
第7章 経 営 局

第1節 農林漁業関係の税制

1 国税に関する改正

平成20年度税制改正では、現下の経済・財政状況等
を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現する
等の観点から、法人関係税制、中小企業関係税制、金
融・証券税制、土地・住宅税制をはじめ、多岐の内容
にわたって税制措置が講じられた。
農林関係税制については、国内農業の体質強化、資

源・環境対策の推進、食品産業の競争力強化、森林・
林業施策の推進、水産施策の推進のための各種の税制
上の特例措置を講ずるほか、期限の到来する特例措置
の適用期限の延長及び一部見直し等所要の措置が講じ
られた。
なお、各税法の改正法の施行日は原則として平成20

年4月1日である。
⑴ 所得税法の一部改正

ア 公益社団法人、公益財団法人、社会医療法人及び
日本年金機構をその受取利子等について非課税とな
る公共法人等の範囲に加えることとした。（第11条
及び別表第一関係）

イ 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が
行う先物取引の差金等決済に係る調書の提出制度等
を整備することとした。（第224条の5及び第225条
関係）

⑵ 法人税法の一部改正
ア 公益法人関係税制について、次のとおり整備を行
うこととした。
ア 非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般
財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人並
びに社会医療法人を公益法人等の範囲に加えるほ
か、公益法人等の範囲について所要の整備を行う。
（第2条及び別表第二関係）
イ 特定普通法人が公益法人等に該当することとな
る場合には、解散及び設立があったものとみなし
て欠損金の繰戻しによる還付等の制度を適用する
等の措置を講ずる。（第10条の3、第52条及び第

53条関係）
ウ 公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該
当することとなった場合又は普通法人若しくは協
同組合等が公益法人等に該当することとなった場
合等について、その該当することとなった日等の
前後でみなし事業年度を設ける。（第14条関係）
エ 公益社団法人又は公益財団法人がその収益事業
に属する資産のうちからその収益事業以外の事業
で公益に関する事業のために支出した金額につい
ては、その収益事業に係る寄附金の額とみなす。
（第37条関係）
オ 特定公益法人等である内国法人が普通法人に該
当することとなった場合等には、その内国法人の
その該当することとなった日等の前の収益事業以
外の事業から生じた所得の金額の累積額又は欠損
金額の累積額に相当する金額は、益金の額又は損
金の額に算入する。（第64条の4関係）
カ 一般社団法人等の各事業年度の所得に対する法
人税の税率を30％（各事業年度の所得の金額のう
ち年800万円以下の金額については、22％）とする。
（第六六条関係）
キ 収益事業を行っていない公益法人等が普通法人
又は協同組合等に該当することとなる場合におけ
る届出等について、所要の規定の整備を行う。（第
13条、第71条、第122条及び第150条関係）
ク 外国公益法人等の指定制度について、所要の経
過措置を講じた上、廃止する。（第10条、別表第一、
別表第二及び附則第11条関係）

イ 法人が全部取得条項付種類株式を取得決議により
譲渡し、かつ、対価として取得法人の株式等の交付
を受けた場合にその全部取得条項付種類株式の譲渡
損益の計上を繰り延べる要件のうち取得決議による
取得の対価に、その取得の価格の決定の申立てに基
づいて交付される金銭等を加えることとした。（第
61条の2関係）
ウ 国内源泉所得の範囲に、外国法人の発行する債券
の利子のうち国内において行う事業に帰せられるも
のを加えることとした。（第138条関係）
エ 日本年金機構を公共法人の範囲に加えることとし
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た。（別表第一関係）
⑶ 相続税法の一部改正

ア 公益法人等に対して贈与等があった場合の贈与税
等の課税について、その適用対象を持分の定めのな
い法人とすることとした。（第65条及び第66条関係）
イ 持分の定めのない法人及び人格のない社団等に対
して贈与等があった場合において、受贈益が法人税
法の規定により当該法人等の所得の金額の計算上益
金の額に算入されるときであっても、当該法人等に
対して贈与税等を課税するとともに、当該贈与税等
の額から法人税等の額を控除することとした。（第
66条関係）

⑷ 地価税法の一部改正
公益法人制度改革に伴う所要の規定の整備を行うこ

ととした。（第六条及び別表第一関係）
⑸ 登録免許税法の一部改正

ア 公益社団法人及び公益財団法人に係る役員の変更
登記等又は公益認定の際の名称の変更登記について
登録免許税を非課税とする措置を講ずることとし
た。（第5条及び別表第一関係）

イ 一般社団法人及び一般財団法人の設立登記等につ
いて一件につき6万円等の登録免許税を課税するこ
ととした。（別表第一関係）
ウ 日本年金機構を非課税法人の範囲に加えることと
した。（別表第二関係）
エ 次に掲げる場合の不動産に係る所有権の移転登記
等について、登録免許税を非課税とする措置を講ず
ることとした。（別表第三関係）
ア 公益社団法人及び公益財団法人が学校の校舎等
の用に供するために不動産を取得する場合

イ 厚生農業協同組合連合会が特別養護老人ホーム
の用に供するために不動産を取得する場合

⑹ 消費税法の一部改正
一般社団法人、一般財団法人等を消費税法別表第三

に加えることとした。（別表第三関係）
⑺ 印紙税法の一部改正

ア 日本年金機構を非課税法人の範囲に加えることと
した。（別表第二関係）
イ 国民健康保険団体連合会が作成する高齢者の医療
の確保に関する法律第一五五条第一項第一号に掲げ
る業務に関する文書を非課税文書の範囲に加えるこ
ととした。（別表第三関係）

⑻ 租税特別措置法の一部改正
ア 創設・拡充事項
ア 老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合
連合会が特別養護老人ホームを設置・運営する場

合においても、当該厚生農業協同組合連合会を引
き続き「公益法人等」に該当するものとして収益
事業以外の事業については法人税を課さない等の
措置を講ずる。
イ 農林漁業、食料品製造業等の減価償却資産の使
用実態を踏まえ、機械及び装置について資産区分
の大括り化を図るとともに、法定耐用年数等の見
直しを行う。
ウ 研究開発税制について、試験研究費の増加分に
対する税額控除率の上乗せ措置を改組し、次の措
置のいずれかを選択適用できる制度を創設する
（2年適用）。この制度の控除税額の上限は、試験
研究費の総額に係る税額控除制度とは別に、当期
法人税額の10％相当額とする。
ａ 試験研究費の額が比較試験研究費（前3期の
試験研究費の平均額）の額を超え、かつ、基準
試験研究費（前2期の試験研究費の額のうち最
も多い額）の額を超える場合には、試験研究費
の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額
の5％相当額を税額控除できる措置
ｂ 試験研究費の額が平均売上金額の10％相当額
を超える場合には、その超える部分の金額に税
額控除率を乗じた金額を税額控除できる措置
（注）税額控除率＝（試験研究費割合－10％）

×0.2
エ 農林水産業と商工業との連携等を促進するため
の税制措置を次のとおり講ずる。
ａ 中小企業者と農林漁業者との連携による事業
活動の促進に関する法律（仮称）の制定と併せ
て、中小企業等基盤強化税制（特別償却30％、
税額控除7％）の対象に、同法の認定農商工等
連携事業活動計画（仮称）に従って農商工等連
携事業活動（仮称）を行う中小企業者が取得す
る同計画に定める機械装置を追加する。
ｂ 企業立地の促進等による地域における産業集
積の形成及び活性化に関する法律の一部改正と
併せて、集積区域における集積産業用資産の特
別償却制度（機械等15％、建物等8％）の対象
に食料品製造業等農林水産業の活性化に資する
業種を追加する。

オ エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場
合の特別償却制度（30％）又は税額控除制度（7
％）について、省エネビルシステムを追加するな
ど対象設備の見直しを行ったうえ、その適用期限
を2年延長する。
カ 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例につい
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て、漁業協同組合と漁業協同組合との合併を追加
する。

キ 老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合
連合会が設置・運営する特別養護老人ホームを取
得した場合の所有権の移転登記に係る非課税措置
を創設する。

ク バイオマス由来燃料を混和して製造されたガソ
リンについて、揮発油等の品質の確保等に関する
法律の改正と併せて、バイオマス由来燃料に含ま
れるエタノールに相当する揮発油税及び地方道路
税を軽減する措置を平成25年3月31日までに限り
講ずる。

ケ 独立行政法人緑資源機構の廃止に伴い独立行政
法人森林総合研究所に承継される業務が円滑に実
施できるよう所要の税制措置を講ずる。

コ 公益法人制度改革に伴い、公益社団・公益財団
法人に対する課税関係や寄附金税制の見直し等、
新たな公益法人制度に対応する税制上の措置を講
ずる。

イ 適用期限の延長事項
ア 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例につ
いて、次のとおり見直しを行ったうえ、その適用
期限を3年延長する。
ａ 免税対象牛の売却頭数が年間2,000頭を超え
る場合には、その超える部分の所得については、
免税対象から除外する。

ｂ 免税対象牛の対象範囲から売却価額50万円以
上の乳用種を除外する。

イ 適格退職年金制度、確定拠出年金制度及び確定
給付企業年金制度の積立金に係る特別法人税（1
％）の課税停止措置の適用期限を3年延長する。

ウ 中小企業者に該当する農業者等が機械等を取得
した場合の特別償却制度（30％）又は税額控除制
度（7％）の適用期限を2年延長する。

エ 公害防止用設備を取得した場合の特別償却制度
（14％等）について、法定耐用年数の見直しと併せ
て対象設備から汚水処理用設備（構築物及び機械
装置）、ばい煙処理用設備及び窒素酸化物抑制設
備を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。

オ 生物資源利用製品製造設備を取得した場合の特
別償却制度（14％）について、制度の活用実態及
び法定耐用年数の見直しと併せて対象設備から家
畜排せつ物たい肥化設備等を除外したうえ、その
適用期限を2年延長する。

カ 造林等を行う海外法人の株式等を取得した場合
の海外投資等損失準備金制度（取得価額の30％積

立）の適用期限を2年延長する。
キ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精
算課税に係る贈与税の特別控除の特例措置（1千
万円加算等）の適用期限を2年延長する。
ク 農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を
受けている者が、特例適用農地等のすべてについ
て一定の農業生産法人に使用貸借による権利の設
定をした場合において、納税猶予の特例を継続す
る措置の適用期限を3年延長する。
ケ 農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の
所有権の移転登記に対する税率の軽減措置につい
て、平成21年4月1日以後に受ける所有権の移転
登記に係る軽減税率を1,000分の10（現行1,000分
の8）に引き上げたうえ、その適用期限を2年延
長する。
コ 漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により
漁業協同組合連合会の権利義務を包括承継した場
合の不動産の所有権の移転登記等に対する税率の
軽減措置について、平成21年4月1日以後に包括
承継した場合の軽減税率を、不動産又は船舶の所
有権の移転登記にあっては1,000分の5（現行
1,000分の4）に、不動産の地上権又は賃借権の移
転登記にあっては1,000分の3（現行1,000分の2）
に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
サ 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画
等に基づき行う登記に対する税率の軽減措置につ
いて、株式会社の設立又は資本金の額の増加の登
記の軽減税率を1,000分の3.5（現行1,000分の2.5）
に引き上げる等の見直しを行ったうえ、その適用
期限を2年延長する。
シ 農林中央金庫等が行う組織再編成によってする
登記に対する税率の軽減措置について、次の措置
を講じたうえ、適用期限を2年延長する。
ａ 適用対象を、農業協同組合が他の農業協同組
合と合併をした場合及び農林中央金庫が信用農
業協同組合連合会から事業譲渡を受けた場合と
する。
ｂ 平成21年4月1日以後に農業協同組合が他の
農業協同組合と合併をした場合における不動産
の所有権の移転登記に係る軽減税率を1,000分
の3（現行1,000分の2.5）に引き上げる。

ス 輸入農林漁業用Ａ重油に係る免税措置（1 KL
当たり2,040円）の適用期限を2年延長する。
セ 国産農林漁業用Ａ重油に係る還付措置（1 KL
当たり2,040円）の適用期限を2年延長する。

ウ 特例措置の廃止
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ア 鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例につい
て、対象から食品の製造過程の管理の高度化に関
する臨時措置法に係る措置を除外する。

イ 経営革新計画を実施する中小企業者に対する特
定同族会社の特別税率の不適用制度は、経営革新
計画の承認を受けている中小企業者に係る経過措
置を講じたうえ廃止する。

ウ 漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法の規定
による認定を受けて合併した場合の不動産の所有
権の移転登記等に対する税率の軽減措置を廃止す
る。

エ 農業信用基金協会が保証事業を譲渡した場合の
抵当権の移転登記に対する税率の軽減措置を廃止
する。

2 地方税に関する改正

地方税法では、現下の経済・財政状況等を踏まえ、
持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき
税制の構築に向け、消費税を含む税体系の抜本的改革
が行われるまでの間の暫定措置としての地方法人特別
税、地方法人特別譲与税の創設、個人住民税における
寄附金税制の抜本的拡充、自動車取得税及び軽油引取
税の税率の特例措置の適用期限の延長、上場株式等の
譲渡益・配当の軽減税率の廃止及び損益通算範囲の拡
大並びに公益法人制度改革への対応等を実施すること
とし、次のとおり改正が行われた。

⑴ 都道府県民税及び市町村民税の一部改正
ア 新規・拡充
ア 老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合
連合会が特別養護老人ホームを設置・運営する場
合においても引き続き公益法人等として扱う措置
を講ずる。

イ 国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆ
る移転価格税制）について、租税条約の相手国と
の相互協議に係る法人住民税の徴収猶予制度等を
創設する。

ウ 中小企業技術基盤強化税制に係る特例措置つい
て、国税と同様の措置を講ずる。

イ 適用期限の延長
ア 適格退職年金制度、確定拠出年金制度及び確定
給付企業年金制度の積立金に係る特別法人税（1
％）の課税停止措置の適用期限を3年延長する。

イ 肉用牛の売却による農業所得の個人住民税の課
税の特例について、次のとおり見直しを行ったう
え、その適用期限を3年延長する。
ａ 免税対象牛の売却頭数が年間2,000頭を超え

る場合には、その超える部分の所得については、
免税対象から除外する。
ｂ 免税対象牛の対象範囲から売却価額50万円以
上の乳用種を除外する。

⑵ 事業税の一部改正
新規・拡充
ア 老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合
連合会が特別養護老人ホームを設置・運営する場
合においても引き続き公益法人等として扱う措置
を講ずる。
イ 国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆ
る移転価格税制）について、租税条約の相手国と
の相互協議に係る法人事業税の徴収猶予制度等を
創設する。

⑶ 不動産取得税の一部改正
ア 新規・拡充
ア 老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合
連合会が設置・運営する特別養護老人ホームを取
得した場合の非課税措置を創設する。
イ 農業協同組合又は農業協同組合連合会の現物出
資により設立される株式会社又は合同会社が当該
現物出資に伴い取得する不動産に係る非課税措置
について、対象に漁業協同組合又は漁業協同組合
連合会が現物出資により設立する株式会社又は合
同会社を加える。

イ 適用期限の延長
ア 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措
置法の適用期間の延長と併せて、同法に基づく資
金の貸付けを受けて取得する共同利用施設に係る
課税標準の特例措置を存続する。
イ 農業協同組合等が国の補助金又は交付金の交付
を受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理
化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措
置について、当該施設が農業近代化資金等の貸付
けを受けている場合における特例措置の重複適用
を廃止したうえ、その適用期限を2年延長する。
ウ 農業振興地域の整備に関する法律の規定による
市町村長の勧告等によって取得する農用地区域内
にある土地に係る課税標準の特例措置（3分の1
軽減）の適用期限を2年延長する。
エ 農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業に
より取得する農地等に係る納税義務の免除措置等
について、納税義務の免除措置等の期間を5年延
長する特例措置の適用期限を2年延長する。
オ 農地保有合理化法人が長期貸付農地保有合理化
事業により取得する農地等に係る課税標準の特例
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措置（3分の2軽減）の適用期限を2年延長する。
カ 農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を
受けている者が、特例適用農地等のすべてについ
て一定の農業生産法人に使用貸借による権利の設
定をした場合において、贈与税の納税猶予の継続
を認められたときに係る徴収猶予の特例措置の適
用期限を3年延長する。

ウ 特例措置の廃止
ア 土地改良法の規定により取得する埋立地又は干
拓地に係る非課税措置を廃止する。

イ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融
通等に関する暫定措置法の規定に基づく資金の貸
付けに係る特例措置を廃止する。
⑷ 固定資産税・都市計画税の一部改正

ア 新規・拡充
ア 老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合
連合会が設置・運営する特別養護老人ホームの非
課税措置を創設する。

イ 食品循環資源再生処理装置に係る特例措置につ
いて、対象を改正食品リサイクル法に基づく再生
利用事業計画の認定を受けた事業者が取得するも
のに限定し、軽減率を3年間3分の1（現行3年
間5分の1）としたうえ、その適用期限を2年延
長する。

ウ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料とし
ての利用の促進に関する法律（仮称）の制定と併
せて、同法の認定を受けた事業者が取得するバイ
オ燃料製造設備（エタノール、ディーゼル、ガス、
木質ペレットの各製造設備）に係る課税標準の特
例措置（3年間2分の1軽減）を創設する。

エ 能登半島地震災害による被災代替家屋等に係る
課税標準の特例措置（4年間2分の1軽減）を創
設する。

オ 新潟県中越沖地震災害による被災代替家屋等に
係る課税標準の特例措置（4年間2分の1軽減）
を創設する。

イ 適用期限の延長
ア 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置につ
いて、窒素酸化物燃焼改善設備、湖沼水質保全特
別措置法の指定施設に係る汚水処理施設及びダイ
オキシン類に係る処理施設の課税標準の軽減率を
4分の1等（現行3分の1等）としたうえ、その
適用期限を2年延長する。

イ 廃棄物再生処理用設備に係る課税標準の特例措
置（3年間4分の1軽減）について、廃木材乾燥
熱圧装置を対象から除外したうえ、その適用期限

を2年延長する。
ウ 卸売市場機能高度化事業を行う地方卸売市場の
開設者等が直接その本来の業務の用に供する一定
の家屋及び償却資産に係る課税標準の軽減率を3
分の1（現行2分の1）としたうえ、その適用期
限を2年延長する。
エ 新築住宅に係る税額の減額措置（3年間2分の
1軽減等）の適用期限を2年延長する。
オ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に
関する法律に基づく家畜排せつ物の処理又は保管
の用に供する施設に係る課税標準の特例措置（5
年間3分の1軽減）について、対象を屋根及び側
壁を有する一定規模以上の発酵施設に限定したう
え、その適用期限を2年延長する。

ウ 特例措置の廃止
ア バイオテクノロジーの試験研究用設備に係る課
税標準の特例措置を廃止する。
イ 農業協同組合等が所有し、有線放送電話業務の
用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置を
廃止する。
ウ 地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例
措置を廃止する。

⑸ 軽油引取税の一部改正
新規・拡充

農業用機械の動力源に供する軽油に対する課税免
除措置の対象に、基幹的な作業の全てを受託する農
作業受託者を加える。

⑹ 事業所税の一部改正
ア 適用期限の延長

特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づき特定
農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対
する課税標準の特例措置（4分の1軽減）の適用期
限を1年延長する。
イ 特例措置の廃止

生鮮食料品の価格安定に資することを目的として
設置される一定の施設に対する資産割に係る課税標
準の特例措置について、対象から大規模野菜低温貯
蔵庫を除外する。

3 住宅・土地税制関係

⑴ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登
録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽
減税率の見直しを行った上、その適用期限を三年延
長することとした。（第七二条関係）
ア 土地の売買による所有権の移転登記（改正前
1,000分の10）
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平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1,000分の15
イ 土地の所有権の信託の登記（改正前1,分の2）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
1,000分の2
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1,000分の2.5
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1,000分の3
⑵ 居住者が、その者の居住の用に供する家屋につい
て、エネルギー使用の合理化に資する一定の改修工
事（以下「断熱改修工事等」という。）を含む一定の
増改築等を行った場合において、当該家屋を平成20
年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者
の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、そ
の増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等
の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所
得税の額から控除することとした。この特例は、住
宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所
得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間は5
年、控除率については、次のとおりとすることとし
た。（第41条の3の2関係）
ア その増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の
うち、特定断熱改修工事等（断熱改修工事等のう
ちエネルギー使用の合理化に著しく資するものを
いう。）に要した費用の額（200万円を限度）に相
当する部分の金額 2パーセント

イ その増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の
うち、ア以外の部分の金額 1パーセント

⑶ 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合
の課税の特例の適用期限を2年延長することとし
た。（第29条関係）

⑷ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
の適用期限を2年延長することとした。（第70条の
3及び第70条の3の2関係）

4 中小企業関係税制

ア 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合
の課税の特例の創設
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者

（以下「居住者等」という。）が、平成20年4月1日
以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する

法律に規定する特定新規中小企業者に該当する株式
会社（その設立の日以後の期間が1年未満のもの等
に限る。）により発行される株式を払込みにより取
得をした場合において、当該居住者等が当該払込み
により取得をした株式の取得に要した金額（1,000
万円を限度）については、寄附金控除の規定を適用
することができることとした。（第41条の19関係）

イ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の
課税の特例を廃止することとした。（旧租税特別措
置法第37条の13の3関係）
ウ 教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除制
度について、対象を中小企業者等に限定するととも
に、教育訓練費割合（労務費の額のうちに占める教
育訓練費の額の割合）が100分の0.15以上の場合に、
教育訓練費の額に100分の12（教育訓練費割合が100
分の0.25未満であるときは、当該教育訓練費割合か
ら100分の0.15を控除した割合に40を乗じて計算し
た割合に100分の8を加算した割合）を乗じた金額
の特別税額控除ができる制度に改組した上、本制度
を事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は
特別税額控除制度の中に位置付けることとした。
（第10条の4、第42条の7、第68条の12、旧租税特別
措置法第10条の7、第42条の12及び第68条の15の2
関係）
エ 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動
の促進に関する法律の制定に伴い、事業基盤強化設
備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度
の対象に、同法の認定農商工等連携事業計画に従っ
て農商工等連携事業を行う中小企業者が取得するそ
の認定農商工等連携事業計画に定める機械装置を加
えることとした。（第10条の4、第42条の7及び第
68条の12関係）
オ 企業立地の促進等による地域における産業集積の
形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴い、集
積区域における集積産業用資産の特別償却制度の対
象に、地域における産業集積の形成に資する農林漁
業関連業種を加えることとした。（第11条の5、第
44条の2及び第68条の20関係）
カ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
又は特別税額控除制度の適用期限を二年延長するこ
ととした。（第10条の3、第42条の6及び第68条の
11関係）
キ 交際費等の損金不算入制度について、中小企業者
に係る400万円の定額控除の適用期限を二年延長す
ることとした。（第61条の4及び第68条の66関係）
ク 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度につい
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て、中小企業者の設立後五年間に生じた欠損金額に
係る適用除外措置の適用期限を2年延長することと
した。（第66条の13関係）
ケ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損
金算入の特例の適用期限を二年延長することとし
た。（第28条の2、第67条の5及び第68条の102の2
関係）

5 そ の 他

ア 揮発油税及び地方道路税並びに自動車重量税につ
いて、税率の特例措置の適用期限を10年延長するこ
ととした。（第89条及び第90条の11関係）

イ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場
合の特別償却又は特別税額控除制度について、建築
物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する
設備を加えた上、その適用期限を二年延長すること
とした。（第10条の2、第42条の5及び第68条の10
関係）

ウ 支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取
得資産の割増償却制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、平成20年4月1

日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業
年度において、その事業年度における支援事業所取
引金額の合計額が前事業年度等における支援事業所
取引金額の合計額を超えるときは、3年以内取得資
産について、普通償却限度額の100分の30の割増償
却ができることとした。この場合において、割増償
却額の合計額が、前事業年度等から増加した支援事
業所取引金額を超えるときは、その増加額を限度と
することとした。（第13条の2、第46条の3及び第
68条の32関係）

エ 特定目的会社に係る課税の特例等について、支払
配当等の損金算入等となる要件における適格機関投
資家の範囲を見直すこととした。（第9条、第67条
の14、第67条の15、第68条の3の2及び第68条の3
の3関係）

オ 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例につい
て、対象に漁業協同組合合併促進法の認定を受けて
いない漁業協同組合と漁業協同組合との合併を加え
ることとした。（第68条の2関係）

カ 揮発油等の品質の確保等に関する法律に規定する
揮発油特定加工業者又は揮発油生産業者がバイオエ
タノール等（経済産業大臣が証明したものに限る。）
を混和して製造した一定の揮発油について、平成25
年3月31日までにその製造場から移出する場合にお
ける当該揮発油に係る揮発油税法第八条第一項の規

定の適用については、当該揮発油の数量から当該バ
イオエタノール等に含まれるエタノールの数量に相
当する数量を控除した数量を当該製造場から移出し
た揮発油の数量とみなすこととした。（第88条の7
関係）

6 公益法人制度改革への対応・寄附税制

ア 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所
得等の非課税の特例について、次の措置を講ずるこ
ととした。（第40条関係）
ア 非課税特例の対象となる法人（以下「対象法人」
という。）に公益社団法人、公益財団法人及び一定
の一般社団法人又は一般財団法人を加える。
イ 寄附を受けた財産が公益目的事業の用に供され
なくなったこと等一定の事由により非課税承認が
取り消された場合には、対象法人に対して、寄附
時の譲渡所得等に係る所得税を課税する。

イ 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算
入等の特例について、認定の有効期間を五年に延長
することとした。（第66条の11の2関係）
ウ 相続財産を贈与した場合に相続税が非課税とされ
る法人の範囲に、公益社団法人及び公益財団法人を
加えること等とした。（第70条関係）

第2節 農業経営政策

1 農業経営基盤強化促進法の運営

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、法律名を「農業経営基
盤強化促進法」（以下「基盤強化法」という。）と改め、
現在に至っている。主な制度の内容とその運用状況等
については、下記のとおりである。
⑴ 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
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化のため、基本方針（基盤強化法第5条の規定に基づ
き都道府県が定める農業経営基盤の強化の促進に関す
る基本方針をいう。以下同じ。）及び基本構想（基盤強
化法第6条の規定に基づき市町村が定める農業経営基
盤の強化の促進に関する基本的な構想をいう。以下同
じ。）を作成し、農業経営基盤の強化の促進に関する目
標、営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指
標、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農
用地の利用集積に関する目標等を定めることとしてい
る。なお、基本構想策定市町村数（特別区を含む。）は、
平成21年3月末時点で1,694（特別区を含む全1,800市
町村中）となった。

⑵ 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
が基本構想に照らして認定する。
この認定農業者に対しては、日本政策金融公庫によ

る低利融資、農業委員会による農地利用集積の支援、
税制上の特例措置等の施策を重点的に実施することと
している。なお、認定農業者数については、平成21年
3月末時点で246,114（前年同月比6,731（2.8％）の増
加）となった。

⑶ 農業経営基盤強化促進事業
市町村が基本構想で明らかにした育成すべき効率的

かつ安定的な農業経営を育てていくため、農業経営基
盤の強化を総合的に推進することとしている。
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」を作成、公告することにより農用地等
の貸借、売買を行うものである。

イ 農地保有合理化事業の実施を促進する事業
農地保有合理化法人が行う農地売買等事業等の農

地保有合理化事業の実施を促進するものである。
ウ 農用地利用改善事業の実施を促進する事業

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、事業を促進するものである。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

る農業生産法人や団体を農用地利用規程に明確化
（特定農業法人・特定農業団体）し、当該法人・団体
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。なお、平成21年3月末時点で、
農用地利用改善団体数は4,129（前年同月比382
（10.2％）の増加）、特定農業法人数は793（前年同月
比107（15.6％）の増加）、特定農業団体数は1,843（前
年同月比52（2.9％）の増加）となった。
エ 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。

⑷ 体系的な遊休農地対策
都道府県、市町村において遊休農地の発生防止・解
消を図るための基本的な計画を策定し、明確な方針の
下に、総合的な遊休農地対策に取り組むとともに、農
業委員会による指導、市町村長による勧告及び農地保
有合理化法人による買入等の協議などの農地所有者等
の合意を前提とする措置に加え、都道府県知事の裁定
による賃借権の設定、市町村長による遊休農地所有者
等に対する措置命令等の措置など、体系的に遊休農地
対策に取り組むこととしている。

⑸ 特定法人貸付事業
農用地の適正かつ効率的な利用が担保されるよう、
賃借権または使用貸借による権利に限定する等の仕組
みとした上で、農業生産法人以外の法人による農用地
の権利取得の途を拡大し、市町村又は農地保有合理化
法人が、市町村基本構想に従い、一定の要件を満たす
農業生産法人以外の法人に対し農用地の貸付けを行う
ことができることとしている。なお、本事業は構造改
革特区を全国展開するものとして平成17年9月に創設
された。また、平成21年3月時点で、本事業による農
業生産法人以外の法人の参入数は349（前年同月比68
（24.2％）の 増 加）、本 事 業 に よ る 貸 付 面 積 は
1,131.3ha（前年同月比274ha（32.0％）の増加）とな
った。

2 水田・畑作経営所得安定対策（品目横断
的経営安定対策）

本対策は、我が国の土地利用型農業の構造改革を加
速化するとともに、WTOにおける国際規律にも対応
し得るよう、これまで全農家を対象とし、品目毎の価
格に着目して講じてきた施策を、担い手を明確化した
上で、その経営の安定を図る対策に転換するものとし
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て、平成19年産の米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料
用ばれいしょから導入したところである。
これについては、平成17年3月に閣議決定された新

たな食料・農業・農村基本計画、同年10月に省議決定
した「経営所得安定対策大綱」により、着実に具体化
を図るとともに、平成18年6月に成立した「農業の担
い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律」により、制度的な枠組を整備したところである。
また、本対策については、対策導入初年度に、生産

現場からの要望など様々な意見が出されたため、それ
らを踏まえ、本対策が地域の実態に即したものとなる
よう、制度の改善について検討し、見直し内容を平成
19年12月21日に「農政改革三対策緊急検討本部」にお
いて決定したところである。
具体的には、本対策がより現場に定着するよう創設

された市町村特認制度の下で、それまで対象とならな
かった小規模や条件不利地域の農家等に対しても対策
への加入の途が開かれたことを踏まえ、着実な加入推
進に努めた。

⑴ 対 策 の 概 要
ア 対象農産物

本対策の対象となる農産物は、
① 国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要な
ものであること

② ①に該当する他の農産物と組み合わせた生産が
広く行われているものであること

という要件を満たす、米、麦、大豆、てん菜及びで
ん粉原料用に供するばれいしょの5品目としてい
る。
なお、生産条件不利補正交付金の対象となる特定

対象農産物については、対象農産物のうち、国境措
置が十分に高い水準にあり現時点において諸外国と
の生産条件の格差から生ずる不利が顕在化していな
い米を除いた、4品目としている。

イ 対象農業者
本対策の対象となる農業者は、将来的に効率的か

つ安定的な農業経営となり、他産業並みの所得を確
保し得る農業経営に発展していく努力を促す観点か
ら、認定農業者は4 ha 以上（北海道10ha 以上）、集
落営農組織は20ha 以上の経営規模を有することを
原則としている。
これに加え、農地が少ない場合の物理的特例や複

合経営の場合の所得特例などの各種特例を設けてい
るほか、平成20年産からは市町村特認制度を創設し、
地域農業の担い手として市町村が認めた場合には、
面積にかかわらず加入できることとしている。

ウ 生産条件不利補正交付金
我が国は、諸外国に比べて農業の生産条件が不利
であるため、諸外国との生産コストの格差が存在し、
個々の農業者による自助努力だけでは経営が成立し
得る収入が得られない状況にある。
このため、コスト格差の下でもこれらの農業に係
る担い手の経営安定が図られるよう、標準的な生産
費が国内における標準的な販売価格を上回る対象農
産物（＝特定対象農産物）について、当該生産条件
の格差に起因する不利の補正を補てんするための交
付金（生産条件不利補正交付金）を交付することと
している。
エ 収入減少影響緩和交付金

農産物の生産については豊凶変動等の需給変動が
あるため、これを原因として収入の予期せぬ減少が
生じた場合には、経営に深刻な影響を与え、食料の
安定供給の確保にも支障を来すこととなるおそれが
ある。
こうした農業収入の減少は、農業経営に伴う必然
的なリスクであるため、個々の農業者自らの対応が
求められるものであるが、豊凶変動等の需給変動は
経営規模の大きい農業者ほどその影響が甚大となる
中で、これを放置した場合には、国民に対する食料
の安定供給の確保という国の農業政策上最も重要な
政策課題の達成ができなくなる。
このため、
① 対象農産物に係る当年産の収入が、
② 対象農産物に係る標準的な収入を下回った場合
において、
③ 農業者と国による拠出の範囲内で当該減少した
額の一部を補てんする
ための交付金（収入減少影響緩和交付金）を交付す
ることとしている。
平成20年産以降においては、農家の選択により
10％を超える収入減少に備えた積立金の拠出が行え
る仕組みとしている。

⑵ 平成20年産の加入申請状況
平成20年産の水田・畑作経営所得安定対策について
は、平成19年6月1日から同年8月31日までの間に、
秋まき麦を作付ける農家であって、収入減少影響緩和
対策に加入する農家を対象とした加入申請を受け付け
た。また、それ以外の農家については、平成20年4月
1日から同年6月30日までの間に受付を行った。（平
成20年岩手・宮城内陸地震により災害救助法が適用さ
れた市町村については、7月31日まで延長して受付を
実施）
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この結果、全国で84,274経営体、うち認定農業者
78,619経営体、集落営農組織5,655経営体となった。
このうち、平成20年産から新たに創設された市町村特
認による加入は10,569経営体となった。
各品目毎の平成20年産作付計画面積は、
・ 米 471,902ha
・ 4麦 254,953ha
・ 大豆 120,054ha
・ てん菜 65,585ha
・ でん粉原料用 21,223ha

ばれいしょ
となった。

3 担い手の育成・確保

⑴ 担い手への支援の集中化・重点化
食料・農業・農村基本計画においては、望ましい農

業構造の確立に向けた担い手の育成・確保を図るため、
水田・畑作経営所得安定対策をはじめ農業経営に関す
る各種施策を、担い手である認定農業者や集落営農組
織に集中的・重点的に実施して農業の体質強化を図っ
ていくこととしている。
これを受けて、これら担い手の育成・確保を図るた

め、平成19年度からスタートした水田・畑作経営所得
安定対策の見直しを行うとともに、認定農業者等担い
手の経営発展段階に応じたきめ細やかなサポート体制
の拡充、集落営農の組織化や経営改善支援、法人化の
推進および機械施設の導入支援等により担い手に対す
るきめ細やかな支援を実施した。

⑵ 担い手のニーズに即した支援
平成20年度における担い手向けの主な支援策は次の

とおり。
ア 担い手アクションサポート事業

担い手育成総合支援協議会が行う認定農業者等の
経営発展に必要な研修、経営診断・指導、ネットワ
ーク組織の設立、経営再生等の活動を総合的に支援
する。

(予算額 22億5千万円)
イ 担い手経営展開支援リース事業

担い手が、規模拡大等による農業経営の改善を図
るために必要な農業用機械等のリース方式による導
入を支援する。
また、第一次補正において、省エネ型農業用機械

等の導入により経営安定に取り組む担い手への支
援、第二次補正において、新たな担い手へと発展す
ることが確実な集落営農への支援を実施する。

(予算額 7億円)

(第一次補正予算額 7億円)
(第二次補正予算額 10億円)

ウ 経営者組織連携研さん・高度経営支援事業のうち
経営者組織連携・研さん支援事業
複数の意欲ある農業経営者の団体・組織による新
たな横断的連携体制の構築を推進する事務局を設置
するとともに、その事務局による農産物展示会等の
イベントの企画、農業部門の枠を超えたネットワー
ク拡大を図る交流会の開催、農業支援情報の提供等
の活動を支援する。

(予算額 1千万円)
エ 農業経営創業・事業拡大支援事業

(独)中小企業基盤整備機構との連携の下、支援施
策の情報提供、経営相談、専門家派遣等を実施する。
また、金融機関主催のビジネス商談会の取組を推進
することにより、農業法人の販路拡大を支援する。

(予算額 4千万円)
オ 農業法人経営展開支援事業

新しいビジネスのアイデアを持つ農業法人等を対
象として、新たなネットワークの形成に向けての商
談会の開催や専門家による相談活動の取組を支援す
る。

(予算額 5千万円)
カ 集落営農総合支援事業

集落営農の組織化に向けた活動、集落営農組織の
運営や経営の改善、経営の多角化・複合化による経
営の発展等の活動を支援する。

(予算額 9億5千万円)
キ 強い農業づくり交付金のうち集落営農育成・確保
緊急整備支援
集落内での農業用機械の共同利用を契機とした集
落営農の組織化・法人化を推進するため、集落営農
組織等が実施する農業用機械の整理合理化計画の策
定、高生産性農業用機械の新規導入、小規模基盤整
備、簡易な施設の整備等の活動を支援する。

(予算額 249億1千万円の内数)
ク 担い手農地集積高度化促進事業のうち面的集積強
化促進事業
農用地利用改善団体などが、担い手に農地をまと
まった形で団地化して集積（面的集積）するための
計画（面的集積促進プラン）を定め、担い手への農
地の面的集積を実現した場合、その実績に応じて、
出し手・受け手双方のために利用できる面的集積促
進費を農用地利用改善団体などに交付する。

(予算額 16億円)
ケ 地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業
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担い手による融資を主体とした農業用機械施設等
の導入に際して、融資残の自己負担部分への補助や
追加的な信用供与等の支援を実施する。

(予算額 65億円)
コ 土地改良負担金総合償還対策事業（水田・畑作経
営所得安定対策等支援事業）
土地改良事業等につき、水田・畑作経営所得安定

対策加入者などの担い手の経営面積の集積増加率が
一定以上となることが見込まれる場合、農家負担金
の一定割合を無利子で融資する。

サ 農業経営基盤強化準備金制度
水田・畑作経営所得安定対策、米政策改革推進対

策、農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）
の導入に伴う交付金等を準備金として積み立てた場
合、その積立額を損金算入できるとともに、その準
備金を取り崩して農用地、農業用機械・施設等を取
得した場合、圧縮記帳が可能。

シ 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
認定農業者の育成・経営改善を図るために長期資

金を融資する。
・認定農業者が借り受ける資金を無利子で融通
・担い手が緊急に必要とする小口の資金について、
迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判断

ス 農業近代化資金
意欲と能力をもって農業を営む者に対し、経営展

開に必要な資金を長期かつ低利で融資する。
・認定農業者が借り受ける資金を無利子で融通
・集落営農組織が借り入れる資金について、金利負
担軽減措置を実施

・担い手が緊急に必要とする小口の資金について、
迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判断

セ 農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）
認定農業者の育成・経営改善を図るために短期運

転資金を融資する。

第3節 災 害 対 策

平成20年は、台風、大雨（低気圧、前線等による豪
雨）、地震等による災害により、農林水産関係にも大き
な被害が発生した。
2月23日から24日にかけて、日本海にあった低気圧

が発達しながら東進し、日本海上は大しけとなった。
7月27日から29日にかけて大気の状態が不安定とな

り、北陸、近畿地方で局地的な豪雨が発生した。
8月末には本州付近に停滞した前線と低気圧により

大気が不安定となり、東北、関東、東海、中国地方な

ど広い地域で大雨となった。
9月に入ると台風第13号が、日本の南の海上を通過
したことにより、四国、九州地方などに大雨や暴風を
もたらした。
なお、台風の年間発生数は22個(平年26.7個)、接近
数は9個(平年10.8個)といずれも平年を下回った。ま
た、平成12年以来8年ぶりに上陸した台風はなかった
(平年2.6個)。
地震については、6月14日に震度6強の岩手・宮城
内陸地震が発生し、7月24日には震度6弱の岩手県沿
岸北部地震が発生した。
これらの災害により、農地・農業用施設、林地、林
道、農産物、営農施設、漁港、漁業用施設等に大きな
被害が発生し、平成20年の農林水産関係被害は、農林
水産物で約136億円、農林水産関係施設で約1,973億円
の合計総額約2,110億円の被害額となった。
主な災害及び災害対策の概要等は、以下のとおりで
ある。

1 台風等風水害

⑴ 2月23日から24日にかけての低気圧による波浪
（2／23～2／24）

ア 災害の状況
2月23日朝、日本海にあった低気圧が発達しなが
ら東進し、23日夜は東北北部を通過し、三陸沖に進
んだ。日本付近は冬型の気圧配置が強まり、強い寒
気が流れ込んだ。
2月23日から24日にかけて、北日本から西日本に
かけての日本海側と太平洋側の山沿いの広い範囲で
大雪となり、北日本や北陸・甲信地方では23日から
24日にかけての降雪量が50cmを超えた。
北日本から西日本にかけて陸上で20～25ｍ、海上
で25～28ｍの暴風や暴風雪となった。また、最大瞬
間風速が30ｍを超えるところもあった。
北日本から西日本にかけての周辺地域では6～8
ｍの大しけとなった。
この発達した低気圧の通過により、死者・行方不
明者4名、負傷者89名、住家の全壊・半壊及び一部
損壊472棟、床上・床下浸水134棟の災害が発生した。
農林水産関係では、秋田県、新潟県、富山県、島
根県など日本海側を中心に、広い範囲において、漁
港等82箇所、養殖施設127箇所、漁船451隻、漁具(定
置網)43ケ統など水産関係を中心に、総額で約277億
円の被害が発生した。
イ 農林水産省の対応
① 漁船損害等保険について、漁船の転覆・破損等
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の漁船被害に係る迅速かつ適切な損害評価の実施
及び保険金の早期支払体制の確立について漁船保
険団体に通知した。

② 水産庁及び水産工学研究所の担当官計4名を富
山県及び新潟県に派遣し、災害復旧に係る技術的
助言を行った。

ウ 講じた主な対策
① 施設等の復旧対策として、治山施設災害復旧事
業、漁港施設災害復旧事業、漁業用施設災害復旧
事業

② 保険対策として、漁業共済金、漁船損害等保険
金の支払い。

⑵ 平成20年7月27日～29日の大雨（7／27～29）
ア 災害の状況

28日、29日ともに、上空に寒気が入り下層には暖
かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が不
安定となった。
北陸地方では、28日12時20分までの24時間に五箇

山（富山県南砺市）で170.0mmの雨、28日14時00分
までの24時間に医王山（イオウゼン：石川県金沢市）
で140.0mm の雨を観測した。28日7時30分までの
1時間に五箇山で75.0mmの雨を観測したほか、石
川県と富山県の各地で1時間に100mm を超える雨
が解析された。
近畿地方では、29日12時00分までの24時間に峰山

（京都府京丹後市）で167.5mm、29日12時10分まで
の24時間に長岡京（京都府長岡京市）で133.5mmの
雨を観測した。28日13時30分までの1時間に峰山で
81.0mmの雨、28日14時00分までの1時間に長岡京
で76.5mmの雨を観測したほか、28日昼頃から夜に
かけて、所々で1時間に100mm を超える雨が解析
された。
この大雨により、死者・行方不明者6名、負傷者

13名、住家の全壊・半壊及び一部損壊83棟、床上・
床下浸水3,000棟の災害が発生した。
農林水産関係では、富山県、石川県をはじめとす

る北陸地方を中心に、農地2,581箇所、農業用施設等
1,799箇所、林地荒廃等79箇所、林道施設780箇所、
水稲、大豆を中心とした農作物等に、総額で約102億
円の被害が発生した。

イ 農林水産省及び政府の対応
① 農林水産省は、7月28日に災害情報連絡室を設
置した。

② 関係県等に農作物等の被害防止に向けた技術指
導の徹底を通知した。

③ 政府は、この災害に対し、「平成二十年七月二十

七日から同月二十九日までの間の豪雨による富山
県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害」と
して局地激甚災害に指定し、農地等の災害復旧事
業等に係る補助の特別措置等の適用（8月29日公
布）を行った。

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、地すべり防止施設災害復旧事業、災
害関連農村生活環境施設復旧事業、治山施設災害
復旧事業、林地崩壊防止事業、林道施設災害復旧
事業、災害関連緊急治山事業
② 保険対策として、農業共済金、森林国営保険の
支払い。
⑶ 平成20年8月末豪雨（8／28～31）

ア 災害の状況
8月26日に低気圧が東シナ海を東に進み九州南部
に接近した。これに伴い、27日にかけて西日本の太
平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込み
大雨となった。また、この低気圧が日本の南海上に
進んだ8月28日から31日にかけては、本州付近に停
滞した前線に向かって南から非常に湿った空気の流
れ込みが強まり、大気の状態が不安定となって、東
海、関東、中国および東北地方などで記録的な大雨
となった。
この豪雨により、死者・行方不明者2名、負傷者
7名、住家の全壊・半壊及び一部損壊54棟、床上・
床下浸水22,460棟の災害が発生した。
農林水産関係では、岩手県、福島県など東北地方、
栃木県など関東地方、愛知県など東海地方を中心に、
農地534箇所、農業用施設等701箇所、林地荒廃等77
箇所、林道施設276箇所、養殖施設10箇所や、水稲、
野菜、果樹を中心とした農作物等に、総額で約45億
円の被害が発生した。
イ 農林水産省の対応
① 農林水産省は、8月29日に災害情報連絡室を設
置した。また、東海農政局が災害対策本部を設置
した。
② 被害を受けた農林漁業者等に対する資金の円滑
な融通及び既貸付金の償還猶予等について関係機
関に依頼した。また、農業共済について、災害発
生時における遺漏なき被害申告、迅速かつ適切な
損害評価の実施及び農業共済金の早期支払体制の
確立について関係団体に通知した。
③ 関係県等に農作物等の被害防止に向けた技術指
導の徹底を通知した。

ウ 講じた主な対策
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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、林道施設災害復旧事業、災害関連緊
急治山事業等

② 保険対策として、農業共済金、森林国営保険の
支払い。

⑷ 台風第13号（9／12～20）
ア 災害の状況

平成20年9月9日に発生した台風13号は、石垣島
地方、与那国島地方、多良間島を暴風域に巻き込ん
だ後、九州、四国の南の海上から紀伊半島の南の海
上を通過し、20日7時には銚子市の南の海上へ進ん
だ。
最大瞬間風速は与那国島で62.8ｍ、石垣島で46.6

ｍ、西表島で49.8ｍを記録し、与那国島では13日に
24時間雨量が、史上最大の769mmを観測、石垣島で
12日に444.5mm、西表島で13日に285.5mm をそれ
ぞれ観測した。
鹿児島県肝付町では18日に24時間雨量で427mm、

宮崎県日南市では19日に24時間雨量で346mm をそ
れぞれ観測した。また、三重県尾鷲市では、24時間
雨量が774mm に達し、千葉県銚子市でも1時間に
50mmの激しい雨を観測した。
この台風により、農林水産関係では、高知県、宮

崎県、鹿児島県、沖縄県などで、農地311箇所、農業
用施設388箇所、林地荒廃等80箇所、林道施設610箇
所や、さとうきび、水稲を中心とした農作物等に、
総額で約80億円の被害が発生した。

イ 農林水産省の対応
① 農林水産省は9月18日に災害情報連絡室を設置
した。

② 農業共済について、災害発生時における遺漏な
き被害申告、迅速かつ適切な損害評価の実施及び
農業共済金の早期支払体制の確立について関係団
体に通知した。

③ 関係県等に二次災害の発生防止及び緊急を要す
る復旧箇所の応急対策の実施を図るよう通知し
た。

④ 関係県等に農作物等の被害防止に向けた技術指
導の徹底を通知した。

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、治山施設災害復旧事業、林道施設災
害復旧事業、災害関連緊急治山事業等

② 保険対策として、農業共済金、森林国営保険の
支払い。

2 地震による災害

⑴ 平成20年岩手・宮城内陸地震（6／14）
ア 災害の状況

平成20年6月14日8時43分頃、岩手県内陸部の深
さ8 kmでM7.2の地震が発生し、岩手県奥州市、
宮城県栗原市で震度6強、宮城県大崎市で震度6弱
を記録した。
この地震により、宮城県栗原市等に重大な被害が
発生し、死者17名、行方不明者6名、負傷者406名、
住家全壊30棟、住家半壊146棟、住家一部損壊2,521
棟となった。
農林水産関係では、岩手県、宮城県を中心として
農地464箇所、農業用施設等941箇所、林地荒廃等423
箇所、林道施設986箇所等に、総額で約1,315億円の
被害が発生した。
イ 農林水産省及び政府の対応
① 農林水産省では発災後直ちに連絡体制を整備
し、「岩手・宮城内陸地震災害情報連絡室」を設置
し、6月14日に会議を開催（計9回）するととも
に、東北農政局、林野庁、東北森林管理局及び関
係森林管理署が災害対策本部を設置した。
② 被害を受けた農林漁業者等に対する資金の円滑
な融通及び既貸付金の償還猶予等について関係機
関に依頼した。
③ 6月17日に今村農林水産副大臣が岩手県、宮城
県下の現地調査を行った。
④ 農村振興局及び東北農政局の技術職員を派遣
し、被災した農地、農業用施設の現地調査及び早
期復旧に向けた支援を行った。
⑤ 林野庁及び各森林管理局の治山技術者等を被災
地に派遣し、被災個所の調査や復旧計画の策定等
を迅速に行った。
⑥ 政府は、内閣府防災担当主催の「災害対策関係
省庁連絡会議」を開催した。また、栗原市に「現
地支援対策室」を設置し、農林水産省からも連絡
員を配置した。
⑦ この災害に対して、「平成二十年岩手・宮城内陸
地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害」と
して局地激甚災害の指定し、農地等の災害復旧事
業等に係る補助の特別措置等の適用（平成20年7
月9日公布）を行った。

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、災害関連農村生活環境施設復旧事業、
治山施設災害復旧事業、林道施設災害復旧事業、
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災害関連緊急治山事業等
② 保険対策として、農業共済金の支払い。

⑵ 岩手県沿岸北部地震（7／24）
ア 災害の状況

平成20年7月24日0時26分頃、岩手県沿岸北部の
深さ108kmでM6.8の地震が発生し、青森県八戸市、
五戸町、階上町、岩手県野田村で震度6弱を記録し
た。
この地震により、青森県八戸市等に被害が発生し、

死者1名、負傷者211名、住家全壊1棟、住家一部破
損379棟となった。
農林水産関係では、岩手県を中心として農地52箇

所、農業用施設等24箇所、林地荒廃等50箇所、林道
施設32箇所、漁港施設4箇所に、総額で6億円の被
害が発生した。

イ 農林水産省及び政府の対応
① 農林水産省では発災後直ちに連絡体制を整備
し、「岩手県沿岸北部地震災害情報連絡室」を設置
し、7月24日に会議を開催（計3回）するととも
に、東北農政局が災害対策本部を設置した。

② 被害を受けた農林漁業者等に対する資金の円滑
な融通及び既貸付金の償還猶予等について関係機
関に依頼した。

③ 政府は、内閣府防災担当主催の「災害対策関係
省庁連絡会議」を開催した。

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、治山施設災害復旧事業、林道施設災
害復旧事業、災害関連緊急治山事業、漁港施設災
害復旧事業

② 保険対策として、農業共済金の支払い。

3 農林水産業防災対策関係予算

平成20年度の農林水産業防災対策関係予算は、表1
のとおりである。

表1 農林水産業防災対策関係予算
（単位：百万円）

事 項 平成20年度予算額
1 災害予防 8,080
⑴ 防災施設整備の整備 8,080

情報収集・伝達体制の整備 18
渇水対策のための農業水利施設整備 24
漁港漁村の防災対策施設の整備 151,816の内数
農山村の防災機能強化の促進 645
緊急時の農業用水利施設の活用・整備 9
農村防災・災害対応の指導体制強化 23
地域防災対策総合治山事業 6,452

土砂流出防止林造成事業 358
雪崩防止 366
林野火災予防施設の整備等 185

⑵ その他
森林環境保全の推進
（森林・林業・木材産業づくり交付金）

9,692の内数
山地防災情報の周知
（森林・林業・木材産業づくり交付金）

9,692の内数
2 国土保全 228,033
⑴ 治山事業 96,387

国有林治山事業 31,160
民有林直轄治山事業 5,809
治山事業 5,647
治山計画等に関する調査 162

民有林補助治山事業 59,418
⑵ 地すべり対策事業 16,641

農振局分 直轄 1,400
補助 6,350

林野庁分 直轄 3,891
補助 5,000

⑶ 海岸事業 18,635
農振局分 直轄 3,722

補助 4,764
水産庁分 直轄 30

補助 10,119
⑷ 農地防災事業 87,351

国営総合農地防災事業 32,833
農地防災事業 54,518

⑸ 災害関連事業 5,060
直轄地すべり対策災害関連緊急事業 22
災害関連緊急地すべり対策事業 54
農業用施設等災害関連事業 18
農地災害関連区画整備事業 8
海岸保全施設等災害関連事業 65
災害関連農村生活環境施設復旧事業 456
直轄治山等災害関連緊急事業 2,405
災害関連緊急治山事業 1,859
治山施設災害関連事業 1
林地崩壊対策事業 22
森林災害復旧事業 1
国有林森林災害復旧造林事業 112
漁港等 37

⑹ 地盤沈下対策事業等 3,380
⑺ その他の事業 579

保安林整備管理事業 553
特殊地下壕対策事業 26

3 災害復旧等 128,734
⑴ 災害融資 109
⑵ 災害保険 115,187

農業共済保険 90,642
森林保険 5,282
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漁業共済保険 10,088
漁船損害保険 9,175

⑶ 災害復旧 13,438
ア 公共土木施設 2,773

直轄事業 1,054
直轄地すべり防止施設復旧事業 13
直轄治山施設災害復旧事業 959
直轄漁港 82
補助事業 1,719
治山施設災害復旧事業 624
海岸等 127
漁 港 968

イ 農林水産業施設 9,265
直轄事業 179
農業用施設 179
補助事業 9,086
農地 1,398
農業用施設 5,764
林道 1,799
漁業用施設 25
共同利用施設 100

ウ 国有林(林道分) 1,579
[35,000]

合 計 364,847
(注1）[ ］書きは、日本政策金融公庫融資枠で外数であ

る。
(注2）合計額は、内数分を除いた額の集計である。

第4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（貸借等）に
よるものに重点が移ってきている。
近年の規模拡大につながる売買と貸借等を合わせた

年間の農地の権利移動面積については、平成8年から
平成10年までは毎年11万 ha 台、平成11年から平成14
年までは毎年13万 ha 台、平成15年は14万 ha 台、平成
16年及び平成17年は15万 ha 台、平成18年は19万 ha 台
と増加傾向で推移してきている。
平成19年の農地の権利移動面積は、水田・畑作経営

所得安定対策の導入による影響から大幅に増加した平
成18年に引き続き増加し、前年に比べて1万3千 ha
増の21万1千 ha となった。このうち、貸借等による
ものが約8割を占めており、中でも農業経営基盤強化
促進法による利用権設定は、権利移動面積全体に占め
る割合が平成8年の68％から平成19年の82％へと上昇
している。

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は、2005年農業センサスに
よると、水稲作販売農家のうち農作業を受託した農家
の割合は7％、委託した農家の割合は66％を占めてい
る。

2 農地流動化対策

食料・農業・農村基本法が目指す効率的かつ安定的
な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、各種の施策を総合的に実施してい
る。

⑴ 農地利用集積対策
ア 担い手農地集積高度化促進事業
ア 市町村等事業
ａ 面的集積強化促進事業

農用地利用改善団体などが、担い手に農地を
まとまった形で団地化して集積（面的集積）す
るための計画（面的集積促進プラン）を定め、
担い手への農地の面的集積を実現した場合、そ
の実績に応じて、出し手・受け手双方のために
利用できる面的集積促進費を農用地利用改善団
体などに交付する。
ｂ 農地マーケット事業

耕作放棄地の増加及び担い手の不足が深刻で
ある地域を中心に、インターネットにより農地
の売買等の希望に関する情報を公開し、地域内
外から広く農地の出し手・受け手を募集できる
仕組みを構築する。
ｃ 利用集積農地整備事業

利用集積を図った農地等に対して、効率的な
農地利用を促進するため、整地、客土、暗きょ
整備等の簡易な基盤整備を実施する。

イ 都道府県事業
アのｂの農地マーケット事業について、都道府
県段階のホームページ（都道府県版農地マーケッ
ト）を構築・管理するとともに、ａの面的集積強
化促進事業、ｂの農地マーケット事業、ｃの利用
集積農地整備事業を実施する市町村等に対する指
導を行う。
ウ 都道府県団体事業

アのａの面的集積強化促進事業、ｂの農地マー
ケット事業、ｃの利用集積農地整備事業について
の事業推進パンフレットの作成・配布、県段階で
の広報活動及び優良事例の収集を行う。
エ 全国団体事業

アのｂの農地マーケット事業について、全国段
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階のホームページ（全国版農地マーケット）を構
築・管理するとともに、全国段階での広報活動を
行う。

（予算額 21億35万円）
イ 担い手アクションサポート事業のうち農地の利用
調整活動のうち認定農業者農地等利用調整促進支援
認定農業者から農用地について利用権の設定等を

受けたい旨の申出があった場合に、集落営農の組織
化に向けた取組との調整を図りつつ、認定農業者へ
の農地の利用集積を図るための支援を実施する。

（予算額 30億円の内数）
ウ 農地面的集積支援モデル事業

農地を面としてまとまった形で集積していくた
め、委任・代理で農地を集めて、再配分する仕組み
をモデル的に取組む地域に対して、奨励金や面的集
積の仕組みの運営及び活動に要する経費を交付す
る。

（予算額 3億7,405万円）
エ 農地面的集積条件整備モデル事業

面的集積をモデル的に実施しようとする地域（農
地面的集積支援モデル事業の実施地域）において、
面的集積された農地に対して、簡易な基盤整備を行
うための経費を交付する。

（予算額 4,040万円）
⑵ 農地保有合理化事業

ア 農地保有合理化事業
昭和45年に創設され、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。
平成19年度における農地保有合理化事業の実績は

表2のとおりである。
ア 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

イ 農地売渡信託等事業
経営規模縮小農家等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

ウ 農地貸付信託事業
不在村農地所有者の農用地等を農地保有合理化

法人が貸付けの方法により運用することを目的に
信託を引き受ける事業

エ 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又は農地の仲介と併せて金
銭出資するとともに、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
オ 研修等事業

農地保有合理化法人が、新規就農希望者等に対
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

表2 農地保有合理化事業の実績（平成19年度）
（単位：件、ha）

買入れ 売渡し 借受け 貸付け

件 数 3,745 3,857 42,687 35,531

面 積 8,496 7,228 15,334 16,159

イ 農地保有合理化法人
都道府県段階の農地保有合理化法人である都道府
県農業公社については、全都道府県に設置されてい
る（47法人）。
市町村段階の組織で農地保有合理化法人となって
いるものは、平成20年4月現在で、市町村農業公社
が155、農業協同組合が395、市町村が23となってい
る。
ウ 社団法人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
立されたものであるが、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」が位置付けられたことに伴い、同年4
月に農林水産大臣より農地保有合理化支援法人とし
て指定を受けた。
同協会が行う事業内容は、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。
エ 関連事業（農地移動適正化あっせん事業）

昭和44年の農業振興地域の整備に関する法律の制
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
農地移動適正化あっせん事業の実績は表3のとお
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りである。

表3 農地移動適正化あっせん事業実績
（単位：件、ha）

事業実施 売 買 交 換 賃 貸 借 そ の 他 総 数
市町村数 ⎩―――⎨―――⎧ ⎩―――⎨―――⎧ ⎩―――⎨―――⎧ ⎩―――⎨―――⎧ ⎩―――⎨―――⎧

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積
18年度 715 7,712 14,110 601 148 14,555 24,407 1,088 1,941 23,956 40,606
19年度 661 7,390 12,992 91 34 14,841 25,192 1,095 1,780 23,417 39,998

3 耕作目的の農地移動の状況

⑴ 耕作目的の農地移動の状況
ア 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19年1年間の耕作目的の農地の総権利移動

（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43万7,949件（対前
年比103.8％）、24万9,393ha（同102.5％）となった。

イ 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19年は件数、面積

ともに北海道では増加しているものの、都府県では
減少しており、全国では6万3,451件（対前年比
96.8％）、3万2,608ha（同103.9％)となった。

ウ 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19年は6,381件（対前年比
98.7％）、4,808ha（同99.2％）となった。
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
の権利設定などに伴って推移してきており、平成
19年は1万4,164件（対前年比91.7％）、2万
5,076ha（同82.2％）となった。

エ 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
の委託による権利の設定）は、平成19年は32万9,665
件(対前年比106.6％)、17万3,892ha（同107.1％）と
なった。

⑵ 賃貸借の解約、利用権の終了の状況
ア 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（賃
借権）の中途解約は、平成19年は4万2,987件（対前

年比109.1％)、2万7,213ha（同119.9％）となった。
イ 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19年中に利用権が終了したものは12万2,235件
(前年比105.2％)、5万8,091ha(110.2％）であった。
ウ 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19年中に利用
権を再設定したものは件数で71.6％（面積70.4％）
を占めており、再設定予定のもの（平成19年中には
再設定しなかったが、平成20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
11.1％(面積13.3％）を占めている。

第5節 農業委員会等に対する
国庫補助

農業委員会は、市町村におかれる行政機関として、
農業委員会等に関する法律により、農地の権利移動の
許可等の農地法等に基づく事務及び担い手への農地の
利用集積の促進、耕作放棄地の解消、認定農業者等担
い手の確保等構造政策に関する事務を担っている。ま
た、都道府県農業会議及び全国農業会議所は、農業委
員会が行う活動を効果的に実施するための推進機関と
しての役割を担っている。
農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所
に係る国庫補助としては、以下のとおりである。
ア 農業委員会に係る国庫補助
ア 農地法等に基づく事務を適切かつ円滑に行うた
めの農業委員手当及び職員設置等の基礎的な経費

(予算額47億7,617万9千円)
イ 農地法の規定に基づき実施する和解の仲介及び
標準小作料改定等に要する経費

(予算額6,694万円)
ウ 集落営農の組織化等・企業等の農業参入を円滑
に推進するための農地の利用調整及び遊休農地の
解消等に対する支援等に要する経費

第7章 経 営 局

経

営

局

― 185 ―



(予算額249億1,384万6千円の内数)
イ 都道府県農業会議に係る国庫補助
ア 農地法に基づく事務を適切かつ円滑に行うため
の会議員手当及び職員設置に要する経費

(予算額5億7,915万円)
イ 農業委員会が行う農地の利用調整等の取組の推
進・普及に要する経費

(予算額249億1,384万6千円の内数)
ウ 全国農業会議所に係る国庫補助
ア 農業及び農業者に関する調査・研究等に要する
経費

(予算額4,164万7千円)
イ 農業参入希望のある特定法人及び農業法人に関
する情報収集・提供活動等に要する経費

(予算額1,359万3千円)
なお、農業委員会数は、20年10月1日現在1,793委員

会である。

第6節 農業者年金制度の推進

農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定を通じ
て、農業経営の近代化、農地保有の合理化を推進する
という政策目的を達成するために昭和46年に創設され
た。
その後、高齢化の進展等により、加入者1人で受給

者約3人を支える状況等になったことから、少子高齢
化などに対応できる安定した制度に再構築することと
し、平成14年1月に新制度へと移行した。
また、制度創設以来、特殊法人農業者年金基金が農

業者年金事業を実施してきたところであるが、特殊法
人等整理合理化計画に基づき、平成15年10月1日に独
立行政法人へ移行したところである。

1 新制度の概要

⑴ 政策目的については、農業者の確保に転換、
⑵ 加入要件については、農地の権利名義を有する者
から農業に従事する者に変更、

⑶ また、財政方式については、従来の加入者の納付
保険料で受給者の年金給付を賄う賦課方式から、将
来受け取る年金財源を加入者自らが積み立てる積立
方式に変更、

⑷ さらに、認定農業者で青色申告の者等に対し、保
険料の政策支援を行うこととする。

ア 政策支援対象者については、
ア 60歳までに20年以上加入することが見込まれる
者

イ 必要経費等控除後の農業所得で900万円以下の
者のうち、次の者
ａ 認定農業者又は認定就農者で青色申告者
ｂ ａの者と家族経営協定を締結し経営に参画し
ている配偶者・後継者
ｃ 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満
たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束
した者
ｄ 35歳未満の後継者で35歳まで（25歳未満の者
は10年以内）に認定農業者で青色申告者となる
ことを約束した者
とする。

イ 政策支援割合は、対象者の状況に応じて2/10、3
/10及び5/10の支援を行う。
ウ 国庫助成は、35歳未満であれば、要件を満たして
いる全ての期間、35歳以上では10年間を限度として、
通算して20年間受けることができる。
⑸ 昭和32年1月1日以前生まれの者で旧制度の経営
移譲をした場合には経営移譲年金を受給することが
できる。この経過的な経営移譲を補完するために農
業者年金基金は農地等の借入れ、貸付けの業務を経
過的に行う。

2 被保険者等の状況（20年度末）

⑴ 加入者数（累計） 91,729人
⑵ 被保険者数（累計） 57,216人
⑶ 平成20年度新規加入者 3,707人

第7節 経営構造対策等

⑴ 強い農業づくり交付金のうち経営力の強化
経営構造対策
経営構造対策は、効率的かつ安定的な農業経営が地
域農業の相当部分を担う望ましい農業構造を確立する
ため、農業生産を核とした加工・流通・販売等への取
組を通じて地域農業の担い手の育成及び確保に結びつ
く機械及び施設等の整備等を支援。
ア 事業内容
ア 経営構造施設等整備

認定農業者等の担い手の育成・確保及び担い手
への農地の利用集積等の地域農業の構造改革の加
速化に資する生産施設、加工施設、流通販売施設
及び土地基盤等の整備
イ 経営構造施設等整備附帯事業

経営構造施設等整備の効果的かつ円滑な実施を
図るために必要となる調整活動及び実践的知識・
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技術の習得活動等
イ 成果目標

事業開始年度から5年度目（担い手育成緊急地域
（経営の零細な農家が多くを占める地域）にあって
は、3年度目）を目標年度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。
ア 構造改革重点目標
ａ 認定農業者の育成【必須設定】
ｂ 担い手への農地の利用集積
⒜ 利用集積率【必須設定】
⒝ 連担化率【任意設定】

（担い手育成緊急地域の場合）
ｃ 認定農業者等の育成【必須設定：①～③のう
ち1項目以上を選択】
⒜ 認定農業者の育成
⒝ 農業生産法人の設立
⒞ 特定農業団体又は特定農業団体と同様の要
件を満たす組織の設立

ｄ 担い手への農地の利用集積
⒜ 利用集積率【必須設定】
⒝ 連担化率【任意設定】

イ 地区選択目標
地域の課題や取組の方向性を踏まえ、定量的な

目標を自由に設定する。
（予算額強い農業づくり交付金24,914百万円の内数）

⑵ 経営構造対策推進事業
経営構造対策推進事業は、経営構造対策等（⑴参照）

を活用した地域段階の構造改革に向けた取組の円滑化
を図るとともに、新たなビジネス展開等を積極的に支
援するため、次に掲げる事業を総合的に実施。
ア 経営構造対策等支援事業

新たなビジネス展開及び地域マネジメントに役立
つ実践的な知識や技術等を習得するための経営アグ
リビジネススクールの開催等

イ 新商品・新技術開発プロジェクト事業
農畜産物等を活用した新商品の開発や農業経営の

新技術に関する研究開発のアイデアを公募及び選定
し、このアイデアに対し助成

ウ アグリビジネスサポート事業
農業経営の発展・合理化や農業経営が抱える課題

解決等に資する調査研究テーマを公募及び選定し、
この調査研究費に対し助成

（予算額49,605千円）
⑶ 民間ノウハウ活用高度経営支援事業

民間ノウハウ活用高度経営支援事業は、民間企業等
のノウハウを集結し、経営発展を目指す担い手が直面

する専門的かつ広範にわたる課題に対する指導･助言、
経営コーディネート等の経営支援及び農業経営の発展
過程に応じた経営能力の習得のため、次に掲げる支援
を総合的に実施。
ア 経営支援サービス活動

担い手が掲げる専門的な課題に対する指導･助言、
経営コーディネート等の経営支援サービス活動を支
援
イ 人材育成支援活動

民間企業等が有するマーケティング、商品開発、
人材育成等の企業的経営戦略や先進農業経営が有す
る経営ノウハウ等を活用した担い手育成のためのセ
ミナー、フォーラム、シンポジウム等の人材育成活
動を支援
ウ 関連事業に係る経営支援活動

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業及び新
商品･新技術開発プロジェクト事業を活用して経営
発展に取り組む担い手への経営アドバイス活動を支
援

（予算額25,886千円）
⑷ 地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業
地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業は、担い
手育成総合支援協議会を中心として地域の合意形成を
図り、地域農業の構造改革の方向性を取りまとめた地
域構造改革プロジェクト整備計画を作成した地区を対
象として、次の支援策を総合的に実施。
ア 事業内容
ア プロジェクト融資主体型補助

認定農業者等の担い手による融資を主体とした
農業用機械・施設等の導入に際して、融資残の自
己負担部分について補助金を交付
イ 追加的信用供与

プロジェクト融資主体型補助に係る融資の円滑
化を図るため、農業信用基金協会への交付金の積
み増しにより、金融機関への債務保証を拡大

イ 成果目標
事業実施年度の翌々年度を目標年度とした次の数
値目標を設定する。
ア 担い手の育成・確保に関する目標
イ 担い手への農地の利用集積に関する目標

（予算額6,480百万円）
⑸ 広域連携アグリビジネスモデル支援事業
競争力のある担い手の育成及び国産農産物の競争力
の強化を図るため、都道府県の枠を越えて生産から加
工･流通･販売までを一体として行われる広域的なアグ
リビジネスの取組について、新たなビジネスモデルを
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創出する先駆けとして全国的な視点から国が直接支援
を実施。
ア 事業内容
ア 生産者・実需者連携事業
ａ 生産施設等の整備タイプ

複数の都道府県にわたる農業生産者等と関連
業者等が連携し、農業生産者等が関連事業者等
の求める農畜産物を安定供給するために必要と
なる土地基盤、生産施設等を整備する取組

ｂ 加工施設等の整備タイプ
農業生産者等と関連事業者等が都道府県域を

越えて連携し、農業生産者等が関連事業者等の
求める農畜産物及びその加工品を安定供給する
ために必要となる加工施設、集荷施設等を整備
する取組

イ 加工・流通拠点整備事業
複数の都道府県にわたる農業生産者等と関連事

業者等が連携し、消費者に安全・安心な食料を安
定供給するため、事業協同組合等が農畜産物及び
その加工品を効率よく販売・配送するために必要
となる施設整備等の取組

ウ 生産者連携事業
ａ 生産・加工施設等の整備タイプ

複数の都道府県にわたる農業生産者等が共通
した生産技術により農畜産物を生産し、高付加
価値化（ブランド化）した農畜産物及びその加
工品の販売等を展開するため、土地基盤、生産
施設、加工施設等を整備する取組

ｂ 販売施設等の整備タイプ
複数の都道府県にわたる農業生産者等が連携

し高付加価値化した農畜産物及びその加工品の
販売等を展開するため、加工施設、販売施設、
食材供給施設等を整備する取組

イ 事業の成果目標及びその基準
事業実施計画承認年度から3年度目を目標年度と

した次の数値目標等を設定する。
ア 関連事業者との取引数量の増加
イ 実施主体の構成員に市町村基本構想の所得水準
を達成する者が出現

（予算額761,994千円）
⑹ 農地情報整備促進事業

農業従事者の減少･高齢化、耕作放棄地の増加等が
進む中で、地域全体で今後の農地利用を考え、その有
効活用を図るための方策等を検討するための条件整備
として、農地の所有者や利用の状況等に関する情報と
地図情報を結合した農地情報図を市町村単位の関係機

関共通のデータベースとして整備し、相互に活用でき
るようにする取組を支援した。

（予算額867,800千円）
⑺ 農地情報提供システム構築事業

農地の有効利用を促進する観点から、新規参入者等
及び賃貸借の当事者が必要とする農地の貸出希望及び
賃借料水準等の情報を個人情報の保護に留意し、全国
どこからでもアクセスすることができる情報提供シス
テムの構築を支援した。

（予算額50,000千円）
⑻ 人権問題啓発推進事業

｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(平成
12年12月6日法律第147号)の基本理念にのっとり、全
国農林漁業関係団体がその職員等を対象に実施する人
権教育･啓発活動を支援した。

（予算額9,586千円）
⑼ 「みんなで豊かな農林漁業」人権啓発委託
｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(平成
12年12月6日法律第147号)の基本理念にのっとり、地
域レベルの農林漁業関係団体の職員等に対する人権教
育･啓発活動の都道府県への委託を実施した。

（予算額30,859千円）
⑽ アイヌ農林漁業対策事業

アイヌ農林漁業対策事業は、北海道におけるアイヌ
農林漁家の経営の改善と生活水準の向上を図ることを
目的とし、昭和51年度から実施しているものである。
平成20年度においても引き続き実施し、農林業生産基
盤及び農林漁業経営近代化施設の整備を支援した。

（予算額379,206千円）
⑾ 農業経営 IT 活用支援推進事業

情報通信技術（IT）は、農業生産･流通の変企業的農
業経営の確立など新しい農林水産業分野の発展に多面
的に活用でき、新しい食料･農業･農村基本計画におけ
る重要な施策課題である効率的かつ安定的な経営体の
育成を推進するために必要不可欠な手段である。
このため、農業気象災害を考慮した生産販売戦略の
策定を支援するためのシステムを開発し、インターネ
ットにより気象災害の発生の可能性等の情報提供を行
い、気象災害予測を考慮した生産販売戦略や気象災害
を受けにくい効率的な営農計画の策定を支援した。

（予算額24,013千円）
⑿ 企業等農業参入支援全国推進事業

農業経営に意欲的な農業生産法人以外の法人(企業
等）の農業参入を促進するため、特定法人貸付事業に
よる参入事例や支援策等の各種情報を提供するととも
に、参入及び農業経営の方策等を習得するための研修
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会、個別相談会等を開催した。
（予算額17,818千円）

⒀ 企業等農業参入支援推進事業
特定法人貸付事業による企業等への農地リースを促

進するため、企業等が利用する遊休農地の測量調査等
に必要となる経費、小作料一括前払いに必要となる経
費、簡易な土地基盤整備に必要となる経費について支
援した。

（予算額379,374千円）
⒁ 企業等農業参入支援加速リース促進事業

特定法人貸付事業による企業等の農業参入の円滑化
及び地域農業の担い手としての経営発展を促進するた
め、初期投資軽減を図る観点から、必要となる農業用
機械・施設をリース方式により提供する措置を講じた。

（貸付枠954,000千円）

第8節 農業改良資金制度

本制度は、農業経営の改善を目的として、その自主
性や創意を活かしつつ、都道府県知事から貸付資格の
認定を受けた農業改良措置（新たな農業経営部門への
進出、新たな先駆的技術の導入等）に取り組む際に必
要な資金の無利子貸付けを行うものである。平成20年
度については、「中小企業者と農林漁業者との連携に
よる事業活動の促進に関する法律」及び「農林漁業有
機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に
関する法律」において、償還期間の延長や貸付対象者
の拡大等の特例措置が講じられるとともに、前年度に
引き続き、ホームページを活用した制度や貸付事例等
の情報提供や関係機関の研修会等を通じ、農業者や関
係機関への一層の利用促進を図った。

（予算額 343,005千円）

第9節 新規就農者・青年農業者
の育成・確保

近年、青年（39歳以下）の新規就農者数は1万人前
後で推移しているが、農業従事者全体が減少・高齢化
が進む中で将来にわたり我が国農業の食料供給力を強
化していくためには、農業内外からチャレンジ精神を
持った新規就農者を育成・確保していくことが重要で
あることから就農の各段階に応じたきめ細かな支援を
行なってきた。
また、雇用情勢の悪化に対応し、農業分野での雇用

創出を図る観点から、農業法人等への雇用就農を促進
する取組を強化した。

⑴ 農業再チャレンジ支援事業
若者、団塊世代等が経験がなくても農業に就けるよ
う、就農の各段階に対応した支援を実施した。
ア 情報提供・相談段階における支援

全国新規就農相談センターにおける就農・就業相
談、就農関連情報の収集とインターネットを通じた
提供、主要都市での農業法人合同会社説明会等を実
施した。
また、従来の就農支援以外の知識・ノウハウを有
し、先駆的な取組を行っている民間団体による新た
な就農支援手法の開発を推進するとともに、若者就
職支援機関のキャリアカウンセラーを対象とした就
農相談研修等を行った。
イ 体験・研修段階における支援
ア 子どもたちの農業・農村における「原体験」を
通して農業に対する理解を深め、将来の就農につ
ながるよう、各地で取り組まれている農業・農村
体験学習の受け入れに関する情報提供等を行っ
た。
また、農業法人による学生向けのインターシッ
プや社会人向けの1ヶ月の農業就業体験を実施し
た。
イ 農業法人等による実践研修や、民間団体の開設
する就農準備校での基礎的な農業研修等、就農経
路や技術の発展段階に応じた研修を体系的に実施
した。
また、フリーター等の雇用促進を図るため、短
期農業研修を実施するとともに、モデル的な研修
カリキュラムやマニュアルを作成した。

ウ 参入準備段階における支援
ア 後継者不在の農家が有する経営資産・営農技術
等を新規就農希望者へ円滑に継承させるための支
援、若者等の円滑な雇用就農を推進するための無
料職業紹介、紹介予定派遣を実施した。
イ 新規就農や農業法人への就職を目指す者等を対
象として、農業の知識や技術のレベルを総合的、
客観的に評価し、就農に役立てていくこと等を目
的とする農業技術検定制度の充実を図った。日本
農業技術検定協会が2級学科及び3級の試験を実
施し、2級学科試験は2,412人、3級試験は10,558
人が受験した（合格者数：2級462人、3級5,430
人）。

エ 定着段階における支援
女性グループ、NPO法人等による、就農後の定着
を促すための地域におけるモデル的な起業活動等を
支援した。
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（予算額 585,617千円）
⑵ 就農支援資金

新たに就農しようとする青年等に対し、農業の技術
又は経営方法を実地に習得するための研修資金、その
他就農準備に必要な資金、経営開始時の機械・施設等
の導入に必要な資金の無利子貸付けを行った。平成20
年度においては、農業法人等の従業員が独立して農業
経営を開始する際、資金を借り受けることができるよ
う措置した。

（予算額 1,999,809千円）
⑶ 「農」の雇用事業

若者等の農業法人等への就業を促進するため、就農
相談会の開催等により農業法人等への就業を希望する
者と農業法人等とのマッチングを行うとともに、農業
法人等が、新たに雇用した就農希望者に対して行う実
践研修（OJT研修）への支援を行った。
（平成20年度第2次補正予算額 1,661,000千円）

⑷ 担い手アクションサポート事業のうち新たな人材
の育成・確保活動（新規就農者育成・確保支援）

認定農業者や集落営農、農業法人の中核的構成員と
なり得る新たな就農者の参入を促すため、若者、農業
法人、関係機関等によるネットワークの構築、企業等
に出向く就農相談体制の整備等を実施した。

(予算額 2,250,000千円の内数）
⑸ スローじんせい二毛作再チャレンジ支援事業
定年後の団塊世代が田舎で再び活躍する「人生二毛

作」や田舎で新たな価値観と生活スタイルを確立して
農林水産業で再チャレンジする「スローライフ＆ジョ
ブ」を普及・啓発するため、シンポジウムの開催やラ
ジオ放送、総合情報ホームページの開設･運営を行っ
た。

（予算額 72,369千円）
⑹ 人生二毛作の実現に向けた他産業従事者による林

漁業経営体発展支援研修事業
団塊世代等が他産業で培った経験・能力を農林漁業

の経営発展で活用するため、団塊世代等の人材を、農
林漁業経営体に対する研修の講師として派遣した。

(予算額 185,882千円）
⑺ 地域連携農業高校実践教育推進事業

農業高校生の新規就農や、農業大学校等への進学に
向けた動機付けを図るため、地域農業界と教育委員会
が連携した農業高校における農業者育成研修モデルの
策定・普及の取組を支援した。

（予算額 67,040千円）

⑻ 農村青少年研修教育団体事業
ア 青年農業者の集団活動への支援

青年農業者を対象とした国内先進地研修、全国青
年農業者会議等を実施した。また、青年農業者の育
成指導を円滑かつ効果的に推進するため、指導農業
士全国研究会等を実施した。

（予算額 10,852千円）
イ 農業研修生の海外派遣

青年農業者を欧米の先進農家へ約1年間派遣し、
輸出促進を担う人材を育成する農業研修生海外派遣
等を実施した。

(予算額 47,452千円）
ウ 実践的研修教育の実施

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（鯉淵学園農業栄養専門学校、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、指導職員の設置等への助成を実施した。

（予算額 173,543千円）
⑼ 強い農業づくり交付金のうち新規就農者等の育

成・確保
ア 道府県農業大学校等再チャレンジ活用推進事業

多様な就農形態に対応した研修教育課程の設定に
伴う体制整備等を支援した。
イ 農業研修教育・農業総合支援センター施設整備事業

団塊世代及び他産業従事者等の若者を対象とした
研修教育を実施するために追加的に必要となる研修
作業棟、農産加工棟、離職者等職業訓練用研修教育
施設・機械等を整備した。

（予算額 24,913,846千円の内数）
⑽ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

業者大学校（旧独立行政法人農業者大学校）
独立行政法人農業者大学校の事務及び事業について
は、平成16年12月の行政改革推進本部決定により、廃
止することとされ、本校の事務及び事業を抜本的に見
直し、先端的な農業技術及び先進的な経営管理手法の
教授を中心とする農業の担い手の育成を目的とする事
業に改定した上で、独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構（以下「農研機構」という。）に移管して、
農研機構の開発業務と一体的に実施することとされ
た。このため、新たな農業研修教育における教育目
標・手法・内容等について検討を重ね、20年4月につ
くば市に新校舎を開設し、新たな研修教育課程をスタ
ートさせた。
また、18年度までの入学者に対しては、自ら近代的
な農業経営を実践し、地域農業のリーダーとなるべき
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優れた人材として育成する農業研修教育を引き続き実
施した。

第10節 多様な人材の育成・確保

1 女性の社会・経営参画の促進

農業就業人口の過半を占め、農業生産や地域社会に
おいて重要な役割を果たしている女性の社会・経営参
画の促進及び女性がより一層活躍できる環境の整備を
促進した。
⑴ 農業・農村男女共同参画チャレンジ総合推進事業
女性農業者の農業経営・地域社会の参画促進に向け、

交流会やシンポジウムの開催、相談活動の実施、出産・
育児期の女性を支援するための普及啓発、農業経営能
力向上や起業化のための情報提供や研修の開催、在宅
農業学習（E－ラーニング）等を実施した。

（予算額 126,510千円）
⑵ 担い手アクションサポート事業のうち新たな人材

の育成・確保活動（女性の担い手育成・確保支援）
女性の担い手を育成・確保するため、認定農業者を

志向する女性に対する研修や情報提供、女性認定農業
者の経営多角化・高度化に向けた研修、経営相談等の
経営支援及び認定農業者の共同申請制度の活用に向け
た普及広報活動を実施するとともに、集落営農におけ
る加工・販売等の起業部門を担う女性を育成するため
の研修や情報提供等を実施した。

（予算額 2,250,000千円の内数）

2 高齢者・障害者などへの支援

高齢社会対策大綱を踏まえた農山漁村における高齢
者対策の推進するための施策を実施した。
また、障害者基本法（昭和45年法律第84号）に基づ

く「重点施策実施5か年計画」等を踏まえた、農業分野
における障害者就労の推進のための施策を実施した。

⑴ シニア能力活用促進事業
高齢者による担い手支援等の活動を促進するため、

高齢者への担い手支援に向けたセミナー開催、高齢者
を活用した集落問題解決への実証調査、高齢者による
優良活動事例の収集・情報提供、優良な活動を行った
高齢者に対する表彰を実施した。

（予算額 5,534千円）
⑵ 担い手アクションサポート事業のうち新たな人材

の育成・確保活動（高齢者による担い手支援）
高齢者による活動を促進するため、地域が行うシン

ポジウム等の普及啓発活動、加工技術等研修を実施し

た。
（予算額 2,250,000千円の内数）

⑶ 農村生活総合調査研究事業委託費
高齢者対策や女性の参画促進等の政策上の課題に、
普及現場が的確に対応していくため、高齢化社会等に
対応した農業・農村の活性化及び農業法人等による障
害者就労の円滑な定着に関する調査研究を行い普及手
法を提示した。
また、農業法人等が障害者を就労させる際に必要な
労働環境整備等のあり方を示した基本マニュアルを作
成するとともに、セミナーの開催等によりその普及啓
発を行った。

（予算額 47,164千円）

3 外国人研修生受入れの適正化

外国人研修制度の一層の適正化のため、各地方農政
局等における制度研修会の開催や適正な研修計画策定
の支援等の実施。適正化に取り組む農業団体への助言
等の支援、適正化方策の調査を実施した。

⑴ 外国人研修受入れ適正化支援事業
農業分野における外国人研修等の受入れの適正化を
図るため、全国農業会議所において、地域の受入れ体
制づくりの支援や、適正な研修計画策定のための支援、
農業の実態を踏まえた研修生や農家への助言・情報提
供等を行った。

（予算額 80,044千円）
⑵ 外国人研修適正化推進調査

農林水産・食品産業分野の研修について、実態調査
を行い、産業特有の課題等を踏まえつつ外国人研修制
度の適正化に必要な方策について検討を行った。

（予算額 8,000千円）

第11節 農業協同組合等

1 農業協同組合及び同連合会

⑴ 農協系統の現状
農協は、農業者の相互扶助を基本理念とする協同組
織であり、農業者の営農活動や生活の向上のため、経
済事業、信用事業、共済事業等を展開している。これ
らの事業を総合的に行う総合農協の数は、779組合（21
年3月末現在）あり、地域の組合員等に対し、各種サ
ービスを提供している。また、総合農協等が会員とな
り都道府県と全国段階に連合会が組織され、これらの
指導組織としての中央会が構成されている。
近年、農協を取り巻く事業環境や食料・農業・農村
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をめぐる情勢は大きく変化しており、農協の組織や各
事業については、様々な見直しが進められてきた。具
体的には、総合農協の合併、地方組織と全国組織の統
合、人員の削減、JAバンクシステムの確立や信用・共
済事業における他の金融・保険業態と同等の規制措置
の導入等が行われ、これらの取組については、一定の
成果があげられている。
経済事業改革については、その全国組織である全農

で不祥事が続いたことから、省内に副大臣を座長とす
る「経済事業改革チーム」を設置して、平成17年10月
に発出した業務改善命令に基づき全農が策定した改善
計画について、進捗状況の報告を求め、監視・指導を
行ってきた。この全農の改善計画においては、①経営
理念の周知徹底、②組合員のために最大奉仕をする観
点からの事業の検証・見直し、③子会社の管理態勢の
強化及び再編、④法令遵守態勢の確立に関する各種措
置を行うこととしているが、平成20年度末時点では、
③の措置について計画策定時に203社あった子会社を
117社まで再編するなど、①、③及び④の各種措置に関
しては、全ての項目が措置された。②についても全項
目で取組が進んでいるが、事業の見直しを実行あるも
のとするために取り組んでいる子会社を含めた全農グ
ループの要員削減については、22年度までに5千人の
要員を削減する目標に対して当該年度末時点では目標
達成まで残り約400人と前倒しで取組を進めているも
のの、最終目標には達していない。
農協系統の現状を概観すると、21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3,010
（うち総合農協779）、連合会が222（うち全国区域のも
の18）で20年度中に単位農業協同組合が120（うち総合
農協58）、連合会が9それぞれ減少している。
20年度における総合農協の合併実績は23件であり参

加農協数は79農協であった。
19事業年度末現在における総合農協の正組合員の数

は、488万人（団体を除く。）で前事業年度末に比較し
5万4千人減少し、准組合員の数は447万人（団体を除
く。）で前事業年度末に比較し16万4千人増加してい
る。

⑵ 農協系統の財務の概況
19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）90兆9,265億円で、前年度
比2.3％増加した。これら調達資金の91.5％は信用事
業負債である。
資金の運用については、全体の92.2％である83兆

8,577億円が信用事業資産（預金、貸出金、有価証券等）
であり、前年度比2.3％増加している。固定資産は前

年度比1.4％減少し3兆973億円、外部出資は前年度比
9.6％増加し2兆1,900億円である。
純資産については、5兆5,567億円で、前年度比2.3％
増加した。

⑶ 農協系統の行う各事業の概況
ア 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。
19事業年度末における1組合平均の営農指導員数
は17.5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11.4％となっ
ている。
イ 信用事業

農協における20年度末の貯金残高（譲渡性貯金を
含む。）は83兆3,096億円、貸出金残高は23兆4,303億
円、有価証券残高（金銭の信託及び買入金銭債権を
含む。）は4兆8,252億円となっている。
また、信農連における20年度末の貯金残高（譲渡
性貯金を含む。）は51兆3,178億円、貸出金残高は5
兆6,420億円、系統預け金は27兆7,431億円、有価証
券（金銭信託及び買入金銭債権を含む。）は16兆
3,780億円となっている。
ウ 経済事業

19事業年度における総合農協の販売事業の取扱高
は、4兆3,480億円となっており、そのうち主要なも
のは畜産1兆1,465億円（26.4％）、米9,450億円
（21.7％）、野菜1兆2,415億円（28.6％）、果実4,480
億円（10.3％）である。
また、購買事業の取扱高は3兆2,778億円となっ
ており、そのうち主要なものは飼料4,019億円
（12.3％）、肥料3,047億円（9.3％）、農薬2,372億円
（7.2％）、農業機械2,278億円（6.9％）、燃料5,898億
円（18.0％）、食料品3,820億円（11.7％）、日用雑貨
696億円（2.1％）、家庭燃料2,401億円（7.3％）であ
る。
エ 共済事業

20年度末の共済事業における長期共済保有契約高
（保障ベース）は、330兆1,901億円（前年度末340兆
9,480億円）、短期共済契約高（掛金ベース）は、
4,393億円（前年度末4,579億円）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9,014億円、満期共済金3兆2,173億
円、合計4兆1,187億円となった。
オ 医療事業
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農協系統組織の医療事業は主として都道県（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、20年度末現在では33都道府県で35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、

64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。

2 農業協同組合中央会

⑴ 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。
20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48億1,336万円、都道府県農
業協同組合中央会にあっては563億9,024万円となって
いる。

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、20年度末においては
7,616法人（前年度同期7,532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1,769、農業の経営を行ういわゆる2号法人の数は
1,083、1号及び2号の事業を併せ行う法人の数は
4,764となっている。
また、作目別にみると単一作目が5,908法人で圧倒
的に多く、複合作目は1,708法人である。単一作目で
は、畜産（酪農、肉用牛、養豚、養鶏等）1,737法人、
普通作（稲等）1,544法人、野菜772法人、果樹479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等を行うため、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
が、公的年金制度の一元化の一環として、平成14年4
月に厚生年金と統合した。この統合により、農林年金
は職域年金相当部分のみを特例年金として支給するた
めに、経過的に存続することとなっている。

（20年度末年金受給権者数：412,377人）

5 農協に関する統計調査

⑴ 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、財務及び事業の状況を調査し、統計表とし
て公表した。19事業年度の各統計表の集計組合等数は
総合農協818、専門農協768、都道府県区域農協連合会
100であった。

⑵ 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（21年3月31日現在）及び20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12節 農林漁業金融

1 組合金融の動き

平成20年度に行われた第169回国会（常会）において、
「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立し
た。近年の金融サービス業における国際的な競争が激
化していることを踏まえ、我が国の金融サービス業の
活力と競争を促す環境を整備することを目的とするも
のであり、これにより新たにプロ投資家（特定投資家）
向け市場の創設等がなされた。その際に、企業再生（地
域再生）の一層の推進等の観点から、農協系統を含め
た金融機関本体業務の見直しも行われ、新たに投資助
言業務、二酸化炭素排出権取引業務、子会社外国銀行
代理業務が解禁となり、これらは平成20年12月12日に
施行された。
さらに、第170回国会（臨時会）において、国の資本
参加を通じて、金融機関の金融仲介機能を強化するこ
とにより、厳しい状況に直面する地域経済、中小企業
を支援することを目的とする「金融機能の強化のため
の特別措置に関する法律」が改正された。これにより、
協同組織金融機関全体で提供している金融機能の発揮
の促進を目的として、中央機関（農林中金）に対して
予め国が資本参加することを可能とする枠組みが新た
に創設され、平成20年12月17日に施行された。
以上のような情勢の下、平成20年度の系統信用事業
は、次のような動向となった。

⑴ 農 協 の 動 き
ア 貯金

20年度末の貯金残高は83兆3,096億円となり、前
年度末に比べ1兆2,340億円、1.5％増加した。
イ 借入金
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20年度末の借入金残高は2,199億円（このほか日
本政策金融公庫（農林水産事業）から転貸用借入金
2,449億円）となり、前年度末残高（2,402億円）よ
り203億円、8.5％減少した。

ウ 貸出金
20年度末の貸出金残高は22兆4,571億円（このほ

か日本政策金融公庫（農林水産事業）受託貸付金残
高2,704億円、金融機関貸出7,851億円）となり、前
年度末に比べ7,839億円、3.6％増加し、貯貸率は
26.4％から27.0％へと増加した。
また、貸出金残高の短期、長期別の年度間増減を

みると、短期貸出が前年度末に比べ1,366億円、7.1％
減少、長期貸出が1兆2,314億円、6.0％増加となっ
た。
なお、長期貸出比率は92.4％で、前年度末に比べ

1.0％増加した。
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等で運用されており、そ
の20年度末残高は60兆9,914億円で、前年度末残高
（60兆9,410億円）より504億円、0.1％増加した。
その運用内訳をみると、預け金が56兆1,662億円
で前年度末に比べ4,698億円、0.8％減少したが、余
裕金の92.1％を占めた。このうち系統への預け金が
55兆9,135億円で、余裕金全体の91.7％を占めてお
り、前年度末（92.5％）より0.8％減少した。
また、20年度末における有価証券保有残高は4兆
8,112億円と前年度末に比べ5,248億円（12.2％）増
加し、余裕金全体に占める割合は7.0％から7.9％へ
と増加した。（表4)

表4 農協信用事業主要勘定
（単位：億円、％）

貯金A
借入金
日本公庫
転貸資金
を除く

⎧
｜
｜

⎩

⎫
｜
｜

⎭

貸出金B
日本公庫
資金、金
融機関貸
出を除く

⎧
｜
｜
｜

⎩

⎫
｜
｜
｜

⎭

預け金 うち系統
預 け 金 有価証券 貯貸率

B/A

19年3月末 801,889 2,239 212,851 550,475 547,984 45,395 26.6
20年3月末 820,756 2,402 216,732 566,360 563,766 42,864 26.4
21年3月末 833,096 2,199 224,571 561,662 559,135 48,112 27.0

⑵ 信農連の動き
ア 貯金

20年度末の貯金残高は51兆3,178億円となり、前
年度末に比べ2,169億円、0.4％減少した。

イ 借入金
20年度末の借入金残高は5,188億円となり、前年

度末残高（3,077億円）より2.111億円増加した。
ウ 貸出金

20年度末の貸出金残高は5兆6,420億円（金融機
関貸出を除く）となり、前年度に比べ3.953億円、
7.5％増加した。
この結果、年度末残高の貯貸率は、10.2％から

11.0％へと増加した。
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等で運用されており、
その20年度末残高は44兆7,781億円で、前年度末残
高（46兆7.393億円）より1兆9,612億円、4.2％減少
した。
その運用内訳をみると、預け金27兆8.773億円で
余裕金の62.2％を占め、前年度に比べ1兆7,793億
円、6.0％減であった。このうち系統への預け金は
27兆7,431億円で余裕金全体の61.9％を占めており、
前年度（63.4％）より減少した。また、20年度末に
おける有価証券保有残高は16兆3,780億円と前年度
に比べ1,761億円（1.1％）減となり、余裕金全体に
占める割合は35.4％から36.5％へと増加した。（表
5)

表5 信農連主要勘定
（単位：億円、％）

貯金A 借入金
貸出金B
金融機関貸
出を除く

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

金融機関
貸出 預け金 うち系統

預 け 金 有価証券 貯貸率
B/A

19年3月末 500,388 2,086 51,529 13,203 285,710 284,426 167,217 10.3
20年3月末 515,347 3,077 52,467 12,962 296,566 295,166 165,542 10.2
21年3月末 513,178 5,188 56,420 15,578 278,773 277,431 163,780 11.0
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⑶ 農林中央金庫の動き
ア 預金

20年度末の預金残高は37兆5,015億円となり、前
年度末（38兆8,133億円）より1兆3,117億円（3.4％）
減少した。この預金を預かり先別に見ると、会員の
残高が32兆1,822億円（前年度33兆8,972億円）で、
1兆7,150億円（5.1％）の減少となった。
また、会員以外の残高は5兆3,193億円（前年度4

兆9,161億円）で、4,032億円（8.2％）の増加となっ
た。なお、預金残高総額に占める会員団体の業態別
の割合は、農協系統が82.6％と大部分を占めており、
水産系統3.2％、森林系統0.05％となった。

イ 農林債券
20年度末の農林債券の発行残高は5兆2,550億円
となり、前年度（4兆8,221億円）より4,329億円
（9.0％）増加した。
ウ 貸出金
ア 会員貸出

20年度末の会員貸出残高は2,835億円、前年度
（2,326億円）より509億円（21.9％）増加した。こ
れを団体別に見ると、農協系統は2,326億円（前年

度1,748億円）で578億円（33.1％）の増加、水産
系統が337億円（前年度383億円）で46億円（12.0％）
の減少、森林系統が165億円（前年度179億円）で
14億円（7.8％）の減少となった。
イ 会員以外の貸出

20年度末の会員以外の貸出残高は10兆6,643億
円となり、前年度（9兆5,630億円）より1兆
1,013億円（11.5％)増加した。このうち、関連産
業法人貸出残高は3兆7,408億円（前年度3兆
1,498億円）で、5,910億円（18.8％）の増加とな
った。他方、関連産業法人貸出以外の貸出は、農
林水産業者、公共法人等貸出、金融機関貸出等が
あるが、これらの残高は6兆5,741億円（前年度5
兆9,005億円）で、6,736億円（11.4％）の増加と
なった。

エ 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20年度末
の有価証券保有残高は39兆5,588億円（前年度36兆
2,623億円）で、3兆2,965億円（9.1％）の増加とな
った。（表6)

表6 農林中央金庫主要勘定
（単位：億円）

預金 発行債券 会 員
貸 出

会員以外の
貸 出 有価証券

19年3月末 412,536 44,713 3,005 125,039 437,505
20年3月末 388,133 48,221 2,326 95,630 362,623
21年3月末 375,015 52,550 2,835 106,643 395,588
資料：農林中央金庫ディスクロ誌単体の数値であり、単位未満は切り捨て。

⑷ 農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険（貯金保険）機構は、貯

金保険制度の運営主体として貯金保険法に基づき、昭
和48年9月に設立された認可法人である。
貯金保険制度は、信用事業を行っている組合(農協、

漁協等)に万一経営破綻が生じた場合、その貯金者に
対し、機構が保険金の支払い及び貯金等債権の買取り、
資金援助等の措置により、貯金者の保護と信用秩序の
維持に資することを目的としている。
貯金保険機構が、保険金の支払い等に必要な資金と

して積み立てている責任準備金は、平成20事業年度末
において2,708億86百万円となっている。なお、平成
17年4月以降のペイオフ全面解禁後は、組合の経営破
綻は生じていない。

2 株式会社日本政策金融公庫（旧農林漁業金
融公庫）

⑴ 株式会社日本政策金融公庫の発足
農林漁業金融公庫は、平成20年10月1日に、国民生
活金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行（国際
金融等業務）とともに、政府100％出資の株式会社であ
る日本政策金融公庫へと統合された。
農林漁業金融公庫が行ってきた農林漁業者等への長
期かつ低利の資金の融通等の業務は、引き続き、日本
政策金融公庫が行うこととなった。

⑵ 貸付計画及び資金計画
平成20年度における貸付計画額は、資金需要の実勢
を勘案の上19年度の3,500億円から300億円減額の
3,200億円とした。資金の区分別の内訳は表7のとお
りである。
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表7 日本政策金融公庫貸付計画
（単位：百万円）

区 分 20年度 19年度 比較増△減
経営構造改善 149,030 150,870 △1,840
基 盤 整 備 51,942 46,951 4,991
一 般 施 設 82,728 86,179 △3,451
経営維持安定 31,300 61,000 △29,700
災 害 5,000 5,000 0
合 計 320,000 350,000 △30,000

(注）平成19年度は、農林漁業金融公庫の計画額。
平成20年度は、農林漁業金融公庫（上期）と日本政策
金融公庫（下期）との合計。

20年度の資金交付計画の総額は、19年度の3,000億
円から200億円減額の2,800億円とした。この原資とし
て、一般会計からの出資金15億円、財政投融資特別会
計からの出資金63億円、借入金1,877億円（うち財政融
資資金1,770億円、食料安定供給特別会計107億円）、農
林漁業信用基金からの寄託金17億円及び自己資金等
828億円（うち財投機関債100億円）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
め及び日本政策金融公庫農林水産業者向け業務の貸付
けにより生じる政策コストについて、一般会計から補
給金335億7,142万円（19年度当初419億2,800万円）の
繰入れを予定した。
なお、20年度末時点の日本政策金融公庫農林水産業

者向け業務に対する政府出資金は3,247億円となって
いる。

⑶ 制 度 改 正
19、20年度における融資制度の主な改正点は、次の

とおりである。
＜19年度＞
ア 農業経営基盤強化資金において、500万円までは
スコアリングシステムを活用した審査により、無担
保無保証人での融資可否を1週間以内に判断する仕
組みを構築した。

イ 農業経営基盤強化資金において、農山漁村振興基
金からの利子助成拡大により、実質無利子化した。

ウ 不慮の災害や社会的、経済的な環境の変化等不測
の事態に機動的に対応できるよう農林漁業セーフテ
ィネット資金を創設した。

＜20年度＞
ア 農林漁業施設資金において、アグリサポート事業
計画に基づく事業を対象に追加した。

イ 農林漁業施設資金において、貸付金の一部が自己
資本と見なされる資本的劣後ローンを創設した。

ウ 林業基盤整備資金において、利用間伐に必要な資
金を供給できるよう利用間伐推進資金を創設した。

⑷ 貸 付 状 況
20年度の貸付額は表8のとおり2,344億円で、貸付

計画額3,200億円を下回った。
ア 経営構造改善関係資金

20年度の経営構造改善関係資金の主な貸付額をみ
ると、農業経営基盤強化資金は1,401億円、経営体育
成強化資金は31億円、漁業経営改善支援資金は77億
円、中山間地域活性化資金は33億円となった。これ
らの結果、全体としては、1,547億円となった。
イ 基盤整備関係資金

20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101億円、担い手育成農地集積資
金は77億円、林業基盤整備資金は55億円、森林整備
活性化資金は8億円、漁業基盤整備資金は14億円と
なった。これらの結果、全体としては、255億円とな
った。
ウ 一般施設関係資金

20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122億円、特定農産加工資金
は86億円、食品流通改善資金は122億円となった。
これらの結果、全体としては、419億円となった。
エ 経営維持安定関係資金

20年度の経営維持安定関係資金の貸付額をみる
と、農林漁業セーフティネット資金が122億円となっ
た。
オ 災害関係資金

20年度の災害関係資金の貸付額は、全体として1
億円となった。

表8 日本政策金融公庫資金貸付額
（単位：百万円）

区 分 20年度 19年度
経 営 構 造 改 善 154,719 117,982
農業経営基盤強化 140,108 99,638
経営体育成強化 3,117 3,020
林業構造改善事業推進 － 100
林業経営育成 154 130
漁業経営改善支援 7,746 7,145
中山間地域活性化 3,330 7,902
振興山村・過疎地域経営改善 263 47

基 盤 整 備 25,487 33,638
農業基盤整備 10,095 13,722
担い手育成農地集積 7,692 8,711
林業基盤整備 5,506 5,855
森林整備活性化 812 3,770
漁業基盤整備 1,381 1,580

一 般 施 設 41,886 57,096
農林漁業施設 12,187 25,658
畜産経営環境調和推進 － －
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特定農産加工 8,623 17,844
食品産業品質管理高度化促進 1,710 130
漁 船 644 320
水 産 加 工 2,080 1,799
食品流通改善 12,187 10,452
食品安定供給施設整備 4,439 678
塩業、新規用途、乳業 16 215
経 営 維 持 安 定 12,204 25,498
農業経営維持安定 － －
林業経営安定 － 22,949
沿岸漁業経営安定 － －
農林漁業セーフティネット 12,204 2,549
災 害 116 266

計 234,412 234,479
（注1）平成19年度は、農林漁業金融公庫の計画額。

平成20年度は、農林漁業金融公庫（上期）と日本
政策金融公庫（下期）との合計。

（注2）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。

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、
農業者等の農業経営の近代化に資することを目的に、
都道府県の行う利子補給等の措置に対して助成するこ
と等により長期かつ低利な施設資金等の円滑な供給に
努めてきたところであるが、三位一体の改革により、
17年度以降は、都道府県に対する国の助成を廃止・税
源移譲し、都道府県の責任において、かつ自主的な判
断の下で事業を実施している。
19年度においては、21年度までの3年間に農業近代

化資金を借り入れる認定農業者に対して、農山漁村振
興基金からの利子助成により無利子化措置を実施して
いる。
20年度においては、21年度までの2年間に農業近代

化資金を借り入れる集落営農組織に対して、農山漁村
振興基金からの利子助成により金利負担軽減措置を実
施している。

⑴ 融 資 状 況
20年度の融資実績は491億円（19年度486億円）で、

承認件数は5,810件となった。（表9）
表9 農業近代化資金利子補給承認状況

（単位：件､百万円）
20年度 19年度

件数 金額 件数 金額
個人施設 5,524 42,295 5,451 40,420
うち認定農業者向け 4,758 32,768 4,673 31,247
うちその他担い手向け 766 9,527 778 9,173
共同利用施設 286 6,784 367 8,132
合 計 5,810 49,079 5,818 48,551

（注）単位未満四捨五入のため合計と一致しない場合があ
る。

⑵ 融 資 残 高
20年12月末の融資残高は2,580億円（うち国枠中金

融資分24億円）となった。
⑶ 農業近代化資金の予算及び決算

20年度における農業近代化資金利子補給金の当初予
算額は835万6千円であり、補正後の予算額467万3千
円に対し決算額は423万8千円となった。（表10）

表10 農業近代化資金の予算額及び決算額
（単位：千円）

20年度 19年度
予算額 決算額 予算額 決算額

農業近代化資金 (8,356) (20,245)
利子補給金 4,673 4,238 6,348 5,795
（注）( ）内は当初予算である。

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短期運転資金を、農協系統金
融機関等を通じて極度貸付方式等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、独立行政法人農林漁業信用
基金に造成さ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
短期運転資金を融通する仕組みである。

融資状況
20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197億円（19年度157億円）で、その融資
残高は103億円（19年度74億円）となった。

5 農業信用保証保険

⑴ 農業信用基金協会の業務概況
20年度末の債務保証残高は6兆7,371億円（農業近

代化資金1,940億円、農業改良資金59億円、就農支援資
金134億円、一般資金等6兆5,238億円）で、前年度末
の6兆5,248億円に対し2,123億円の増加となった。
また、20年度中に基金協会が代位弁済を行った金額
は173億円で、前年度の172億円に比べ1億円増加した。
この結果、20年度末の求償権残高は1,068億円となっ
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た。
⑵ (独)農林漁業信用基金の業務概況（農業関係）
20年度末の保険価額残高は、保証保険3兆6,483億

円、融資保険82億円で、前年度末の保証保険3兆7,056
億円、融資保険13億円に対し、573億円の減少及び69億
円の増加となった。各基金協会に貸し付けた融資資金
の残高は、長期資金491億円で、前年度末と同額となっ
た。
また、20年度において基金協会に支払った保険金の

額は71億円で、前年度の81億円に対し10億円減少した。
この結果、20年度末の支払保険金残高は918億円で、

前年度の877億円に対し41億円の増加となった。
（参考）全国農協保証センターの業務概況

20年度末の再保証引受額及び保証引受額は6,742億
円（前年度6,003億円）、再保証残高及び保証残高は3
兆6,888億円（前年度3兆3,433億円）となった。

⑶ 農業信用保証保険関係の予算と決算
20年度においては、(独)農林漁業信用基金の財務基

盤を強化するための予算として770,455千円（決算額
770,455千円）を交付した。また、20年度補正予算（第
2号）として、適正な財務諸表を作成し経営改善に取
り組む農業者に対し、資金借り入れの際の保証料負担
を軽減するための助成金605,000千円を交付した（表
11）。

表11 農業信用保証保険関係の予算額及び決算額
（単位：千円）

20年度 19年度
区 分 予算額 決算額 予算額 決算額

農業経営金融支援対策費補助金
農業経営支援緊急対策 (－)
保証料助成金交付事業 605,000 605,000 － －

農業信用保険事業交付金 (770,455) (100,000)
770,455 770,455 100,000 100,000

（注）( ）内は当初予算である。

第13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、国が再保険を行うものとして、

農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園
芸施設共済があり、国が再保険を行わないものとして
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12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
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3段階制によって構成されて
いる。（地域の意向を踏まえ、都道府県の区域の組合
と国との2段階制による事業実施も可能。）
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、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補
償関係業務（国の出資38億円、連合会等の出資18億円）
により、農業共済団体等に対し、共済金及び保険金の
支払財源が不足する場合に融資を行っている。

表12 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
家畜共済事業 牛、馬、豚

果樹共済事業

うんしゅうみかん、なつみかん、い
よかん、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、茶、そば、ス
イートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、
ホップ、蚕繭

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する。

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、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、河内晩
柑、ゆず及びはるみ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。
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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の助成措置は行われていな
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

⑴ 平成20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

平成20年度は全国的には概ね天候に恵まれ、また、
台風の上陸数もなく、被害の少ない年であった。しか
し、局地的には地震、降ひょう・降霜、大雨、台風の
接近等により被害の発生が見られた。
被害の発生に対し、以下のとおり通知を発出し、損

害防止対策や事後対策の実施について組合員等への周
知を図るとともに、被害申告や損害評価の的確な実施、
また、共済金の早期支払い体制の確立等について関係
団体に指導した。
6月には、「岩手・宮城内陸地震」により、農作物等

に被害が発生したことを踏まえ、「平成20年6月14日
に発生した岩手・宮城内陸地震による農作物等の被害
に係る農業共済の対応について」（保険監理官通知（平
成20年6月17日付け20経営第1857号））を、また、北海
道において、降ひょうにより農作物等に被害が発生し
たことを踏まえ、「平成20年6月11日に発生した北海
道の降ひょうによる農作物等の被害に係る対応につい
て」（保険監理官等関係課長連名通知（平成20年6月9
日付20経営第1865号））を発出した。
8月には、各地で局地的な大雨が発生し、特に8月

末の愛知県を中心に発生した大雨「平成20年度8月末
豪雨」により、農作物等に被害が発生したことを踏ま
え、「平成20年8月末豪雨による農作物等の被害に係
る農業共済の対応について」（保険監理官通知（平成20
年9月2日付け20経営第3277号））を発出した。
9月には、台風13号の接近に伴う大雨により、九州

を中心に農作物等に被害が生じたことを踏まえ、「台
風13号による農作物等の被害に係る農業共済の対応に
ついて」（保険監理官通知（平成20年9月17日付け20経
営第3619号））を、また、台風15号の接近に伴う対策と
して、「台風第15号の接近及び通過に伴う農作物等の
被害に係る農業共済の対応」（保険監理官通知（平成20
年9月30日付け20経営第3751号））を発出した。

⑵ 農林漁業保険審査会
農林漁業保険審査会（会長 山下友信）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
の権限に属させた事項を処理する。
農林漁業保険審査会には、農業共済再保険部会、森
林保険部会、漁船再保険部会及び漁業共済保険部会の
4部会が置かれており、審査事項は、それぞれの保険
等について、政府を相手として提起する訴えに関する
審査である。
⑶ 農作物共済及び園芸施設共済の料率の一般改定
料率改定期に当たる農作物共済及び園芸施設共済の
共済掛金標準率等の算定方式について、農林水産大臣
が食料・農業・農村政策審議会（農業共済部会）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、農作物共済にあっては平成21年3月3
日付け農林水産省告示第293号をもって基準共済掛金
率等が告示され、平成21年産（麦にあっては平成22年
産）から、園芸施設共済にあっては平成21年2月27日
付け農林水産省告示第287号をもって基準共済掛金率
等が告示され、平成21年4月1日以後に共済責任期間
が開始する共済関係から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

⑴ 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、平成20年4月1日
現在で組合等数277、うち組合205、共済事業を行う市
町村72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、昭和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259（うち
郡の区域を超える組合等数は175）となっている｡

⑵ 運 営 指 導
平成20年4月14日に都道府県主管課長及び農業共済
担当者を集め、20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、組合等に対する指導を
指示した。また、4月15日には連合会等参事を集め、
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。

⑶ 団体等への助成
農業災害補償法に基づき行う共済事業及び保険事業
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に関する基幹的な事務を行うのに要する人件費、庁費
などの経費を農業共済事業事務費負担金として負担し
ており、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測調査等により実施するため
の経費を農業共済事業特別事務費補助金として、イン
ターネットを活用した総合的な電子化を進めることに
より、農業共済事業の運営の効率化を図るための電子
申請・総合受付システムの構築にかかる経費、個体ご
との診療履歴等の情報を電子化するための家畜診療等
情報管理・提供システムを開発し、家畜ごとの疾病履
歴情報と群管理情報等により、的確な農家指導を行い
事故低減を図るとともに、家畜ごとの投薬歴等の情報
を農家へ迅速に提供するための経費、現行の損害評価
員による把握の方法に代え、衛星画像を活用した新た
な損害評価方法を確立す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農業共済団体等に補
助している。平成20年度における交付実績は、全都道
府県43連合会204組合で、農業共済事業事務費負担金
459億515万円、農業共済事業特別事務費補助金1億
169万円、農業共済事業運営基盤強化対策費補助金2
億9,226万円となっている。

4 事業の実績（任意共済事業を除く）

⑴ 農業共済への加入状況
平成20年産（度）の各事業を通じての延加入数は

2,343千戸であり、総共済金額は2兆7,136億円となっ
ている。
また、引受率は、当然加入制をとっている水稲、麦

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
ている畑作物では60％程度、園芸施設では50％程度、
果樹では25％程度と低位となっている。

⑵ 共済掛金の国庫負担等
共済掛金は合計で1,217億円であり、このうち国庫
負担は605億円、農家負担は612億円、平均国庫負担割
合は50％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、畑作物は55％（蚕繭は50％）、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。

⑶ 共済金の支払状況
平成20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766億円（平成21年9月末現在）で
あった。

⑷ 農業共済再保険特別会計
この会計は、平成19年度から特別会計に関する法律

（平成19年法律第23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。
平成20年度の各勘定における収支の概要は、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216億5,249
万円、預託金利子収入1億1,445万円の合計217億
6,695万円であったが、他の勘定において再保険金
支払財源に不足を生じなかったため繰入を要しなか
ったので支出は皆無であり、差引217億6,695万円の
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。
イ 農業勘定

当勘定の収支は、収入149億2,192万円、支出66億
9,321万円、差引82億2,871万円の剰余となるが、未
経過再保険料に相当する額9,897万円は翌年度に繰
り越すこととなるので、これを控除すると81億
2,973万円の剰余となる。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。
ウ 家畜勘定

当勘定の収支は、収入456億2,234万円、支出319億
8,229万円、差引136億4,004万円の剰余となるが、未
経過再保険料等に相当する額114億2,149万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると22
億1,854万円の剰余となる。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59億1,356万円、支出13億
8,002万円、差引45億3,354万円の剰余となるが、未
経過再保険料に相当する額21億1,281万円は翌年度
に繰り越すこととなるので、これを控除すると24億
2,072万円の剰余となる。この剰余金は、再保険金
支払基金勘定へ繰り入れることとして決算を結了し
た。
オ 園芸施設勘定

当勘定の収支は、収入43億1,166万円、支出21億
4,781万円、差引21億6,385万円の剰余となるが、未
経過再保険料等に相当する額7億6,621万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると13
億9,763万円の剰余となる。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。
カ 業務勘定
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当勘定の収入は一般会計より受入9億6,267万円、
雑収入等39万円の合計9億6,306万円、支出は業務
取扱費9億6,306万円であり、差引21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。

⑸ 独立行政法人農林漁業信用基金（農業災害補償関
係業務）の事業実績

平成20年度における独立行政法人農林漁業信用基金
（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、積立金24億3,446
万円の計80億3,446万円であった。

イ 貸付
貸付金総額は、前年度より繰り越された15億

9,929万円と、当期中に貸し付けた17億7,282万円の
計33億7,211万円であり、貸し付けた農業共済団体
等数は実数8、貸付件数は17件であった。

ウ 回収
回収金総額は15億9,929万円であった。この結果、

当期末における貸付金残高は17億7,282万円となっ
た。

エ 当期損益
当期における収入総額1億5,653万円に対し、支

出総額は1億3,756万円で差引1,897万円の利益であ
った。
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