地域の整備に関する法律及び集落地域

整備法に基づく交換分合により土地を取得した場合の

所有権の移転登記の税率の軽減措置（法第７７条の４）

　�　特定の漁船を建造した場合等の所有権の保存登

記等の税率の軽減措置（法第７９条）

　�　卸売市場法、特定農産加工業経営改善臨時措置

法に基づく合併等により会社を設立した場合等の登記

の税率の軽減措置（法第８０条）

　�　新事業創出促進法の規定により読み替えて適用

される産業活力再生特別措置法に基づく合併等の場合

の登記（法第８０条）

　�　関税が免除されている農林漁業用輸入A重油

に係る免税措置（法第９０条の４）

　�　農林漁業用国産A重油を使用した場合の還付

措置（法第９０条の６）

　エ　租税特別措置の整理合理化

　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮減

された上、適用期限が２年延長された。

　�　特定余暇利用施設の特別償却制度（対象資産の

取得価額の最低限度：１億円→１億２，０００万円、償却割

合：６／１００→５／１００）（法第１１条の４、第４４条の５）

　�　再生資源利用製品製造装置を取得した場合の特

別償却（再生資源活用肥料化設備の除外）（法第１１条の

７、第４４条の９）。

　�　農村地域工業等導入地区における工業用機械の

特別償却制度（取得価額の最低限度：２，３００万円超→

２，５００万円超、償却割合：機械１１／１００→１０／１００、建物

等６／１００→５／１００）（法第１２条、第４５条）

　�　農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割

増償却制度（割増率：林業経営改善計画１５／１００→１２／

１００、共同改善計画１５／１００→１４／１００）（法第１３条の３、

第４６条の３）

　�　倉庫用建物等の割増償却制度（割増率：１８／１００

→１６／１００）（法第１５条、第４８条）

　�　国有農地等の所有権の移転登記等の対する登録

免許税の税率の軽減措置（農地法第７４条の２の規定に

よる土地の譲渡を受けた場合の所有権の保存登記に係

る税率の軽減措置を除外）（法第７６条）

　�　特定の漁船等の所有権の保存登記等に係る税率

の軽減措置（省エネ船を除外）（法第７９条）

　次の特例措置について、その特例内容が縮減された。

　技術等海外取引に係る所得の特別控除制度（所得の

控除限度額：所得金額の２５／１００→２０／１００）（法第２１条、

第５８条）。

　次に掲げる特例措置が廃止された（�については２

年の経過措置）。

　�　集落地域整備法の規定による交換分合により農

用地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録

免許税の税率の軽減（旧法第７７条の４第１項第２号）。

　�　漁業再建整備特別措置法の規定による認定に係

る登記に対する登録免許税の税率の軽減（旧法第８０条

第１項）

　�　特定農産加工業経営改善臨時特別措置法に基づ

く次の特例措置

　・増加試験研究費の税額控除制度（旧法第１０条、第

４２条の４）

　・鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却

制度（旧法第１８条、第５２条）。

　・鉱工業技術研究組合等の所得の計算の特例（旧法

第６６条の１０）。

２　地方税に関する改正

　平成１２年度における地方税の改正は、最近における

社会経済情勢に対応して早急に実施すべき措置として、

平成１２年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る

固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置、宅地

等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置等の措置

を講ずるほか、非課税等特別措置の整理合理化等のた

めの所要の措置を講ずることとされた。

　農林漁業関係税制についても、一般農地に対する固

定資産税・都市計画税の評価替えに伴い、課税の負担

を軽減する負担調整措置・中核的地方卸売市場に対す

る固定資産税の軽減措置を講ずるほか、適用期限の到

来する特例措置の延長及び特例措置の一部見直し等の

措置が講じられた。

　施行日は原則として平成１２年４月１日である。

�　道府県民税及び市町村民税

　肉用牛売却所得に対する課税の特例の適用期限がを

５年延長された（法附則第６条）。

�　不動産取得税

　ア　特例措置の創設

　�　緑資源公団法による公団の事業の施行の際指定

があった一時利用地に係るみなし取得の規定（法第７３

条の２第１１項）。

　�　緑資源公団が直接その本来の事業の用に供する

一定の不動産に係る非課税措置（法第７３条の４第１項）。

　�　緑資源公団法による公団の事業の施行に伴い取

得する換地又は同法による農用地の交換分合により取

得する土地に係る非課税措置（法第７３条の６第１項）。

　�　緑資源公団が換地計画に置いて定められた一定

第５章　経　　営　　局 －１８３－



の換地を取得した場合の納税義務の免除措置（法第７３

条の２７の７）。

　�　緑資源公団法による公団の事業の施行に係る土

地について、仮換地等の指定があった場合には、当該

土地について使用し、又は収益することとなった日前

における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に

係る課税の特例措置（法第７３条の２９）

　�　生前一括贈与に係る贈与税の一括贈与を受けて

いる者が農用地利用集積計画に基づき一定の要件の下

で特例適用農地等の貸付けを行い贈与税の納税猶予の

継続が認められるときは、徴収猶予を継続する特例措

置（法附則第１２条）。

　イ　次の特例措置の適用期限の延長

　次に掲げる特例措置の適用期限が２年延長された。

　�　農業委員会のあっせん等により土地を取得した

場合の課税標準の特例（法附則第１１条第４項）

　�　集落地域整備法に基づく交換分合により取得し

た農用地に係る課税標準特例（法附則第１１条第５項）

　�　長期貸付農地保有合理化事業により土地を取得

した場合の課税標準の特例（法附則第１１条第１７項）

　ウ　整理合理化

　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮減

された上、適用期限が２年延長された。

　�　保安林整備臨時措置法に基づき民有林野を国有

林野と交換した場合の非課税措置（標準伐期齢未満の

立木に係る土地の面積の占める割合：２／３以上→３

／４以上）（法附則第１０条第２項）。

　�　農協等が補助を受けて取得した農林漁業者の共

同利用施設に係る課税標準特例（生産森林組合が取得

する場合を除く）（法附則第１１条第１項）。

　�　農山漁村電気導入促進法に基づき農林漁業団体

が発電所用家屋を取得した場合の課税標準の特例（課

税標準：価格の１／２→価格の３／５）（法附則第１１条

第６項）。

　次の特例措置について、その特例内容が縮減された。

　生物系特定産業技術研究推進機構が業務の用に供す

る不動産に係る非課税措置等について、対象から事務

所及び宿舎を除外する（法第７３条の４）。

　次の特例措置が廃止された。

農住組合が補助を受けて取得した農業者の共同利用施

設に係る課税標準の特例措置（旧法附則第１１条の４第

７項）。

�　固定資産税・都市計画税

　ア　特例措置の創設・拡充

　�　緑資源公団法による公団の事業の施行の際指定

があった一時利用地に係る固定資産税のみなし所有の

規定（法第３４３条第６項）。

　�　緑資源公団が直接その本来の事業の用に供する

一定の固定資産に係る非課税措置（倉庫、工事用家屋

は除外）（法第３４８条第２項、第７０２条の２第２項）。

　�　農事組合法人等が農業者の共同利用に供する機

械、装置を取得した場合の課税標準の特例措置（法第

３４９条の３）。

　�　新築住宅に対する減額特例の拡充及び延長（法

附則第１６条第１項）。

　イ　次の特例措置の適用期限の延長

　次の特例措置の適用期限が２年延長された。

　�　農山漁村電気導入促進法に基づき農林漁業団体

が発電所用家屋等を取得した場合の課税標準の特例

（法附則第１５条第１項）。

　�　倉庫業法に基づく倉庫等の課税標準特例（法附

則第１５条第３項）。

　�　国の補助を受けて取得した地方卸売市場に対す

る課税標準特例（法附則第１５条第１５項）。

　�　廃棄物再生処理用設備に係る課税標準特例（法

附則第１５条第２２項）。

　ウ　特例措置の整理合理化等

　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮減

された上、適用期限が２年延長された。

　�　公害防止用設備に対する課税標準特例（優良更

新設備の要件：規制基準の７０％→６０％）（法附則第１５条

第５、６、８、９項）。

　�　バイオテクノロジー研究開発用資産に係る課税

標準特例（要件の明確化：分子認識解析装置、核酸塩

基配列解析器、核酸精製試験装置、核酸自動増幅器は、

専ら遺伝子組換えに関する実験における安全性を確保

するためのものに限定）（法附則第１５条第２３項）。

　次の特例措置について、その特例内容が縮減された。

　農協等が所有し、有線電話放送業務の用に供する償

却資産に係る非課税措置（森林組合連合会、水産業協

同組合連合会を除外）（地方税法３４８条２項２４号）

　次に掲げる特例措置が廃止された。

　�　農住組合が取得する農業者の共同利用に供する

機械等に係る課税標準の特例措置（旧法附則第１５条）。

　�　鉱技研組合が取得する試験研究用の機械等に係

る課税標準の特例措置（旧法附則第１５条）。

　�　生研機構が農業新技術の開発のために取得した

償却資産に係る課税標準の特例措置（旧法附則第１５条）。

�　特別土地保有税

　ア　特例措置の創設

　�　緑資源公団法に基づく事業の強行の際使用する

一時利用地に対する見なし所得等の規定（法第５８５条第
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５項）。

　�　緑資源公団が直接その本来の事業の用に供する

一定の固定資産に係る非課税措置（法第５８６条第２項第

２８号）。

　�　緑資源公団の換地処分又は交換分合により取得

する土地（法第５８７条）

　�　緑資源公団が行う区画整理事業の施行に係る土

地で緑資源公団が管理する一定の土地に係る非課税措

置（法第５８７条の２）。

　�　緑資源公団等が換地計画に基づいて取得する創

設換地に係る納税義務の免除措置（法第６０３条）。

　イ　特例措置の適用期限の延長

　次の特例措置の適用期限が２年延長された

　多極分散型国土形成促進法の中核的民間施設用地に

係る非課税（地方分権一括法による所定の整備：承認

基本構想→同意基本構想）（法附則第３８条第４項、令附

則第２１条）。

　ウ　租税特別措置の整理合理化

　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮減

された上、適用期限が２年延長された。

　�　農村地域工業等導入促進法の工業等用地に係る

非課税（対象設備の取得価額要件：２，６００万円→２，８００万

円）（法第５８６条第２項第１号の３、令第５４条の１３の３）。

　�　総合保養地域整備法の特定民間施設用地に係る

非課税（対象設備の取得価額要件：２億円→２億２千

万円）（法第５８６条第２項第１号の６、令第５４条の１３の

６）。

　�　民活法の特定施設用地に係る非課税（漁港複合

施設、漁港業務用施設、食品商業基盤施設の敷地の用

に供する土地を対象から除外）（法附則第３８条第４項）。

�　事業所税

　ア　特例措置の適用期限の延長

　次の特例措置の適用期限が２年延長された

　多極分散型国土形成促進法の中核的民間施設用地に

係る非課税（地方分権一括法による所定の整備：承認

基本構想→同意基本構想）（令附則第２１条第３項）。

　イ　租税特別措置の整理合理化

　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮減

された上、適用期限が２年延長された。

　�　総合保養地域整備法の特定民間施設に係る非課

税（対象設備の取得価額要件：２億円→２億２千万円）

（法附則第３２条の４第１項、第３２条の７第１項）。

　�　民活法の特定施設に係る非課税及び課税標準の

特例（漁港複合施設、漁港業務用施設、食品商業基盤

施設を対象から除外）（法附則第３８条第６項、第８項）。

　　３　第１４６回国会において成立した　　　
法律に基づく改正条項　　  

　ア　平成１１年度の緊急生産調整推進対策水田営農確

立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特

例に関する法律（平成１２年法律第２号）

　平成１１年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助

成補助金等に係る特例措置が講じられた（個人は事業

所得を一時所得扱い、法人は当該補助金で固定資産を

取得した場合等は圧縮記帳）

　イ　食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律

　　（平成１２年法律第６６号）

　同法の規定に基づく次の特例措置が講じられた。

①　鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却

制度及び同組合等が取得した試験研究用固定資産の圧

縮記帳の特例措置の適用対象に、構造改善計画に基づ

き農業協同組合、食品製造事業協同組合等が行う場合

が追加された（租法第１８条第１項第７号、第５２条第１

項第７号、第６６条の１０第１項第７号）。

　②　試験研究費の額が増加した場合等の税額の特別

控除制度の適用対象に、農業協同組合、食品製造事業

協同組合等が行う場合が追加された（租法第１０条、第

４２条の４）。

　③　農業協同組合等が取得する施設に対する不動産

取得税の課税標準の特例措置が拡充された（地法第７３

条の１４第６項、地令第３８条第２項）。

　④　農業協同組合、事業協同組合等が取得する機

械・装置に対する固定資産税の課税標準の特例措置が

拡充された（地法附則第１５条第３３項）。

　⑤　中央卸売市場と同等の役割・機能を果たしてい

る大規模地方卸売市場の用に供する施設に係る課税標

準の特例措置が創設された（地方税法附則第１５条第３４

項）。

　ウ　農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する

法律（平成１２年法律第９４号）

　同法の規定に基づく次の特例措置が講じられた。　

　保険の対象として貯金の利子等が追加されるととも

に、保険金の支払いを受けた場合は雑所得ではなく、

貯金等の払戻しと同様に元本及び利子等として取り扱

う措置が講じられた（地法第２３条第１４号イ及びト）。

４　その他（土地税制関係）

　ア　宅地に係る固定資産税の税負担の調整措置

　平成１２年度評価替えに伴い、宅地に係る固定資産税

の抜本的な見直しをさらに推進し、課税の公平の観点

第５章　経　　営　　局 －１８５－



から、負担水準のばらつきを解消するため、負担水準

の高い宅地の税負担を抑制しつつ、負担水準の均衡化

を促進する措置を平成９年度評価替えに引き続き実施

する。

　�　商業地等

　負担感の高い商業地等に特に配慮し、以下の措置を

講ずる。

　ａ　負担水準の高い商業地等の税負担の上限を現行

の８０％から、３年間で次のとおり引き下げる。

　　平成１２年度及び１３年度　：負担水準７５％

　　平成１４年度　　　　　　：　　〃　７０％

　ｂ　負担水準が６０％以上で、アの負担水準以下の商

業地等は、税額を据え置く。

　ｃ　負担水準が６０％未満の商業地等については、負

担水準に応じたなだらかな負担調整措置を講ずること

とし、負担水準に応じた負担調整率を毎年度、前年度

の税額に乗じて求める。

　（参照：表３）

　�　住宅用地

　住宅用地については、現行と同様の負担水準に応じ

た負担調整措置を継続する。

　�　著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据

置措置

　地価の下落傾向等に鑑み、都市部を中心とした大幅

な地価の下落による納税者の負担感に配慮し、平成９

年度から講じられている臨時的な税負担の据置措置を

継続する。

　具体的には、税負担が上昇することとなる土地で

あっても、次の２つの要件をいずれも満たすものは、

税額を据え置く。

　ａ　その土地の負担水準が商業地等は４５％以上、小

規模住宅用地は５５％以上、一般住宅用地は５０％以上で

あること

　ｂ　その土地の平成９年度の評価額に対する新評価

額の下落率が全国平均（マイナス１２％）以上であるこ

と。

　�　平成１３年度及び平成１４年度における価格の修正

　固定資産税の評価額は、地方税法上、基準年度（平

成１２年度が該当）の価格を３年間据え置くこととされ

ているが、据置年度である平成１３年度及び平成１４年度

には、地価に関する諸指標からさらに下落傾向が見ら

れる場合は、簡易な方法により価格の修正を行うこと

ができる特例措置を講ずる。

　イ　農地に係る固定資産税の税負担の調整措置

　一般農地に対する固定資産税の負担調整措置は、現

行と同様とする。

　ウ　土地に係る都市計画税の税負担の調整措置

　都市計画税については、現行と同様の措置を継続す

るが、固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。 
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表１

備　考設　備　名番　号

延 長パン生地発酵調整装置�－�

〃多機能米飯自動成形機　�

〃（分割）一括式食品冷却装置　�

　食品�

　花き�

新 規全量投入型コンバイン��

延 長高速田植機��－�

新 規乗用型栽培管理機��－�

新 規野菜全自動収穫機��－�

延 長自動枝払い玉切り機��－�

〃全自動米穀色彩選別機��－�

〃全自動精米機��

〃全自動米麦自主検定機��

〃穀類乾燥調製集中制御装置��

〃自動制御養液栽培装置��

〃自動播種発芽装置��－�

新 規自動接ぎ木養生装置��－�

新 規果樹無人防除機��－�

選果装置��

〃（分割）　非破壊式品質判定選果装置�

新 規　非破壊式品質判定選別装置�

延長（分割）　複合センサー選果装置�

置 新　複合センサー選別装�

延長（分割）　電子秤式重量選果装置�

新 規　電子秤式重量選別装置�

新 規多機能センサー選花装置��－２

延長（ＳＵ）ソナー型魚群探知機��

〃漁ろう情報処理装置��

〃超音波式水中速度計測装置��

〃カラー海象ディスプレー装置��

全自動釣り装置��

〃　かつお釣り装置�

〃　いか釣り装置�

新 規まぐろ船上電子式自動秤量装置��‐２



第２節　農業経営基盤の強化

１　農業経営基盤強化促進法

　農業経営の規模拡大と農用地の効率的な利用の促進

を図ることを目的に昭和５０年に農業振興地域の整備に

関する法律の一部改正により、農用地利用増進事業が

創設された。また、昭和５５年にはこの事業をさらに発

展させ、地域全体として農業生産力の増進を図るため、

農用地利用増進法が制定され、さらに、平成元年の一

部改正を経て、地域の実情に応じた農用地の有効利用

と流動化の促進に着実な成果をあげてきた。

　その後、近年の農業・農村をめぐる状況の変化に対

応して、平成５年、「効率的かつ安定的な農業経営を育

成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う

ような農業構造を確立するための措置を総合的に講じ、

農業の健全な発展に寄与する」ことを目的に、農用地

利用増進法を一部改正し、法律の題名を「農業経営基

盤強化促進法」と改めた。

�　農業経営基盤の強化の促進に関する

基本方針等の作成

　都道府県及び市町村がそれぞれ農業経営基盤の強化

のため、基本方針及び基本構想を定め、農業経営基盤

の強化の促進に関する目標、育成すべき農業経営に関

する目標、農地保有合理化法人に関する事項等を定め

た。

�　農業経営改善計画の認定制度

　農業者が作成する農業経営の規模の拡大、生産方

式・経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等農業

経営の改善を図るための農業経営改善計画を市町村基

本構想に照らして、市町村が認定する。

　この認定農業者に対しては、農用地の利用を集積す

るとともに、税負担の軽減、農林漁業金融公庫等によ

る資金の貸付けの配慮、国、地方公共団体、農業団体

による経営関係の研修、農業従事者の養成及び確保の

円滑化等の支援措置を講ずることとしている。

�　農業経営基盤強化促進事業

　農用地利用増進法の一部改正に伴い、農用地利用増

進事業を農業経営基盤強化促進事業と改め、育成すべ

き農業経営基盤の強化を総合的に推進する。

ア　利用権設定等促進事業

　貸し借りを中心に農用地等の権利移動を円滑に進め

る事業で、市町村が農地の貸し手、借り手の間を調整

して、権利の設定、移動をまとめた「農用地利用集積

計画（農用地利用増進計画を改名）」を作成、公告する
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　表２

改正案現　行�������区　　　　分

�不動産等の価額が課税相続財産の価額の５０％以上の場合

３．６％
（２．２％）

５．４％
（３．３％）

①不動産等の価額に対応する税額
（②から④を除く。）

３．６％
（２．２％）

４．２％
（２．５％）

②不動産等の価額が課税相続財産
の価額の７５％以上の場合の不動産
等の価額に対応する税額

３．６％
（２．２％）

４．８％
（２．９％）

③緑地保全地区等の土地の価額に
対応する税額

３．０％
（１．８％）

３．６％
（２．２％）

④計画伐採立木の価額が課税相続
財産の価額の３０％以上の場合の当
該立木の価額に対応する税額

５．４％
（３．３％）

６．０％
（３．６％）

⑤その他の財産の価額に対応する
税額

�不動産等の価額が課税相続財産の価額の５０％未満の場合

４．８％
（２．９％）

５．４％
（３．３％）

①立木の価額が課税相続財産の価
額の３０％を超える場合の立木の価
額に対応する税額（②及び③を除
く）

４．２％
（２．５％）

４．８％
（２．９％）

②緑地保全地区等の土地の価額に
対応する税額

３．０％
（１．８％）

３．６％
（２．２％）

③計画伐採立木の価額が課税相続
財産の価額の３０％以上の場合の当
該立木の価額に対応する税額

６．０％
（３．６％）

６．６％
（４．０％）

④その他の財産の価額に対応する
税額

（注）�上記の改正は�平成��年�月�日以後の期間に対応
　　する利子税について適用する。
　　��なお、（　）内は�利子税の割合の特例を適用した　
　　後の利子税率�公定歩合年０．５％の場合�である。

表３

負担調整率負担水準

７５％（平成１４年度は７０％）ま

で引下げ

７５％（平成１４年度は７０％）を

超えるもの

１．０
６０％以上７５％（平成１４年度

は７０％）以下のもの

１．０２５４０％以上６０％未満のもの

１．０５３０％以上４０％未満のもの

１．０７５２０％以上３０％未満のもの

１．１１０％以上２０％未満のもの

１．１５１０％未満のもの

※負担水準��前年度の課税標準額�当該年度の評価額�

×１００（％）



ことにより農用地等の貸借、売買を行うものである。

　また、土地改良区が換地と一体的に必要な利用権の

設定について申し出た場合には、市町村はその申出を

勘案して「農用地利用集積計画」を定める仕組みが整

備された。

　イ　農用地利用改善事業

　一定地域内の農業者等が協力し、作付地の集団化、

農作業の効率化等及びこれらを実施するに当たって必

要となる農地利用調整等を進めるための申し合わせ

（農用地利用規程）を持った組織を作り、その意向に

基づき農用地の有効利用と総合的な農業生産力の向上

を進めようとするものである。なお、特に農用地の受

け手がいない地域等、将来の農業の担い手の確保に不

安がある地域においては、地域の農用地の利用を集積

して適切に管理し、有効利用する農業生産法人を農用

地利用規程に明確化（特定農業法人）し、当該法人へ

の農用地の利用集積を円滑に推進するための支援措置

を講じている。

　ウ　その他農業経営基盤の強化を促進する事業

　地域の労働力、機械、施設を有効的に利用するため

に、農作業受委託のあっせん、受託農業者の組織化等

により農作業の受委託を促進するとともに、農業従事

者の養成及び確保を促進しようというものである。

２　農業経営体質強化対策事業等

�　経営対策体制整備推進事業

　食料・農業・農村基本法の制定を受け、食料の安定

供給と農業・農村の有する多面的機能の発揮という政

策理念の実現に向け、効率的・安定的な農業経営が農

業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、各

地域において生産対策の展開を踏まえつつ、認定農業

者等担い手の育成、農地の利用集積をはじめ、新規就

農者の確保・育成、女性・高齢者対策を総合的かつ計

画的に実施する必要がある。

　このような観点から、関係機関・団体の連携・調整

などを行う協議会等について、都道府県、市町村の各

段階で一元化した新たな推進体制を構築するとともに、

各種事業共通のビジョン・目標、年度活動計画等を定

めた「地域農業マスタープラン」を策定し、その具体

化に必要な事業を計画的に推進するとともに、進行管

理及び総合的評価を行うものである。

　　ａ　事業主体　　市町村、都道府県

　　ｂ　補助率　　　２分の１以内

　　ｃ　予算額　　　３１７，９８５千円

�　農業経営体質強化対策事業

　近年における農村社会の高齢化、兼業化の進行とこ

れに伴う農業の担い手の減少、耕作放棄地の増加等農

業の担い手と土地利用の各般にわたる問題に対処する

ため、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営

を育成し、これら農業経営が農業生産の相当部分を担

うような農業構造を確立することが現下の農政の緊急

の課題となっている。

　このような観点から、本事業は、関係機関・団体の

連携による推進体制の下で、基本構想（農業経営基盤

強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」という。）

第６条第１項の農業経営基盤の強化の促進に関する基

本的な構想をいう。以下同じ。）の具体化に向けての関

係機関・団体が一体となった活動の促進、認定農業者

（法第１２条第１項の規定により認定を受けた者という。

以下同じ。）等に対する支援及び農業生産法人その他の

農業を営む法人（以下「農業法人」という。）の育成・

支援とこれらの活動による地域農業の担い手の確保及

び農地の有効利用・保全活動等を一体的に行おうとす

るものである。

　ア　経営改善支援活動事業

　この事業は、市町村構造政策推進会議（構造政策推

進会議設置要領（昭和６１年５月１日付け６１構改B第６８３

号農林水産事務次官依命通達）第２の３の市町村構造

政策会議をいう。以下「推進会議」という。）の主体的

活動の下で、基本構想の具体化に向け、

　・基本構想推進アクションプログラムの作成及び実

施・基本構想の推進のための啓もう普及

　・農業関係機関・団体の基本構想の具体化に向けた

実践活動の進行管理

　等の活動を行うとともに、効率的かつ安定的な農業

経営の育成・確保等を図るため、認定志向農業者（認

定農業者になることを志向する農業者をいう。以下同

じ。）の農業経営改善計画（法第１２条第１項に規定する

農業経営改善計画をいう。以下同じ。）作成、認定農業

者の農業経営改善計画の実現等を支援するため市町村

経営改善支援センターを設置し、

・経営改善に関する相談

　・農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開

催・認定志向農業者に対する研修会

　・経営改善スペシャリスト相談会

　・認定農業者の能力開発のための支援活動

　・農業経営改善計画のフォローアップ活動

　・認定農業者の経営改善に必要な情報の収集・提供

活動

　等を行うものである。

　ａ　事業主体　　市町村、都道府県、全国農業会議

　　　　　　　　　所、都道府県農業団体等
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　ｂ　補助率　　　２分の１以内（全国農業会議所、　

　　　　　　　　　都道府県農業団体は定額）

　ｃ　予算額　　　１，０５７，８６０千円

　イ　農業法人育成支援事業

　この事業は、経理の明確化を通じた経営管理能力の

向上、社会保険の適用による就業者等の福祉の増進、

新規就農者の受入れを通じた経営の継続性の確保等法

人経営の利点を踏まえ、都道府県段階において、法人

化を志向する農業者や経営改善を図ろうとする法人経

営者に対する個別相談活動、法人経営者等を対象とす

る研修会の開催等の活動、異業種・消費者等との提携

活動を実施するとともに、全国段階において、法人化

の推進に資するための情報交換誌の発行やシンポジウ

ムの開催、農業法人に関する情報発信活動、法人経営

に係る情報の収集・分析等の支援活動を実施するもの

である。

　ａ　事業主体　　　　　都道府県、全国農業団体、

　　　　　　　　　　　　都道府県農業団体

　ｂ　補助率　　　　　　２分の１以内（全国農業団

　　　　　　　　　　　　体は定額）

　ｃ　予算額　　　　　　３４０，４９２千円

　ウ　農業人材確保育成総合対策事業

　この事業は、近年、農業経営の規模拡大や法人化の

進展等に伴い、年間を通じた雇用を導入する農業者が

増加し、また、農業法人等の従業員として農業に参入

することを希望する若者が増加していることから、労

働省等との連携の下に、農業就業者の安定確保のため、

農業法人等の求人・研修情報の収集・提供、大学と農

業経営者との連携による学生の就業体験（農業イン

ターシップ）に関する情報の提供、及び新規就農ガイ

ドセンターによる農地等情報の収集・提供、就農相談

を実施することにより、農業法人等への就職の円滑化

と農業経営を担う人材の確保育成を推進するものであ

る。

　ａ　事業主体　　　　　都道府県、全国農業会議所、

　　　　　　　　　　　　都道府県農業会議

　ｂ　補助率　　　　　　２分の１、定額

　ｃ　予算額　　　　　　２００，６８１千円

　エ　農業ヘルパーセンター整備事業

　この事業は、認定農業者等が経営改善を図る上で重

要な課題となっている農作業の季節性等に対応した補

助労働力を確保するため、公共職業安定所等との連携

の下、高齢農家、兼業農家、地域住民等の参加を得て、

地域における補助労働力の確保システムとして農業ヘ

ルパーセンターを整備するとともに、季節的補助労働

力を市町村、農業協同組合管内等の一定地域内で確保

することが困難な農村地域における農業労働の実態に

係る情報を都市部等の求職者へ提供する等、補助労働

力の効率的な確保のための支援を行うものである。

　ａ　事業主体　　　　　市町村、農協、全国農業協

　　　　　　　　　　　　同組合中央会等

　ｂ　補助率　　　　　　２分の１以内（全国農業協

　　　　　　　　　　　　同組合中央会にあっては定

　　　　　　　　　　　　額）

　ｃ　予算額　　　　　　４５，５８５千円

　オ　認定農業者支援緊急リース事業

　この事業は、効率的かつ安定的な農業経営を目指す

認定農業者の経営改善を加速化するため、認定農業者

が技術革新等の経営環境の変化に対応しながら、機動

的に経営規模の拡大や経営転換を実施するために必要

な機械・施設のリース方式による導入を支援するもの

である。

　ａ　事業主体　　　　　全国農業団体

　ｂ　補助率　　　　　　定額

　ｃ　予算額　　　　　　２０５，１０４千円

第３節　農業者年金制度の推進

　農業者年金制度は、国民年金の被保険者（被用者年

金加入者等を除く。）である農業者に年金を給付し、老

後生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業経

営の近代化、農地保有の合理化を推進しようとするも

のである。

　具体的には、農業者年金基金法（昭和４５年法律第７８

号）に基づき、昭和４５年１０月に設立された農業者年金

基金（以下「基金」という。）が、

　①　農業者年金事業

　②　離農給付金支給業務

　③　農地等の売買貸借及び融資業務

を行っている。

１　農業者年金事業

　この事業は、一定の要件を満たす農業者を被保険者

とし、被保険者が保険料を納付した期間等が２０年以上

ある場合に国民年金に上乗せして年金を支給するもの

であり、６５歳までに経営移譲した場合には経営移譲年

金を支給し、経営移譲しなかった場合には農業者老齢

年金を支給するものである。

　１２年度末の被保険者数は２５万８，４５２人であり、１２年

度中の保険料収納額は、４５０億６，４５４万円である。

　経営移譲年金については、１２年度末の受給者数が５５

第５章　経　　営　　局 －１８９－



万７，０６４人（うち６５歳未満は２万４，８６９人）、支給額が

７７８億１，６４６万円になっている。また、農業者老齢年金

（特例支給を含む。）については、１２年度末の受給者数

が、５９万７９９人、支給額が９１８億６，９５８万円になっている。

一時金の支給額は４，４０１件、２４億６，９０８万円である。

　なお、国庫は、経営移譲年金支給額の１／２を年金

給付時に助成しており、さらに当分の間、定額の国庫

助成を行っている。

２　離農給付金支給業務

　この業務は、農業者年金事業の補完措置として、被

用者年金に加入している等のため農業者年金に加入で

きない者（安定兼業農家）等の経営移譲（離農）を促

進し、農地等を農業者年金に加入している専業的な農

家等に集積することを目的として、全額国庫負担によ

る一時金を支給するものである。

　１２年度においては、５３０人の離農者に対して、４億

３，４２０万円を支給した。

３　農地等の売買・貸借及び融資業務

　農地等の売買・貸借業務は、基金が離農希望者の農

地等を買い入れ又は借り受け、その農地等を経営規模

の拡大を志向する者に売り渡す又は貸し付けるもので

あり、売り渡す相手が被保険者等である場合の対価の

支払条件は長期低利の有利なものとなっている。１２年

度においては、２３．８ha の農地等を借り受けた。

　融資業務は、被保険者が離農希望者等から農地等を

取得しようとする場合、その農地等の取得に必要な資

金を長期低利で貸し付けるものである。

　このように基金は、保険料を原資に長期低利の融資

等を行っているが、他方将来の年金給付に備え保険料

を一定の運用利率で運用する必要がある。このため、

国庫は、基金に対し、買入農地等に係る運用利率相当

額並びに運用利率と売渡し及び融資における支払い利

率及び貸付け利率との金利差相当額を補給した。

　第４節　災害対策

　平成１１年は、６月から１０月にかけて、梅雨前線や台

風等の影響による風水害が発生した。

　６月下旬から７月上旬にかけて梅雨前線の活動が活

発となり、特に九州を中心に大雨となった。

　８月中旬には弱い熱帯低気圧の影響で東日本・北日

本の広い範囲で大雨となった。

　９月には台風第１６号、第１７号、第１８号が次々に日本

に接近し、そのうち、第１６号と第１８号が日本に上陸し、

各地で暴風、大雨となった。特に、台風第１８号は大潮

で満潮に近かった熊本県を中心とした九州西部、瀬戸

内海西部で高潮による被害が発生した。

　１０月下旬には、台風なみに発達した低気圧によって

関東地方や東北地方の太平洋側を中心に大雨となった。

　これらの豪雨及び台風等により、農地・農業用施設、

林道、森林、農作物等に甚大な被害が発生した。

　このほか、天候不順等による農作物等の被害も発生

した。

　このようなことから、平成１１年の農林水産業被害は、

総額約６，２８０億円となった。

　主な災害の概要及び災害対策の概要等は、以下のと

おりである。

１　台風等豪雨災害

　�　平成１１年６月１６日から７月４日までの間におけ

る梅雨前線による豪雨災害

　ア　災害の状況

　６月下旬から７月上旬にかけて梅雨前線の活動が活

発となり、各地で大雨となった。

　特に２７日から３０日にかけて、九州地方では１時間に

１００mm前後の記録的な短時間大雨が降った。さらに

７月１日から３日にかけて、これまでの大雨で地盤が

緩んでいる九州、中国、四国、近畿地方を中心に再び

大雨となった。特に、広島県では土砂災害により死者

３１名、行方不明１名が犠牲となった。

　この災害により、全国で死者３８人、行方不明者１人、

負傷者７８人、住家の全・半壊及び一部破損７４３棟、床上

浸水３，７０１棟、床下浸水１６，３６８棟の被害が発生した。

　農林水産業関係では、農地１６，１９６箇所、農業用施設

１５，７９３箇所、林地荒廃２，８３６箇所、林道５，２２２箇所、共

同利用施設６箇所及び水稲、野菜を中心とした農作物

等に被害が発生した。

　イ　農林水産省の対応

　６月２９日に林野庁長官を本部長とする「林野庁６月

末梅雨前線豪雨災害対策本部」を設置した。また、３０

日には松下政務次官、林野庁長官他担当官を災害現地

に調査のため派遣した。

　国は、この梅雨前線豪雨による災害に対し、「６月１６

日から７月４日までの間における梅雨前線による豪

雨」として激甚災害の指定を行った（平成１１年９月３

日政令第２６１号）。

　ウ　講じた主な対策

　①　施設等の復旧対策として、農地・農業用施設災

害復旧事業、林地荒廃防止施設災害復旧事業、災害関
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連緊急治山事業、災害関連緊急地すべり防止事業（林

野庁所管）、林地崩壊防止事業、国有林野内直轄治山施

設災害復旧事業、民有林直轄治山災害関連緊急事業、

国有林野内直轄治山災害関連緊急事業、林道施設災害

復旧事業（民有林）、林道施設災害復旧事業（国有林）、

漁港施設災害復旧事業、農林水産業共同利用施設災害

復旧事業

　②　保険対策として、農業共済金、森林国営保険金、

森林災害共済金、漁船損害等保険金の支払い

　�　平成１１年８月１０日から８月２０日までの間の豪雨

災害

　ア　災害の状況

　８月１０日から２０日にかけて、弱い熱帯低気圧が次々

に日本に接近、上陸し、大気の状態が不安定になり、

東日本・北日本の広い範囲で大雨となった。１３日は宮

城県・山形県で、１４日には東日本を中心に１００mmを超

える大雨となり、特に関東を中心に各地で２００mmを

超える大雨となった。

　この大雨により、死者１６人、行方不明者１人、負傷

者１１人、住家の全・半壊及び一部破損６３棟、床上浸水

８５９棟、床下浸水５，１２８棟の被害が発生した。

　農林水産業関係では、農地１，３７０箇所、農業用施設

１，１２２箇所、林地荒廃４８６箇所、林道１，７０２箇所及び農作

物等に被害が発生した。

　イ　農林水産省の対応

　国は、この豪雨による災害に対し、「８月１０日から同

月２０日までの間の豪雨」として激甚災害の指定を行っ

た（平成１１年１０月２０日政令第３３１号）。

　ウ　講じた主な対策

　①　施設等の復旧対策として、農地・農業用施設災

害復旧事業、林地荒廃防止施設災害復旧事業、災害関

連緊急治山事業、災害関連緊急地すべり防止事業（林

野庁所管）、林地崩壊防止事業、国有林野内直轄治山施

設災害復旧事業、国有林野内直轄治山災害関連緊急事

業、林道施設災害復旧事業（民有林）、林道施設災害復

旧事業（国有林）

　②　金融対策として、既往貸付制度資金の償還条件

の緩和等

　③　保険対策として、農業共済金、森林国営保険金、

森林災害共済金、漁船損害等保険金の支払い

　�　平成１１年台風第１６号及び台風第１８号と前線に伴

う大雨災害

ア　災害の状況

　９月１４日１５時に「弱い熱帯低気圧」から変わった台

風第１６号は、同日１７時頃には宮崎県都井岬付近に上陸

して九州東部を抜け、１５日３時前には愛媛県宇和島市

付近に再上陸して四国を縦断、同日１０時に兵庫県明石

付近に再上陸して、同日１５時に長野県飯田市付近で

「弱い熱帯低気圧」に変わった。

　特に被害が大きかった岐阜県北西部から南部にかけ

ては１４日の日降水量は２００mm近くになり、岐阜県高

鷲村では２日間の総雨量が５００mmを超えた。

　台風第１６号により、死者６人、行方不明３人、負傷

者１２人、住家の全・半壊及び一部破損６１棟、床上浸水

２４８棟、床下浸水２，０４９棟の被害が発生した。

　農林水産業関係では、農地５，０５５箇所、農業用施設

３，９１５箇所、林地荒廃６８６箇所、林道２，６９２箇所、共同利

用施設５箇所及び農作物等に被害が発生した。

　また、９月１９日９時、宮古島の南東約４２０kmの海上

で発生した台風第１８号は、２４日６時頃熊本県北部に中

型で強い勢力で上陸した後、九州北部から中国地方西

部を通って、同日１０時頃島根県西部で日本海に抜けた。

この台風の影響により各地で暴風、大雨となった。特

に、大潮と満潮に近かった熊本県を中心とした九州西

部、瀬戸内海西部で高潮による被害が発生した。また、

２０日から２４日にかけては日本付近を東西に伸びる前線

の影響もあって、東日本から西日本の広い範囲にわ

たって大雨となった。

　台風第１８号により、２４日早朝、高潮により熊本県不

知火町で死者１３名の被害が発生したのをはじめ、全国

で死者３０人、負傷者１，１４３人、住家の全・半壊及び一部

破損８９，３４４棟、床上浸水５，３６６棟、床下浸水１２，６３５棟の

被害が発生した。

　農林水産業関係では、農地２，９７４箇所、農業用施設

３，６３２箇所、林地荒廃７８３箇所、林道１，９１７箇所、漁港

３１０箇所、共同利用施設１，３０９箇所及び水稲、野菜、果

樹等の農作物や森林に大きな被害が発生した。特に、

高潮により熊本県他２県の農地２，４８８ha に塩害が発生

した。

　イ　農林水産省の対応

　９月２４日に「台風１８号災害対策関係局庁連絡会議」

を設置するとともに、同日、熊本県不知火町の高潮被

災地に水産庁の担当官を派遣し、２５日には松下政務次

官を熊本県の災害現地へ調査のため派遣した。

　また、天災融資法を発動し、被害を受けた農林漁業

者に対し、低利の経営資金を融通する措置を講じると

ともに、自作農維持資金の貸付限度額の特例措置を講

じた。

　国は、この豪雨及び暴風雨による災害に対し、「９月

１３日から同月２５日までの間の豪雨及び暴風雨」として

激甚災害の指定を行った（平成１１年１１月１２日政令第３６２

号）。
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ウ　講じた主な対策

　①　施設等の復旧対策として、農地・農業用施設災

害復旧事業、林地荒廃防止施設災害復旧事業、災害関

連緊急治山事業、林地崩壊防止事業、国有林野内直轄

治山施設災害復旧事業、民有林直轄治山災害関連緊急

事業、国有林野内直轄治山災害関連緊急事業、林道施

設災害復旧事業（民有林）、林道施設災害復旧事業（国

有林）、森林災害復旧事業、漁港施設災害復旧事業、漁

業用施設災害復旧事業、農林水産業共同利用施設災害

復旧事業

　②　金融対策として、天災融資法の発動（平成１１年

９月１３日から同月２５日までの間の豪雨及び暴風雨）、

既往貸付制度資金の償還条件の緩和等

　③　保険対策として、農業共済金の早期支払い及び

森林国営保険金、森林災害共済金、漁船損害等保険金

の支払い

　�　平成１１年１０月２７日から１０月２８日の大雨災害

ア　気象の概況

　１０月２６日午後に東シナ海で発生した低気圧は、２７日

に急速に発達しながら四国沖から東海沖を通って関東

へ進み、２８日三陸沖へ進んだ。低気圧は２７日午後以降

は台風なみに発達し関東地方や東北地方の太平洋側を

中心に大雨となった。東北地方では１時間に５０mmを

超える激しい雨となり一部では２８日の日降水量が

２００mmを超えるところがあった。

　この大雨により、死者４人、行方不明者１人、負傷

者７人、住家の全・半壊及び一部破損２５３棟、床上浸水

１，４４９棟、床下浸水４，０７３棟の被害が発生した。

　農林水産業関係では、農地３，５９２箇所、農業用施設

２，９８５箇所、林地荒廃１６２箇所、林道６２７箇所及び野菜、

果樹等の農作物などに被害が発生した。

イ　農林水産省の対応

　１１月１８日、青森県及び岩手県の災害現地へ調査のた

め担当官を派遣した。

　国は、この豪雨による災害に対し、「１０月２７日から同

月２８日の豪雨」として激甚災害の指定を行った（平成

１１年１１月２７日政令第４３６号）。

　ウ　講じた主な対策

　①　施設等の復旧対策として、農地・農業用施設災

害復旧事業、災害関連緊急治山事業、災害関連緊急地

すべり防止事業（林野庁所管）、林地崩壊防止事業、国

有林野内直轄治山災害関連緊急事業、林道施設災害復

旧事業（民有林）、林道施設災害復旧事業（国有林）、

漁港施設災害復旧事業

　②　金融対策として、既往貸付制度資金の償還条件

の緩和等

　③　保険対策として、農業共済金、漁船損害等保険

金の支払い

２　　その他の災害

　�　５月２５日の強風等による災害

　５月２５日未明、日本海沖を低気圧が発達しながら通

過したため、新潟県、福島県及び群馬県で強風が吹い

た。このため、野菜に茎葉の折損や倒伏、果樹に落果

や新梢の折損等、また、営農施設でパイプハウス等に

被害が発生した。

　�　７月１０日から１６日までの梅雨前線豪雨災害

ア　災害の状況

　本州への弱い熱帯低気圧の接近などで大雨となり、

北海道から関東にかけての太平洋側の９都道県で死者

１名、家屋全壊、床上浸水、崖崩れなどの被害が発生

した。

　農林水産業関係では、農地１，４４４箇所、農業用施設

１，６０８箇所、林地荒廃２４８箇所、治山施設５箇所、林道

１，０１５箇所、及び水稲、野菜等の農作物等に被害が発生

した。

　イ　農林水産省の対応

　７月１４日に東北農政局に建設部長を本部長とする

「土地改良施設災害対策本部」を設置し、翌７月１５日

に東北農政局に「平成１１年７月豪雨災害対策連絡会議」

を設置した。

３　天災資金

　天災融資制度は、２７年の特別措置法に始まり、３０年

以降は「天災による被害農林漁業者等に対する資金の

融通に関する暫定措置法」（昭和３０年法律第１３６号。以

下「天災融資法」という。）に基づき、天災により被害

を受けた農林漁業者等の経営の安定を図るための資金

を融通しており、これまでに総額５，９７８億円（うち特別

措置法によるもの５２４億円）が融資されている。

　�　１２年発生主要災害の概要と措置

　１２年においては、豪雨・暴風雨等の災害が各地で発

生したが、天災融資法を適用した災害はなかった。

　�　融　資　残　高

　１２年１２月末現在における融資残高は、１２億円であり、

その資金別、貸付利率及び業態別内訳は、表５のとお

りである。

　�　既往融資に対する補助額

　既往融資に対する国の利子補給補助額は、１２年度

５，７５０万円であり、制度が発足した２７年度から１２年度

までの累計は５９７億４，０９５万円となった。また、１２年度

においては、国からの損失補償補助金の交付はなされ
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なかったが、制度発足以来１２年度までの累計は８億

７，１９８万円となった。さらに、損失補償後の回収金か

らの国庫納付額は、１２年度１２万円であり、国庫納付の

始まった３２年度から１２年度までの累計は２億４，２３５万

円となった。

４　農林水産業防災対策関係予算

　１２年度の農林水産業防災対策関係予算は、表のとお

りである。

表４　農林水産業防災対策関係予算

（単位：千円）

　　　事　　　　項　　　　 　　　　　　１２年度予算額

１　科学技術の研究 ������������� ５９６，０４４

　　　農作物災害防止等 ����������� ５４３，３０５

　　　漁船の転覆事故防止 �����������１６，３０７

　　　治山技術の確立，森林災害の防止　 ���� ３６，４３２

２　災害予防 ���������������２９，４６４，９９４

　�　教育訓練 ���������������� １，４１６

　　　　機関検診技術員の研修等 �������� １，４１６

　�　防災施設設備の整備 ��������　２９，４１２，３９４

　　　　林野火災予防施設の整備等 ����� ２，５９３，６７４

　　　　防災営農対策事業 ��������� １，８２７，４４３

　　　　　地域振興課 ����������� １，８２２，０４３

　　　　　資源課 ��������������� ５，４００

　　　　防災林業対策事業 ����������� ３，８９６

　　　　防災漁業対策事業 �������������－

　　　　緊急時の農業水利施設の活用 ����� ３５９，６７１

　　　　農業農村防災対策強化計画検討調査 �����－

　　　　農山村の防災機能強化の促進 ��  �� ４，１６３，７１０

　　　　　農村総合整備（緊急防災型） ���� ２，７１８，０００

　　　　　農村緊急防災型 ����������� ８，０００

　　　　　林道事業防災林道開設・整備 �����１８７，７１０

　　　　　防災対策林道機能強化 ������ １，２５０，０００

　　　　漁港漁村の防災対策施設の整備 ���２０，４６４，０００

　�　その他 �����������������５１，１８４

　　　　乾パン等の備蓄 �����������　１０，４２４

　　　　災害用種子の予備貯蔵 ��������� １，３６２

　　　　林野火災予防啓発普及活動 ������� ６，１７５

　　　　国際防災の１０年の推進 ����������� ０

　　　　情報収集・伝達体制の整備 ������� ２２，５１８

　　　　　総務課 ���������������１９，１７８

　　　　　地方課 ��������������� ３，３４０

　　　　山地防災体制の整備 ����������１０，７０５

３　国土保全 �������������� ３３２，３１０，３１５

　�　治山事業 ������������� １７１，５９３，０００

　　　　国有林治山事業 ����������３２，６４１，０００

　　　　民有林直轄治山事業 �������� ８，４４４，６８０

　　　　　治山事業 ������������ ８，３４５，０００

　　　　　治山激甚災害対策特別緊急事業 ������－

　　　　　治山計画等に関する調査 �������９９，６８０

　　　　民有林補助治山事業 ������� １３０，５０７，３２０

　　　　　治山事業 ����������� １２８，６８４，２００

　　　　　治山激甚災害対策特別緊急事業 ��� ７２３，１２０

　　　　　国有林野内補助治山事業 ����� １，１００，０００

　�　地すべり対策事業 ����������２９，４３２，６９２

　　　　構改局分　直轄 ���������� ６，０１３，０００

　　　　　　　　　　防災課 �������� ５，８９２，０００

　　　　　　　　　　資源課 ��������� １２１，０００

　　　　補助 ��������������� ７，４４０，６９２

　　　　林野庁分　直轄 ���������� ４，８７１，０００

　　　　　　　　　補助 ����������１１，１０８，０００

　�　海岸保全事業 ������������２９，８２０，０００

　　　　構改局分　直轄 ���������� ４，１６７，４００

　　　　　　　　　補助 ���������� ９，３７１，６００

　　　　水産庁分　直轄 ������������３５，６００

　　　　　　　　　補助 ����������１６，２４５，４００

　�　農地防災事業 ������������９０，５５７，５３６

　　　　国営総合農地防災事業 �������２３，３３０，１１５

　　　　農地防災事業 �����������６５，３０６，４９９

　　　　水資源開発公団 ���������� １，８９９，７７２

　　　　ため池防災対策調査 ����������１０，１７０

　　　　地域総合農地防災計画調査 ������� ２，４１０

　　　　国営総合農地防災事業等推進調査 ���� ８，５７０

　　　　農地保全地域防災対策調査 ���������－

　�　災害関連事業 ������������ ４，８４６，０００

　　　　直轄海岸 �����������������－

　　　　農業用施設 ������������� １３９，０００

　　　　災害関連緊急地すべり対策事業 �����５２，０００

　　　　農村生活環境施設 �����������７５，０００

　　　　海岸保全施設等 ��������������－

　　　　直轄地すべり対策災害関連緊急事業 ���４２，０００

　　　　農地災害関連区画整備事業 ������ １１９，０００

　　　　直轄治山等災害関連緊急事業 ����� ７３３，０００

　　　　災害関連緊急治山等事業 ������ １，９９６，０００

　　　　治山施設等災害関連事業 ��������１２，０００

　　　　林地崩壊対策事業 ���������� １３３，０００

　　　　森林災害復旧造林事業 �������� ３８４，０００

　　　　漁港等 ���������������� １，０００

　　　　後進地域特例法適用　構 �������　３５，０００

　　　　　団体補助率差額　　林 ������ １，１２４，０００

　　　　　　　　　　　　　　水 �������� １，０００
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　　　　　　　　　　　　　　計 ������ １，１６０，０００

　�　地盤沈下対策事業等 ��������� ５，２３８，４５０

　　　　防災課 �������������� ５，１００，０００

　　　　資源課 ��������������� １２２，５５０

　　　　地域計画課 ��������������１５，９００

　�　その他の事業 ������������� ８２２，６３７

　　　　保安林整備管理事業 ��������� ８２２，６３７

 ��������������������［１４，０００，０００］

４　災害復旧等　 ������������ １７５，９２９，６８４

 ��������������������［１４，０００，０００］

　�　災害融資 ��������������� １９４，５６７

　�　災害保険 ������������� １６１，８６５，１１７

　　　　農業共済保険 ���������� １２７，４４９，６９１

　　　　森林保険 ������������� ４，３１６，６２２

　　　　漁業共済保険 ����������� ９，２３１，６４４

　　　　漁船損害保険 �����������２０，８６７，１６０

　�　災害復旧 ��������������１３，８７０，０００

　　ア　公共土木施設 ����������� ２，１５５，０００

　　　　　直轄事業 ������������ １，３６６，０００

　　　　　直轄地すべり防止施設復旧事業 ��� １２０，０００

　　　　　　治山施設 ����������� １，１２６，０００

　　　　　　海　　岸 ���������������－

　　　　　漁　　港 ������������� １２０，０００

　　　　補助事業 �������������� ７８９，０００

　　　　　治山施設 ������������� ３３８，０００

　　　　　海 岸 等 �������������� ９２，０００

　　　　　漁　　港 ������������� ３５９，０００

　イ　農林水産業施設 �����������１０，２３７，０００

　　　　直轄事業 �������������� １５３，０００

　　　　　農業用施設 ������������ １５３，０００

　　　　　林　　　道 ���������������－

　　　　補助事業 �������������１０，０８４，０００

　　　　　農　　　地 ����������� １，６７５，０００

　　　　　農業用施設 ����������� ６，９１９，０００

　　　　　林　　　道 ����������� １，４８５，０００

　　　　　治山施設 ����������������－

　　　　　漁業用施設 ������������� ５，０００

　ウ　国有林（林道分） ����������� １，４７８，０００

 ��������������������［１４，０００，０００］

　合　　　　　　　　　計 �������� ５３８，３０１，０３７

（注）［　］書きは、農林漁業金融公庫融資額で外数で

　　　ある。

　

第５節　規模拡大・農地流動化対策

１　農地流動化の状況

　農地の流動化については、昭和５０年以降、所有権移

転（売買）によるものから利用権の設定等（貸借）に

よるものに重点が移ってきている。近年、規模拡大に

つながる売買と貸借を合わせた年間の農地の権利移動

面積は、平成６年度までは約９万 ha で推移してきた

が、平成１１年は約１３．３万haとなっており、その約８割

が貸借による利用権の設定となっている。

　また、農地の権利移動は伴わないが実質的な規模拡

大につながる農作業受委託も増加してきており、９５年

農業センサスによると、全水稲作付農家のうち農作業

を委託した農家の割合は６０％を占めている。

２　農地流動化対策

　農業の体質強化を促進するため、農業経営基盤強化

促進法に基づく都道府県基本方針及び市町村基本構想

の下に効率的かつ安定的な農業経営に農地の過半を集

積するため、各種の施策を総合的に実施している。

�　農用地利用集積特別対策

　ア　農地流動化地域総合推進事業

　市町村ごとに設定した農地流動化目標の達成に向け

て、関係団体・機関が流動化情報を共有・一元化し、

関連事業の組合せや実施時期、役割分担等を明らかに

した市町村事業連携計画を策定するとともに、同計画

に基づく総合的な農地流動化対策を実施

 ���������� （予算額　２５億３，５３３万３千円）

　イ　農用地利用調整特別事業

　認定農業者等の担い手への農地の利用集積が促進さ

れるよう農地流動化推進員による、農用地の出し手、

受け手の結びつけ活動等を行う事業

 ���������� （予算額　１０億７，７３２万４千円）
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表５　天災資金の１２年１２月末融資残高
（単位：百万円）

計漁業林業開拓農業　 区　 分　

計

３６５９４－－２７１経営資金３．０％以内

５５９１８１－－３７７��� ５．５％以内

２９０６３－－２２７��� ６．５％以内

－－－－事業資金６．５％以内

１，２１３３３８－－８７５計

（注）四捨五入のため、内訳は計は必ずしも一致し
ない。



　ウ　先導的利用集積事業

　集積実施団体による農用地の利用調整活動を通じて、

認定農業者等の担い手に対して一定以上の農用地の利

用集積が図られた場合に、その集積の実績に応じて促

進費を交付する事業 �������  ������� 

 ���������� （予算額　３億３，０５８万３千円）

�　農地保有合理化事業

ア　農地保有合理化事業

　昭和４５年の農地法改正により創設され、平成５年に

は農業経営基盤強化促進法に位置付けられたもので、

農地保有合理化法人が農業経営の規模拡大、農地の集

団化等を促進するために行う次の事業からなる。

　�　農地売買等事業

　経営規模縮小農家等から農用地等を買い入れ又は借

り受けて、当該農用地等を認定農業者等に売り渡し又

は貸し付ける事業

　�　農地信託等事業

　離農又は規模を縮小しようとする農家から農地保有

合理化法人が農用地等の売渡信託を引き受けるととも

に、委託者に信託を引き受けた農用地等の価格の一定

割合の資金を無利子で貸し付ける事業

　�　農業生産法人出資育成事業

　農地保有合理化法人が買い入れた農用地等を農業生

産法人に現物出資するとともに、その出資により取得

した持分を農業生産法人の構成員に計画的に分割譲渡

する事業

　�　研修等事業

　農地保有合理化法人が、新規就農者等に対して農業

の技術、経営の方法に関する実地研修等を中間的に保

有する農用地等を活用して行う事業

　平成１１年度における農地保有合理化事業の実績は表

１のとおりである。

　�　農地保有合理化関連事業

　ａ　農作業受委託促進特別事業

　平成元年度から高齢農家等から農作業を受託した生

産組織等に対し受託料相当額を貸し付け、担い手農家

の育成を図る事業を実施している。

　ｂ　農地移動適正化あっせん事業

　昭和４４年の農振法制定を受けて創設されたもので、

農業委員会が農用地区域内の土地の権利の設定又は移

転について、その権利の移動が農業経営の規模拡大、

農地の集団化その他農地保有の合理化に資するよう

あっせんする事業である。

　事業実績は表２のとおりである。

　イ　農地保有合理化法人

　都道府県の定める基本方針に位置付けられた都道府

県農業公社については、全都道府県で農業経営基盤強

化促進法に基づく農地保有合理化法人の承認の諸手続

が完了している。（４７法人）

　市町村の定める基本構想に位置付けられ、農地保有

合理化法人の承認の諸手続が完了した法人数は、平成

１２年度末で、市町村農業公社が１３２、農業協同組合が

４５５、市町村が１３となっている。

　ウ　全国農地保有合理化協会の活動

　社団法人全国農地保有合理化協会は昭和４６年に設立

され、平成７年２月の農業経営基盤強化促進法の一部

改正により、農地保有合理化法人の行う業務を支援す

る法人として「農地保有合理化支援法人」の位置付け

がなされ、同年４月に全国農地保有合理化協会が農林

水産大臣より指定を受けた。

　事業内容は、農地保有の合理化、農用地の整備その

他農業構造の改善に資する事業についての啓発、宣伝

及び推進、農地保有の合理化に関する事業の適正かつ

円滑な運営を図るための指導助言、農地保有の合理化

に要する資金の供給、助成、債務の保証、その他各種

調査・研究等である。

�　認定農業者連携事業体育成事業

　この事業は、認定農業者を核とした広域的な農作業

受託組織である認定農業者連携事業体を育成し、集落

と連携を図りながら認定農業者等への農作業委託等に

よる農用地利用集積を促進することにより、認定農業
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表７　農地移動適正化あっせん事業実績（単位：件、��）

総　数その他賃貸借交　換売　買事業実施
市町村数

面積件数面積件数面積件数面積件数面積件数

�������������������������������������������������������１０年度

��������������������������������������������������������１１年度

������� ������� ������� ������� �������

表６　農地保有合理化事業の実績（平成１１年度）
（単位：件、��）

貸付け借受け売渡し買入れ

１４，４１４１５，６７７５，２４４６，６３８件 数

６，８０４６，８３２５，１４４１０，０２５面 積



者等の規模拡大と経営安定の実現を図るため、連携事

業体の育成指導、農作業受託促進計画の作成、営農方

式改善のための機械・施設の整備（リース事業）等を

行うものである。 ���������������� 

 ��������� （予算額　　５億７，７０２万９千円）

�　特定農業法人育成促進事業

　この事業は、地域の農用地の有効利用を担う特定農

業法人の設立、経営の確立に向けた地域の取組を支援

するとともに、その取組をリードする者又は法人の核

となる者を見いだすことが困難な地域等において、地

域農業の維持発展に重要な役割を有する農業協同組合

等が、特定農業法人の設立、経営確立に主導的な役割

を果たそうとする場合に、その活動を支援することに

よって、特定農業法人の設立・経営確立を図り、もっ

て担い手の確保が困難な地域における農地の有効利用

を推進するものである。

 ������������ （予算額　６，１３４万７千円）

�　土地利用型大規模農業経営育成事業

　この事業は、農用地を取得して農業経営の開始又は

経営規模の拡大を行う農業者及び二世代就農を前提と

した大幅な規模拡大を行う農業者に対し、助成金の交

付を行うことにより、これらの者の経営の開始又は大

幅な規模拡大に伴う初期段階の負担の軽減等を図り、

大規模農業経営の育成、農地保有の合理化及び農地の

有効利用に資するものである。

 ���������� （予算額　３億８，５６５万１千円）

３　耕作目的の農地移動等の状況

�　耕作目的の農地移動の状況

　①　総数の動向（農地法第３条及び農業経営基盤強

化促進法）

　平成１１年１年間の耕作目的の農地の権利移動（農地

法第３条と農業経営基盤強化促進法による利用権の設

定等の合計）は、全体で３２万８，３６１件（対前年比９９．７％）、

１９万２，７０５ha（同１０７．７％）となった。

　②　自作地有償所有権移転（農業経営基盤強化促進

法によるものを含む。）

　自作地有償所有権移転は、平成１１年は北海道、都府

県とも減少を示しており、全国では８万１，１９３件（対前

年比９５．７％）、２万９，１１０ha（同９４．８％）であった。

　③　農地法第３条による賃借権の設定等

　ア　賃借権の設定

　賃借権の設定は、平成１１年は６，８８０件（対前年比

９２．８％）、４，０９４ha（同１１５．２％）となっており、件数

は減少を示したが、面積は増加を示した。

　イ　使用貸借による権利の設定

　使用貸借による権利の設定は、昭和５１年の農業者年

金制度の改正以降、経営移譲年金受給のための権利設

定に伴って推移してきており、平成１１年は２万８，６２４

件（対前年比９８．１％）、４万３，５５０ha（同１０３．８％）となっ

た。

④　農業経営基盤強化促進法による利用権の設定

利用権の設定（農業経営基盤強化促進法による賃借権

の設定・使用貸借による権利の設定・農業経営の委託

に伴う権利の設定）は、平成５年以降増加してきてお

り、平成１１年は１７万８，５４０件（対前年比１０４．０％）、９万

９，６１０ha（同１１８．３％）となった。

�　賃貸借の解約、利用権の終了の状況

　①　農地法第２０条に基づく賃貸借の解約等（転用目

的の解約等を含む。）

　農地法第２０条に基づく、農地法等による賃貸借の解

約及び農業経営基盤強化促進法による利用権の中途解

約は、平成１１年は３万４，８４５件（対前年比９３．９％）、１

万３，９３４ha（同９５．３％）となっており、件数、面積と

もに減少を示した。

　②　農業経営基盤強化促進法による利用権の終了

　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権のうち、平

成１１年中に利用権が終了したものは１０万３，５７２件（前年

比９９．４％）、３万６，３１３ha（９８．９％）であった。

　③　利用権の再設定

　利用権（賃借権のみ）が終了したもの（再設定の有

無不明を除いたもの）のうち、平成１１年中に利用権を

再設定したものは件数で６８．６％（面積６８．０％）を占め

ており、再設定予定のもの（平成１１年中には再設定し

なかったが、平成１２年初めに再設定されたもの及び近

く再設定する予定のもの）は、件数で９．５％（面積

１３．２％）を占めている。

第６節　農業委員会等

１　農業委員会等に対する国庫補助

　１２年度は、①農業委員会の経費として農業委員会交

付金１３３億２，８５５万円及び農業委員会費補助金１４億

１，０９４万６千円、②都道府県農業会議の経費として都

道府県農業会議会議員手当等負担金６億８，５６３万２千

円及び都道府県農業会議費補助金５億２，８３９万８千円、

③全国農業会議所費補助金として１億２，９２７万２千円

の総計１６０億８，２７９万８千円が計上された。

　この内訳は、農業委員会については、農地法等によ

りその権限に属せられた事項の円滑な処理を期するた
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めの委員手当及び職員設置費等の経費のほか、農地法

の規定に基づき実施する農地調整事務処理事業費及び

農家に対する低コスト指標等を活用した経営分析の普

及指導、自立経営農家に対する複式簿記記帳、経営改

善指導の組織的推進等に要する経費並びに農業委員会

の持つ農地・農家等の情報を効率的に管理・活用できる

体制を整備するための農地基本台帳の電算化、農地地

図情報システム及び台帳照合システムの普及推進を図

るための経費である。

　都道府県農業会議については、農地法によりその所

掌に属せられた事項の処理に要する経費（会議員手当

及び職員設置費）のほか、農業及び農業者に関する調

査・研究、自立経営農家の育成、農業委員会委員等の

研修、農業委員会の行う事務等への協力等に要する経

費であり、１農業会議当たり平均国庫補助は、２，５８３万

円である。

　また、全国農業会議所については、農林水産大臣の

諮問に対する答申、農業及び農業者に関する調査・研

究及び啓もう・宣伝、国際活動の推進並びに都道府県

農業会議及び農業委員会が行う自立経営農家育成のた

めの事業の指導等に要する経費である。

　なお、農業委員会数は、１３年３月１日現在３，２２２委員

会である。

第７節　経営構造対策

１　経営構造対策

�　経営構造対策事業

　ア　趣旨

　経営構造対策事業は、食料・農業・農村基本法の基

本理念である農業の持続的な発展と農業・農村の有す

る多面的機能の発揮を図っていくため、効率的かつ安

定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生

産の相当部分を担う農業構造を確立することを目的と

して平成１２年度に発足した。

　本事業は、地域ぐるみで地域の農業構造を変革して

いくため、認定農業者をはじめとして、新規就農者、

女性・高齢農業者等地域農業にかかわる幅広い関係者

による合意形成を前提として、生産施設、加工施設及

び流通販売施設等を総合的に整備することにより、地

域の農業の担い手となるべき農業経営の育成・確保を

図るものである。

　また、本事業を実施するに当たっては、実施手続と

事業評価について広く国民に情報を提供すること等を

通じて効率的で透明な事業運営の確保に配慮すること

としている。

　イ　対策の内容

　�　事業の種類

　ａ　経営構造整備事業

　経営構造確立構想に即して定められた経営構造対策

事業計画に基づき、地域農業の担い手となるべき農業

経営の育成・確保を通じた望ましい農業経営及び農業

構造を確立するための基礎的条件となる土地基盤、経

営体質強化施設及び経営多角化等施設の整備を重点的

に行う。

　ｂ　経営構造整備附帯事業

　経営構造整備事業の効果的かつ円滑な実施を図るた

めに必要な調整活動及び実践的な知識・技術の習得活

動等を行う。

　�　事業計画の樹立申請

　受益農業者をはじめとする関係者の合意が得られて

いることを示す書面をもって、農業者が市町村長に対

して事業計画の樹立（事業計画の作成）を申請する。

　�　目標及び目標達成プログラムの設定

　事業計画においては、全国共通目標として、計画認

定から５年度目を目標年次とした次の数値目標及びそ

の達成のためのプログラムを設定する。

　①　認定農業者の育成

　当該地域内において、目標年次における認定農業者

数の全農家戸数に占める割合が、市町村で策定される

地域農業マスタープランの目標割合以上となること、

又は目標年次における認定農業者数が現在に比べ５０％

以上増加すること。

　②　担い手への農地の利用集積

　認定農業者をはじめとする担い手への農地利用集積

率が６０％以上に達すること、又は現在に比べ農地利用

集積率が１０ポイント以上増加すること。

　③　遊休農地の解消

　ほ場整備後１０年を経過しない農地であって、遊休化

したものがある場合は、目標年次において遊休農地の

すべてが解消されること。

　また、上記の全国共通目標のほかに、地域農業の将

来ビジョンに即した複数の選択目標を設定する。

　�　費用対効果分析の実施

　全ての事業実施地区において費用対効果分析を行い、

投資効率が１．０以上となっていること、直接効果の割

合が効果全体の１／２以上となっていること等につい

て確認を行う。

　�　事業の評価

　事業計画を作成した市町村長等は、毎年度（原則５
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年間）、事業計画に定めた目標の達成状況等について

評価を行う。

　�　第三者委員会の設置

　国は、対策の効率的かつ適正な執行を確保するため、

国その他関係する者以外で構成される第三者委員会を

設置し、事業の実施手続き及び実施状況について意見

を聴くとともに、都道府県においても、国の措置に準

じて、関係者以外で構成される第三者委員会を設置す

るものとする。

　ウ　平成１２年度における事業実施状況

　新規１３４地区に１６２億１８９万円の補助金を交付した。

�　経営構造対策推進事業

　ア　趣旨

　経営構造対策推進事業は、市町村段階、都道府県段

階、全国段階の各段階において、地域の農業の担い手

となるべき農業経営を育成し、地域ぐるみで地域の農

業構造を変革していこうとする取組を支援するため、

地域の農業者等の合意に基づく地域の農業構造の変革

のための数値目標の設定及びその達成のためのプログ

ラムの策定、事業実施後の着実な効果発現等に対する

支援体制の整備等を行う。

　イ　対策の内容

　�　市町村推進事業

　市町村推進事業は、経営構造対策事業の円滑な実施

と事業実施後の着実な効果発現を図るため、経営構造

確立構想の策定及び費用対効果の算定のための基礎調

査等について、地域の農業者等の合意形成を図りつつ、

地域農業の実態に即して実施する。

　�　都道府県推進事業

　都道府県推進事業は、市町村推進事業及び経営構造

対策事業について、市町村等への指導助言、市町村等

が行う対策事業の事業評価に関する点検評価及びこれ

らの活動を推進するため、専門知識を有するアドバイ

ザーの配置、技術指導等に係る人材等の登録・紹介を

行う等指導助言に必要な体制整備を図るとともに、各

種情報の収集及び提供、調査及び研究等を行う。

　�　全国推進事業

　全国推進事業は、経営構造対策の円滑かつ適正な推

進を図るためには、関係する農業者、農業団体、地方

公共団体等の理解と積極的な協力が必要となることか

ら、全国的な見地からこれらの者に対し、普及宣伝活

動、人材ネットワークの整備及び各種調査・診断活動

等総合的な支援事業を実施する。

　ウ　平成１２年度における事業実施状況

　市町村推進事業の１８４地区に１億６，８６３万７千円、都

道府県推進事業の４７都道府県に３億２，４７１万３千円、

全国推進事業１億２，６４８万円、総額６億１，９８４万円の補

助金を交付した。

�　高度情報化拠点施設整備事業

　ア　趣旨

　高度情報化拠点施設整備事業は、高度情報化の飛躍

的な進展の中、農業・農村分野においても情報通信技

術（IT）を積極的に活用していくことがますます重要

となっていることから、平成１２年度補正予算に発足し

実施している。

　本事業の目的は、認定農業者、新規就農者をはじめ、

高齢農業者、女性農業者等も含めて幅広い関係者が

IT革命に十分に対応できるような環境整備を図って

いくこと、農業生産を核として加工・流通等の分野に

取り組むアグリビジネス（高付加価値農業）を支援す

ること、居ながらにして大都市並みの生活水準が享受

できる未来型の「高度情報化農村」の実現を目指すこ

とである。地域における高度な情報ネットワークの拠

点となる情報施設の整備を図り、農業・農村における

高度情報化の推進に資するものである。

　イ　対策の内容

　本事業は、地域の玄関口たる機能、情報通信技術を

用いたコンテンツの蓄積・展開機能、農業・農村に関

する情報研修・体験機能を備えた施設整備又は既存施

設の機能向上を行い、高度情報化拠点施設（総合アグ

リ情報ステーション）の整備を実施するものである。

　ウ　平成１２年度における事業実施状況

　平成１２年度においては、１２地区で総額２６億８，５４４万

円の補助金を交付した。

�　アグリベンチャー支援事業

　ア　趣旨

　近年、食料や農業・農村に対する国民のニーズや意

識が多様化してきていることに伴い、新たなマーケッ

トが生じつつある一方、我が国農業においては、農業

就業者の高齢化が進行し、農業労働力が脆弱化すると

ともに、不安定な農産物価格等により農業所得の確保

が困難になりつつあるなか、企業的な経営感覚を有す

る経営体の確保・育成が喫緊の課題となっている。

　このため、１次産業としての農業生産に加工・流通・

サービス産業をはじめとする２次・３次産業部門を融

合・連携させ、創造的な高付加価値型農業を展開する

経営体（アグリベンチャー）の育成を支援することに

より、我が国農業を支える人材の育成と新産業の創出

を図る。

　イ　対策の内容

　�　事業の種類

　ａ　アグリベンチャー支援整備事業
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　アグリベンチャー支援整備事業は、アグリベン

チャー支援事業計画に基づき、１次産業としての農業

生産を核として、２次・３次産業としての加工・流通・

サービス産業等と融合・連携した経営を展開するため

に必要となる施設の整備を行う。

　ｂ　アグリベンチャー支援整備附帯事業

　アグリベンチャー支援整備附帯事業は、アグリベン

チャー支援整備事業の効果的かつ円滑な実施を図るた

めに必要な調整活動及び実践的な知識・技術の習得活

動等を行う。

　�　目標及び目標達成プログラムの設定

　事業計画において、認定から５年度目を目標年次と

した次の数値目標及びその達成のためのプログラムを

設定する。

　①　農産物の高付加価値化

　本事業で整備する施設に関連する農産物について、

現在の方法による販売単価に比較して、事業の実施を

通じた付加価値の向上によって想定される販売単価の

増加率平均が２５％以上となること。

　②　売上額の増加

　アグリベンチャーの目標年次における売上高がおお

むね３千万円以上となるか、又は、現在に比べ３０％以

上増加すること。

　③　雇用の拡大

　アグリベンチャーで雇用する人材に関し、今後整備

する施設や経営展開により増加する計画となっている

こと。

　�　費用対効果分析の実施

　全ての事業実施地区において費用対効果分析を行い、

投資効率が１．０以上となっていること、直接効果の割

合が効果全体の１／２以上となっていること等につい

て確認を行う。

　�　目標達成状況の評価

　事業主体は、毎年度（原則５年間）当該事業計画に

掲載された目標の達成状況について評価を行う。

　ウ　平成１２年度における事業実施状況

　新規２２地区に１１億８，６２０万円の補助金を交付した。

�　地域農業基盤確立農業構造改善事業

　ア　趣旨

　地域農業基盤確立農業構造改善事業は、ウルグァ

イ・ラウンド農業合意による農業・農村をめぐる情勢

の変化の下で、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な

経営体が農業生産の大宗を担う農業構造を確立するほ

か、他産業を含めた産業活動の振興、生活環境及び景

観の整備、自主性と創意工夫を活かした地域づくりを

基本とした魅力と活力のある農村建設を推進していく

ことを目的として、平成６年度補正予算に発足し実施

している。

　本事業は、地域の関係者の意識改革や自発的取組を

促進することにより、関係者が地域の農業の将来像を

明確に認識し、その実現に向けて持てる力を発揮でき

るような条件整備を進めるとともに、特に、ウルグァ

イ・ラウンド農業合意の実施をはじめとした我が国農

業を取り巻く内外の厳しい状況に対処するため、地域

の関係者の総力を結集して、２１世紀を展望した望まし

い農業構造の実現に向けた地域農業発展のための基盤

の確立を図るために必要な事業を総合的に実施するも

のである。

　イ　対策の内容

　事業の種類ごとの内容は、地域農業発展のための基

盤を効果的に実現するため、地域の態様に応じて行う

次に掲げる事業のとおりである。

　�　経営基盤確立農業構造改善事業

　地域全体の農業構造の改善を図るため、経営感覚に

優れた効率的かつ安定的な経営体を育成するとともに、

地域農業の中核となるこれらの経営体と小規模兼業農

家、高齢農家等との間での農地の流動化等の土地利用

調整、作業受委託等の労働力調整及び機械・施設の効

率的利用管理のための組織体制の整備等による地域農

業の安定的な生産体制の確立を図るために必要な推進

事業並びに土地基盤、機械、施設等の整備を集落及び

市町村の範囲において重点的に実施する事業を総合的

に実施するものである。

　�　地域連携確立農業構造改善事業

　広域にわたる農業者等の連携の下に、農産物の生産

コストの低減、農産物の流通改善、未利用資源の活用、

農業情報の駆使等経営体育成の基盤づくりに必要な推

進事業及び施設等の整備事業を次の３事業類型により

総合的に実施するものである。

　ａ　流通体系型

　本事業は、良質・安全・新鮮な食料の適正な価格水

準での安定供給を求める消費者ニーズに対応し、生産

物の高品質安定化及び流通加工コストの低減を図るた

めに必要な農産物の貯蔵、処理加工技術の高度化及び

農産物流通の改善を図るものである。

　ｂ　地域資源循環型

　本事業は、環境問題や資源の有効利用に対する国民

の関心の高まりに対応し、土づくり、地力の維持培養

等を含めた生産性に配慮した環境保全型農業の確立及

び未利用資源の活用を促進することにより農産物の安

全性向上及びコスト低減を図るものである。

　ｃ　情報基盤型

第５章　経　　営　　局 －１９９－



　本事業は、効率的かつ安定的な経営を目指す生産者

等の要請に対応し、安定的な農業生産のために必要な

気象情報、消費者ニーズの動向を把握するために必要

な市況情報等を的確に把握するために必要な情報受発

信体制の確立を図るものである。

　�　農村資源活用農業構造改善事業

　農村地域に賦存する多様な地域資源と農村空間を総

合的に活用して都市との交流を図ること等により、新

たな雇用機会の創出による農家所得の増大や農業経営

の多角化を促進し、地域農業の担い手の育成に必要な

経営基盤の確立を図るとともに、活力ある農村地域社

会の形成を図る事業を総合的に実施するものである。

　各事業の１地区当たりの平均事業費は、次のとおり

となっている。

　ａ　経営基盤確立農業構造改善事業

補助事業　３億円 ������ 単独融資事業　３億円

　ｂ　地域連携確立農業構造改善事業

　　流通体系型

補助事業　８億円 ������ 単独融資事業　３億円

　　地域資源循環型

補助事業　８億円 ������ 単独融資事業　３億円

　　情報基盤型

補助事業　１２億円 ������ 単独融資事業　５億円

　ｃ　農村資源活用農業構造改善事業

補助事業　５億円 ������ 単独融資事業　３億円

　ウ　平成１２年度における事業実施状況

　経営基盤確立の継続１７４地区に５５億７９９万円、地域連

携確立においては、流通体系型の継続４４地区に２２億

１，５５６万円、地域資源循環型の継続１３地区に６億２，８４８

万円、情報基盤型の継続２０地区に８億５，２４１万円、農村

資源活用の継続６６地区に２４億５，２３３万円、総額１１６億

５，６７７万円の補助金を交付した。

�　沖縄農業構造改善事業

　ア　沖縄農業基盤確立農業構造改善事業　　　　　

　本事業は、台風、干ばつ等の自然災害の発生、市場

からの遠隔性等沖縄農業の置かれた厳しい環境に加え、

生産基盤整備等の立ち遅れによる農業生産の不安定性

や低生産性の改善、ウルグァイ・ラウンド農業合意等

による農業の国際化の進展や産地間競争の激化等に対

応し得る施策の展開が喫緊の課題となっていたことか

ら、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体が農

業生産の大宗を担う農業構造を確立し特色ある亜熱帯

農業の実現を図ることを目的として平成８年度に発足

した。

　本事業は、土地利用型農業の生産性向上と複合化を

推進する地域複合確立農構事業、亜熱帯気候を生かし

た高付加価値作物導入による経営の複合化を推進する

集約経営確立農構事業、県内外流通等促進のための集

出荷、加工、情報関連施設の整備等を行う加工流通体

系確立農構事業、亜熱帯気候の特色を生かしたグリー

ン・ツーリズム推進、地域特産物開発等による農家所

得・就業機会確保等を通じて活力ある地域づくりを推

進する農山漁村空間総合活用農構事業からなっており、

補助率は事業費の２／３以内、１地区当たり事業費等

は、次のようになっている。　　　　　　　　　　

　ａ　地域複合確立 ����� ４億円　　　　　　　

　　　農業構造改善事業 ��� （事業実施期間　３年）

　ｂ　集約経営確立       ３億円　　　　　　　

　　　農業構造改善事業 ��� （事業実施期間　２年）

　ｃ　加工流通体系確立 ��� ６億円　　　　　　　

　　　農業構造改善事業 ��� （事業実施期間　４年）

　ｄ　農山漁村空間総合活用　５億円

　　　農業構造改善事業 ��� （事業実施期間　３年）

　平成１２年度においては、地域複合確立農構事業４地

区に対し１億３，９７３万円、集約経営確立農構事業４地

区に対して４億８，９４４万円、加工流通体系確立農構事

業２地区に対して２億５，６２７万円、農山漁村空間総合

活用農構事業２地区に対して５億５，４５６万円の補助金

を交付した。

　イ　融資事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

　昭和４９年度から沖縄振興開発金融公庫が、沖縄農林

漁業者の経営の改善を図るために必要な資金を長期か

つ低利な条件で総合的・計画的に貸し付けている。

�　小規模零細地域等の農業振興

　ア　小規模零細地域対策等

　小規模零細地域営農確立促進対策事業は、「同和問

題の早期解決に向けた今後の方策について」（閣議決

定）に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の

安定向上が阻害されている地域（対象地域）において、

農業生産基盤及び農林業近代化施設の整備を行う事業

であり、１２年度においては国費６１億１，６３０万円を交付

した。また、小規模零細農家を数多く有する地域にお

いて、営農指導指針を作成し、これに基づいた指導活

動等を行う小規模零細地域営農確立支援推進事業を実

施し、さらに、対象地域において小規模零細地域農業

基盤整備事業及び小規模零細地域水産業促進対策事業

を実施した。

　このほか、「人権教育のための国連１０年」との関連に

おいて、都道府県及び全国農林漁業団体を対象として、

人権問題啓発推進事業を実施した。

　イ　ウタリ地区農林漁業対策

　ウタリ地区農林漁業対策事業は、北海道におけるウ
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タリ地区農林漁業者の経営の近代化と生活水準の安定

向上を図ることを目的とし、昭和５１年度から実施して

いるものである。１２年度においても本事業を引き続き

実施し、農林業生産基盤及び農林漁業経営近代化施設

の整備を行うため、国費５億８，１３１万円を交付した。

�　農林漁業構造改善事業推進資金

（農業構造改善支援）

　本資金は、経営構造対策事業計画に基づき経営体質

強化施設整備事業等を行う事業者に対して、補助残融

資事業（以下「補助残」という ｡）及び単独融資事業

（以下「非補助」という ｡）を行い、その貸付決定額

は補助残、非補助あわせて４億円であった。

第８節　協同農業普及事業

　農業改良助長法（昭和２３年法律第１６５号）に基づき、

農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用

的な知識を取得交換し、それを有効に活用することが

できるように、国と都道府県が協同して行う農業に関

する普及事業（協同農業普及事業）を実施した。

１　協同農業普及事業交付金

　協同農業普及事業の基礎的経費については、各都道

府県の農業人口、耕地面積、市町村数等に基づき、国

から都道府県に対し、協同農業普及事業交付金を交付

した。

（予算額２８９億４，５８２万円）

　なお、協同農業普及事業交付金の交付対象となった

事業の内容は次の通りであった。

�　普及職員の設置

　協同農業普及事業に従事する職員として、都道府県

に専門技術員と改良普及員を設置した。

　ア　専門技術員

　各都道府県の中心的な試験研究機関及び本庁におい

て、試験研究機関、関係団体等と密接な連携を保ちな

がら、それぞれの専門項目について調査研究を行うと

ともに、改良普及員に対する研修、指導を行う職員と

して、都道府県に専門技術員を設置した。

　また、専門技術員の専門項目として、農業関係に稲

及び麦、野菜及びいも類、果樹、花き、乳牛及び肉用

牛等技術に関する１４項目並びに普及指導活動（農業）

及び普及指導活動（青少年）の２項目が、生活関係に

労働衛生、居住環境、生活経営、農産物利用及び食品

加工並びに普及指導活動（農村生活）の５項目が設け

られるとともに、専門技術員の任用は、各都道府県が

自県の農業事情等を勘案し、国が定める一定の資格を

有する者の中から行った。

　なお、専門技術員の平成１３年３月３１日現在の設置実

数は６３６人（うち農業関係者５４１人、生活関係９５人）で

あった。

　イ　改良普及員

　地域農業改良普及センターに所属し、直接農業者に

接して農業経営又は農村生活の改善に関する普及活動

を行う職員として、都道府県に改良普及員を設置した。

ただし、一部の改良普及員にあっては農業者研修教育

施設（道府県農業大学校）に所属し、農業後継者たる

農村青少年等の研修教育を担当した。

　なお、改良普及員の平成１３年３月３１日現在の設置実

数は、９，６３１人（うち農業関係８，３２９人、生活関係１，３０２

人）であった。

�　普及職員の活動

　ア　専門技術員

　専門技術員の活動として、改良普及員の行う農業経

営及び農村生活の改善に関する普及指導等を円滑に進

めることを目的として、県内の地域農業改良普及セン

ター・普及指導現場の巡回等による改良普及員への指

導、研修等を実施した。

　また、普及指導活動の充実等の観点から、試験研究

機関との連携を図るとともに、農業の生産現場で生じ

ている技術及び経営に係わる問題の解決方法等に関す

る農業者のほ場等での実証調査、あるいは地域の農林

漁業と農山漁村生活の実態に適応した生活関係の技術

に関する実験研究等の調査研究を実施した。

　さらに、専門技術員の調査研究又は改良普及員への

指導を円滑に行うために必要な分析・診断機材、資材

等の整備を行った。

　イ　改良普及員

改良普及員の活動は、地域農業改良普及センターの管

内の実情に応じていくつかの部門等を分担し、

　①　管内をいくつかの地域活動に区分し、それぞれ

の活動地域ごとにチームを編成して行う活動方式

　②　管轄区域内全体を対象として専門部門等を分担

して活動を行う方式

　③　①、②の併用による活動方式

等の活動手法により管内において、総合的、計画的に

普及指導活動を行っている。また、重点的に普及指導

活動を行う必要性の高い個別農業者、法人、集団又は

地域を重点指導対象として設定するとともに、その成

果を周辺地域に波及させることにより、効果的、効率

的な活動を推進することとしている。

　また、こうした活動手法を用いた具体的な改良普及
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員の活動として、農業生産方式の合理化その他農業経

営の改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び

知識の普及指導を円滑に進める観点から、直接農業者

に接して、次のような活動を実施した。

　�　農業経営及び農村生活の改善に関する技術及び

知識の普及指導を行うための所属する地域農業改良普

及センターの管内の巡回指導及び農業者等に対する相

談

　�　試験研究機関等で開発された新技術等の実証展

示を行うための実証ほの設置又は普及指導活動の手法

や成果を実証展示するための農業者等の設定

　�　農業経営及び農村生活に関する情報資料の農業

者等への適時、適切な提供

　�　農業者を対象とした研修会や講習会の開催

�　地域農業改良普及センターの運営

　改良普及員の活動の拠点として、改良普及員の行う

活動の連絡調整、地域の特性に応じた普及指導活動の

推進、市町村、農業協同組合等との連絡を緊密にし、

農業者に対する情報提供及び新規就農を促進するため

の活動を行うことを目的として、各都道府県の条例に

基づき、地域農業改良普及センターの設置・運営を

行った。なお、平成１３年３月３１日現在の地域農業改良

普及センター数は４８５であった。

　また、地域農業改良普及センターにおいて、総合的

かつ計画的な普及指導活動を行うため、改良普及員相

互の緊密な連絡の下に、改良普及員の事務分担や活動

体制の決定、概ね５年間にわたる普及指導基本計画及

び毎年度の普及指導年度計画の樹立を行うとともに、

地域農業改良普及センターを拠点とした普及指導活動

の効率的・効果的な推進、農業者への有益な情報の提

供及び新規就農の促進を図るため、次のような事業を

実施した。

　ア　農業に関する高度な分析・診断機材、視聴覚機

材、農業者に関する情報の提供に必要な機材、実習指

導用機材等の整備

　イ　農業者への有益な情報の提供や新規就農の促進

に資するための、農業者、集団、青少年及び技術、経

営、普及指導活動等に関する情報の整理・提供

　ウ　改良普及員の現地活動等に使用する巡回指導用

車両の整備

　エ　地域農業改良普及センター又は市町村を単位と

して、農業者、市町村、農業協同組合等関係機関・団

体に関するニーズの把握及び普及活動に対する評価、

関係機関・団体との役割分担についての協議等を行う

地域農業改良推進協議会等の開催

　オ　改良普及員の任用資格を有する者が改良普及員

の産前産後の休暇又は育児休業中その普及指導活動を

代替して行う産休等改良普及員代替職員の設置

　カ　新規就農に向けた啓発を行うための交流会・研

修会の開催及び就農相談員の設置

　キ　普及指導活動に関する課題の収集、地域の技術

及び知識の周辺農業者への情報提供等を行う普及情報

協力者の設置

�　普及協力委員の活動

　専門的な技術等についての農業者からの多様なニー

ズに応えられるよう、新技術の実践や農村青少年の育

成等を行う先進的農業者、農産加工等の事業について

識見を有する者を普及協力委員として委嘱し、これら

の者が改良普及員に協力して農業経営又は農村生活の

改善に資するための活動を実施した。

�　改良普及員の研修

　国及び県段階における計画的な研修の実施を通じ、

農業技術の高度化、農業経営の専門化、農業者の生活

の多様化等に対応し、的確な普及指導活動を推進し得

るよう、改良普及員の資質の向上を図ることを目的と

し、次のような研修（国が実施する研修への派遣を含

む。）を実施するとともに、このために必要な分析・診

断機材、視聴覚機材等を当該研修を実施する施設に整

備した。

　ア　地域農業改良普及センター段階における研修

　新任期の改良普及員の普及指導活動に対する基礎指

導力を確立するための研修、現地の技術課題等を解決

するための適切な普及指導活動の方法等についての研

修及び改良普及員の自己能力を開発・向上するための

研修の実施

　イ　県段階における研修

　新任期の改良普及員に対する集合研修、高度先進的

技術等専門技術の強化のための研修、地域農業の組織

化等地域の総合的な課題解決のための研修、地域農業

改良普及センターにおける企画・管理上の諸問題解決

のための研修及び先進的技術・知識、普及指導方法等

を習得するための国内外の大学・試験研究機関等への

留学派遣研修の実施

　ウ　国段階における研修

　新任の改良普及員を対象とした新任期研修、中堅普

及職員を対象とした農政課題研修や技術研修、新任の

所長を対象とした地域農業改良普及センター所長研修

等への派遣

�　農村青少年団体の指導者の育成

　農村青少年団体の指導者の育成について、改良普及

員の日常の普及指導活動に加え、次のような取組を通

じ、優れた青年農業者の育成を図った。
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　ア　農村青少年に対し、その成長段階に応じ、就農

意欲を喚起し、近代的な農業経営を担当するにふさわ

しい農業生産技術、農業経営技術、農家生活技術等を

計画的に習得させるための研修や、その集団活動を促

進させるための研修（農林水産省農業者大学校での研

修教育のための派遣を含む。）の実施

　イ　農村青年の研修教育等に励みと目標を与え、農

業者としての意欲を喚起し、その自主的活動の助長を

図るため、優れた農業青年を「青年農業士」として認

定するとともに、これらの者を対象とした研究会、先

進地調査等を実施

�　農業者研修教育施設（道府県農業大学校）の運営

　次代の農業及び農村を担う優れた青年農業者等を育

成することを目的として、農業者研修教育施設（道府

県農業大学校）に長期の研修教育を行うための養成部

門を置くほか、県の農業及び農村の実情に応じ、当該

施設に養成部門の卒業者に対しより高度の研修教育を

行う研究部門及び個別技術等の短期研修を行う研修部

門を設置した。

　各部門ごとの具体的な事業内容としては、養成部門

においては、専門課程及び専攻コースを設け、講義、

実習等により、次代の農業及び農村を担う優れた青年

農業者として必要な技術及び知識を体系的かつ実践的

に習得させること、研究部門においては、専攻区分を

設け、経営環境の変化に迅速に対応し得る、より高度

な経営管理能力を効率的に習得させること、また、研

修部門においては新規就農希望者、青年農業者、中堅

農業者、先進的農業者等幅広い層を対象に、経営の発

展段階、地域における役割等に応じて、農業又は農家

生活に関する知識及び技術を体系的に習得させること

を目的とした研修教育を実施した。さらに、これらの

ために必要な機材等の整備を行った。

　また、指導職員の指導能力の向上に資するための新

任者研修、指導職員が当面している課題の解決のため

の知識及び技術、新たに開発された技術、経営管理方

法、実践教育方法等を習得させるための研修（国が実

施する研修への派遣も含む。）を実施した。

２　協同農業普及事業の効率的・効果的な推進

　協同農業普及事業交付金による事業とあいまって、

普及の技術水準の高度化等を図るとともに、農業情勢

の変化等に的確かつ弾力的に対応するため、次の事業

を実施した。

�　普及事業の高度化・効率化を進めていくための体

制・方法の確立　　　　　　　　　　　　　

　ア　高度な技術や経営能力を有する担い手の要請に

普及事業が的確に対応するため、普及職員等の農業経

営支援能力・革新的技術への対応能力の飛躍的向上を

図るために、①改良普及員等に対する農業経営管理支

援能力の強化を図るための集合研修、②普及職員に対

する国内外の大学、試験研究機関、民間企業、専門学

校、先進農家等への派遣研修、③（社）全国農業改良

普及協会が開設する通信教育講座により、担い手等に

対する普及職員等の実践的な経営支援能力向上を図ろ

うとする県に対し、受講に必要な経費の一部補助、④

改良普及員を指導する立場にあり、普及事業の中核的

な役割を担っている専門技術員に対する新任者研修及

び担当する専門項目に関する知識・技術のより一層の

深化等を図るための集合研修、⑤農業経営の高度化や

法人化の要請に対応するため、民間専門家の農業分野

への参入を支援する観点から、農地制度、農業税制、

農業経営の特質、農業経営に係る財務諸表、農業施策

の概要等に関する集合研修を実施した。

（予算額　３６５百万円）

　イ　普及職員の普及指導活動の高度化、効率化に必

要な各種情報を全国の普及組織等に迅速に提供するた

め、�全国農業改良普及協会に対して助成し、①普及

活動に必要な各種情報の収集・提供を可能とするEI－

NETの整備、運営及びインターネットへの完全対応、

②普及職員が必要な専門情報をEI－NET上で民間専

門家等から随時入手できる専門情報コーナーの開設、

③都道府県の普及情報センター機能の高度化及びロー

カルネットワークの整備に対する支援、④第三者によ

る客観的な外部評価方法の確立等普及活動の高度化、

効率化のための調査研究等を実施するとともに、都道

府県において、⑤普及センターと農業者等を結ぶ普及

情報ローカルネットワークの整備、⑥農業微気象デー

タベース環境の整備を実施した。

（予算額　６３２百万円）

　ウ　土地利用型農業の生産・経営構造を総合的に強

化するとともに、有機性資源の循環的利用による健全

な土壌形成、農薬等の節減による環境と調和した持続

的な農業の確立を推進するため、①県において、土地

利用型農業の経営基盤の確立、持続的農業の推進等の

課題に対応した地域農業確立普及活動推進基本方針を

策定した。また、②土地利用型農業の生産・経営構造

の再編強化に計画的かつ意欲的に取り組もうとする地

域において、土地利用型作物の生産振興と経営安定に

係る普及活動方策を検討・策定するとともに、農業者

等の意向を踏まえた地域に適合したバランスのとれた

作目複合型栽培技術・経営マニュアルの作成と地域内

生産最大化システムの確立を行い、これらを踏まえた
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濃密な技術・経営指導を実施し、③県における取組体

制の整備、資源循環利用及び環境負荷低減の促進活動

等を支援し、地域に最も適した農業生産方式の検討等

を行うとともに、④普及センターにおいて、展示ほの

設置・運営、生産方式の導入に取り組む先導的農業者

に対する技術、経営両面からの濃密な普及活動等を

行った。

（予算額　２９８百万円）

�　普及事業の対象者・課題の重点化

　ア　担い手の育成・確保を図るためには、新規就農

者、認定農業者等の高度かつ多様な要請に的確に対処

し、これら農業者に対して関連施策を集中していくこ

とが不可欠であり、また、これと併せ、集落営農等の

活用等により、地域の実情に応じた多様な担い手を確

保・育成することが必要である。このため、①県にお

いて担い手育成普及活動推進協議会を設置し、個々の

担い手の育成、集落営農等の活用等による多様な担い

手の確保等の課題に対応した担い手育成普及活動推進

基本方針を策定した。また、②担い手育成支援に係る

普及活動を円滑に推進するため、経営改善支援セン

ター、県農業大学校等と連携しつつ、税務、労務、マー

ケティング等の専門家の参加による技術・経営改善等

に係るカウンセリング・コンサルテーションを行うと

ともに、UR対策の技術開発成果等を活用しつつ、研

究員と連携した現地実証活動や農協等と連携した情報

提供等を実施した。さらに、③農業改良資金の効果的

な活用を図るため、経営改善協議会を開催し、担い手

等の育成方策等に係る指導指針を作成・提示し、農業

改良資金の現場での効果的な活用を図るための地域モ

デルの作成、農業者の経営分析等に沿った営農指導、

資金調達等総合的な指導を行った。加えて、④集落営

農等の活用による多様な担い手の確保・育成を図るた

め、集落内の有機的連携を総合力発揮のための合意形

成手法、生産方式の導入等を内容とする普及活動方策

を作成するとともに、モデル地区において座談会の開

催等を実施し、集落リーダー等を通じた濃密な支援活

動を行った。

（予算額　７９８百万円）　

　イ　女性の参画を推進するための男女共同参画社会

の形成、家族経営協定の推進、女性の農業経営者とし

ての能力開発、女性の活動を支援するための労働環境

の改善、高齢農業者の能力活用等の多様な課題に効果

的・効率的に取り組むためのモデル活動として、①女

性の参画の促進、高齢者の能力の活用、農業経営・労

働環境の整備など部門毎の連携のあり方の検討を行っ

た。また、②男女共同参画社会形成に向けた課題解決

のための連絡研究会等の開催、課題解決のための現場

におけるプロジェクト活動の実施、③女性農業経営者

を育成する研修や高齢者の農業関連活動を推進するた

めに普及職員の指導能力向上を図る研修等の実施、女

性農業経営者の育成に関する地域実態調査等の実施、

高齢者リーダー養成セミナーの開催等、④農業経営・

労働環境の整備推進計画の策定や農業労働実態調査の

実施等、農業労働快適化のための簡易器具の開発・実

証、家族経営協定を推進するための夫婦セミナーや協

定締結者の情報交換会の開催等を実施した。

（予算額　２３８百万円）

�　生活関係研修

　平成１２年度の農林水産省農林水産研修所生活技術研

修館における生活関係研修受講者の実績は次のとおり

である。

 　　　コース数 　延べ日数　　延べ受講　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者数

農林水産省

　職員研修 ���� ４ ���� １４ ���� ７８　　

普及職員研修 ��� １４　 ��� ９２  ��� ２２７　　

地方公共団体

　職員研修 ���� １ ���� ４ ���� １２　　

そのほか海外研修生の受け入れなどを行っている。

第９節　農業改良資金制度

　本制度は、昭和３１年に農業改良資金助成法（昭和３１

年法律第１０２号）の制定により発足し、その後制度の再

編拡充が行われ、平成１２年度においては生産方式改善

資金及び農家生活改善資金の拡充を図った。

１　生産方式改善資金

　本資金は、農業経営の改善を促進するための能率的

な農業技術の導入その他の合理的な生産方式の導入に

要する資金を貸し付けるものである。

　平成１２年度においては、水田農業生産性向上等資金

において、大規模水田営農や稲作省力化に必要な機械

及び転作作物の加工と併せて行う米の加工に必要な施

設を貸付対象に追加し、果樹栽培合理化資金において

は貸付対象作物の拡充を行った。

（貸付実績　５７億５，６６８万円）

２　特定地域新部門導入資金

　本資金は、６年度にウルグァイ・ラウンド農業合意

関連対策の一環として創設し、中山間地域等農業の生
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産条件が不利な地域において、新規作物等の導入によ

る新たな農業部門の経営を開始するのに要する資金を

貸し付けるものである。

（貸付実績　９億２，２９３万円）

３　経営規模拡大資金

　本資金は、農業経営の規模拡大を図るため、農用地

の利用権を取得するのに要する資金を貸し付けるもの

である。

（貸付実績　０万円）

４　農家生活改善資金

　本資金は、農家生活の改善を図るため農家が合理的

な生活方式の導入に要する資金を貸し付けるものであ

る。

　　平成１２年度においては、婦人・高齢者活動資金の

貸付対象となるグループの人数要件の緩和を行った。

（貸付実績　７，２６９万円）

５　青年農業者等育成確保資金

　本資金は、青年農業者その他の農業を担うべき者が

今後の優れた農業生産の担い手となるために農業の技

術及び経営方法の実地の習得、その他近代的な農業経

営の基礎を形成するのに要する資金を貸し付けるもの

である。

（貸付実績　４９億３８５万円）

　第１０節　新規就農者・青年　　　
　　　　　農業者の育成確保対策

　近年、農外からの新規参入や他産業従事者のUター

ン等就農ルートの多様化が進展してきており、このよ

うな多様な就農ルートを通じて幅広い人材を確保する

観点から、「青年等の就農促進のための資金の貸付け

等に関する特別措置法」（平成７年法律第２号）に基づ

き講じる支援措置のほか、全国、都道府県、市町村の

各段階における就農支援体制の充実や農業教育への取

組の強化、農業者の生涯にわたっての高度な技術の研

修教育等を行うための施設の整備等により、多様な就

農ルート、就農形態に対応したきめ細かな新規就農対

策の充実強化を図った。

１　新規就農者に対する資金面での支援

　農内農外からの新規就農の増大を図るため、青年及

び近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者とな

るための知識及び技能を有する中高年齢者に対し、農

業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修そ

の他の就農の準備に必要な資金及び新たに農業経営を

開始するのに必要な資金（就農支援資金）の無利子貸

付けを行った。

（就農支援資金貸付枠　２５２億５３百万円）

　　　２　全国及び地域段階における　　　
　就農支援体制の整備　　

�　新規就農総合対策事業

　①　就農相談窓口整備事業

　次第の農業を担う優れた新規就農者の育成及び確保

を図るため、その目標となる都道府県、市町村段階に

おける新規就農対策推進方針の策定を進めるとともに、

都道府県青年農業者等育成センター等において、多様

な人材のニーズに応じた的確な就農関連情報の発信等

を行う窓口機能の充実強化と青年農業者等が円滑に就

農できるシステムの整備を図った。

（予算額　３億１，９８０万円）

　②　技術・経営研修事業

　Ｕターンや農外からの新規参入等、就農ルートの多

様化が進展する中で、個々の経歴や農業に関する知識

及び技術の習得段階に応じた農業研修の実施、農業法

人への就農の促進を図るための研修コースの開設等、

新規就農者に対する農業に関する技術・経営研修体制

の整備を図った。

（予算額　１億２３９万円）

　③　経営継承円滑化事業

　経営基盤を持たない新規参入者等の円滑な就農を支

援するため、離農農家等と新規就農希望者のマッチン

グやリース農場方式の推進等経営継承円滑化のための

対策を実施した。

（予算額　１，８５３万円）

　④　農業教育推進事業

　文部科学省と連携を図りながら、小・中学生等を対

象とした幅広い農業体験学習を支援するため、農業副

読本等の作成、宿泊滞在型の農業農村体験の場の設定

を行うとともに、農業参加・体験クラブの組織化、教

員の農業体験学習指導のための研修を実施した。

（予算額　６，５８４万円）

�　農業研修教育施設整備事業

　道府県農業大学校において、先進的な農業技術、経

営方法の習得のため研修教育を実践的かつ体系的なも

のとして実施するために必要な研修教育施設を整備し

た。

（予算額　１９億５，７９２万円）
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�　農村青少年研修教育団体事業等

　ア　�全国農村青少年教育振興会に助成して、他産

業従事者が働きながら学べる就農準備校を全国１０ヶ

所で開設、農村青少年を対象とした先進農家留学研修、

全国農業青年交換大会を実施するとともに、八ヶ岳研

修館の施設整備を行った。　　　　　　　　　　　　

　また、意欲と能力のある中高齢者が積極的に就農で

きる環境整備及び就農に関する情報提供を行った。

（予算額　２億１，３８９万円）

　イ　�国際農業者交流協会に助成して、農村青少年

を欧州等の先進農家へ１年間派遣し、農業経営の実地

体験をさせる農業実習生海外派遣事業等を実施した。

（予算額　３，７７９万円）

　ウ　青年農業者の育成に重要な役割を果たしている

民間の研修教育施設（鯉淵学園、八ヶ岳中央農業実践

大学校、日本農業実践学園）の研修教育の効果を高め

るために必要な教育施設の整備、指導職員の設置等に

対して助成した。

（予算額　２億５，９５８万円）

�　農業者大学校の運営

　国自らが運営する農業後継者教育機関である農業者

大学校において、青年農業者に対し３年間の特色ある

教育を行い、幅広い視野と応用能力を付与し、自ら近

代的な農業経営の担い手となるべき優れた人材を育成

した。

（予算額　２億８，４８５万円）

第１１節　女性・高齢者対策

　地域の多様な担い手として農業・農村の維持・活性

化に大きく貢献している女性・高齢者の農業に関する

活動を推進する観点から、「食料・農業・農村基本法」及

び「食料・農業・農村基本計画」に沿って、女性が自

らの意思によって農業経営に参画することができる環

境整備を推進するとともに、高齢者が生涯現役を目指

して農業に関する活動ができる環境づくりを推進する

施策を総合的に推進した。

１　農山漁村男女共同参画の推進

　平成１２年１２月に、男女共同参画社会基本法に基づき

男女共同参画基本計画が策定された。この中で、「農

山漁村における男女共同参画の確立」が記述された。

これら法律及び基本計画を踏まえ、以下の施策に取り

組み、農山漁村における男女共同参画の推進を図った。

�　農業・農村男女共同参画推進事業

　平成１１年度に策定した「農山漁村男女共同参画推進

指針」を踏まえ、農村女性の社会参画を推進するため、

市町村段階における審議会の女性委員の割合などの社

会参画等の指標・目標の策定、その達成に向けた普及

啓発等を実施した。

（予算額　１億３，１６１万円）

�　農村女性・高齢者支援普及活動事業

　女性農業経営者の能力向上のための経営管理研修等

の開催や家族経営協定の締結を促進するとともに、新

たに、男女共同参画社会の形成に向けた普及活動マ

ニュアルを策定する等効果的な普及活動を展開した。

（予算額　２億３，７７１万円）

�　農山漁村生活開発推進事業

　女性農業者の積極的な経営参画を推進するための全

国研究会の開催や家族経営協定の締結促進等農業経

営・労働環境整備の推進、農山漁村女性による農業関

連起業活動を推進するための農山漁村女性活動支援施

設の運営や起業活動体験交流会の開催等を行うために

必要な経費を（社）農山漁村女性・生活活動支援協会

に対し助成した。

（予算額　６，６８０万円）

�　海外青年・女性農業者等育成事業

　開発途上国の青年や女性農業者の能力の開発を図る

ため、我が国において、青年農業者や農村女性リー

ダー等に対し、実践的な農業・農村生活に関する研修

を実施するとともに、専門家の派遣によるフォロー

アップとこれらに必要な人材バンクを構築した。

（予算額　９，８１４万円）　　　　　　　　　

２　農山漁村高齢者対策

　高齢者活動促進システム確立事業

　高齢者の有する知識・技能の積極的な活用を図る観

点から、高齢者が行う地場農産物の生産・加工に必要

な簡易な機器整備、農業技術指導のための講習会等の

自立的な活動の支援を実施した。

（予算額　１億７，８８３万円）

第１２節　農業協同組合等

１　農業協同組合及び同連合会

�　農協系統の現状

　農協系統の事業・組織のあり方に関しては、食料・

農業・農村基本法の制定を受け、農協系統は、地域農
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業の振興や担い手の支援に全力を挙げていくことが強

く期待されている。また、平成１４年４月のペイオフ解

禁を控えて金融情勢が激変している中で、農協系統金

融についても抜本的な見直しが求められてるところで

ある。

　このような状況の下で、農協系統では、平成１２年１０

月の JA全国大会において農業者の協同組織としての

原点に立ち帰って、組合員に対するメリットを最大限

に発揮するため、事業・組織について抜本的な見直し

を行うことを決議し、さらに、このような農協改革を

着実に実行していくため行動計画を策定したところで

ある。

　また、政府においても、このような農協系統自らが

行う農協改革を推進するために、第１５１回通常国会に

農協改革２法案（農業協同組合法等の一部を改正する

法律案、農林中央金庫法案）を提出したところである。

　改正の具体的内容は、まず、農協系統組織等の見直

しの観点から、「農業協同組合法」を改正し、

　①　担い手ニーズへの対応、地域農業の振興に重点

を置いた事業展開を図るため、農業を営むすべての法

人に正組合員資格を与えるとともに、営農指導を農協

の第一の事業に位置付ける

　②　業務執行体制の強化を図るため、信用事業を行

う農協における複数常勤理事の設置や信連等における

経営管理委員会の設置を義務付ける

　③　農協系統の自己責任体制の確立を図るため、農

協中央会の監査・指導機能の強化を図る

等の措置を講じることとしている。

　また、農協系統の信用事業を見直し、農家が安心し

て貯金できる信用事業体制を整備する観点から、JA

グループの総合力を結集し、農協系統金融機関が全体

として「ひとつの金融機関」として機能するような、

新たな農協金融システムを構築するため、

　①　「農林中央金庫法」を全面改正し、農林中金が信

連・農協等を会員とする協同組織の金融機関であるこ

とを明確にするとともに、会員である農協等の代表者

からなる経営管理委員会及び金融専門家からなる理事

会を設置して農林中金の業務執行体制を強化する

　②　「農林中金・信連統合法」を改正し、農林中金が

農協金融の再編と強化に関する基本方針（問題のある

農協・信連を早期に発見して早期に経営改善・組織統

合による是正を図るための自主ルール）を作成し、こ

れに即して農協・信連の信用事業について指導を行う

とともに、この指導に基づく経営改善・組織統合に対

し、農協系統の自主的な積み立て財源による支援を行

う

等の措置を講じることとしている。

　農協系統の現状を概観すると、１３年３月３１日現在に

おける農業協同組合の数は単位農業協同組合が４，５２５

（うち総合農協１，３４７）、連合会が３５４（うち全国段階の

もの１９）で１２年度中に単位農業協同組合が３４０（うち総

合農協２７１）、連合会が６２それぞれ減少している。

　１２年度における総合農協の合併実績（１２年度中に合

併登記を完了）は８４件であり、参加農協数は３３６農協で

あった。

　１１事業年度末現在における総合農協の正組合員の数

は、５２９万人（団体を除く。）で前事業年度末に比較し

４万８千人減少し、准組合員の数は３７５万人（団体を除

く。）で前事業年度末に比較し４万５千人増加している。

�　農協系統の財務の概況

　１１事業年度末現在における総合農協の財務状況は資

金調達額（負債・資本の計）８０兆１，５８８億円で、前年度

比１．８％増加した。これら調達資金の９０．１％は信用事

業負債である。

　資金の運用については、全体の９１．１％である７３兆２５

億円が信用事業資産（貯金、貸出金、有価証券等）で

あり、前年度比１．４％増加している。固定資産は前年

度比６．５％増加し３兆３，７５８億円、外部出資は前年度比

３．５％増加し１兆３，６５０億円である。

　資本については、４兆８，３５５億円で、前年度比７．２％

増加した。

�　農協系統の行う各事業の概況

　ア　信用事業

　農協における１２年度末の貯金残高（譲渡性貯金を含

む。）は７２兆９４５億円（１組合当たり５５３億円）、貸出金

残高は２２兆７９億円（同１６９億円）、有価証券（金銭信託

及び買入金銭債権を含む。）は３兆８，７９７億円（同３０億

円）となっており、前年度末比の増減率は、それぞれ

２．６％、▲０．４％、▲９．９％となっている。

　また、信農連における１２年度末の貯金残高（譲渡性

貯金を含む。）は４９兆３，１８３億円（１信農連当たり１０，７２１

億円）、貸出金残高（コールローンは除く）は５兆３，７１９

億円（同１，１６８億円）、系統預け金は３２兆５，４８２億円（同

７，０７６億円）、有価証券（金銭信託及び買入金銭債権を

含む。）は１２兆６，０３２億円（同２，７４０億円）となっており、

前年度末比の増減率は、それぞれ２．４％、▲９．９％、

６．５％、１．０％となっている。

　イ　経済事業

　１１事業年度における総合農協の販売事業の取扱高は、

５兆１，５０４億円となっており、そのうち主要なものは米１

兆２，８１１億円（２４．９％）、畜産１兆２，２９５億円（２３．９％）、

野菜１兆３，４１９億円（２６．１％）、果実５，６４５億円（１１．０％）
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である。

　また、購買事業の取扱高は４兆２，７７９億円となってお

り、そのうち主要なものは飼料３，９０９億円（９．１％）、肥

料３，４７９億円（８．１％）、農薬２，８２２億円（６．６％）、農業

機械３，０９７億円（７．２％）、石油類５，８８１億円（１３．７％）、

食 料 品８，０５９億 円（１８．８％）、日 用 雑 貨１，３８８億 円

（３．２％）、家庭燃料２，１６５億円（５．１％）である。

　ウ　共済事業

　１２年度の共済事業における長期共済保有契約高（保

障ベース）は、３８９兆７，４８２億円（前年度同期３９０兆９，７９６

億円）、短期共済契約高（掛金ベース）は、４，４９９億円

（同４，４５３億円）となっており、それぞれ▲０．３％、

１．０％の伸びとなっている。

　一方、共済金支払額は、長期・短期を含めた総額で、

事故共済金１兆１７４億円、満期共済金１兆６，０９１億円、

合計２兆６，２６６億円となった。

　エ　医療事業

　農協系統組織の医療事業は主として都道府県（郡）

厚生農業協同組合連合会が医療施設を開設して行って

おり、１２年度末現在では３３都道府県で３７連合会が設置

されている。

　同連合会の開設している医療施設数は１１７病院、５２

診療所であり、医療法上の公的医療機関の指定を受け

農協の健康管理活動の補完を行うとともに、農村地域

の医療機関として農家組合員及び地域住民に対し、医

療の提供を行っている。

　オ　営農指導事業

　農協は、組合員の農業所得の向上を図るため、作目

別の技術指導、農業経営の指導等を行う営農指導事業

を実施している。

　１１事業年度末における１組合平均の営農指導員数は

１０．１人である。また、営農指導員のうち耕種、野菜、

畜産等の作目別指導に従事するものが多く、農家の経

営指導に従事するものは全体の約１割となっている。

２　農業協同組合中央会

�　農業協同組合中央会の事業

　農業協同組合中央会は、農業協同組合及び同連合会

の健全な発達を図るため①組合の組織、事業及び経営

の指導、②組合の監査、③組合に関する紛争の調停、

④組合に関する調査・研究等を総合的に実施している。

　１０年度の財務規模（一般会計予算）は、全国農業協

同組合中央会にあっては４３億４，２４０万円、都道府県農

業協同組合中央会にあっては５８０億６，６００万円となって

いる。

�　農業協同組合中央会に対する補助

　農業協同組合中央会が実施する農業協同組合監査士

による監査、監査の事後指導及び農協系統組織再編促

進事業等に要する経費として、全国農業協同組合中央

会に対して１２年度５億７，１１９万円（農業協同組合等相互

扶助事業整備推進費４億２，５００万円を含む。）を交付し

た。

３　農事組合法人

　農事組合法人は昭和３７年の農協法改正により、農業

生産の協業化を図ることを目的とする農民の協同組織

として制度化されたものであり、１２年度においては

６，６７７法人（前年度同期６，６６７法人）となっている。

　このうち、農業に係る共同利用施設の設置又は農作

業の共同化に関する事業を行ういわゆる１号法人の数

は２，２７３、農業の経営を行ういわゆる２号法人の数は

１，１８２、１号及び２号の事業を併せ行う法人の数は

３，２２２となっている。

　また、作目別にみると単一作目が５，７９６法人で圧倒

的に多く、複合作目は８８１法人である。単一作目では、

畜産（酪農、養豚、養鶏、肉用牛等）（２，１６９法人）、野

菜（８０９法人）、果樹（６０６法人）等が多い。

４　農林漁業団体職員共済組合

　農林漁業団体職員共済組合（農林年金）は、農協、

漁協等の農林漁業団体に勤務する役職員を対象として、

職域における年金給付事業及び福祉事業を行うため、

昭和３４年１月に設立された我が国の公的年金制度の一

つである。（１２年度末対象団体数：８，０９６団体、組合員

数：４６６，９７９人、年金受給権者数：３３０，７１８人）。

　公的年金制度については、その一元化について、公

的年金制度に関する関係閣僚会議の下の有識者や関係

団体の代表からなる「公的年金制度の一元化に関する

懇談会」で、平成１２年６月から１１回にわたり協議が行

われ、平成１４年４月に農林年金と厚生年金を統合する

こと等が同懇談会の報告書としてとりまとめられた。

　この報告を踏まえて、政府は、農林年金と厚生年金

を統合するため、「厚生年金保険制度及び農林漁業団

体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体

職員共済組合法等を廃止する等の法律案」（厚生労働省

提出）を第１５１回通常国会に提出したところである。

　本法律案の概要は、

　①　組合員の取扱い

　農林漁業団体職員共済組合法を廃止する。旧農林年

金の組合員は、統合後、厚生年金の被保険者となる。

　②　給　付

　統合後は、職域年金（旧農林年金組合員期間分）は、
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経過的に存続する農林年金から支給し、厚生年金相当

部分は社会保険庁から支給する。

　③　統合後の農林年金の取扱い

　農林年金は、統合後も旧農林年金組合員期間に基づ

く職域年金等の給付の業務等を行うため経過的に存続

する。

　④　統合後の厚生年金保険制度

　平成１４年４月から１６年９月までは厚生年金の保険料

率（現在１７．３５％）に２．１４％上乗せし、平成１６年１０月か

ら２０年９月までは厚生年金の保険料率に１％上乗せす

る。

　⑤　統合に伴う農林年金から厚生年金への積立金の

移換

等となっている。

５　農協に関する調査研究

�　一　斉　調　査

　農業協同組合、同連合会及び農事組合法人について、

その組織、財務及び事業の概要を調査し、統計表とし

て公表した。１１事業年度の各統計表の集計組合数は総

合農協１，６２０、専門農協９６５、都道府県区域農協連合会

２０５及び農事組合法人１，９７１であった。

�　経営分析調査

　総合農協のうち１１７組合を抽出し、事業の部門別損

益、経営諸指標の算出等組合の経営内容に関する分析

調査を行い「農業協同組合経営分析調査報告書（平成

１１事業年度）」として公表した。

�　農業協同組合等現在数統計

　農業協同組合、同連合会及び農事組合法人について、

その現在数（１３年３月３１日現在）及び１２年度における

設立、合併及び解散の状況を調査し、公表した。　

第１３節　農林漁業金融

１　組合金融の動き

　我が国経済は、平成１１年半ば以降、設備投資の持ち

直しの動き等により四半期ベース実質GDP成長率が

プラスに転じ、平成１２年度に入っても緩やかな回復が

見られたが、個人消費については収入の低迷などによ

り、依然として厳しい状況が続いた。

　金融面では、平成１２年８月１１日に日銀がゼロ金利政

策を解除したことを受けて長・短期金利は一時的に上

昇したが、年度末にかけて再び低下し、低水準で推移

した。しかし、資金需要が依然低調であることから金

融機関の貸出しの低迷は続き、株価も４月中旬の米国

株価の急落を受けて下落して以降、一貫して低下を続

ける等、我が国の金融市場は低迷を続けている。また、

金融ビックバンの進展の中で、大手都市銀行の再編、

ITを活用した異業種の参入、平成１４年４月のペイオ

フ解禁等、金融をとりまく情勢が劇的に変化しつつあ

る中、不良債権処理、自己資本の充実等、金融機関の

健全性の確保が一層強く求められている。

　金融制度については、平成１２年５月に「特定目的会

社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改

正する法律」、「預金保険法などの一部を改正する法

律」がそれぞれ成立し、金融市場の活性化、金融機関

経営の健全性確保、破綻処理に関する制度の整備が進

められた。

　農協系統金融についても、平成１２年５月に「農水産

業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協

同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正す

る法律」が成立し、系統信用事業の特性を踏まえた

セーフティーネットの整備が図られた。

　また、平成１２年４月に第１回「農協系統の事業・組

織に関する検討会」が開催されて以降、１７回にわたり

社会経済情勢の変化に対応した農協系統の事業・組織

のあり方について検討が重ねられ、同年１２月には検討

会の成果として「農協改革の方向」がとりまとめられ

た。この中で、農協系統金融機関については、系統の

総合力を最大限に発揮し、農協・信連・農林中金が全

体として「ひとつの金融機関」として機能することを

目指した、新たな農協金融システムの構築に向けた取

組が提言された。

　以上のような情勢の下、平成１２年度の系統信用事業

は、次のような動きをした。

�　農協の動き

　ア　貯金

　１２年度末の貯金残高は７２兆９４５億円となり、１１年度

末に比べ１兆８，３８９億円、２．６％増加した。

　イ　借入金

　１２年度末の借入金残高は２，６１３億円（このほか農林漁

業金融公庫から転貸用借入金４，２２２億円）となり、前年

度末残高（３，１８１億円）より５６８億円、１７．９％減少した。

　ウ　貸出金

　１２年度末の貸出金残高は２１兆５，４２７億円（このほか農

林漁業金融公庫受託貸付金残高４，４３１億円、金融機関

貸出２２１億円）となり、前年度に比べ５０３億円、０．２％減

少し、貯貸率は３０．７％から２９．９％へと減少した。

　貸出金残高を短期、長期別にみると、年度間増加率

は、短期貸出が５．９％減（前年度５．６％減）、長期貸出は
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０．６％増（前年度１．３％増）となり、長期貸出比率は

８６．３％（前年度８５．５％）となった。

　エ　余裕金

　農協の余裕金（現金を除く。）は、主として信農連へ

の預け金および有価証券で運用されており、その１２年

度末残高は５１兆６，５３６億円で、前年度末残高（４９兆

９，１１４億円）より１７，４２２億円、３．５％増加した。

　その運用内訳をみると、預け金４７兆７，７３９億円で余

裕金の９２．５％を占め、前年度に比べ２兆１，０３８億円、

４．６％増であった。このうち系統への預け金は４７兆

３，４７１億円で、余裕金全体の９１．７％を占めており、前年

度（９０．３％）よりわずかに増加した。

　また、１２年度末における有価証券保有残高は３兆

８，３０９億円と前年度に比べ４，１９４億円（９．９％）減となり、

余裕金全体に占める割合は８．５％から７．４％へと減少し

た。

�　信農連の動き

　ア　貯金

　１２年度末の貯金残高は４９兆１，５８０億円となり、前年

度末より１兆８４０億円、２．３％増加した。

　イ　借入金

　１２年度末の借入金残高は１７９億円となり、前年度末

残高（９３億円）より８６億円増加した。

　ウ　貸出金

　１２年度末の貸出金残高は４兆８，８７９億円（このほか農

林漁業金融公庫受託貸付金残高１兆２，０５７億円、金融

機関貸出４，８４０億円）となり、前年度に比べ４，８１６億円、

９．０％減少した。

　このため、年度末残高の貯貸率は、１１．２％から９．９％

へと減少した。

　貸出の員内、員外別の状況をみると、員内は１０．７％

減、員外は９．６％減少した。員内を貸出先別にみると、

農協向けが１５．２％減少（前年度６．５％減）し、信農連の

会員である農協の組合員（いわゆる孫会員）向けは

１０．７％減少（前年度６．１％減）、その他が７．１％減少（前

年度４．９％減）となっている。

　エ　余裕金

　信農連の余裕金（現金を除く。）は、主として農林中

金への預け金及び有価証券で運用されており、その１２

年度末残高は４５兆４，９２８億円で、前年度末残高（４３兆

５，０３４億円）より１兆９，８９４億円、４．６％増加した。

　その運用内訳をみると、預け金３２兆８，７４６億円で余

裕金の７２．３％を占め、前年度に比べ１兆９，０７４億円、

６．２％増であった。このうち系統への預け金は３２兆

５，４８２億円で余裕金全体の７１．５％を占めており、前年

度（７０．２％）より増加した。また、１２年度末における

有価証券保有残高は１２兆３２１億円と前年度に比べ２，９０２

億円（２．５％）増となり、余裕金全体に占める割合は

２７．０％から２６．４％とやや減少した。

�　農林中央金庫の動き

　ア　預金

　１２年度末の預金残高は３５兆９，９５１億円となっており、

１１年度（３３兆３，７９９億円）に比べ２兆６，１５２億円（７．３％）

増加した。この預金を預かり先別に見ると、所属団体

の残高が３１兆５，８２１億円（１１年度３０兆３，０３８億円）で、

１兆２，７８３億円（４．２％）の増加となった。

　また、非所属団体の残高は４兆４，１３０億円（１１年度３

兆７６１億円）で、１兆３，３６９億円（４３．５％）の増加となっ

た。なお、預金残高総額に占める所属団体の業態別の

割合は、農協系統が８４．２％と大宗を占めており、水産

系統３．５％、森林系統０．０１％となった。

　イ　農林債券

　１２年度末の農林債券の発行残高は６兆５，４５７億円と

なっており、１１年度（６兆９，７７９億円）に比べ４，３２２億

円（６．２％）減少した。これを利付債と割引債に分けて

みると、利付債の発行残高は４兆９，７４３億円（１１年度５

兆３，０５８億円）で３，３１５億円（６．２％）の減少、割引債の

発行残高は１兆５，７１３億円（１１年度１兆６，７２０億円）で、

１，００７億円（６．０％）の減少となった。

　ウ　貸出金

　�　所属団体貸出

　１２年度末の所属団体貸出残高は７，７１０億円、１１年度

（８，４８６億円）に比べ７７６億円（９．１％）減少した。これ

を団体別に見ると、農協系統は５，６７２億円（１１年度

６，００１億円）で３２９億円（５．５％）の減少、水産系統が

１，５５４億円（１１年度１，８７６億円）で３２２億円（１７．２％）の

減少、森林系統が４６８億円（１１年度５０６億円）で３８億円

（７．５％）の減少となった。

　�　非所属団体貸出（関連産業法人貸出等）

　１２年度末の非所属団体貸出残高（買入手形、コール

ローンを含む。）は２３兆９６８億円となっており、１１年度

（２３兆２，５７０億円）に比べ１，６０２億円（０．７％）減少した。

このうち、関連産業法人貸出残高は５兆８，４１６億円（１１

年度６兆７，７４８億円）で、９，３３２億円（１３．８％）の減少

となった。他方、関連産業法人貸出以外の非所属団体

貸出は、施設法人貸出、農山漁村整備法人貸出、特別

貸出法人貸出、金融機関貸出等があるが、これらの残

高は１７兆２，５５２億円（１１年度１６兆４，８２１億円）で、７，７３１

億円（４．７％）の増加となった。

　エ　貸出金以外の資金運用

　貸出金以外の資金運用については、有価証券や預け

金等により運用されているが、このうち１２年度末の有
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表８　農協信用事業主要勘定

�（単位：億円、％）

貯貸率
��������

��有価証券うち系統預け金預け金

貸出金�
農林公庫
資金、金
融機関貸
出を除く

借入金
農林公庫
転貸資金
を除く　

貯金���

����������������������������������������������年�月末

��������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������年�月末

��������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������年�月末

　　　　　　資料：農林中金調べ

表９　信農連主要勘定

�（単位：億円、％）

貯貸率
�������

有価証券�
うち系統
預け金

預け金
金融機関
貸出

貸出金���
金融機関貸
出を除く　

借入金�貯金���

�������������������������������������������������年�月末

�����������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������年�月末

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������年�月末

　　　　　　資料：農林中金調べ

表１０　農林中央金庫主要勘定

�（単位：億円）

有価証券非所属団体貸出所属団体貸出　　発行債券　　　預　金　

�����������������������������������年�月末

���������������������������������

����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������年�月末

���������������������������������

����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������年�月末

�資料：農林中金調べ
�（注）非所属団体貸出には、買入手形、コールローンを含む。
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価証券保有残高は２２兆６，９３５億円（１１年度１４兆８，７０９億

円）で、７兆８，２２６億円（５２．６％）の増加となった。

２　農林漁業金融公庫

�　貸付計画及び資金計画

　平成１２年度における農林漁業金融公庫の当初貸付計

画額は、資金需要の実勢を勘案の上５，３００億円とし、１１

年度額５，３００億円と同額とした。資金の種類別の内訳

は表１１のとおりである。

表１１　農林漁業金融公庫資金貸付計画

（単位：百万円）

　区　分　 　　１２年度　 　１１年度　　比較増△減

経営構造改善　　１６０，２００　　１８４，１００　　　△３，９００

基盤整備 　　 　１３９，９００　　１４７，５００　　　△７，６００

一般施設　　　　１６９，９００　　１３９，９００　  　　３０，０００

経営維持安定　　 ５５，０００　　 ５３，５００　　　　１，５００

災　　　　害　　　５，０００　　　５，０００ 　　　　０

合　計　　　　５３０，０００　　５３０，０００　 　 　　　０

　１２年度の資金交付計画の総額は４，３００億円で１１年度

４，３００億円と同額とした。この原資として出資金５億

円、借入金３，７４７億円（うち資金運用部資金３，３５６億円、

簡易保険資金１４４億円、農業経営基盤強化措置特別会

計２４７億円）、農林漁業信用基金からの寄託金３１億円及

び自己資金５１７億円を充当することとした。また、農

林漁業金融公庫の収支の均衡を図るため、一般会計か

ら補給金８４２億６，６００万円（１１年度当初８７７億２，３００万円）

の繰入れを予定した。

　なお、１２年度末時点の農林漁業金融公庫に対する政

府出資金は３，１１１億円で、１１年度３，０７２億円より３９億円

増となっている。

　また、１２年度末決算における資金運用利回りは１１年

度３．９６％より０．０５％減の３．９１％（補給金繰入前）、資金

原価は５．７１％（うち借入金利息４．０６％、業務委託費、

事務費等１．６５％）であった。

�　制度改正

　１１、１２年度における農林漁業金融公庫融資制度の主

な改正点は、次のとおりである。

＜１１年度＞

　ア　家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に

関する法律の制定に伴い、畜産経営環境調和推進資金

が創設された。

　イ　林業経営安定資金（林業経営維持－施業転換資

金）について、長伐特認を満度に適用していないもの

が貸付対象事業に追加された。

　ウ　農林漁業構造改善事業推進資金（沿岸漁業構造

改善事業）について総トン数１０トン以上の漁船の貸付

限度額が引き上げられた。

　エ　平成９年９月２４日の閣議決定を踏まえ、食品加

工関連分野の施設の整備に対する融資が、日本政策投

資銀行（旧日本開発銀行）から移管された。

＜１２年度＞

　ア　農地等取得資金について、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措置法に基づく認

定就農者による農地等の取得が追加され、据置期間の

特例が設けられた。

　イ　林業経営安定資金（林業経営維持－施業転換資

金）について、地方公共団体が貸付対象者に追加され

た。

　ウ　沿岸漁業経営安定資金（再建整備資金）につい

て、特例限度額が設けられた。

　エ　食品流通構造改善促進法が改正され、食品流通

改善資金（食品生産製造提携事業施設）が創設された。

�　貸付状況

　１２年度の貸付額は表１２のとおり４，０２５億円で、貸付

計画額５，３００億円を下回った。

　ア　経営構造改善関係資金

　１２年度の経営構造改善関係資金の主な貸付額をみる

と、農地等取得資金は９１億円、農業経営基盤強化資金

は５８１億円、中山間地域活性化資金は１６０億円となった。

これらの結果、全体としては、８９０億円となった。

　イ　基盤整備関係資金

　１２年度の基盤整備関係資金の貸付額をみると、農業

基盤整備資金は４７８億円、担い手育成農地集積資金は

１７０億円、林業基盤整備資金は１８９億円、森林整備活性

化資金は２９億円、漁業基盤整備資金は２２億円となった。

これらの結果、全体としては、８８７億円となった。

　ウ　一般施設関係資金

　１２年度の一般施設関係資金の主な貸付額をみると、

農林漁業施設資金は３７９億円、特定農産加工資金は５４８

億円、食品流通改善資金は５３９億円となった。これら

の結果、全体としては、１，８６４億円となった。

　エ　経営維持安定関係資金

　１２年度の経営維持安定関係資金の貸付額をみると、

自作農維持資金は１６億円、林業経営安定資金は３１９億

円、沿岸漁業経営安定資金は４６億となった。これらの

結果、全体としては、３８１億円となった。

　オ　災害関係資金

　１２年度の災害関係資金の貸付額は、全体として３億

円となった。
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表１２　農林漁業金融公庫資金貸付額　

 ������������������ （単位：百万円）

　　　区　　分　　　　　　　　　１２年度　　　１１年度

経　営　構　造　改　善 ���� ８９，０９０　　　７８，５４１

　農林漁業構造改善事業推進 ����� １，１０１  １，１２０

　農地等取得 ���������� ９，１１１ ８，６６８

　土地利用型農業経営体質強化 �������６  　１０

　農業経営基盤強化 ������ ５８，１３１　　　５０，６５１

　林業経営育成 ���������� ７６７ 　６５０

　漁業経営再建整備 ������� ２，５０７ 　　　２，０４４

　中山間地域活性化 ������ １６，００７　　　１４，１５２

　振興山村・過疎地域経営改善 ���� 　１，４６１ 　　１，２４７

基　　盤　　整　　備　 ���� ８８，７１１　　　９９，７０１

　農業基盤整備　 ������� ４７，７７４　　　５３，３６４

　担い手育成農地集積 ����� １６，９８６　　　１９，１１８

　林業基盤整備 �������� １８，８５５　　　２１，１１１

　森林整備活性化 �������� ２，９１７ 　　３，３１３

　漁業基盤整備 ��������� ２，１８０ 　２，７９５

一　　般　　施　　設　 ���� １８６，３９２ 　２１５，１６６

　農林漁業施設  ������� ３７，８９３　　　６５，２８５

　畜産経営環境調和推進 ����� １，７２０ 　　５１６

　特定農産加工  ������� ５４，７６８　　　５６，１６９

　食品産業品質管理高度化促進 ���� ４，２１９ 　 ４，１７７

　漁　　　　　船 �������� ３，２８５ 　　５，４０５

　水　産　加　工 �������� ５，３２５ 　　５，８１２

　食品流通改善 �������� ５３，９１８　　　５１，７８７

　食品安定供給施設整備 ����� ５，９６４ 　５，３７８

　塩業、新規用途、乳業 ����� １９，３０１　　　２０，６３８

経　営　維　持　安　定 ���� ３８，０７４　　　２１，３４３

　自作農維持 ���������� １，６３０ ６，９０３

　林業経営安定 �������� ３１，８７７　　　１２，７３８

　沿岸漁業経営安定 ������� ４，５６７ 　　　１，７０２

災　　　　　　　　　害 ������ ２８０ 　４９２

　　　　　計 ��������� ４０２，５４８　　 ４１５，２４４

（注１）単位未満四捨五入につき合計と内訳が突合しない

　　　ことがある。

（注２）平成１１年度は貸付決定額、平成１２年度は貸付契約

　　　額である。

３　農業近代化資金

　農業近代化資金制度は、昭和３６年に創設されて以来、

農業情勢の変化等に対応し、貸付対象範囲の拡大等そ

の拡充措置を講じつつ、農業者等の資本装備の高度化、

農業経営の近代化等に必要な資金の円滑な供給に努め

てきており、１２年度においては新規就農者支援総合融

資制度の創設に伴う貸付条件の特例措置、地域農業確

立総合資金制度及び特定永年性作物植栽育成資金の創

設等を行った。

�　融　資　状　況

　１２年度の融資枠は１１年度と同額の４，０００億円を設定

した。融資実績は９７２億円（１１年度１，１９９億円）で、対

前年度比８１．０％と減少した。承認件数は１８，６８７件で１１

年度より７，０９６件減少した。（表１３）

　ア　融資対象施設別融資状況

　１２年度の資金種類別実績をみると、個人施設は５５５

億円で１１年度に対し１７３億円、２３．７％の減少となった。

このうち建構築物造成資金が前年度に比べ６２億円、

２３．７％減少、農機具等取得資金が前年度に比べ８２億円、

２８．３％減少している。共同利用施設は、４１６億円で１１

年度（４７１億円）に比べ１１．７％減少（５５億円減）した。

　イ　地域別融資状況

　１２年度の地域別の融資状況をみると、１１年度と比べ、

北海道（２８億円減）、東北（３２億円減）、関東（６８億円

減）、北陸（２２億円減）、東海（２５億円減）、近畿（９億

円減）、中国四国（２１億円減）、九州（４５億円減）、沖縄

（３億円減）と全地域で減少した。

�　融　資　残　高

　１２年１２月末の融資残高は６，１４５億円（うち国枠中金融

資分１５７億円）となった。この内訳を融資機関別にみる

と、農協が３，９８８億円（６４．９％）でその大半を占め、次

いで信農連１，８３３億円（２９．８％）、農林中央金庫１９９億円

（３．２％）、銀行等１２４億円（２．０％）の順になっている。

�　農業近代化資金の予算及び決算

　１２年度における農業近代化資金関係の当初予算額は

５８億３，９４６万円であり、補正後の予算額５１億３，５４７万円

に対し決算額は４３億３，２５３万円となった。この内訳は

都道府県の利子補給に対する補助金が補正後の予算額

５０億７，４００万円に対し、決算額４３億５７６万円、農林中央

金庫の直接利子補給金が補正後の予算額６，１４６万円に

対し、決算額２，６７８万円となっている。

４　農業経営改善促進資金

　農業経営改善促進資金制度は、経営感覚に優れた効

率的・安定的な経営体の育成に資するため、農業経営

基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた

農業者に対して、計画に即して規模拡大その他の経営

展開を図るために必要な低利運転資金を、農協系統金

融機関等を通じて極度貸付方式で供給することを目的

として、６年度に創設された。

　本資金制度の仕組みは、農林漁業信用基金に造成さ
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れる国の出資金等による全国低利預託基金並びに都道

府県農業信用基金協会に造成される都道府県低利預託

基金をベースとして、基金協会が農協等の融資機関に

低利預託を行い、融資機関が四倍協調で低利な運転資

金を融通する仕組みである。

�　融　資　状　況

　１２年度末の融資状況は、融資枠２，０００億円に対して

極度契約額は１３７億円（１１年度１４０億円）で、その融資

残高は６２億円（１１年度６３億円）となった。

５　農業信用保証保険

�　農業信用基金協会の業務概況

　農業信用基金協会の基本財産である基金の総額は、

前年度末の２，３８９億円に対し９１億円増加し、１２年度末
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��������������������������    表１３　農業近代化資金種類別利子補給承認状況

��年度��年度（速報）

��
１件当り
金　額
（千円）

構成比
（％）

金　額
（百万円）

件　数
（件）

１件当たり
金　額
（千円）

構成比
（％）

金　額
（百万円）

件　数
（件）

資金種類

個 人 施 設

����������������������������������������建 構 築 物

������������������������������������������農 機 具 等

����������������������果 樹 等

��������������������������������家 畜

����������������������������小 土 地

������������������������������������特 認

���������������������������������セ ッ ト

������������������������������������������計

（�������）（���）（�����）（�）（���������）（���）（�����）（�）

������������������������������������������共同利用施設

（�������）（���）（�����）（�）（���������）（���）（�����）（�）

�����������������������������������������合 計

（注）１（　）内は国粋中金融資分であって内数である。
　　　２「セット」とは、２種類以上の資金の一括貸付をいう。
　　　３特認とは、新規就農円滑化資金、中核農家規模拡大等初度的経営資金、農業経営革新円滑化初度的経営資金、肥

育素畜等の購入育成資金、花き・花木等の植栽育成資金、未利用資源活用施設資金、特定の農家住宅資金、観光
農業施設資金及び内水面養殖施設資金等である。

　　　４単位未満四捨五入のため合計と一致しない場合がある。

�表１４　農業近代化資金関係の予算額及び決算額

（単位：千円）

��年度��年度（速報）

��

決�算�額予�算�額決�算�額予�算�額

���������（���������）���������（���������）農業近代化資金利子補給補助金

������������������

������（������）������（������）農業近代化資金利子補給金

������������

���������（���������）���������（���������）計

������������������

（注）�　（　）内は当初予算である。

　　　�　決算額は単位未満四捨五入につき、内訳と計が必ずしも一致しない。

����������� �����������

��������������������� ���������������������



残高は２，４８０億円（農業近代化資金４８２億円、就農支援

資金０．５億円、一般資金１，９９７億円）となった。その主

たるものは、会員からの出資金で、基金総額の７９％を

占めている。また、この基金を担保とした１２年度末の

債務保証残高は５兆４，４０２億円（農業近代化資金４，０００

億円、就農支援資金４億円、一般資金５兆３９９億円）で、

前年度末の５兆２，２４０億円に対し２，１６２億円の増加と

なった。農業近代化資金のうち新たに１２年度の基金協

会の債務保証に付された額は、当該年度の利子補給承

認額の７４．５％となった。

　また、１２年度中に基金協会が代位弁済を行った金額

は１６４億５，０８５万円（うち農業近代化資金分１４億５，３４４万

円）で、前年度の１６７億２，４１７万円に比べ２億７，３２２万円

減少した。

　この結果、１２年度末の求償権残高は１，０５０億４，７３８万

円（うち農業近代化資金分７９億４，３３９万円）となった。

�　農林漁業信用基金の業務概況（農業関係）

　１２年度末の保険価額残高は、保証保険３兆６，９３０億

円、融資保険５０億円で、前年度末の保証保険３兆５，６９９

億円、融資保険７１億円に対し、１，２３１億円の増加及び

２１億円の減少となった。各基金協会に貸し付けた融資

資金の残高は、長期資金３２０億８，０００万円で、前年度末

の４１７億４００万円に対し９６億２，４００万円の減少となった。

　また、１２年度において基金協会等に支払った保険金

の額は６２億８，８４２万円で、前年度の６２億９，８２７万円に対

し９８５万円減少した。

　この結果、１２年度末の支払保険金残高は５１６億７，４５５

万円で、前年度の４７７億５５３万円に対し３９億６，９０２万円

の増加となった。

　（参考）　全国農協保証センターの業務概況

　全国農協保証センターの基本財産である再保証業務

及び直接保証業務に係る基金は、１２年度末残高で５６億

８，３００万円（前年度５５億６，０５７万円）となった。また１２

年度の再保証引受額及び保証引受額は３，４２４億円（前年

度３，５１８億円）、年度末の再保証残高及び保証残高は１

兆８，１３５億円（前年度１兆７，４５５億円）となった。

�　農業信用保証保険関係の予算及び決算

　１２年度における農業信用基金協会への都道府県の出

資に対する補助金は、補正後の予算額６億４，７１９万円

（決算額１億４，０１４万円）となった。また、農林漁業信

用基金に対する出資金は補正後の予算額７８億４，４００万

円（決算額も同）となった（表１５）。

　

第１４節　農業災害補償制度

１　概　　　　　要

　農業災害補償制度は、家畜保険法（昭和４年法律第

１９号）と農業保険法（昭和１３年法律第６８号）を統合整

備し、昭和２２年１２月１５日法律第１８５号をもって制定さ

れた農業災害補償法に基づくもので、農業者が不慮の

事故によって受けることのある損失を補てんし農業経

営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目

的としている。

　共済事業の種類は、国の再保険を伴うものとして、

農作物共済、蚕繭共済、家畜共済、果樹共済、畑作物

共済及び園芸施設共済があり、国の再保険を伴わない

ものとして任意共済がある。

　共済事業の種類及び共済目的（対象となる作物等）

は、表１６のとおりである。

　事業の実施体制は、農業共済組合又は共済事業を行
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�表１５　農業信用保証保険関係の予算額及び決算額

（単位：千円）

��年度��年度（速報）

��区　　分
決�算�額予�算�額決�算�額予�算�額

（�������）（�������）農業信用基金協会出資補助金
����������������������������

（�������）（�������）農林漁業信用基金出資金
��������������������������������������

（�������）（���������）計

��������������������	������������������

（注）　（　）内は当初予算である。

　　

����������� �����������



う市町村（以下「組合等」という。）が元受けを行い、

組合等の負う共済責任の一部を都道府県の区域ごとに

設立されている農業共済組合連合会（以下「連合会」

という。）の保険に付し、更に、その保険責任の一部を

国の再保険に付すという三段階制によって構成されて

いる。（平成１１年の農業災害補償法の改正により、平

成１２月４月１日より、地域の意向を踏まえた二段階制

による事業実施を可能とする途が拓かれている。）

　また、連合会及び組合等（以下「農業共済団体等」

という。）の保険事業及び共済事業の健全な運営を図る

ため、農林漁業信用基金の農業災害補償業務（平成１２

年４月１日に農業災害補償法及び農林漁業信用基金法

の一部を改正する法律（平成１１年法律第６９号）に基づ

き、農業共済基金の業務を承継。国の出資３８億円、連

合会等の出資１８億円）が、農業共済団体等に対し、保

険金等の支払財源が不足する場合等に融資を行ってい

る。

表１６　共済事業の種類及び共済目的

共済事業の種類 　　　　　共済目的

  　（対象となる作物等）

農作物共済事業 　水稲、陸稲、麦

蚕繭共済事業 　春蚕繭、初秋蚕繭、晩秋蚕繭

家畜共済事業 　牛、肉牛の子牛及び胎児、馬、豚

果樹共済事業 　うんしゅうみかん、なつみかん、指定

かんきつ、りんご、ぶどう、なし、も

も、おうとう、びわ、かき、くり、う

め、すもも、キウイフルーツ、パイン

アップル

畑作物共済事業 　ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、

てん菜、さとうきび、ホップ、茶

園芸施設共済事業　特定園芸施設、附帯施設、施設内　　

農作物

任意共済事業 　建物、農機具その他上記以外の農　　

作物等

（注）１　農作物共済事業、蚕繭共済事業及び家畜共済事

業は、原則としてその実施が義務付けられている。

他の事業は、地域の実態に応じて実施できる。

２　果樹共済事業には、果実の損害を対象とする収

穫共済と樹体の損害を対象とする樹体共済とがあ

る。

３　指定かんきつとは、はっさく、ぽんかん、いよ

かん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、

さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知

火及び河内晩柑を総称したものである。

４　特定園芸施設とは、施設園芸用施設のうちその

内部で農作物を栽培するためのプラスチックハウ

ス及びガラス室並びに施設園芸用施設のうち気象

上の原因により農作物の生育が阻害されることを

防止するためのプラスチックハウス及びプラス

チックハウスに類する構造の施設（雨よけ施設等）

をいう。また、附帯施設及び施設内農作物は、特

定園芸施設と併せて加入することができる。

５　任意共済事業は、農業共済組合及び農業共済組

合連合会が自主的に行う事業であり、国の再保険、

共済掛金国庫負担等は行われていない。また、任

意共済事業として現実に共済目的になっているも

のは、建物と農機具のみである。

２　制度の運営

　　�　平成１２年度における被害の発生状況及び　　

被害に対して講じた処置　　　　　

　水稲については、全国的には７月以降おおむね天候

に恵まれ順調に推移したものの、関東の作期の遅い地

域で９月上旬の高温及びその後の秋雨前線の影響等に

より登熟不良の被害が発生した。麦については、北海

道で収穫直前の降雨等による倒伏、穂発芽の被害が発

生した。また、水稲については高温による乳白米の被

害により品質低下が広範囲で生じた栃木、群馬、新潟

の３県を対象に、麦については降雨による穂発芽等の

被害により品質低下が広範囲で生じた茨城、栃木、長

野の３県を対象に「損害評価に関する特例措置」を実

施した。

　水稲及び麦以外では、４月下旬～７月中旬にかけて

全国的に降ひょうがみられ、農作物や果樹に大きな被

害が発生したほか、７月の三宅島の噴火による家畜や

園芸施設への被害、９月の台風第１４号の影響を受けた

秋雨前線による豪雨のため東海地方において冠水によ

る被害、１０月６日の鳥取県西部地震によるなしの落果

等の被害、また１３年１月には東北、北陸地方における

豪雪により園芸施設の倒壊や果樹の枝折れ等の被害が

生じた。

　これらの被害に対して損害評価を迅速かつ的確に行

い、共済金の支払を早期に行うよう農業共済団体等を

指導した。

�　農林漁業保険審査会

　農林漁業保険審査会（会長　前川�）は、農業災害

補償法第１４４条の規定に基づき設置されており、農業

災害補償法、森林国営保険法（昭和１２年法律第２５号）、

漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）及び漁業災

害補償法（昭和３９年法律第１５８号）により、当該審査会
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の権限に属させた事項を処理することとされている。

　農林漁業保険審査会には、森林保険部会、農業共済

再保険部会、漁船再保険部会及び漁業共済保険部会の

４部会が置かれているが、１２年度における開催状況及

び議題は次のとおりである。

　　　１２年１０月１９日　農業共済再保険部会

　「果樹共済の共済掛金標準率の算定方式について」

　「畑作物共済の共済掛金標準率の算定方式について」

�　食料・農業・農村政策審議会経営分科会

　経営分科会（会長　前川　寛）は食料・農業・農村

政策審議会令第６条に基づき農業災害補償法（昭和２２

年法律第１８５号）の施行に関する重要事項を調査審議す

る（食料・農業・農村政策審議会議事規則第９条に基

づき、小委員会に付託し調査審議させることができ

る。）こととされている。

　平成１２年度における開催状況及び議題は次のとおり

である。

　ア　１３年３月５日　食料・農業・農村政策審議会経

営分科会

　「会長の互選について「小委員会への付託について」

　イ　１３年３月５日、６日　薬価基準小委員会

　「家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医

薬品の収載基準、薬価の算定方法及び収載する医薬品

について」

　ウ　１３年３月６日　　食料・農業・農村政策審議会

経営分科会

　「家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医

薬品の収載基準、薬価の算定方法及び収載する医薬品

について」

　家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬

品、薬価の算定方法、収載する医薬品について、農林

水産大臣が食料・農業・農村政策審議会に諮問したと

ころこれを適当と認める旨の答申がなされた。

�　果樹共済及び畑作物共済の料率の一般改定

　料率改定期に当たる果樹共済及び畑作物共済の共済

掛金標準率等の算定方式について、農林水産大臣が農

林漁業保険審査会に諮問したところ、諮問した算定方

式を適当と認める旨の答申がなされた。

　これを受け、果樹共済については１３年２月６日付け

農林水産省告示第１４８号、畑作物共済については１３年

１月３０日付け同第１４２号をもって共済掛金標準率等が

告示され、果樹共済については１３年２月１日以降の共

済関係から、畑作物共済については１３年産以降の引受

けに係る共済関係から、それぞれ適用することとされ

た。

３　農業共済団体等の組織の現状及び運営指導等

�　農業共済団体等の組織の現状

　農業共済団体等の組織の現状は、１２年４月１日現在

で組合等数３７２、うち組合２３９、共済事業を行う市町村

１３３となっている。農業共済事業の効率的・安定的運営

を図るとともに、事業運営基盤の充実強化を目的とし

て、４５年度から組合等の広域合併を推進する事業が実

施されており、その結果、事業区域の広域化が進展し、

市町村の区域より広い組合等数は３０５（うち郡の区域を

超える組合等数は１６６）となっている ｡

�　運営指導

　１２年４月１２日に都道府県主管課長及び共済担当者を

集め、１２年度における農業共済事業の運営方針につい

て説明するとともに、農業共済団体等に対する指導を

指示した。また、４月１３日には連合会参事を集め、農

業共済事業の適正・円滑な実施について指示した。

　そのほか、事業別や地区別に都道府県及び連合会の

担当者を集めた会議、組合等に対する検査の的確な実

施を図るために検査を担当する都道府県職員を対象と

した検査担当職員中央研修等、種々の会議・講習会を

実施した。

�　団体等への助成

　農業共済事業事務費負担金として、農業災害補償法

に基づき行う共済事業及び保険事業に係る人件費、庁

費などの基幹的な事務を行うための経費を農業共済団

体等に対して負担しており、また、農業共済事業特別

事務費補助金として、農作物共済、畑作物共済、果樹

共済及び園芸施設共済の損害評価を実施するための経

費及び地域農政との連携を図りつつ、農業共済団体等

が、自らの創意工夫を活かした活力ある事業運営を行

うことを通じ、地域の実情に即し、農業者の需要に適

応した農業共済事業の展開を図るための経費を農業共

済事業運営基盤強化対策費補助金として、事業運営の

効率化を図るための事務処理の機械化、大規模畜産農

家等のニーズに即した家畜の疾病予防体制の充実・強

化に要する経費を農業共済団体等に補助している。平

成１２年度における交付実績は、全都道府県３７２組合等

で、農業共済事業事務費負担金５３８億４，１１９万円、農業

共済事業特別事務費負担金５億７，７１６万円、農業共済

事業運営基盤強化対策費補助金２億９，１５８万円となっ

ている。

４　事業の実績（任意共済事業を除く）

�　農業共済への加入状況

　１２年産（度）の各事業を通じての延加入数は３，３１０千
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戸であり、総共済金額は３兆９４億円となっている。

　また、引受率は、当然加入制をとっている水稲、麦、

蚕繭及び任意加入制のうち資産価値が高く病傷給付の

ある家畜については比較的高位であり、任意加入制を

とっている畑作物及び園芸施設では５割弱、果樹では

２５％程度と低位となっている。

�　共済掛金の国庫負担等

　共済掛金は合計で１，４５９億円であり、このうち国庫

負担は７２８億円、農家負担は７３１億円、平均国庫負担割

合は４９．９％となっている。共済掛金国庫負担割合は、

農作物共済における麦については２段階の超過累進制

（基準共済掛金率３％を境に５０％と５５％）をとってお

り、その他は定率で、畑作物５５％、豚４０％、その他の

作目（水稲、果樹等）については５０％と定められてい

る。

�　共済金の支払状況

　１１年産（度）において、災害のため農家に支払った

共済金は合計で１，１９４億円であった。

�　農業共済再保険特別会計

　この会計は、農業共済再保険特別会計法（昭和１９年

法律第１１号）に基づき、国の行う農業共済再保険事業

を経理するためのものであり、再保険金支払基金勘定、

農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定及び業

務勘定の６つの勘定に区分されている。１２年度におけ

る各勘定の収支の概要は、次のとおりである。（計数

は単位未満切捨てによる。）

　ア　再保険金支払基金勘定

　当勘定の収入は、前年度繰越資金受入１３２億１，９７６万

円、預託金利子収入３，３０１万円の合計１３２億５，２７８万円

であったが、支出は、台風等の被害により果樹勘定に

おいて再保険金支払財源に不足を生じたため繰り入れ

を要したので２０億３２２万円となり、差引１１２億４，９５６万

円の剰余となった。この剰余金は翌年度の歳入に繰り

入れることとして決算を結了した。

　イ　農業勘定

　当勘定の収支は、収入４４２億１，７２５万円、支出１５１億

４，１５９万円、差引２９０億７，５６５万円の剰余となるが、未経

過再保険料に相当する額１億４０９万円は翌年度に繰り

越すこととなるので、これを控除すると２８９億７，１５６万

円の余剰となる。この余剰金のうち、２７億１，７８０万円

は再保険金支払基金勘定へ繰り入れることとし、１６３

億７，６９１万円は食糧管理特別会計へ繰り入れることと

し、残額９８億７，６８４万円は積立金として積み立てるこ

ととして決算を結了した。

　ウ　家畜勘定

　当勘定の収支は、収入４５８億９，０９４万円、支出３２４億

５，３８９万円、差引１３４億３，７０５万円の剰余となるが、未経

過再保険料等に相当する額１１９億６，１３８万円は翌年度に

繰り越すこととなるので、これを控除すると１４億

７，５６７万円の剰余となる。この剰余金は、積立金とし

て積み立てることとして決算を結了した。

　エ　果樹勘定

　当勘定の収支は、収入１０５億１，７６３万円、支出６８億

７，３６６万円、差引３６億４，３９７万円の剰余となるが、未経

過再保険料に相当する額３６億４，３９７万円を控除すると

５９０万円の不足を生ずる。この不足金は、補足すべき

積立金がないので、このまま決算を結了した。

　オ　園芸施設勘定

　当勘定の収支は、収入４１億８，９３１万円、支出２６億

８，９２１万円、差引１５億１０万円の剰余となるが、未経過再

保険料等に相当する額６億５，３３６万円は翌年度に繰り

越すこととなるので、これを控除すると８億４，６７４万

円の余剰となる。この余剰金のうち２億４，８９９万円は

再保険金支払基金勘定へ繰り入れることとし、残額５

億９，７７４万円は積立金として積み立てることとして決

算を結了した。

　カ　業務勘定

　当勘定の収入は一般会計より受入１２億９，６７３万円、

雑収入等８万円の合計１２億９，６８２万円、支出は農業共

済再保険業務費１２億９，６８２万円であり、差引７１３円の剰

余となる。この剰余金は翌年度の歳入に繰り入れるこ

ととして決算を結了した。

　　�　農林漁業信用基金（農業災害補償関係業務） 

の事業実績　　　　　　　　　　　

　１２年度における農林漁業信用基金（農業災害補償関

係業務）の事業実績は次のとおりである。

　ア　自己資金

　当期自己資金は、資本金５６億円、準備金２５億９，４３５万

円の計８１億９，４３５万円であった。

　イ　貸付

　貸付金総額は、前年度より繰り越された２４億９８７万

円と、当期中に貸し付けた２２億８，２４４万円の計４６億

９，２３０万円であり、貸し付けた農業共済団体等数は実

数１７、貸付件数は６１件であった。　

　ウ　回収

　回収金総額は２７億６６万円であった。この結果、当期

末における貸付金残高は１９億９，１６４万円となった。

　エ　当期損益

　当期における収入総額２億４，４３３万円に対し、支出

総額は２億７，０９２万円で差引２，６６０万円の損失であった。 
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　第１節　農山漁村及び中山間　

　　　地域対策等の振興

１　農山漁村の振興

　農村は、農業者を含めた地域住民の生活の場であり、

そのような場で農業が営まれていることにより、農業

の持続的な発展の基盤たる役割を果たしている。した

がって、農業の有する食料その他の農産物の供給の機

能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるように

するためには、農業の生産条件の整備及び生活環境の

整備その他の福祉の向上により、農村の振興が図られ

なければならない。

　一方、農村においては、農家人口の減少と混住化が

進んでおり、また、地域産業の経営の厳しさ、過疎化・

高齢化の進展等によりその活力が低下している。　

　このため、農業の振興を図ることはもとより、自然、

歴史、文化、景観等の地域資源を活用しながら、農村

の有する豊かな自然環境との調和を保ちつつ、個性的

で魅力ある地域づくりを総合的に進めるとともに、農

村に住む上で必要な生活支持機能の向上を図ることに

より、農村が農業者はもとより幼児から高齢者まです

べての地域住民にとって、また、都市住民からみても

快適な地域社会となるよう努める必要がある。特に、

少子高齢化の進行等も踏まえ、女性や高齢者が暮らし

やすく活動しやすい農村の形成を図ることが重要であ

る。

　また、近年、ひとつの市町村では対応できない諸課

題が増加していることを踏まえ、市町村合併を積極的

に推進するほか、複数の市町村の広域的な連携・機能

分担による効率的・効果的な地域づくりを進めるとと

もに、地域住民が誇りと意欲を持って自主的な取組を

展開することの重要性にかんがみ、多様な主体の参加

と連携による個性ある地域づくりを推進する必要があ

る。

　これらのことを踏まえ、農村における土地の農業上

の利用と他の利用との調整に留意して、農業の振興そ

の他農村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進

することとし、地域の農業の健全な発展を図るととも

に、景観が優れ、豊かで住みよい、アメニティに満ち

た農村とするため、農業生産の基盤の整備と交通、情

報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備その他

の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策

を講じた。

　また、食料の安定供給の確保及び多面的機能の発揮

を図る上で重要な役割を果たしている中山間地域等に

ついては、その総合的な振興を図る観点から、地域の

特性に応じて、農業その他の産業の振興による就業機

会の増大、生活環境の整備による定住の促進等の施策

を講ずるほか、中山間地域等において適正な農業生産

活動が継続的に行われるよう、農業の生産条件に関す

る不利を補正するための支援を行うこと等により、多

面的機能の確保を特に図るための施策を講じた。　

　さらに、国民の農業及び農村に対する理解と関心を

深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資する

ため、都市と農村との間の交流の促進等の施策を講ず

る。その際、広域的な観点からの交流を促進すること

により、農村の住民のより高度な都市サービスの享受

等を容易にするとともに、都市の住民にとっても魅力

ある農村の地域資源の活用を促進する必要がある。こ

のほか、都市及びその周辺における農業について、都

市住民の需要に即した農業生産の振興を図るために必

要な施策を講じた。

　平成１２年度においては、国民が進んで訪れ、暮らす

ことができる新しい故郷ともいうべき農村の将来像と

して「明日のふるさと２１」を取りまとめた。

　この農村地域の将来像は以下のような５つの柱にま

とめられており、今後の農村振興の基本哲学として、

この中からそれぞれの地域の課題に合わせた振興計画

づくりに反映させることとしている。

　・安心でゆとりある生活ができる地域

　・農村ならではの魅力的な資源のある地域

　・人・物・情報の行き来が活発な地域

　・人々が活き活きと暮らし学ぶことができる地域

　・地域の特色を活かした仕事のある地域
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２　中山間地域等の振興

　中山間地域は、農家数、耕地面積、農業粗生産額と

も全国の約４割を占め、我が国農業の重要な部分を担

うとともに、国土・環境の保全、保健休養の場の提供

等の面でも重要な役割を果たしている。

　しかしながら、中山間地域は、傾斜地が多く、まと

まった農地が少ないなどの制約があり、規模拡大が困

難な上、定住条件の整備が立ち遅れており、農業者の

高齢化による担い手の減少や耕作放棄地が増加するな

どの実状にある。

　このような中山間地域の活性化を図るため、地域の

基幹産業である農業の振興を図るとともに、多様な就

業機会の確保、更には都市地域に比べて立ち遅れてい

る生活環境の整備に力を入れているところである。

　具体的には、中山間地域等直接支払制度や山村振興

対策事業を中心とした各種の事業を実施することによ

り、中山間地域の活性化に努めている。

�　各種事業

・新山村振興等農林漁業特別対策事業

　山村等中山間地域の振興を一層促進するため、地域

の個性を活かした多様な地域産業振興、山村・都市交

流とこれを支援する豊かな自然環境、地域の担い手の

確保に重点を置いた総合的な地域振興施策を展開する

こととし、１２年度は４９０地区において、国費２０６億８，８０３

万円の補助を行っている。

　事業内容は次のとおりである。

　ア　事業対象地域は、山村振興法、過疎地域活性化

特別措置法、半島振興法、離島振興法及び特定農山村

法により指定された地域

　イ　事業費規模は一般型にあっては３．６億円、全部

山村・特定農山村型にあっては５．４億円、広域型にあっ

ては７．２億円。

　ウ　補助対象事業は以下のとおり。

　�　農林漁業振興事業

　地域の特性を活かした高付加価値・高収益型農業の

確立等による農林漁業の振興のために必要な生産基盤

及び近代化施設等の整備を行う事業とする。

　�　就業所得機会創出事業

　地域の特性と資源を活かした多様な就業形態を可能

とする施設等を整備する事業とする。

　�　山村・都市交流促進事業

　多面的な山村・都市交流の促進、自然環境を活かし

た山村と都市の子供等相互の体験や学習機会の向上に

必要な施設等を整備する事業とする。

　�　自然景観保全推進事業

　森林や耕作放棄地等について、適正な利用を図ると

ともに、集落機能・地域景観の保全を図るために必要

な施設等を整備する事業とする。

　��定住促進生活環境整備事業

　地域住民が豊かで住み良い生活を享受し得る快適な

生活空間の形成を図るために必要な施設等を整備する

事業とする。

　�　　高齢者・女性等生きがい発揮促進事業

　高齢者の生きがい発揮と女性の能力を十分発揮する

ために必要な施設等を整備する事業とする。

　�　山村振興等地域連携推進事業

　事業内容を効率化かつ効果的に実施するために必要

な地域関係者の内発的取組と合意形成を図るための企

画・調整・調査等の活動事業とする。　

・特定農山村総合支援事業

　特定農山村法に基づく農林業等活性化基盤整備計画

に即したソフト活動を地域の実情に応じて計画的に実

施するための財源として、市町村が１地区平均基金規

模２，１７５万円の中山間地域振興資金の造成に必要な経

費について補助率３分の１を助成し、中山間地域の活

性化の取組を支援するもので、平成１２年度は１１２市町

村において国費５億８，０４９万円の補助を行っている。

�　中山間地域等直接支払制度

　河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性

から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん

養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している中

山間地域等では、高齢化が進行する中、平地地域と比

べ農業の生産条件が不利な地域があることから、担い

手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低

下が特に懸念されている。

　このため、担い手の育成等による農業生産活動等の

維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生

を防止し多面的機能を確保する観点から、直接支払い

を実施している。

　ア　対象地域及び対象農用地

　特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、

離島振興法、沖縄振興開発特別措置法、奄美群島振興

開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指

定地域及び都道府県知事が指定する地域のうち、ａ～

ｅの要件に該当する農用地区域内に存する１ ha 以上

の一団の農用地

　ａ　急傾斜農用地

　ｂ　自然条件により小区画・不整形な田

　ｃ　草地比率の高い地域の草地

　ｄ　市町村長が必要と認めた農用地（緩傾斜農用地、
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高齢化率・耕作放棄率の高い農地）

　ｅ　都道府県知事が定める基準に該当する農用地

　イ　対象者及び交付額

　対象農用地において集落協定等に基づき５年間以上

継続して農業生産活動等を行う農業者等に対して、対

象農用地面積に、平地地域と対象農用地との生産条件

の格差を基に算出した交付単価を乗じた額を交付する。

　ウ　事業実施主体等

　ａ　事業実施主体　市町村

　ｂ　予算額　３３，０００，３６３千円

　また、中山間地域等直接支払交付金の交付に当たっ

ては、中山間地域等直接支払交付金制度の趣旨の徹底、

明確かつ合理的・客観的基準に基づく対象地域及び対

象農用地の指定並びに対象行為の確認等が行われるこ

とが必要である。

　このため、都道府県及び市町村が行う交付金の交付

等を適正かつ円滑に実施するために必要な経費に対し

助成する中山間地域等直接支払推進事業を実施してい

る。

　予算額　　１，５００，０２９千円

３　特定地域の農業振興

　ア　山村振興対策

　１２年度における農林水産業関連予算は、生産基盤と

生活環境の一体的整備３，４９８億９９百万円、地域農林水

産業の生産振興７億１０百万円、各種支援活動の展開に

よる地域の活性化８億２３百万円、農林地の有する国

土・環境保全機能を維持・保全するための支援３９４億３７

百万円、公益的機能の高度発揮のための森林の整備等

林野庁関連３，６４４億５６百万円である。

　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ、

採択基準の緩和等の措置を講じている他、市町村が管

理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の都

道府県による代行制度や農林漁業振興のための農林漁

業金融公庫等からの資金の貸し付け制度を措置してい

る。

　イ　特殊土壌地帯対策

　鹿児島のシラス等災害を受けやすい特殊土壌地帯の

対策として各種施策を実施。１２年度の農林水産業関連

予算は、治山２９９億６８百万円、農業農村整備１，０３８億５９

百万円である。

　なお、事業の実施に対し、補助率の引き上げ、採択

基準の緩和等の措置を講じている

　ウ　過疎地域対策

　１２年度における農林水産業関連予算は、生産基盤と

生活環境の一体的整備３，５８１億９４百万円、地域農林水

産業の生産振興７億１０百万円、各種支援活動の展開に

よる地域の活性化８億２３百万円、農林地の保全・管理

活動等への支援３９４億３７百万円、公益的機能の高度発

揮のための森林の整備等林野庁関連３，６４４億５６百万円

である。

　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ、

採択基準の緩和等の措置を講じている他、市町村が管

理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の都

道府県による代行制度や農林漁業振興のための農林業

金融公庫等からの資金の貸付制度を措置している。

　エ　豪雪地帯対策

　１２年度における豪雪地帯対策に関する農林水産業関

係予算は、農業関係４，２７２億６４百万円、林業関係９６５億

８２百万円、水産業関係７３５億６１百万円である。

　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ、

採択基準の緩和等の措置を講じている他、市町村が管

理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の都

道府県による代行制度を措置している。

　オ　半島振興対策

　１２年度における農林水産省の関連予算は、生産基盤

と生活環境の一体的整備２，００６億１８百万円、農林地の

保全・管理活動等への支援３７６億２３百万円である。

　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ、

採択基準の緩和等の措置を講じている他、市町村が管

理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の都

道府県による代行制度を措置している。

　カ　離島振興対策

　１２年度における離島振興に関する農林水産業関係予

算は、

　�　国土保全関係５８億８９百万円（うち治山２２億５６百

万円、農地海岸１０億４２百万円、漁港海岸２５億９１百万円）

　�　産業基盤整備６７０億９１百万円（うち農業農村整備

１７９億３８百万円、森林保全整備２６億９５百万円、森林環境

整備１億６９百万円、水産基盤整備４６２億８９百万円）であ

る。

　また、農山漁村電気導入促進法に基づき、電気の導

入をしようとする農林漁業団体に対して、農林漁業金

融公庫資金の融通を行ったほか、離島振興対策実施地

域の電気導入事業につき、都道府県が補助する場合に

要する経費に対して２分の１以内の補助を行った。

　離島電気導入事業については、農林漁業の近代化、

電気不足の解消を図るため、送電・配電施設等の助成

を行った。

　なお、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ、

採択基準の緩和等の措置を講じている。

　キ　奄美群島振興対策
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　１２年度における奄美群島振興に関する農林水産業関

係予算は、

　�　公共事業では、

　ａ　国土保全関係６億８２百万円（うち治山３億２６百

万円、農地海岸２億６１百万円、漁港海岸９５百万円）

　ｂ　産業基盤整備１６９億８７百万円（うち農業農村整備

１２３億２１百万円、森林保全整備８億６６百万円、森林環境

整備９３百万円、水産基盤整備３７億７百万円）

　�　非公共事業では

　ａ　さとうきび生産対策　農業生産総合対策２８０億

７５百万円の内数

　ｂ　特殊病害虫特別防除　５２百万円

である。

　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ、

採択基準の緩和等の措置を講じている。　

　ク　活動火山周辺地域防災営農対策

　火山の爆発に伴う降灰等により農産物が被害を受け

農業経営に著しい支障を及ぼすおそれのある地域に対

し、活動火山対策特別措置法（昭和４８年法律第６１号）

第８条により都道府県知事が策定した防災営農施設整

備計画に基づいて行う、防災営農施設の整備等に対し

補助している。

　１２年度は、鹿児島県第９次、宮崎県第６次防災営農

施設整備計画（いずれも１１～１３年度）及び長崎県第４

次防災営農施設整備計画（１０～１２年度）に基づき防災

営農対策を実施した。

　１２年度における防災営農対策の実施状況は表３のと

おりである。

表３　１２年度防災営農対策の実施状況（事業費）

（単位：千円）

鹿児島県

　公共事業

　　畑作振興深層地下水調査事業 ��������１０，８００

　非公共事業

　　降灰防止 ･降灰除去施設等整備事業 ��� ２，９９９，９４８

宮崎県

　非公共事業

　　降灰防止 ･降灰除去施設等整備事業 ���� ２７１，７２７

長崎県

　非公共事業

　　降灰防止 ･降灰除去施設等整備事業 ���� ３１３，２５１

４　都市と農村の交流等の促進

�　都市農村交流対策事業

　この事業は、全国段階における都市農村交流推進体

制の整備、ふるさと情報の一元化による効果的な情報

提供により、グリーン・ツーリズム等都市農村交流の

国民への普及・定着化を図ると共に、交流を活かした

むらづくりへの支援、農業経営の多角化の一環として

開業する農林漁業体験民宿への支援活動の実施、文部

科学省との連携を強化して子どもたちを対象としたグ

リーン・ツーリズムの実践活動を展開し、魅力ある地

域づくりを推進するものである。

　ａ　事業主体　　民間団体、都道府県、市町村等

　ｂ　補助率 　定額　１／２以内

　ｃ　予算額　　　５６９，４９３千円

�　やすらぎの交流空間整備事業

　緑・自然に対する国民のニーズの高まりを背景とし

て、地域の活性化を図るとともに、食料・農業・農村

基本計画に即し、都市住民の農業・農村に対する理解

を深め健康的でゆとりある生活を実現するため、自然

豊かな農村空間や伝統文化を活用した都市住民のやす

らぎの場の整備を目的として、平成１２年度から実施し

ているものである。

　ａ　事業主体　　市町村、農協等

　ｂ　補助率 　定額　１／２以内

　ｃ　予算額　　　１，０００，０００千円

�　都市農業支援事業

　　本事業は、農作業補助を行う都市住民の育成等の

支援や都市農業への理解を深めるためのふれあい体験

の機会を設けることにより、都市農業の維持・振興を

図るとともに、併せて都市住民との共生に資するため

に実施している。

　事業内容は次のとおりである。

　ア．都市農業援農者育成支援事業

　都市農業の維持・振興を図るため、援農者（都市住

民による農作業補助）の育成、登録及び管理等を支援

　　イ．都市農業機能活用促進事業

　都市農業への理解を深めるため、農業生産と都市生

活とが近接する等の特性を活かしたふれあい体験の実

施等を支援

　　ａ　事業主体　　　市区、農業協同組合

　　ｂ　補助率 　　１／２以内　　　　　　　　　

　　

　　ｃ　予算額　　　１６，７１２千円

�　遊休農地解消総合対策事業

この事業は、地域の自主性・創意工夫の発揮を通じ
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た遊休農地の解消活動の支援を行うとともに、遊休農

地の農業的利用の推進を図る土地条件の整備等を行う

ことにより、優良農地の確保、地域農業の振興、土地

利用の秩序化の計画的な推進を図るものである。　　

　ａ　事業主体　　市町村、農協、全国農業会議所等

　ｂ　補助率 　定額　１／２以内

　ｃ　予算額　　　６６３，２５８千円　　　　　　　　　

５　農村における就業・所得機会の創出等

�　農村地域への工業等導入の促進

　ア　「農村地域工業等導入促進法」は、農村地域への

工業等導入を積極的かつ計画的に促進するとともに、

農業従事者がその希望及び能力に従ってその導入され

る工業等に就業するための措置を講ずること等により、

農業と工業等との均衡ある発展及び雇用構造の高度化

に寄与してきた。本法に基づき、１２年３月末現在で

１，２１４市町村において８，０９８社が導入され、約５２万人が

雇用されている。

　イ　農村地域への工業等の導入を促進するために、

次の事業を実施した。

　�　農村地域工業等導入実施計画は、５市町村で新

たに策定されたが、その策定に必要な農家の意向等の

把握のための調査及び審議会運営費等について助成し

た。

　�　農村地域工業等導入促進施策の一環として、地

方公共団体等による工場用地等の取得・造成並びに立

地する企業の設備等の導入を円滑に促進するため、農

村地域工業等導入資金の貸付けを行った農協系統金融

機関に対し、都道府県が利子補給を行った場合にその

経費を国が補助する農村地域工業等導入資金融通促進

事業について、１２年度には７年度から１１年度までの融

資額１２７億円について引き続き利子補給を行い、新た

に６億円の融資を行った。

　�　農業構造の改善を促進するため４６年度からほ場

整備事業、土地改良総合整備事業、農道整備事業及び

農業用用排水整備事業を内容とする工業等導入関連農

業基盤整備事業（農村振興整備事業の地域開発関連整

備事業）を国庫補助率４５％で実施してきたが、１２年度

には、継続９地区について事業を実施した。

　�　農村地域への工業等の導入を円滑に推進するた

め、工業等の導入についての情報の収集及び提供、調

査、広報並びに指導を行うことを目的とする財団法人

農村地域工業導入促進センターに対して、運営費の助

成を行った。

�　農業就業改善対策

　ア　就業機会創出支援事業

　農業者の就業環境の整備、就業機会の確保を図るた

め、次の活動を実施した。

　�　都道府県段階においては、事業の実施方針の企

画立案を行うとともに、市町村段階の行う就業に関す

る農業者への指導・助言活動、地域資源の利活用活動、

企業誘致活動に対して指導等を行った。

　�　不安定兼業農家比率が高い等の条件にある市町

村段階においては、地域の就業環境の改善方策を策定

するとともに、農業就業面、農外就業面に係る問題を

有する農業者に対しての指導及び助言、改善方策に基

づく具体的な活動の検討・改善活動を実施した。

　�　農産物等の地域資源を利活用した内発型の産業

創出に積極的に取り組んでいる市町村においては、地

域資源活用方策の検討を行うとともに、取組みを行う

農業者等のグループに対する助言・指導活動を実施し

た。

　�　農村地域工業等導入に熱意のある市町村におい

ては、農村地域工業等導入実施計画の策定に関し、検

討を行うとともに、工場用地等の条件等についての広

報活動等を実施した。

　イ　農業交流

　全国拓植農業協同組合連合会（JATAK）は、中南

米諸国等の農業者組織との提携により日系農業者との

技術及び情報の交流、資金協力等を推進することによ

り、我が国及び中南米諸国等の農業の近代化並びに国

際協調の促進に貢献する活動を行った。

　�　JATAKの行う農業交流促進事業

　ａ　農業青年受入研修事業

　日系農業者の子弟２２名を受け入れ、先進的農家等で

研修を行った。

　ｂ　農村リーダー受入研修事業

　日系農業者のリーダー３名を農協系統組織で受け入

れ、組織管理及び農畜産物の商品化等に関する研修を

行った。

　ｃ　農業後継者等派遣研修事業

　将来、大規模農業経営を行おうとする我が国の農業

後継者等２名を日系大規模農場等へ派遣し、研修を行

った。

　ｄ　農業技術指導者派遣事業

　農協営農指導員等２名を日系農業者組織に派遣し、

先進的農業技術等の啓蒙指導を行った。

　ｅ　地域農業活性化支援事業

　日系農業者が集団的に営農している地域の農家の経

済状況、農産物の流通システム等についての総合的調

査を行い、発展方策の策定及び実証事業を行った。

　ｆ　海外農業活動促進事業
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　我が国の農業者と日系農業者とが提携して、海外に

おける農業生産活動を行うために必要な情報の提供等

を行った。

　ｇ　資金援助推進対策事業

　日系農業者等に対する資金援助を推進するため農業

援助資金及び農地取得援助資金を融通した金融機関に

対し、利子補給を行った。

　ｈ　農業技術等研修交流センター活動

　伯国において、農業研修生の派遣及び受入れに必要

な研修並びに我が国の農業者と中南米諸国等の日系農

業者等との交流を図るための交流会等を行った。

　農林水産省はJATAKの行う農業交流促進事業につ

いて、補助金１１６，３４６千円を交付し、推進を図った。

　（ｲ）　農業拓植基金協会の行う農業移住者援護事業

　財団法人地方農業拓植基金協会（２９道県協会）と社

団法人中央農業拓植基金協会は、農業移住者等の資金

調達の円滑化に資するため、その援助者の金融機関か

らの借入金について、債務保証を行った。

�　外国人研修

・外国人研修成果の向上・技術実習移行のための調査

　研修生受入れの問題点、対処法を調査し、効率的な

非実務研修モデル、研修指導員等育成の検討、試行の

実施及び技能実習移行のための研修成果評価試験の検

討等を目的として、�国際研修協力機構に対し、

３１，２０１千円で委託した。

　　　　地域振興課　岡田　善紀　内線４６３７

　　　　　　　　　　　　　　　　直通３５０１－３７２９

第２節　農用地の確保と計画的な

土地利用の推進

１　農業振興地域の整備

　国土資源の合理的利用の観点から土地の農業上の利

用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のた

めの必要な条件を備えた農業振興地域を保全・形成し、

当該農業振興地域について農業に関する施策を計画的

に推進するため「農業振興地域の整備に関する法律」

（昭和４４年法律第５８号）が４４年９月に施行され、農業

振興地域制度が発足した。その後、農業振興地域にお

ける土地の計画的効率的な利用を一層促進するために

同法の一部が改正され、５０年７月から施行された。　

　また、５９年には土地利用型農業の生産性向上を中心

とする構造政策の推進による農業の体質強化を活力あ

る農村地域社会の形成と同時並行的に推進するための

同法の一部が改正され、同年１２月から施行された。

　更に、１１年には農業生産にとって最も基礎的な資源

である農用地を良好な状態で確保する等の観点から同

法の一部が改正され、１２年３月２０日に施行された。

�　農用地等の確保等に関する基本指針の策定

　１１年改正により、農林水産大臣が農用地等の確保等

に関する基本指針を策定することとなり、農用地等の

確保に関する基本的な方向のほか、農業振興地域の指

定の基準等を内容とする基本指針が１２年３月１７日に定

められた。

�　農業振興地域整備基本方針の作成

　同法が４４年９月に施行された後、都道府県において

は、直ちに農業振興地域整備基本方針の策定作業に着

手し、４５年度までにすべての都道府県において農林水

産大臣の承認を受けて農業振興地域整備基本方針が定

められた（沖縄県については、４７年度に定められた）。

�　農業振興地域の指定

　農業振興地域整備基本方針を定めた都道府県が指定

する農業振興地域は、１２年３月末現在３，０４２地域の指

定がなされている。その結果、農業振興地域の総面積

は約１，７２０万 ha に達しており、国土面積の約４５．５％を

占めている。

�　農業振興地域整備計画の策定

　市町村が定める農業振興地域整備計画は、１２年３月

末現在３，０４０の農業振興地域について策定がなされて

いる。その結果、農用地区域の総面積は、１２年３月末

現在約４９９万haに達している。そのうち現況農地の総

面積は約４３０万 ha であり、農業振興地域内の農地の約

９割が農用地区域に含まれている。

�　国の補助事業等の集中実施と税制上の優遇措置

　ア　国の補助事業等の集中実施

　市町村整備計画の達成を図るため、土地の農業上の

利用条件の改善のための整備及び土地の農業上の開発

整備に関する事業、農業生産の近代化に必要な施設の

整備に関する事業並びに農地の保有合理化に関する事

業については、原則として農用地区域を対象とし、ま

た農村生活環境の整備に関する事業、農産物の広域的

流通加工施設の整備に関する事業等、農業振興地域の

一体的整備を図るものについては、農業振興地域を対

象として引き続き実施した。

　イ　制度上の優遇措置

　同法の規定に基づく市町村長の勧告、都道府県知事

の調停又は農業委員会のあっせん、交換分合により農

地等が譲渡された場合の譲渡所得の特別控除、特定事

業用資産の買い換え及び交換の特例、登録免許税と不
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動産取得税の軽減、農用地区域内の農地についての相

続税評価上の「純農地」としての評価の措置を引き続

き講じた。

�　農用地利用計画明確化事業

　農業振興地域制度は、農業振興地域の指定及び市町

村整備計画の策定の推進により、農業の振興を図るべ

き地域の保全・形成と当該地域の整備に関し必要な施

策を計画的に実施することに寄与しているところであ

るが、特別管理によりおおむね５年ごとに市町村整備

計画の再検討を行うに際して、当該計画をより実効あ

るものとするためには、当該計画が、社会的経済的情

勢の変化、地域の特性や課題等に適切に対応したもの

となる必要があり、このためには地域住民の意向を反

映した市町村整備計画の策定が不可欠である。

　このため、市町村整備計画の定期的な見直しに際し

て、農地等に関する、自然条件、社会条件、経済条件

を調査し、その優良性等を客観的に示し、その結果を

基に地域住民の合意を図りつつ詳細な農用地利用計画

を策定することによって、より実効ある市町村整備計

画を実現し、優良農地の確保とその効率的利用を図る

ため、農用地利用計画明確化事業を平成９年度より実

施した。

�　地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画

　農山村地域における土地利用については、食料の安

定供給の確保を図る観点から、必要な優良農地を確保

しつつ、地域の社会・経済上必要な非農業的土地利用

に適切に対応する必要がある。

　このため、地域の農業の振興の観点から、市町村が

作成した「地域の農業の振興に関する計画」において

定められた施設であって、農業振興地域整備計画の達

成に支障がないものについては、公益性が特に高いと

認められる施設として、計画的に対応する措置を１１年

法改正により位置付けている。（従来の通達に基づく

農村活性化土地利用構想及び農業集落地域土地利用構

想は１１年法改正により廃止）

２　集落地域整備法

�　法制度及びその趣旨

　都市近郊等の農村では、都市計画区域と農業振興地

域の重複する地域を中心に、都市住民と農村住民の混

住化、兼業化の進展等から、虫食い的な農地転用等に

よる農業生産機能の低下、無秩序な建築活動等による

居住環境の悪化等の問題が生じている。

　　このような状況に対して、集落及びその周辺の農

用地を含む一定の地域（集落地域）において、地域の

合意形成を踏まえ、良好な営農条件及び居住環境の確

保を図り、適正な土地利用を実現することを目的とし

て、集落地域整備法（昭和６２年法律第６３号）が制定さ

れた。

�　法制度の具体的な内容

　本制度を適用しようとする場合、まず、都道府県知

事が、集落地域整備基本方針を定め、次いでこれに

沿って市町村が当該集落地域について具体性のある整

備計画を明らかにした集落地区計画及び集落農業振興

地域整備計画を定める。集落地区計画は、道路、公園

等の施設整備並びに土地の利用に関する計画をその内

容とする。集落農業振興地域整備計画は、土地の農業

上の効率的な利用、農用地及び農業用施設等の整備に

関する事項等をその内容とする。集落地区計画の区域

については、市街化調整区域内における開発許可の特

例として認可を受けることができる。一方、集落農業

振興地域整備計画の区域については、農用地の保全及

び利用に関する協定を締結し、市町村長の認定を受け

ることができる等の措置が講じられている。　　

３　農地転用の状況

�　全体の動向

農地及び採草放牧地の転用面積は、昭和４７、４８年を

ピークに昭和４９、５０年に大幅な減少に転じ、昭和５１年

以降はほぼ横ばいで推移してきたが、平成１１年は農地

法第４、５条許可・届出、農地法第４、５条該当以外

とも前年を下回り、農地転用面積合計では２万

２，４１１ha（対前年比９２．６％）、採草放牧地では１３９ha と

なっている。

�　用途別の農地転用面積

農地転用面積の用途別構成をみると、「住宅用地」が

２９．７％、「その他の業務用地」が２７．２％、「導水路・鉄

道用地」が１４．３％で、これら三者で全体の約７１％を占

める。

�　転用主体別の農地転用面積

農地転用面積を転用主体別にみると、農地法第４、５

条許可・届出では「その他の法人・団体」（４１．９％）、

「農家以外の個人」（３０．８％）、「農家」（２１．６％）でほ

とんどを占めており、農地法第４、５条該当以外では

「地方公共団体」（５９．４％）が過半を占め、次いで「農

家」（１４．５％）、「国」（１４．３％）となっている。

　　農村政策課　中藤　直孝　　内線４５８５

　　　　　　　　　　　　　　　直通　３５９１－８６５１
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第３節　農業農村整備事業等の推進

１　概　　　　説

�　農業農村整備事業実施概要

　平成１１年度に制定した食料・農業・農村基本法の基

本概念を踏まえた新たな展開を図るため、食料自給率

向上の基礎となる生産条件の整備とこれを支える生活

環境の整備を基軸とし、新たに農業・農村の多面的機

能の発揮を事業展開の中に位置付け、２１世紀の農業農

村の構築を図るものである。

　このため、平成１２年度においては、高生産性農業展

開のための優良農業地域の確保・整備、管理体制の整

備を通じた土地改良施設の適切な管理保全、生産基盤

と生活環境の総合的・一体的な整備による中山間地域

活性化の推進、国民に開かれた豊かな田園空間の創出、

環境に配慮した事業展開、安全で安心な農村づくりの

ための国土保全対策を行う事業に重点化を行い、計画

的かつ効率的な事業の実施を図った。

　さらに平成６年度に策定したウルグァイ・ラウンド

関連農業農村整備緊急特別対策について、平成１２年度

当初予算において６１０億円を計上し、対策の推進を

図った。

�　土地改良長期計画

　平成５年度から１４年度までの１０箇年間に総額４１兆円

（調整費３兆６，０００億円を含む ｡）に相当する事業を実

施する第４次土地改良長期計画を平成５年４月に閣議

決定。その後、財政構造改革の推進に関する特別措置

法（平成９年法律第１０９号）の規定に基づき、計画期間

を１４年間に改定することとして、平成９年１２月に閣議

決定。その全文は以下のとおり。

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４条の２に規

定する土地改良長期計画を次のとおり定める。

　ア　土地改良事業の実施の目標

　今後の農業発展の方向に即応して農業基盤の整備及

び開発を図り、もって農業構造の改善、農業の生産性

の向上及び国内における食料供給力の維持強化に資す

ることを目的とし、平成５年度以降の１４箇年間に総額

４１兆円（調整費３兆６，０００億円を含む ｡）に相当する事

業を実施するものとする。

　この計画においては、地域における関係農業者等の

合意形成を図りつつ、効率的かつ安定的に農業経営を

行う者が生産性や収益性の高い農業を展開していくた

めの基礎となる農業基盤の整備を推進し、併せて景観

形成や環境保全に配慮した快適で活力ある農村地域の

形成及び国土資源の効率的利用に資するため、農用地

の総合的整備及びその前提となる基幹農業用用排水施

設の整備並びに各種防災事業を推進するとともに、農

産物需給の動向等を考慮しつつ農用地造成事業を推進

することを基本方針とし、平成５年度以降の１４箇年間

においては、継続事業の早期完了を図るほか、計画的

に新規事業の実施を進めるものとする。

　その種別ごとの事業の実施の目標は次のとおりとす

る。

　�　農用地総合整備事業（農用地の利用上必要な農

業用用排水施設（基幹的なものを除く。）及び農業用道

路の新設及び変更、区画整理その他農用地の改良のた

め必要な事業）

　農用地総合整備事業については、効率的かつ安定的

に農業経営を行う者が生産性や収益性の高い農業を展

開していくための基礎となる農用地の整備を行い、併

せて快適な生活環境の形成等に配慮した農村地域の環

境の改善及び国土資源の効率的利用に資するため、そ

れぞれの地域の自然的、社会的条件等に応じた整備水

準の達成に必要な事業を総合的に推進するものとする。

　この場合、田については、農地の流動化及び集団化

と併せてほ場の大区画化を推進することを重視し、ほ

場整備を中心に、農業用道路の整備、農業用用排水施

設の整備及び暗渠排水、客土その他の田地の改良のた

めに必要な事業を、畑については、畑地総合整備を中

心に、農業用道路の整備、農業用用排水施設の整備、

区画整理その他畑地の改良のために必要な事業を、快

適な生活環境の形成等農村地域の環境の改善に配意し

つつ総合的に実施するものとする。また、広域にわた

る農産物の生産その他の営農の組織化のためその基幹

となる農業用道路の整備を実施するものとする。

　平成５年度以降の１４箇年間においては、効率的かつ

安定的に農業経営を行う者が農業生産の相当部分を担

う農業構造の確立に資するため、田を約９０万 ha、畑を

約５０万 ha 整備するのに必要な事業を行うものとする。

　�　基幹農業用用排水施設整備事業（農用地の利用

上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設及び

変更）

　基幹農業用用排水施設整備事業については、農用地

整備の前提となる条件を整備するとともに、農業上の

土地利用の高度化、水利用の安定と合理化等を図るた

め所要の事業を行うものとする。

　�　防災事業（農用地の保全のため必要な事業）

　防災事業については、農業災害の軽減及び農業用水

の汚濁、農用地の土壌の汚染その他の公害の防止又は

除去を図るとともに、農用地整備の前提となる条件を
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整備するため、それぞれの土地条件に応じて必要な農

地防災、農地保全、公害対策等の各種防災事業を総合

的に推進し、併せて農用地の保全を通じて国土の保全

に資するよう実施するものとする。

　�　農用地造成事業（農用地の造成並びに埋立て及

び干拓）

　農用地造成事業については、農産物の需給の動向及

び立地条件を考慮しつつ、地域の特性に応じた多様な

農業生産の展開を図るとともに、国土資源の効率的利

用に資するため、草地の造成、既耕地の整備と一体的

な農地の造成等を行うものとし、平成５年度以降の１４

箇年間において、農用地約１０万 ha の造成を行うもの

とする。

　イ　事業量

　この計画における土地改良事業に関する事業量は、

おおむね次のとおりとする。

　国が行い又は補助する事業 ���� ３２兆３，６００億円

　　�　農用地総合整備事業 ���� ２１兆９，５００億円

　　�　基幹農業用用排水施設整備事業 � ６兆３，３００億円

　　�　防災事業 ���������� ２兆６，７００億円

　　�　農用地造成事業 ����� 　　１兆４，１００億円

　地方単独事業等 ���������� ５兆０，４００億円

　　調　整　費 ����������� ３兆６，０００億円

　　合　　　計 ���  ���  ���  ４１兆０，０００億円

　なお、この計画の実施に当たっては、今後の農業事

情、経済事情、財政事情等を勘案しつつ、弾力的な推

進を図るものとする。

２　農業生産基盤整備事業

�　基幹農業用用排水施設の整備

　ア　事業の種類

　基幹農業用用排水施設等の整備を目的とする事業に

は、国営かんがい排水事業及び都道府県営かんがい排

水事業があり、国営事業にあっては、受益面積おおむ

ね３，０００ha 以上（畑地帯にあっては、１，０００ha 以上）、都

道府県営事業にあっては、受益面積おおむね２００ha 以

上（畑地帯にあっては、１００ha 以上）にわたる土地の

基幹農業用用排水施設の整備を行う。国営及び都道府

県営事業は、さらに、事業の内容、性格等により予算

上区分して実施している。

　国営事業の国庫負担率は、農林水産省２／３～７０％、

北海道・離島７５～８５％、沖縄９０～９５％、奄美９０％となっ

ている。また、都道府県営事業の国庫負担率は５０～

８０％となっている。

　イ　１２年度における整備の目標

　長期計画において基幹農業用用排水施設については、

ほ場条件の整備の前提条件を整備するとともに、農業

上の土地利用の高度化、水利用の安定と合理化等を図

るため所要の事業を行うこととなっており、このため

継続事業の早期完了を図るとともに新規事業について

も計画的に推進を図ることとしている。　

　したがって、１２年度における事業の実施に当たって

は、基幹農業用用排水施設整備等、本来の趣旨に従っ

て、引き続き事業効果の早期発現に配慮するとともに、

地区別の事情を十分に把握し、制度の効率的な運用を

図ってきた。

　ウ　事業実施の状況

　基幹農業用用排水施設の整備は、国営かんがい排水

事業、都道府県営かんがい排水事業及び水資源開発公

団営事業に分かれて実施されている。このうち、国営

及び都道府県営かんがい排水事業の１２年度事業実施額

は３，７３７億円で、事業種別の実施額及び地区数は表４

のとおりである。

　�　国営かんがい排水事業

　１２年度における継続地区は農林水産省６８地区、北海

道５５地区、沖縄５地区計１２８地区で、これらの地区にお

いては１１年度に引き続いて事業の推進を図った。その

うち、農林水産省２地区、北海道７地区、沖縄１地区

計１０地区は事業を完了した。

　また、１２年度においては、新たに農林水産省５地区、

北海道５地区計１０地区の新規着工並びに農林水産省１

地区、北海道１地区、計２地区の新規全体実施設計地

区の採択を行った。（表５）

　�　都道府県営かんがい排水事業

　基幹農業用用排水施設の整備事業として都道府県営

かんがい排水事業を実施している。

　また、国営又は都道府県営土地改良事業により造成

されたダム、頭首工、機場、基幹水路等の基幹的施設

について緊急に必要な補強工事及び排砂対策工事を行

うことにより、施設の機能の維持及び安全性の確保を

図る都道府県営基幹水利施設補修事業を実施している。

　さらに水田農業経営確立対策を推進し、効率的な水

田営農の展開を図るため、水田の排水条件の改善を行

う水田農業経営確立排水対策特別事業を実施している。

　１２年度においては、継続地区６１８地区の事業を推進

するとともに、このうち１４１地区を完了し、また、新た

に７５地区について着工した。

　エ　水資源開発公団事業

　水資源開発公団は、水資源の総合的な開発と利用の

合理化を図るため、水資源開発促進法・水資源開発公

団法に基づいて、水資源開発水系に指定されている７

水系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及
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表４　１２年度基幹農業用用排水施設整備の実施状況

表５　平成１２年度国営かんがい排水事業完了地区及び新規地区



び筑後川）において、各水系の水資源開発基本計画に

沿って、農業用水等の確保など多目的にわたる施設を

一元的に建設するとともに、完成した施設の管理を一

貫して実施している。

　建設事業（農業用水関係分）においては、１２年度予

算事業費４４１億４，１４５万円、うち農水補助金額１５９億８２４

万円をもって、愛知用水二期、利根中央用水、木曽川

用水施設緊急改築、香川用水施設緊急改築、豊川用水

二期及び豊川総合用水の継続６地区を実施した。

　また、管理事業（農業用水関係分）においては１２年

度予算事業費１２１億６，７３７万円、うち農水補助金額２１億

１，５７６万円をもって、群馬用水、利根導水路、埼玉合口

二期、印旛沼開発、成田用水、北総東部用水、東総用

水、霞ヶ浦用水、木曽川用水、三重用水、香川用水、

両筑平野用水、筑後川下流用水、愛知用水及び豊川用

水の継続１５地区の施設の管理を実施した。

�　水田地帯の整備

　ア　ほ場整備事業

　ほ場整備事業は、農地等の区画形質の改善、用排水

路、道路、暗きょ排水の整備、農地の集団化等を総合

的に実施することにより、農地を営農機械の効率的な

運行と合理的な水管理を行いうる生産性の高い汎用耕

地に整備し、農業の生産性向上とそれを担う経営体の

育成等を図ることを目的として実施している。平成１２

年度においても本事業の積極的な推進に努めた。

　�　担い手育成に資する基盤整備と農地の利用集積

　土地利用型農業のコスト低減、経営の体質強化を図

るため、集落段階を基礎とした合意形成に基づき担い

手の育成と農地の利用集積を推進する地域において次

の事業を行った。

　ａ　ほ場整備事業（担い手育成型）

　地域農業の中心となる経営体を育成し、効率的・安

定的農業構造を作り上げていくことを目的。地域関係

者の意向を踏まえて、農地の流動化や農業農村整備の

目標等を定めた農業農村活性化計画を作成し、高生産

性ほ場の整備や畦畔除去等の簡易なほ場整備などの農

業生産基盤と農村生活環境の一体的整備をするもので

あって、受益面積おおむね２０ha 以上、国庫補助率５０％

（離島５５％、沖縄７５％）で実施した。

　ｂ　担い手育成基盤関連流動化促進事業

　ほ場整備事業等の実施を契機として、農地の利用調

整を支援することにより、担い手へのより質の高い農

地の利用集積、農地流動化の一層の推進を図るため、

担い手への農地の利用集積に応じた促進費の交付、土

地改良調整事業に対する補助を行った。

　また、ほ場整備事業等のハード事業の完了時までに、

担い手の経営する農業生産面積が事業実施前と比較し

て一定割合以上増加することを要件に、農林漁業金融

公庫等が土地改良区等に無利子資金の貸付けを実施し

た。

　�　ほ場整備事業（一般型）

　ａ　一般型

　区画整理事業に係る受益面積が都道府県営事業に

あってはおおむね２００ha（市町村生産調整推進基本計

画に即した営農計画が策定され、又は策定されること

が確実と認められるもの及び沖縄県において行うもの

にあっては６０ha、ただし農地利用権設定特別促進事業

にあっては２０ha）以上のものについて、国庫補助率

４５％（離島５０％、沖縄県７５％）で実施した。

　ｂ　大区画型（高生産性大区画ほ場整備事業）

　地域の農業生産の方向に沿った土地利用型農業の確

立を図るため、おおむね　１ ha 以上の大区画のほ場

を地区の一定割合以上整備する都道府県営事業であっ

て、受益面積がおおむね２０ha 以上、国庫補助率５０％

（離島５５％）で実施した。

　イ　土地改良総合整備事業

　土地改良総合整備事業は、多様化、高度化する食料

需要に対応しつつ、耕地の汎用化を促進し、農用地の

高度利用を推進することにより、農業経営の安定化を

図ることを目的として、都道府県が事業主体となり実

施している。平成１２年度においても、地域の実態に即

した畑作物の生産振興及び農用地の高度利用のための

条件を整備するため、土地改良総合整備事業の積極的

な推進を図った。

　また、小規模零細地域農業基盤整備事業を実施し、

歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害

されている地域における関係農家の農業経営の改善と

所得の安定を図り、さらに団体営土地改良事業等の実

施予定地区にかかる調査設計事業に対する助成を行っ

た。

　�　土地改良総合整備事業（一般）

　ａ　一般型

　本事業は、地域の実情に応じて、畑作振興及び水田

の汎用化を図るため必要な事業を総合的・一体的に実

施するもので、農業用用排水施設・農道・暗渠排水・

客土の事業のうち２以上の受益面積の合計が、おおむ

ね６０ha 以上となる地区について、国庫補助率４５％（北

海道・特殊地域５０％）で実施した。

　ｂ　担い手育成型

　本事業は、田畑混在地域又は概ね区画整理が終了し

た地域を対象として、作付地の集団化、ほ場の均一化

を図ることにより、担い手への農用地の利用集積を促
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進し、安定的な農業経営の確立を図ること等を目的と

して実施するもので、農業用用排水施設・農道・暗渠

排水・客土・区画整理のうち２以上の事業の受益面積

の合計がおおむね２０ha以上で、担い手の経営する農地

の利用集積が一定要件以上図られることが確実である

地区について、国庫補助率５０％（離島５５％）で実施した。

　ｃ　担い手支援型

　本事業は、担い手への農用地の利用集積が見込まれ

る地域において、担い手の経営安定と担い手による優

良農用地の維持確保を図るために必要となる農業基盤

の整備を総合的に実施するもので、農業用用排水施

設・農道・暗渠排水・客土・区画整理のうち２以上の

事業の受益面積の合計がおおむね２０ha以上で、受益戸

数に占める担い手の割合又は受益面積に占める担い手

の経営面積の割合が１０％以上であり、かつ、事業の実

施によりこれらの担い手への農用地の利用集積が見込

まれる地区について、国庫補助率５０％で実施した。

　ｄ　水田農業振興緊急整備型

　本事業は、水田における麦・大豆等の土地利用型作

物が一定規模以上作付けされる地域を対象に、きめ細

かい排水対策と土づくり対策等を機動的・緊急的に実

施するもので、農業用用排水施設・農道・暗渠排水・

客土・区画整理のうち２以上の事業の受益面積の合計

がおおむね２０ha 以上で、米の計画的生産外の面積（生

産調整面積）の概ね５割以上、若しくは裏作の場合は

地区の水田面積の３割以上に麦・大豆等の作付けが確

実である地区について、国庫補助率５０％で実施した。

　�　小規模零細地域農業基盤整備事業

　本事業は、「地域改善対策特定事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律」が、平成８年度をもって

期限切れになることに伴う措置として閣議決定された

「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」

に基づき実施するもので、地域の実情に応じて①ほ場

整備、②土地改良総合整備、③農道整備事業、④かん

がい排水の４事業を選択し、その受益面積がおおむね

１０ha以上の地区について、３分の２の国庫補助金を県

を通じて事業主体に交付する間接補助事業として実施

した。

　�　調査設計事業

　団体営土地改良事業の計画的かつ効率的な実施を図

るため、事業実施予定地区の計画書及び実施計画書を

兼ねた書類の作成に係る調査設計事業を、補助率５０％

の国庫補助金を県を通じて事業主体に交付する間接補

助事業として実施した。

　１２年度におけるほ場整備事業、土地改良総合整備事

業の実施状況は表６のとおりである。

表６　ほ場整備事業、土地改良総合整備事業の

　　　　 実施状況　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　　　　　　　　　地区数　　　　 　　予算額

ほ場整備事業　　　　　１，３９８ �����１２２，８０７，２４２

　担い手育成型　　　　１，００７ �����１０４，１６９，１６４

　一 　般　 型　　　　　３９１ ����� １８，６３８，０７８

土地改良総合整備事業　　　　　５１５ ����� ３６，７８６，５７７

　一　　　　般　　　　　４９８ ����� ３３，３８１，０３５

　　小規模零細　　　　　 １７ ������ １，２４０，６９６

　　調 査 設 計　　　　　 － ������ ２，１６４，８４６

�　畑地帯の総合整備

　我が国の畑地面積は、約２１９万 ha であり、全耕地面

積の約４５％を占めているが、その土地基盤整備は水田

に比べれば遅れている。

　一方、我が国の食料消費構造は、高品質化、多品目

化等多様化しつつ、野菜、果実、家畜物等への需要が

増大している。

　さらに、農作物の自由化に備え畑作経営の安定を図

ることが緊急の課題となっている。

　このような情勢に対処し、畑作物の経済的かつ安定

的供給を図るため、畑地帯の生産基礎を整備すること

が緊要である。このため、国営、県営による畑地帯の

かんがい施設の整備、農道の整備、区画整理等の各種

事業を総合的に実施する総合整備事業を積極的に推進

している。

　また、１２年度における実施事業の実績及び地区数は

表７のとおりであり、総額１，２５１億円の事業を実施し

た。

　ア　国営畑地帯総合土地改良パイロット事業

　国営事業については、北海道における畑地帯の基盤

整備の遅れを解消し畑作地帯の農業の振興に資するた

めに、大規模畑地帯における土地基盤を総合的に整備

することを目的とし、国営総合かんがい排水事業制度

に基づいて、受益面積おおむね１，０００ha 以上のかんが

い排水事業（ため池の新設にあってはおおむね５００ha

以上、明渠排水にあってはおおむね３００ha以上）及び農

地開発事業並びに区画整理事業を総合的かつ一体的に

末端まで一貫して整備を行うものであり、国庫負担率

は、各事業ごとの総合負担率となっている。１２年度に

おいては、継続地区７地区の事業を推進し、そのうち

１地区について事業を完了した。

　イ　畑地帯総合整備事業（担い手育成型）

　�　概説

　集落単位を基本とし、農地利用の流動化の促進の前

提条件となるほ場条件の均質化を図る効率的な基盤整
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表７　１２年度畑地帯総合整備事業の実施状況

表８　農地開発事業，草地開発事業の概要（補正後）



備と担い手の経営安定のための生産環境整備等を総合

的に行うため、平成１２年度においては、新規２４地区を

採択して、事業を推進している。

　�　事業の仕組み

　（内　　容）農業用用排水施設、農道、区画整理及

びこれらと密接に関連したその他基盤

整備（暗きょ排水、農用地造成、土層

改良、農用地の保全）、営農用水施設、

農業集落環境管理施設、交換分合等

　（事業主体）都道府県

　（採択基準）・２０ha（北海道１００ha、離島・沖縄・

奄美１０ha）以上

　　　　　　　・担い手の経営する農地の利用集積が

一定要件以上図られることが確実であ

ること。

　（補 助 率）５０～７５％

　ウ　畑地帯総合整備事業（担い手支援型）

　�　概説

　畑作農業経営の体質強化を目的に、担い手の生産合

理化を図るために必要な生産基盤整備と生産集落環境

整備を一体的に行い、担い手農家の経営の安定に資す

る畑地帯整備を総合的に行うものであり、平成１２年度

においては、新規２９地区を採択して事業を推進してい

る。

　�　事業の仕組み

　（内　　容）農業用用排水施設（単独で行う施設整

備事業を含む）、農道、区画整理及びこ

れらと密接に関連したその他基盤整備

（暗きょ排水、土層改良（単独で行う

土層改良事業を含む）、農用地造成、農

用地の保全）、営農用水施設（単独で行

う営農用水事業を含む）、農業集落環

境管理施設、農業集落道、交換分合等

　（事業主体）都道府県

　（採択基準）・３０ha（沖縄及び奄美２０ha）以上

　　　　　　　・担い手農家の経営面積の受益面積に

占める割合が１０％以上

　（補 助 率）都道府県営：５０～７５％

�　農用地再編開発事業

　農用地再編開発事業は、既耕地と未墾地の一体的整

備による地域農業の再編整備を行い、生産性の高い優

良農地を確保するとともに土地利用の秩序化を実現し、

主産地の形成、効率的な農業経営の実現等を推進する

ものである。　　

　ア　国営農地再編整備事業

　広域にわたる計画的な生産基盤の整備を行い、生産

性の向上及び地域農業の展開方向に即した農業構造の

実現を図るとともに、農業的土地利用と非農業的土地

利用との整序化を図ることにより、農業の振興を基幹

とした総合的な地域の活性化に資することを目的とし

たものである。

　担い手の育成と中山間地域の環境保全等の地域ニー

ズに的確かつ緊急に対処していく観点から、平成７年

度に国営農地再編パイロット事業を国営農地再編整備

事業に再編し、一般型と中山間地域型を創設して実施

してきたところであるが、平成１１年３月に閣議決定さ

れた「第２次地方分権推進計画」に基づき、平成１２年

度に一般型の事業制度を廃止した。

　１２年度は、継続１９地区（農林水産省９、北海道１０）、

新規着工３地区（農林水産省２、北海道１）を実施し

た。このうち、７地区（農林水産省４、北海道３）が

完了した。

　イ　農地開発事業

　�　農地開発事業

　農地開発事業は、未墾地の開発を主体とし、受益農

家の経営規模の拡大を図るとともに、需要の動向に即

した生産性の高い農業を営むことができるように基幹

的土地改良施設の整備を行う事業である。この事業に

は事業主体によって国営農地開発事業、県営農地開発

事業があるが、国営農地開発事業については、平成元

年度に事業制度を廃止し、継続中の地区の早期完了を

図っているところである。

　１２年度における実施地区数は、国営１４地区（農林水

産省１１、北海道２、奄美１）、都道府県営４０地区（農林

水産省３１、北海道４、離島１、沖縄３、奄美１）であ

り、このうち国営３地区（農林水産省１、北海道１、

奄美１）、都道府県営１４地区（農林水産省１０、北海道１、

離島１、沖縄２）が完了した。なお、各事業の予算は

表８のとおりである。　

�　国営干拓事業

　ア　干拓事業

　干拓事業は、海又は湖沼を堤防で締切り干陸するこ

とにより新たに優良農地を造成する事業である。

　�　特別会計（一般型・特別型）　

　国営干拓事業は、一般会計からの繰入金と資金運用

部からの借入金によって事業実施されており、借入金

およびその利息は、一般型にあっては事業実施の翌年

度から、特別型にあっては事業完了後地元負担金とし

て徴収することになっている。

　平成１２年度における特別会計予算額の事業別内訳は

表９のとおりである。
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表９　国営干拓事業特別会計予算事業別内訳

 ������������������ （単位：千円）

　事　業　区　別　　　　　地区数　　　　　予算額

　一　　般　　型 ����� 　２ ����� ９，３７１，８５３　

　特　　別　　型 ������  ２ ������ 　１６，６６６　

　　　　計 ����� 　　　　４ ����� ９，３８８，５１９　

　

�　緑資源公団事業

　ア　緑資源公団の経緯等

　緑資源公団は、昭和３１年に設立された森林開発公団

が平成１１年１０月に農用地整備公団の業務を継承し、名

称を緑資源公団に改組されたものである。

　農用地整備公団の前身である農用地開発公団は、農

用地開発公団法（昭和４９年法律第４３号）に基づき、開

発して農用地とすることの適当な未墾地等が相当な範

囲にわたって存在する地域において、農畜産物の濃密

生産団地の建設に必要な農用地の開発、農業用施設の

整備等の業務を総合的かつ計画的に行うことにより、

農畜産物の安定的供給と農業経営の合理化に資するこ

とを目的として昭和４９年６月に設立された。

　その後、農用地開発公団法の一部を改正する法律

（昭和５２年法律第７０号）により公団の業務の範囲を拡

大し、国営干拓事業により造成される干拓地において

も事業ができるようになるとともに、解散した八郎潟

新農村建設事業団の業務のうち、受益者からの賦課金

徴収等の業務を公団が継承することとなった。

　さらに、昭和５７年に農用地開発公団法の一部が改正

され（昭和５７年法律第５１号）、国際協力事業団等の委託

に基づいて行う海外農業開発に関する調査等の業務及

びこれに関連して必要な情報の収集・整備の業務が新

たに追加された。

　しかし、その後の我が国の農業をとりまく情勢の変

化に対応するため、また、昭和６１年６月の臨時行政改

革推進審議会の答申にもかんがみ、昭和６３年７月に農

用地開発公団法の一部を改正する法律（昭和６３年法律

第４４号）により農用地開発公団が農用地整備公団に改

組され、これまで行ってきた農用地造成を中心とした

農畜産物の濃密生産団地建設事業にかわる新たな業務

として、農業の生産性の向上と農業構造の改善を図る

ための既耕地の整備を中心とした事業を実施すること

となった。

　平成９年の閣議決定「特殊法人等の整理合理化につ

いて」において、農用地整備公団を廃止し、その業務

を森林開発公団に移管することとされ、緑資源公団に

改組された。公団の業務の追加に伴い、森林整備及び

これと併せて農用地整備を行い、もって農林業の振興

と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に資

することを目的としている。

　緑資源公団は現在行っている農用地総合整備事業の

実施、調査中の地区の事業のみを継承。海外農業開発

の調査業務についても継承し、引き続き実施する。ま

た、食料・農業・農村基本問題調査会の答申（平成１０

年９月）を踏まえ、森林、農用地の公益的機能を維持

増進するため、中山間地域における森林と農用地の一

体的な整備を推進する。

　イ　業務内容

　緑資源公団は、農業構造の急速な改善の必要な農業

地域内において、農用地の整備と土地改良施設の整備

を一体として総合的かつ集中的に実施する農用地総合

整備事業及び自然条件の特殊性に起因した障害が生じ

ている特定の地域において、その障害を除去するため

に必要な用排水施設の新設又は改良の事業を短期集中

的に実施する農用地等緊急保全整備事業を実施してお

り、農用地等緊急保全整備事業は、１２年度に完了する。

　広域農業開発事業及び畜産基地建設事業は、農用地

の造成を中心に関連する土地改良施設、畜舎その他の

農業用施設の整備等を総合的に実施するもので、広域

農業開発事業は、１０年度、畜産基地建設事業は、１１年

度に完了した。

　また、緑資源公団の設立に伴い、中山間地域におけ

る森林の造成と農用地、土地改良施設等の整備を一体

的に実施する特定中山間保全整備事業が新たに加わっ

た。

　なお、上記業務に加えてＮＴＴ－Ａ型プロジェクト

に対する貸付業務を行い得ることとなっている。

　農用地総合整備事業は、農業的土地資源に恵まれ、

農業構造改善の必要があり、外部インパクト等を活用

して生産性の高い農業生産地域を形成することが可能

な地域において、農用地の整備と土地改良施設の整備

を一体として総合的かつ集中的に実施するもので（農

用地整備面積１５０ha 以上かつ土地改良施設整備の受益

面積が１，０００ha 以上）、補助率は、工種毎に内地４０％～

２／３、北海道４０～８０％以内の補助率を基礎とする総

合補助率である。

　農用地等緊急保全整備事業は、地盤の相当部分が泥

炭土又は琉球石灰岩からなることに起因して生じる障

害を除去するために必要な農業用用排水施設の新設又

は改良を行うもので（受益面積３，０００ha 以上）、補助率

は北海道のうち田７５％、畑８０％、沖縄９５％以内である。

　広域農業開発事業は、農用地の造成を中心として、

大規模な畜産経営農家等の創設若しくは育成又は共同

利用牧場の建設等による飼料基盤の拡大を通じて地域
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の農畜産物の生産の合理化を図り、濃密生産団地を建

設するもので（農用地造成面積５００ha 以上）、補助率は、

工種毎に４０％～７０％以内の補助率を基礎とする総合補

助率である。

　畜産基地建設事業は、畜種複合型事業と単一畜種型

事業に区分されるが、現在実施しているのは畜種複合

型のみである。畜種複合型事業は、農用地の造成を中

心とし、家畜排せつ物の土地還元利用等を基軸とする

畜産と耕種農業の有機的な結合を通じて農畜産物の生

産の合理化を図り、濃密生産団地を建設するもので

（農用地造成面積１５０ha 以上であり、かつ、飼養頭羽

数（豚換算）１万頭以上）、補助率は、５５％以内である。

　特定中山間保全整備事業は、中山間地域の森林と農

用地が混在する地域で、必要な施業が行われていない

森林や耕作放棄地が増加しており、森林及び農用地の

もつ公益的機能の低下が下流の都市部にも影響するこ

とが懸念されている。このため、本事業では、水源林

造成の指定地域であって、地勢条件が悪く、農業の生

産条件が不利な地域において、水源林造成と一体とし

て森林及び農用地の整備を行い、水源かん養をはじめ

とした公益的機能の維持保全を図る。補助率は５５％以

内（基幹農林道は２／３以内）である。

　ウ　業務の実施状況

　�　緑資源公団国内業務

　ａ　　農用地総合整備事業

　元年度から事業を実施し、利根沼田区域（群馬県）

のほか１２区域を継続実施するとともに、黒潮フルーツ

ライン区域（和歌山県）について新規着工を行った。ま

た、安房南部区域（千葉県）、下閉伊北区域（岩手県）

及び郡山区域（福島県）の計３区域について全体実施

設計を行った。

　ｂ　　農用地等緊急保全整備事業

　６３年度から事業を実施し、石狩川雨竜区域（北海道）

及び宮古区域（沖縄県）を継続実施した。

　なお、１２年度における実施状況は、表１０のとおりで

ある。

表１０　１２年度緑資源公団国内事業の実施状況

（単位：千円）

　事　業　名　　　　区域数　　　事業費　　　国　費

緑資源公団事業　　　　１９　　　３５，２５４，０００　２５，０９９，５３２

農用地総合整備事業　　１７　　　２９，６４７，０００　２０，３７２，３１７

農用地等緊急保全整備事業　 　２　　　 ５，６０７，０００ 　４，７２７，２１５

　�　緑資源公団海外業務

　国際協力事業団からの委託に基づき、マリ国におい

て開発調査を、また、パラグァイ共和国、ラオス国、

チリ国においてプロジェクト方式技術協力事業の実施

に対する支援業務（村づくり協力）を実施した。

　この他に農林水産省からの補助事業として、海外農

業開発に必要な種々の情報の整備、砂漠化防止や農

地・土壌侵食防止に対処するための技術情報の収集分

析や実証調査、地下ダムを利用した環境保全型水資源

開発等の基礎調査を実施した。

　なお、１２年度における実施状況は表１１のとおりであ

る。

表１１　１２年度緑資源公団海外事業の実施状況

 ������������������� （単位：千円）

　�　受託事業

　開発調査（農業農村開発に関するマスタープラン作成）

　マリ国セグー地方南部砂漠化防止計画調査

　プロジェクト方式技術協力事業の支援業務

　　パラグァイ・ピラール南部地域農村開発計画

　　ラオス・ヴィエンチャン県農業農村開発計画　　

　　チリ・住民参加型農村環境保全計画

　　受託額 ���������������� ４１１，７１４　

　�　補助事業

　海外村づくり基礎調査　　　　　　〃  ��� ３９，７８５　

　砂漠化防止等環境保全対策調査 �� 〃　　　 ４６３，１８９　

　農地・土壌侵食防止対策調査 ��� 〃　　　 ２４４，２０９　

　環境保全型水資源開発基礎調査 ��〃　　　　８４，０００　

　エ　農用地整備公団事業の承継について

　農用地整備公団は、行政改革の一環として、平成９

年６月の閣議決定において、「平成１１年に予定される

農業基本法の改定に伴う農政全体の見直しに合わせ、

廃止する。受託残事業は、森林開発公団に移管する。

」とされた。

　この閣議決定を受け、第１４５回国会において森林開

発公団法の一部改正が行われ、旧農用地整備公団が実

施していた農用地総合整備事業等については、実施中

又は調査中の地区のみを実施することとし、海外事業

その他の業務とともに平成１１年１０月１日に森林開発公

団（緑資源公団に改称）に承継された。

�　土地改良調査計画

　ア　土地改良調査計画

　１２年度においては、土地改良事業を計画的かつ円滑

に推進するため、国営等地区調査及び地域整備方向検

討調査等を行うとともに、国営事業完了地区において

事後評価の実施、農地・農業用施設等が持つ多面的機

能の定量的把握、適正な評価方法の確立、維持・発揮
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表１２　１２年度土地改良調査計画費

表１３　１２年度国営等地区調査の実施状況



方策の検討、農地等地域資源の適正な維持保全のため

の整備手法の検討等について調査を実施した。

　なお、土地改良調査計画費の詳細については、表１２

のとおりである。

　イ　１２年度国営等地区調査

　１２年度において、実施した地区は表１３のとおりであ

る。

３　農村整備事業

�　農　道　の　整　備

　農道整備事業は、農業の振興を図る地域において農

道網を有機的かつ合理的に整備することにより、高生

産性農業を促進し、もって農業の近代化を図り、併せ

て農村環境の改善に資するため実施されている。

　整備された農道は、農業用資機材の運搬、農産物の

処理・加工・貯蔵・流通施設等への集荷、それらの施

設から市場・消費地へ輸送などに利用されている。ま

た、集落間、農村と都市などを有機的に結び、農村地

域の日常交通条件の向上にも役立っている。このよう

に農道整備は、農業農村整備を進める上で重要な役割

を果たしている。

　ア　広域営農団地農道整備事業

（広域営農団地農道型）

　広域営農団地育成対策の一環として策定された広域

営農団地整備計画に基づく団地内の農道網の基幹とな

る農道について、都道府県が事業主体となって行う農

道整備事業である。採択要件は受益面積がおおむね　

　１，０００ha以上、延長がおおむね１０km以上、車道幅員

がおおむね５ｍ以上となっている。事業費の５０％（水

源地域対策特別措置法及び北海道寒冷地畑作営農改善

資金融通臨時措置法に基づく地域で行うものにあって

は５５％）の国庫補助金、都道府県費及び地元負担金を

財源としている。なお、離島、振興山村、過疎地域、

半島振興対策実施地域、特定農山村地域または急傾斜

地帯で行うものにあっては採択要件が緩和されている。

　イ　広域営農団地農道整備事業

（アクセス機能強化農道型）

　広域営農団地育成対策の一環として、既設の広域営

農団地農道に連絡する農道であって、インターチェン

ジその他の物流拠点へのアクセスを改善する農道につ

いて、都道府県が事業主体となって行う農道整備事業

である。採択要件は受益面積がおおむね２００ha 以上、

延長がおおむね３ km以上、車道幅員がおおむね５m

以上、新たにインターチェンジその他の物流拠点が整

備された地域であることとなっている。事業費の５０％

（水源地域対策特別措置農法及び北海道寒冷地畑作営

農改善資金融通臨時措置法に基づく地域で行うものに

あっては５５％）の国庫補助金、都道府県費及び地元負

担金を財源としている。

　なお、離島、振興山村、過疎地域、半島振興対策実

施地域、特定農山村地域または急傾斜地帯で行うもの

にあっては採択要件が緩和されている。

　ウ　広域営農団地農道整備事業

　　　　　　　（中山間活性化ふれあい支援農道型）

　中山間地域の農業振興を図り、道路事業との連携を

もって都市と中山間地域の交流拡大及び中山間地域の

活性化を計画的・効率的に促進する農道について、都

道府県が事業主体となって行う農道整備事業である。

採択要件は受益面積がおおむね２００ha 以上、延長がお

おむね３ km以上、車道幅員は連携する道路事業と調

整が図られたものとなっている。事業費の５０％（水源

地域対策特別措置法及び北海道寒冷地畑作営農改善資

金融通臨時措置法に基づく地域で行うものにあっては

５５％）の国庫補助金、都道府県費及び地元負担金を財

源としている。

　エ　一般農道整備事業

　農道網の基幹となる農道、樹園地等における幹支線

農道などの整備を、都道府県が事業主体となって行う

農道整備事業である。採択要件は受益面積がおおむね

５０ha 以上、延長がおおむね１，０００ｍ以上、全幅員がお

おむね４．５ｍ以上となっている。事業費の４５％（北海

道及び離島５０％、奄美群島６５％、沖縄８０％）の国庫補

助金、都道府県費及び地元負担金を財源としている。

ただし、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、

半島振興法に基づき農林水産大臣が指定した基幹農道

の新設または改良を行う事業については、各法の規定

により地元負担金がなく、国庫補助金と都道府県費を

財源としている。

　なお、特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域、半島振

興対策実施地域、または急傾斜地帯で行うものにあっ

ては採択要件が緩和されている。事業の実施内容は次

のとおりである。

　�　農道の新設または改良（（ｲ）～（ｶ）以外）

　�　既設農道の舗装整備

�　樹園地、野菜指定産地における畑地帯または田

畑輪換を行う水田地帯等における農道網の一的

整備

�　自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の

生産条件が不利な地域等の農業集落を結ぶ農道

の新設または改良

�　振興山村、過疎地域、または半島振興対策実施

地域において国営農地再編整備事業（中山間地
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域型）と一体的に行う農道整備事業

　オ　農道環境整備事業

　既設農道等の環境面からの更新整備や、農道機能強

化面からの整備水準の向上を主体とした整備を計画的

に行う農道整備事業である。採択要件は受益面積がお

おむね５０ha 以上、総事業費が３０百万円以上、財源は事

業費の４５％（北海道及び離島５０％、奄美群島６５％、沖

縄８０％）の国庫補助金、都道府県費及び地元負担金と

なっている。

　カ　農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業

　農業用機械にかかる揮発油税の減免措置の身替りと

して、都道府県または市町村等が事業主体となって行

う農道整備事業である。採択要件は受益面積がおおむ

ね５０ha 以上、総事業費が１億円以上、車道幅員がおお

むね４ｍ以上となっている。

　なお、北海道、沖縄県、離島、奄美群島、特別豪雪

地帯、振興山村、過疎地域、水源地域、半島振興対策

実施地域または急傾斜地帯で行うものにあっては採択

要件が緩和されている。

　財源は事業費の５０％（北海道及び離島５５％、奄美群

島７５％、沖縄８５％）の国庫補助金、都道府県費及び地

元負担金となっている。

　通称「農免農道」と呼ばれている。

　平成１２年度における農道整備事業の実施状況は表１４

のとおりである。

表１４　平成１２年度農道整備事業の実施状況

　事　業　区　分　　　　　地区数 �� 国費（当初）額千円

広域営農団地農道整備事業 ���� ３１０　　　５８，３４６，７９１

一般農道整備事業 ���� ６２８　　　１２，５１８，４１６

農免農道整備事業 ���� ８７５　　　３７，１４４，４７９

�　農村総合整備事業

　ア　農村総合整備事業

　本事業は、農業及び農村の健全な発展並びに国土の

均衡ある発展を図るため、都道府県により、地域にお

ける自然的、社会的諸条件等を踏まえつつ、農業生産

基盤（農業用用排水施設、ほ場整備、農道等）、生活環

境施設（農業集落道、農村公園緑地、集落防災安全施

設等）及び都市農村交流施設（コミュニティー施設、

情報基盤施設等）の整備を、地域ニーズに合わせてメ

ニュー方式で総合的に実施するものである。

　農村総合整備事業の実施状況を以下に示す。

実施地区数 �� 　３６　　国費 　　  �� ３，６０７百万円

新規採択地区数 � ５ � 新規採択総事業費 � １２７億円

　イ　農村総合整備統合補助事業

　本事業は、平成１２年度に第２次地方分権推進計画の

趣旨を踏まえて、農村総合整備事業を市町村、土地改

良区等が行う場合を対象に統合補助事業を創設したも

のである。

　農村総合整備統合補助事業の実施状況を以下に示す。

実施地区数　　　４８０　 国費　　　  � ２９，２６９百万円

新規採択地区数 　３８ � 新規採択総事業費 � ２８９億円

　ウ　集落基盤整備事業

　本事業は、都市近郊地域等における農地のスプロー

ル的かい廃による農業生産性及び土地利用の効率性の

低下を防止するため、都道府県又は市町村により、農

業と調和した土地利用の整序化を図りつつ、農業生産

基盤の整備、農村集落の良好な定住条件の整備及び農

村地域の交流基盤の整備を一体的に実施するものであ

る。

　集落基盤整備事業の実施状況を以下に示す。

実施地区数 � 　  ５ � 国費 　　　　 � ５１４百万円

新規採択地区数 � １ � 新規採択総事業費 � ６億円

　エ　集落地域整備統合補助事業

　本事業は、農村における適正な土地利用に留意し健

全な農村地域社会を建設するため、農業集落が農村地

域において農業生産活動と地域生活の最小単位である

ことに着目し、１～数個の農業集落を対象として、市

町村、土地改良区等により、農業集落を単位とした農

業生産基盤の整備及びこれと関連する生活環境基盤の

整備を総合的に実施するものである。

　集落地域整備統合補助事業の実施状況を以下に示す。

実施地区数 � 　 　３８   � 国費　　　　 � ２，５００百万円

新規採択地区数 � ５ � 新規採択総事業費 � ２６億円

　オ　地域開発関連整備

　�　土地利用秩序形成型

　土地利用型農業の構造改善と地域活性化対策の強化、

高付加価値農業の生産基盤整備を推進するため、都道

府県が定める土地利用調整計画及び高付加価値農業振

興計画に従って行うものであって、受益面積おおむね

２０ha 以上、国庫補助率４５％で実施した。

　�　地域整備関連促進型

　地域整備関連総合整備事業は、地域において展開さ

れる社会資本や定住環境の整備、就業機会の増大等を

目的とした地域の活性化に資すると認められる構想等

と連携を図りつつ、農業生産基盤及び農村地域の生活

環境基盤を総合的に整備し、当該構想の円滑な推進と

農業の生産性の向上等を図ることを目的に実施するも

ので、農業用用排水施設、農道、暗渠排水、客土、区

画整理のいずれか又は２以上の受益面積の合計が都道

府県営の場合２０ha 以上、団体営の場合１０ha 以上とな
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る地区について国庫補助率５０％（特殊地域５５％）で実

施した。

�　田園空間整備事業

　ア　田園整備事業

　�　農村活性化住環境整備事業

　本事業は、ほ場整備等により優良農地の生産基盤の

整備を進める中で、非農用地を創出し、住宅用地及び

公共施設用地を確保するとともに、集落の緑地空間及

び水辺空間等の生活環境を整備し、農村地域の住環境

の快適性の向上を図るものである。

　農村活性化住環境整備事業の実施状況を以下に示す。

実施地区数 ��� ９４　　国費　 ��� ６，５３４百万円

新規採択地区数 � ６　　新規採択総事業費 � ９５億円

　�　田園空間整備事業

　　本事業は、農村の有する豊かな自然、伝統文化等

多面的機能を再評価し、農村地域の活性化に資する各

種公共公益施設用地の整備と伝統的農業施設及び美し

い農村景観等の保全・復元に配慮した整備等を総合的

に行い、魅力ある田園づくりによる都市との共生の推

進に資するものである。

　田園空間整備事業の実施状況を以下に示す。

　　実施地区数　　　４３　国費　　　　  ３，０００百万円

　　新規採択地区数　１４　新規採択総事業費  ３４２億円

　�　田園交流基盤整備事業

　田園空間整備事業と併せて、農村の活性化に資する

集落間の連絡に必要な農業集落道等の交流基盤の整備

を行うものである。

　田園交流基盤整備事業の実施状況を以下に示す。

　　実施地区数　　　４　国費 ����� ２７５百万円

　　新規採択地区数　２　新規採択総事業費 � ４５億円

　イ　地域資源循環管理事業

　本事業は、農村地域の適正な資源管理を行うため、

有機性資源等の循環利用のためのコンポスト化施設等

を整備するとともに、水辺環境、緑地空間の整備を総

合的に実施するものである。

　地域資源循環管理事業の実施状況を以下に示す。

　　実施地区数　　　３　国費 ����� ３００百万円

　　新規採択地区数　３　新規採択総事業費  　４０億円

�　農村環境整備事業

　ア　地域環境整備事業

　本事業は、市町村が樹立する「農村環境整備計画」

に位置づけ、自然環境や農村景観等の保全に配慮した

整備を総合的・一体的に行うことにより、快適で地域

環境を形成し、農村の活性化に資するものである。

　地域環境整備事業の実施状況を以下に示す。

　　実施地区数　　　５７　国費 ���� ２，４６３百万円

　　新規採択地区数　５　新規採択総事業費    ５０億円

　イ　地域用水環境整備事業

　農業用水は農業水利施設を通じて、農業生産以外に、

生活、防火、消流雪用水、水質浄化用水、景観・生態

系の保全など多面的な機能（地域用水機能）を有して

おり、このような地域用水機能は、国民の価値観の変

化や農村地域における混住化等の進展の中で、地域住

民への憩いと安らぎの空間の提供等、その一層の発揮

が求められてきている。

　本事業は、適切な維持管理を確保しつつ、地域住民

のニーズに即して地域用水機能を適切に発揮させてい

くための以下の整備を行うものである。

　�　地域用水環境整備型

　農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、地域

用水機能の維持・増進を図るための施設の整備を実施。

　　実施地区数　　 ３３２　国費 ���� ８，９１７百万円

　　新規採択地区数　３８　新規採択総事業費  １００億円

　�　歴史的施設保全型

　文化財としての価値を有する農業水利施設等の土地

改良施設を対象に、その歴史的な価値に配慮しつつ、

施設の補修等を実施。　

　　実施地区数 ���� ３　　国費 ���� ７７百万円

�　農業集落排水事業

　近年の農村社会における混住化の進展、生活水準の

向上等により、農業用用排水の水質汚濁が進行し、農

作物の生育障害、土地改良施設の維持管理費の増大等

の問題が生じている。このため、農業用用排水の水質

保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境

の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与す

るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、

汚泥又は雨水を処理する施設を整備し、もって生産性

の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資する

ことを目的として、昭和５８年度から農業集落排水事業

を実施している。

　国庫補助率は５０％（内地、北海道、離島）・６０％（奄

美）及び７５％（沖縄）であり、平成１２年度には継続１，３２６

地区の事業を実施するとともに、２２７地区について新

規着工を行った。

　また、都市に比較して立ち遅れている汚水処理施設

の整備を促進するため、地方単独事業を活用した農業

集落排水緊急整備事業（平成５年度から平成１４年度ま

でに着手する事業）を継続して実施した。（表１５）

表１５　農業集落排水事業の実施状況

（単位：千円）　

　　　　　　　　　　　　１１年度　　　　　　１２年度

　農業集落排水事業 �� １５２，０１５，２４１ �� １６３，０１５，１８９　
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� 　中山間地域総合整備事業

　自然的、経済的、社会的条件に恵まれない中山間地

域に対して、農業農村の活性化を図るとともに、併せ

て地域における定住の促進、国土・環境保全等に資す

るために、それぞれの地域の立地条件に沿った農業の

展開方向を探り、農業生産基盤と農村生活環境基盤等

の整備を総合的に行うものである。

①事業対象地域は、過疎地域自立促進特別措置法、山

村振興法、離島振興法、半島振興法、特定農山村法

による指定を受けた市町村または準ずる市町村

②採択面積は、生産基盤整備事業に係る受益面積の合

計が都道府県営事業の場合はおおむね６０ha以上、市

町村営事業の場合はおおむね２０ha 以上

を対象とする。

　国庫補助率は、５５％（北海道５５％、離島６０％、沖縄

７５％、奄美７０％）で都道府県営事業、市町村営事業と

も同じである。
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表１６　１２年度農地防災等事業の実施状況

表１７　１２年度海岸保全事業の実施状況

表１８　１２年災被害額

表１９　１２年度新規発生災害の事業実施状況



　１２年度における実施地区数は、５８１地区（うち新規　

９４地区）

　　　　　　　　　　　　　　１１年度　　　　１２年度

　中山間地域　　　　　　　　（千円）　　　　（千円）

　総合整備事業　　　　　　８２，６７７，８５２　　７７，４１４，６７５

４　農地等保全管理事業

�　農地防災事業等

　　農地防災等の事業は、農用地及び農業用施設の自

然災害の発生の未然防止又は土壌の汚染、農業用水の

汚濁の除去、若しくは地盤の沈下に起因して生じた農

用地及び農業用施設の効用の低下の回復等を行うこと

によって農業生産の維持と農業経営の安定を図ること

を目的としている事業で、次の予算科目に区分されて

いる。

　　　　（項）　農地等保全管理事業費

　　　　　（目）　国営総合農地防災事業費

　　　　　（目）　直轄地すべり対策事業費

　　　　　（目）　農地防災事業費補助（防災ダム、た

　　　　　　　め池等整備、湛水防除事業費補助）

　　　　　（目）　農地保全事業費補助（地すべり対策、

　　　　　　　農地保全整備事業費補助）

　　　　　（目）　農村環境保全対策事業費補助（水質

　　　　　　　保全対策、公害防除特別土地改良、地

　　　　　　　盤沈下対策、総合農地防災事業費補助）

　　　　（項）農村整備事業費

　　　　　（目）中山間総合整備事業費補助（中山間地

　　　　　　　域総合農地防災事業費補助）

　　　　（項）　農業施設災害関連事業費

　　　　　（目）　鉱毒対策事業費補助

　これらの事業は、土地改良法　（昭和２４年法律第１９５

号）、地すべり等防止法　（昭和３３年法律第３０号）に基

づくほか、事業の実施については、農地防災事業実施

要綱（４０年１２月２４日４０農地Ｄ第１８２９号）、農地保全に係

る地すべり等防止事業実施要綱　（４２年３月８日４２農

地Ｄ第２４号）、農地保全に係る地すべり等防止施設補

修事業実施要綱（６０年４月５日６０構改Ｄ第３９５号）、公

害防除特別土地改良事業実施要綱（４７年１月１１日４６農

地Ｄ第８０８号）　及び国営総合農地防災事業実施要綱

（元年７月７日元構改Ｄ第４８６号）等に基づいて計画的

に行われている。

　　１２年度における各事業の実施状況は、表１６のとお

りである。

�　土地改良施設の管理

　近年の国営土地改良事業をはじめとする各種の土地

改良事業の進展に伴い、農業用用排水施設など数多く

の土地改良施設が造成されている。

　こうした土地改良施設は、農業生産活動にとって基

本的な施設であるばかりでなく、地域社会にとっても

公益的機能を有する社会資本としての位置づけが高

まっており、土地改良施設を長期にわたって維持保全

していくことが農業はもとより社会経済活動にとって

も重要な課題となっている。

　ア　国営造成施設管理事業等

　�　直轄管理事業

　国営造成施設のうち、特定の施設について国が行う

管理事業で１２年度は５地区で実施した。

　�　広域農業水利施設総合管理事業

　同一水系において複数の国営造成施設を国が一元的

に管理する事業で１２年度は１地区で実施した。

　�　国営造成施設水利管理事業

　国営造成施設等に係る水利権の更新協議に必要な資

料の作成等を行う事業で１２年度は１９地区で実施した。

　�　国営造成施設権利調整対策事業

　国営造成施設である管水路の保全を図るため、区分

地上権の設定等を行う事業で１２年度は２地区で実施し

た。

　�　国営造成施設県管理補助事業

　国営造成施設で、都道府県が管理しているダム、頭

首工、排水機場及び防潮水門のうち、一定の施設につ

いて国が助成する事業で１２年度は３０地区で実施した。

　�　基幹水利施設管理事業

　市町村等が土地改良区と連携を図りつつ、公共・公

益性の高い基幹的な国営造成施設の管理強化を行う事

業で１２年度は１９７地区で実施した。

　イ　土地改良施設技術管理事業

　�　基幹水利施設技術管理強化特別指導事業

　基幹的水利施設を管理する土地改良区等に対して、

県土連の技術者が施設の操作、点検、整備等の指導援

助を行う事業で１２年度は３２道県で実施した。

　�　国営造成施設管理体制整備促進事業

　国営造成施設の予定管理者である土地改良区等に対

して操作技術の習熟を図る操作体制整備と、国営造成

施設等を管理する土地改良区等の管理体制整備又は水

管理体制の再編整備を行う事業並びに土地改良財産管

理台帳の諸元や図面等の電算システム開発を全土連に

おいて実施する事業で１２年度は８１６地区で実施した。

　�　土地改良施設修繕保全事業

　国県営造成の基幹水利施設の管理設備の修繕工事と、
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機能低下の原因となる汚泥等の除去・防止のための保

全工事等を緊急に行う事業で１２年度は４２地区で実施し

た。

　�　水利施設総合管理システムモデル事業

　広範囲にわたって農業用用排水施設群を管理する土

地改良区等を対象として、総合管理システム建設及び

効率的な施設管理をモデル的に実施する事業で１２年度

は３地区で実施した。

　�　基幹施設管理強化対策事業

　国営土地改良事業により造成したダムの上下流にお

ける開発行為による洪水時等におけるダム管理の社会

的要請に対応するため、ダムの防災機能強化を図る事

業で１２年度は３地区で実施した。

　�　土地改良施設安全管理推進事業

　土地改良施設の安全管理に係る啓発・指導を行う事

業で全土連が実施した。

　�　土地改良施設管理技術強化対策事業

　施設管理技術の向上対策強化のため、全土連が研修

を行う事業で１２年度は全国８ブロックで実施した。

　�　農業水利施設台帳整備事業

　国営及び国営附帯県営事業により造成された農業水

利施設のうち、土地改良区等が管理している施設につ

いて、農業水利施設台帳を整備する事業で１２年度は９

地区で実施した。

　�　農業水利保全支援事業

　土地改良区等の利水団体が保有する許可水利権の申

請に関する資料の作成上、利水団体で対応困難な技術

計算の指導等を行う事業で１２年度は５地区で実施した。

　�　実施状況（１２年度）

５　海岸事業

　海岸法（昭和３１年法律第１０１号）に基づく、海岸保全

施設整備事業により、津波、高潮、波浪その他海水に

よる被害から農地を保全するため堤防、突堤、護岸等

の海岸保全施設の新設、改良を実施した。また、海岸

環境整備事業により国土保全との調和を図りつつ海岸

環境の整備を実施するほか、公有地造成護岸等整備事

業により公共用地造成の促進を図りつつ海岸保全施設

の整備を実施した。１２年度における海岸保全事業の実

施状況は表１７のとおりである。

６　災害復旧事業

�　概　　況

　我が国は、気象的、地理的環境から災害が発生しや

すく、毎年頻発する台風、集中豪雨、地震、高潮など

の災害によって農地の流失、埋没あるいは、河川の堤

防、ため池、頭首工などの決壊により農作物などに莫

大な損害を受け、また道路、橋梁の流失によって交通

が途絶するなど、その被害は単に農地、農業用施設の

みにとどまらず国民経済の全般に及び、これらによる

有形無形の損失は、計り知れないものがある。

　農地及び農業用施設の災害復旧事業は　｢農林水産

業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法

律（昭和２５年法律第１６９号）｣、農地保全に係る海岸保

全施設及び地すべり防止施設の災害復旧事業は　｢公

共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 ｣　　（昭和２６

年法律第９７号）　に基づいて行われ、特に激甚な災害

については ｢激甚災害に対処するための特別の財政援

助等に関する法律 ｣　（昭和３７年法律第１５０号）　が適

用され地元負担額を軽減するなどの特別の助成措置が

行われることになっている。また、国営で施行中の事

業等が災害を受けた場合の災害復旧事業は、土地改良

法　（昭和２４年法律第１９５号）　第８８条に基づいて行わ

れることになっている。

　災害復旧事業は、その性質上他の公共事業と比べ、

特に迅速な措置が要求されるため緊急に復旧対策を計

画し実施しなければならないことから早期に査定を行

い、事業に必要な経費については補正予算等により措

置されている。

�　新規災害

　１２年に発生した農地、農業用施設及び農地保全に係

る海岸保全施設、地すべり防止施設の被害額は表１８の

とおりである。

　このうち、特に被害の大きい災害について、次の災

害を激甚災害として指定し特別の助成措置を行った。
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　　　　　　地区数　 予算額（千円）

５　　　　８７６，３１４　

１　　　　３７７，６１９　

１９　　　　１９０，０００　

２　　 　　３０，２４０　

３０　　　１，７６４，８４７　

１９７　　　１，２７５，６８７　

３２　　　　７０７，２４９　

８１６　　　８，１４７，０４９　

４２　　　　８８６，３７０　

３　　 　　７０，５００　

３　　 　　１９，４６６　

１　　 　　２０，０００　

１　　 　　１２，０００　

９　　 　　２０，８２２　

５　　 　　２５，６９７　

直 轄 管 理 事 業

広域農業水利施設総合管理事業

国営造成施設水利管理事業

国営造成施設権利調整対策事業

国営造成施設県管理補助事業

基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業

基幹水利施設技術管理強化特別指導事業

国営造成施設管理体制整備促進事業

土地改良施設修繕保全事業

水利施設総合管理システムモデル事業

基幹施設管理強化対策事業

土地改良施設安全管理推進事業

土地改良施設管理技術強化対策事業

農業水利施設台帳整備事業

農 業 水 利 保 全 支 援 事 業



　平成１２年９月８日から９月１７日までの間における豪

雨及び暴風雨１１月８日指定　政令第４６９号

　また、局地的に激甚であった災害については、農地、

農業用施設等の災害で市町村を局地激甚災害の特定地

域として政令で指定し特別の助成措置を行った。

　新規発生災害の１２年度における事業の実施状況は、

表１９のとおりである。

� 　過年災害

　１１年までに発生した災害に係る農地等の災害復旧事

業及び災害関連事業のうち１１年度に完了しなかったも

のの、１２年度における事業の実施状況は、表２０のとお

りである。

７　その他の事業

� 　基盤整備促進事業

　本事業は、地域の実態に即してきめ細かい土地基盤

の整備等を図り、農業の生産性向上、効率的・安定的

な農業経営の確立等を促進することを目的に実施する

もので、用排水施設、農道、暗渠、客土、区画整理の

いずれか又は２以上の受益面積の合計が５ ha 以上と

なる地区において、補助率５０％（内地・北海道の特殊

地域及び離島５５％、沖縄８０％、奄美６０％）の国庫補助

金を都道府県を通じて事業主体に交付する間接補助事

業として平成１２年度については２，１６９地区で実施した。

� 　棚田地域等緊急保全対策事業

　棚田地域等は、地形が急峻であること等により生産

基盤等の整備が大幅に遅れ、耕作放棄の拡大による優

良農地等への悪影響が懸念されている。

　本事業は魅力ある地域特性を活かしたきめ細かな保

全整備の緊急的な実施による営農条件の改善により、

棚田地域等の保全及び中山間地域の農業振興及び活性

化の推進を図る。

　採択基準は、山腹・丘陵や小扇状地などで、自然傾

斜を緩和した農地が階段状に分布している地域で主傾

斜１／２０以上の農用地の面積が当該地域の全農用地の

面積の１／２以上を占める地域を対象とする。

　都道府県、市町村、土地改良区が事業主体となり事

業を実施し、補助率は、５５％（保全計画等策定事業は

５０％）である。

　１２年度における実施地区数は、１６４地区

　　棚田地域等緊急　　　　１２年度（千円）　

　　保全対策事業　　　　　　２，９７１，０００　　

� 　棚田地域水と土保全基金事業

　棚田地域等の保全・利活用のための基金を都道府県

に造成し、棚田等の保全・利活用活動への市民参加の

促進を図るとともに、保全・利活用活動を行う集落組

織等の育成・定着並びに集落協定等に基づく持続的な

保全・利活用活動への支援等の対策を講じる。

　　棚田地域水と土 ������  １２年度（千円）　　

　　保全基金事業 ��������  ２，６４０，０００　　　

※本事業は H１０年度から１２年度まで基金造成を行う。

� 　ふるさと水と土ふれあい事業

　「中山間ふるさと・水と土保全対策事業」とも連携し、

土地改良施設及びこれと一体的に保全する事が必要な

農地の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活動

の活性化を図るため、土地改良施設等の保全整備等を

多様な地域状況に対応して先導的に実施する。

　採択基準は、

　①過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、　離

島振興法、半島振興法及び特定農山村法による指　

定を受けた市町村または準ずる市町村

　②地域住民活動促進措置がなされ、これを支援する

　観点から本事業を実施することが適当と認められる

　市町村を対象とする。

　都道府県、市町村又は土地改良区が事業主体となり

事業を実施し、補助率は、５５％（沖縄にあっては２／

３）である。

　　１２年度実施地区数は、１１９地区

　　ふるさと水と土　　　　　　　１２年度（千円）　

　　ふれあい事業　　　　　　　　３，０００，０００　　　
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�　棚田地域等保全整備事業

　棚田地域等は、勾配が急などの理由により、農業生

産基盤や生活環境施設の整備の遅れ、過疎化・高齢化

の進行等により、耕作放棄地が増加しており、多面的

機能の低下が懸念されている。このため、棚田地域等

において、営農の継続を通じた多面的機能の維持を図

るため、地域の実情に即した簡易な整備等を実施する。

　採択基準は

　①勾配１／２０以上の農用地が当該地域の全農用地面

積の１／２以上を占める地域

　②受益面積１ｈａ以上

　③受益戸数３戸以上

　都道府県、市町村または土地改良区が事業主体とな

り事業を実施し、補助率は、５５％（計画策定事業と棚

田保全推進事業は５０％）

　　１２年度実施地区数は、１５地区

　　棚田地域等保全　　　　　　１２年度（千円）

　　整備事業　　　　　　　　　　　 ２００，０００

※本事業はＨ１２年度補正から始まった事業であり、実

施地区については全て新規である。

第４節　土地改良制度等

１　土地改良制度

�　土地改良法施行令の改正

　平成１２年度予算に関連した改正の主な内容は以下の

とおりである。

　水田農業経営確立対策に関連して、水田の汎用化を

図るために暗きょ排水を行う事業の創設、緊急生産調

整推進対策特別基盤整備事業の対象地域の拡大及び申

請期間の延長、緊急生産調整推進排水対策特別事業の

申請期間及び都道府県営かんがい排水事業の申請面積

要件の緩和措置の延長が行われた。

　また、過疎地域自立促進特別措置法に規定する特定

市町村について、申請面積要件及び補助率の特例措置

が講じられた。

　さらに、かんがい排水事業（省力化対策特別型）の

申請期間、特別排水不良地域における土地改良総合整

備事業の補助率の特例措置が延長された。

�　土地改良団体の運営等

　ア　土地改良区、同連合及び土地改良事業団体連合

　　会の設立状況等

　�　設立等

　平成１２年度末における土地改良区及び同連合の地区

数等は表２１のとおりであり、土地改良事業団体連合会

の団体数等は、下記のとおりである。

表２１　土地改良区等の地区数・面積

　　　　　　　　　土地改良区　　　同連合　　合　計

前年度地区数 ����� ７，１３７　　　　９２　 　　７，２２９　

本年度設立地区数 ���� 　４５ 　　　　０　 　　　 ４５　

本年度解散地区数 ���� １７８　　　　 ３　 　　　１８１　

現在地区数 ������ ７，００４　　　　８９　 　　７，０９３　

のべ面積（ha） ��� ３，０１４，６０１ 　３４２，７４８　 ３，３５７，３４９　

　土地改良事業団体連合会４８団体、都道府県土地改良

事業団体連合会９，４９３会員（うち土地改良区（同連合を

含む）６，０６５、市町村３，１６４、農業協同組合等２６４）

　�　検　査

　土地改良法第１３２条に基づき、土地改良区及び同連

合並びに土地改良事業団体連合会の検査を実施してい

る。毎年度当初に土地改良区等の業務運営の状況及び

財務内容等を勘案して検査計画を作成し、この計画に

基づき農林水産大臣の検査地区と都道府県知事の検査

地区に区分し、検査を実施している。１土地改良区当

たり３年に１回の割合で検査を行うこととしている。

　イ　国営関連土地改良整備強化対策

　国営土地改良事業の受益地域を地区とする土地改良

区で組織基盤が弱く、業務執行体制が不備なものにつ

いて濃密な指導を行い、その業務の円滑な推進を図る

ことを目的とするものである。

　ウ　土地改良推進対策

　最近における農村社会の都市化、混住化、農家意識

の多様化等を背景として、土地改良事業の工事の実施、

土地改良施設の管理、土地改良区の運営等に関する諸

問題が累積し、かつ複雑化する傾向がある。

　このため、都道府県段階で都道府県土地改良事業団

体連合会に土地改良管理指導センターを設置し、①土

地改良施設の管理指導、②土地改良事業に関する相談

等の業務を実施する。また、これにあわせて当該土地

改良管理指導センターの活動に対する積極的な指導調

整等を行うことを目的として中央段階に中央土地改良

管理指導センターを設置し、①都道府県土地改良管理

指導センターの組織運営及び業務活動についての指導

及び情報の提供、②都道府県土地改良管理指導セン

ターの専門指導員の資質の向上を図るための研修会の

開催、③土地改良施設維持管理適正化事業に係る資金

の管理業務等を実施した。

　なお、平成１２年度は、２億５，３７６万円を計上し、全

国土地改良事業団体連合会及び都道府県土地改良事業
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団体連合会が実施した上記各事業に対し助成を行った。

　エ　土地改良施設維持管理適正化事業

　近年、土地改良事業の実施に伴い、土地改良施設の

整備が急速に進展し、造成された施設も大幅に増加し

てきており、その整備補修がきわめて重要な課題と

なっている。土地改良施設の整備補修については、本

来土地改良区等、土地改良施設の管理者自らがこれを

行うべきであるが、近年における農村環境等の変化が

大きく、これに即応した対策が必ずしも円滑に行われ

にくい実情にある。

　このような実情にかんがみ、全国土地改良事業団体

連合会に土地改良区等による施設整備補修のための資

金を造成し、この資金を利用して土地改良施設の定期

的整備補修を行う土地改良施設維持管理適正化事業を

実施し、土地改良区等土地改良施設管理者の管理意識

の昂揚と、土地改良施設の機能の維持と耐用年数の確

保に努めている。　

　また、生産調整に伴う地域営農の変化に対応した用

排水の管理の改善合理化を図るため、市町村生産調整

推進基本計画に資するために当該地域の土地改良区が

管理する施設についての整備改善計画を策定し、その

計画に定められた施設の整備改善を行う施設改善対策

事業を実施するとともに、一定水準以上の団地化が図

られる地区に対しては、事業実施土地改良区等が事業

実施年度に負担する転作の団地化に伴う施設改善対策

事業の増嵩分（事業費の２割を限度）に対して助成す

る団地化対策事業を実施した。

　なお、平成１２年度の実施状況は、表２２のとおりであ

る。

表２２　土地改良施設維持管理適正化事業の実施状況

 ������������������� （単位：千円）

 ������������� １１年度　　　　　１２年度 　

　年間総事業費 �����１３，９７８，１３０　　　１４，２１１，１８８　

　国庫補助額 ������ ４，２７３，１５０　　 　４，３４４，３５９　

　オ　土地改良区総合強化対策

　土地改良区は、土地改良事業の実施や当該事業で造

成された施設の管理等土地改良事業を推進する中核的

な団体であり、今後、経営感覚に優れた効率的かつ安

定的な経営体を早期に育成していくためには、地域の

地縁団体として地区内農地の情報に通じ、農業用水を

管理している土地改良区が水と土についての調整機能

を十分に発揮していく必要がある。しかしながら、近

年の農村地域の都市化・混住化の進行等の中で土地改

良区の組織・財政基盤が脆弱化してきており、また、

末端の水管理や施設の整備補修に集落機能を期待し得

ない事態が生じてきている。

　このような実情にかんがみ、①土地改良区がおおむ

ね１０年を見通した土地改良区組織運営の在り方等の基

本となる構想及び地域の実情に応じて統合整備関連構

想、集落管理区分調整関連構想、適正管理区域関連構

想又は土地利用調整関連構想のいずれかの活性化重点

構想を策定する活性化構想策定事業、②土地改良事業

団体連合会の支援の下、都道府県の統合整備基本計画

及び活性化構想に基づき土地改良区の合併、合同事務

所の設置や土地改良施設の維持管理体制の再編整備を

行う統合再編整備事業、③都市化・混住化により農外

利用の影響を受けている農業用用排水路等を管理する

土地改良区が市町村等協議制度を積極的に活用し、農

業用用排水路等に係る維持管理費の分担計画の策定を

行う農業用用排水路等利用調整活用促進事業、④集落

管理組織の脆弱化に対処し、今後とも農業用用排水施

設の適正な維持管理を図るため、農業用水管理系統再

編計画の策定を行う農業用水管理系統再編整備事業を

実施した。

　なお、平成１２年度予算額は、２億５，６６９万円である。

�　農用地の集団化

　ア　換地処分等促進対策

　換地処分等の促進を図るため、全国土地改良事業団

体連合会に中央換地センターを、都道府県土地改良事

業団体連合会に換地センターを設置するとともに、都

道府県、中央換地センター、道府県換地センター及び

全国農業会議所による換地処分又は交換分合に関する

講習、指導等の啓発普及、技術者育成対策、異議紛争

の処理対策及び農地の連坦化の促進指導活動等を実施

した。

　なお、平成１２年度予算額は、３億３，７２２万円を計上し、

上記各事業に対し助成を行った。

　イ　農用地集団化事業

　�　交換分合及び換地処分による農用地の集団化

　分散した農用地の集団化を図り、土地条件を整備す

ることは農業の生産性の向上と農業構造の改善を図る

上できわめて重要であるので、土地改良法に基づき、

ほ場整備事業等に伴いその事業主体が行う換地処分及

び農業委員会等が実施主体として行う交換分合を実施

した。

　�　交換分合附帯農道等の実施

　農用地の交換条件を整備し、集団化事業の推進を図

るとともに大型機械の導入による労働力の節減など集

団化効果を一層向上させるため、交換分合事業と一体

の計画のもとに実施する農道等の整備、ほ場均平の整
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備を実施した。　

　�　農用地集団化事業の実施状況

　平成１２年度における事業の実施状況は表２３のとおり

である。

表２３　農用地集団化事業実施状況

 �種　　別　　　事業量　　　事業費　　　　　補助金　

（千円）　　　　　（千円）　

農用地集団化事業

　　農林水産省 ��������６２０，８１３　　　３２１，８７４　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　北　海　道 ��������２７８，０３６　　　１４９，７４１　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　沖　　　縄 �������� １３，５３４　 　　１０，７３９　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　計 ����������９１２，３８３　　　４８２，３５４　

　　　　　　　　　　　　　　　

　交換分合附帯農道等

　　農林水産省 �� ��－　　　　　　０　　　　　　０　

　　北　海　道　　　　－ ��� ６１，２９３　 　　３３，６４６　

　　沖　　　縄　　　　－ �����－ �����－　　

　　　　計　 �������� 　６１，２９３　　 　３３，６４６　

（注）　事業量欄は、換地等調整及び交換分合の地区数と面

　　積である。

�　土地改良財産の管理及び処分

　国営土地改良事業で造成した施設等（土地改良財産）

については、土地改良法第９４条の規定により農林水産

大臣がこれを管理し処分することとなっている。この

場合において、その管理は原則として土地改良区等に

委託することとしており、１２度末までに土地改良財産

を管理委託した実績は、表２４のとおりである。

表２４　管理委託実績（１２年度末）

国営土地改良事業完了地区数 �������� １，５２２地区

管理委託済施設数

　ダム、頭首工、揚水機場等 ��������� １，２０３施設

　水路、道路 ��������������� １４，０７３㎞　

�　融　資　関　係

ア　農業基盤整備資金（耕地）

　本資金は、農業の生産力の増大及び生産性の向上を

図るための農業生産基盤の整備や農村環境基盤の整備

を図るための長期・低利の資金である。

　農林漁業金融公庫の貸付決定額は、表２５のとおりで

ある。

　また、沖縄振興開発金融公庫の貸付決定額は補助残

資金４，２７４万円で前年比４３．０％、非補助資金は融資実

績なしで、合計４，２７４万円で前年比４３．０％となった。

表２５　１２年度貸付決定額

 ���������������� （単位：百万円、％）

 �����������１２年度貸付　１１年度貸付　Ａ／Ｂ

 ����������� 決定額Ａ　　決定額Ｂ 　　　　

農業基盤整備資金

　（耕地） ��������４５，６４２　　　５０，９２６　　　８９．６

　　補　　　　　助 �  � ３３，８７２　　　３７，７９９　　　８９．６

　　　県　　　　営　 ��２６，８７９　 ３０，２９４　　　８８．７

　　　団　 体　 営 ��� ６，９９３　 　　７，５０５　　　９３．２

　　非　　補　　助 ���１１，７７０ ���１３，１２７　　　８９．７

　　　一　　　　般　 ��１１，７７０　　　１３，１２７　　　８９．７

　　　利 子 軽 減 ���� 　０　　　　 　０　　　　 ０

担い手育成農地集積資金　　　  １６，９０９　　　１９，０５５　　　８８．７

合　　　　　　　計 ���６２，５５１　　　６９，９８１　　　８９．４

（注）　農林漁業金融公庫「業務統計」による。

　イ　担い手育成農地集積資金

本資金は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者等に

対し農用地の利用集積が図られる特定の土地改良事業

の実施に必要な費用の一部を土地改良区等に無利子で

貸し付ける資金で平成５年度に創設されたものである。

農林漁業金融公庫の貸付決定額は、表２５のとおり。

また、沖縄振興開発金融公庫の貸付決定額が４，３７１万

円で前年比９８．１％であった。

�　土地改良負担金総合償還対策事業

　本事業は、財団法人全国土地改良資金協会に、国の

助成により２年度から６年度までの５年間に１，０００億

円、また、ＵＲ対策として７年度から１２年度までの６

年間に新たに１，０００億円の合計２，０００億円の土地改良負

担金対策資金を造成し、この資金の活用により負担金

の償還が困難な地区に対し、次の事業を行うものであ

る。

　なお、１２年度予算は、４８億円である。

　ア　土地改良負担金償還平準化事業

　本事業は、一定の要件を満たす地区において、負担

金の水準が一定以上の期間について、その一定額（平

準化目標額）を超える部分を土地改良区等が融資機関

から資金を借り入れて後年に繰り延べることにより償

還の平準化を図る場合に、借入利率が無利子となるよ

う利子補給するものである。

　平成１２年度新たに４５地区の認定を行った。
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　また、平成１２年度末現在で、８０１地区認定している。

　イ　担い手育成支援事業

　本事業は、一定の要件を満たす担い手への農用地利

用集積に積極的に取り組む地区に対して、負担金の水

準が一定以上の期間について、負担金の償還利率が

２．０％を超える利息相当額を土地改良区等に対し助成

するものである。　　

　平成１２年度新たに、１２０地区の認定を行った。

　また、平成１２年度末現在で１，６９１地区認定している。

　ウ　土地改良負担金償還円滑化事業

　本事業は、昭和６３年度に創設された土地改良事業償

還円滑化特別対策事業を継続したものであり、土地改

良区が農協等の資金（円滑化資金）を借り入れ、これ

を土地改良事業等の償還金に充てることにより償還の

円滑化を図った場合に、当該借入金に係る金利の一部

について利子補給を行うものである。

　平成１２年度末現在で、２７地区について認定している。

　エ　特別型国営事業計画償還助成事業

　本事業は、農家等の負担分について財投資金を借り

入れている特別型の国営土地改良事業地区等のうち、

負担金の円滑な償還が困難となっている地区を対象に、

償還時における利息の一部の助成を行うものである。

　平成１２年度までの指定地区は、３９地区であった。

　オ　平成５年度冷災害被災地域土地改良負担金償還

円滑化特別事業

　本事業は、平成５年度の低温等による被害の甚大さ

にかんがみ、大規模な被害を受けた農業者を多数抱え、

負担金の償還が困難となっている土地改良区等を対象

に、平成５年度の特例的な事業として創設されたもの

である。

　このうち、特別利子補給事業については、土地改良

区等が償還金を農協等から借り換えて繰延べ返済する

のに要する借換資金の利子の金額に対して利子補給す

るものであり、平成５年度に認定した５８地区に対し、

平成１２年度分の利子補給を行った。

２　農業水利関係

　河川法第３５条第１項の規定による水利使用に関する

処分の協議

　国土交通大臣は、水利使用に関する河川法第２３条、

第２４条及び第２６条第１項の許可若しくは認可又は第３４

条第１項の承認に係る申請に対する処分をしようとす

るときは、河川法第３５条第１項の規定に基づき関係行

政機関の長に協議しなければならないことになってい

る。

　これにより、国土交通大臣は、取水量が毎秒１m３以

上又はかんがい面積が３００ha 以上のかんがいのための

水利使用に係る許可、認可の処分をしようとするとき

には、農林水産大臣に協議するものである。

　最近の協議件数は表２６のとおりである。

表２６　河川法第３５条第１項の規定による水利使用に関す

　　る処分の協議件数

 ��� 年度 ��� かんがい ��� 発電 ��� 計　　　

　　　　８  　　　　　２５　　　　　０  　　　　２５　　　

　　　　９　 ���� ３５　　　　　５　　　　 ４０　　　

　　　　１０ ���� 　３０　　　　　２　　　　 ３２　　　

　　　　１１ ���� 　１７　　　　　１　　　　 １８　　　

　　　　１２　　　　  � １１　　　　　２　 　　　１３　　　

（注）　発電は、かんがい用水に完全従属する小水力発電

　　である。
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