
（５）畜産・酪農の競争⼒強化
マーケットインの発想で更な
る強化へ

構造改⾰の先駆者である畜産・酪農
分野を更に強化し、マーケットインの
発想で⽇本農業の強みを伸ばします。
飼料メーカー、乳業、⾷⾁センター等
の関連産業を有機的に連携・結合さ
せ、地域ぐるみで収益⼒向上を図る
「畜産クラスター」を構築するととも
に、飼料⽤⽶の安定的な需要先の確保
と酪農家の創意⼯夫に応える環境を整
備します。

■ 地域ぐるみで畜産関係
者が有機的に連携・結集
し、収益力の向上を図る
体制（畜産クラスター）を
構築し、その取組の全国
的な普及活動等を支援

高収益型畜産（畜産クラスター）の構築

■ 「エコフィード利用畜産物」の認証等により、食品残さの飼料
利用と畜産物の高付加価値化・消費拡大を推進

国内飼料資源と技術のフル活用

■ 指定生乳生産者団体との生乳取引等について、指定団体の機能に留意しつつ、指定団体を通さず、自ら
生乳を加工したり直接販売する道を広げるなど、一層の多様化

酪農家の創意工夫に応える環境整備

■ 雌雄産み分け技術を活用した優良乳用後継牛の確保と需要に
見合った牛肉生産

■ 新技術による生産性の向上と省力化の推進
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食品事業者

食品残さ 畜産農家

■ 牛乳・乳製品について、チーズ、発酵乳、牛乳・乳製品を用いた和食等に係る新規需要開拓等を支援

■ 小規模なチーズ工房や輸出向けの乳製品工場等について、設置規制（都道府県知事の承認）を緩和



３ ⽣産現場の強化
（１）担い⼿への農地集積

16

農地中間管理機構を活用した10年後の日本農業の姿

それぞれの農業経営者

が自らの経営判断で
創意工夫あふれる経
営をしていける状況

生産コストの大幅削減

（担い手の米の生産コス
トを現状全国平均比４割
削減）

＝国産農産物の競争力
の強化

食品産業界等との連携
で、国産農産物の供給
を拡大

（輸入品に代替、新た
なニーズへの対応）

商社等との連携で、
輸出を拡大
（輸出額を1兆円に倍
増）

農地中間管理機構
を活用した構造改革
（10年間で達成）

農地利用の８割を
担い手に集積
＝本格的な

農業経営者

担い手の規模拡大と
農地利用の集約化

リース方式で

理想的な農地利用
を段階的に実現

農業の産業としての自立

地
域
経
済
の
向
上

農
業
・食
品
産
業
の
発
展

農地中間管理機構が本格的にワークする
よう、官民の総力を結集

① 地域内の分散し錯綜した農地を農地中間管理機構が借り受け、

② 必要な場合には基盤整備等の条件整備を行い、 担い手がまとまりのあ

る形で農地を利用できるよう配慮して貸し付ける

③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地として管理する

④ 農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、農地中間

管理機構を中心とする関係者の総力で農地集積・耕作放棄地解消を推

進する

借受け

受

け

手
貸付け

農地中間管理機構 （農地集積バンク）

出

し

手

農地中間管理機構による農地の集積・集約化
担い⼿の農地利⽤が全農地の８割（現在５割）を占める農業構造を実現する⽬標を達成するた

め、農地中間管理機構が、平成26年7⽉までに46道府県で設⽴されました。
農地中間管理機構を活⽤した農地利⽤の集積・集約化は、24年度から地域において取り組ん

でいる⼈・農地プランの策定・定期的⾒直しの取組とセットで推進することとしています。



（２）経営所得安定対策の⾒直し

生産者の拠出を伴うセーフティーネットとして、収入
の減少の影響を緩和。

（基準収入から下がった分の９割を補填）

全ての販売農家を対象に、米価が標準的販売価格
より低下した場合、生産者の拠出なく補填。

（標準的販売価格からの低下分を10割補填）

全ての販売農家を対象に、米もコスト割れしていると
して補填。（10a当たり1.5万円）

戸別所得補償制度として平成22年度から導入

諸外国との生産条件格差から生ずる不利（コスト割
れ）を補填。

（麦、大豆等の畑作物が対象）

◆米の直接支払交付金

◆米価変動補填交付金

◆畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

◆米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

担い手経営安定法に基づき平成19年度から導入

担い手（認定農業者、集落営農、認定新規就農
者）に限定して実施する（ただし、規模要件は課
さない）。

平成30年産米から廃止する。

平成26年産米から廃止する。

産業政策として、担い手の経営安定を確保

中期的には、すべての作目を対象とした収入保
険の導入について調査・検討を進め、その道筋
をつける。

激変緩和のための経過措置として、26年産米
から単価を削減した上で、29年産までの時限措
置とする。

激変緩和のため、26年産に限り、ナラシ対策非
加入者に対する影響緩和対策を実施する。

＜平成25年度の制度内容＞ ＜改革の内容＞
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意欲と能⼒のある農業者の幅広い参加を可能とする新たな対策を推進
従来の経営所得安定対策（旧：⼾別所得補償制度）は、⼀律の⽀払いなど構造改⾰にそぐ

わない⾯があったため、全ての販売農家を対象にした⽶の直接⽀払交付⾦や⽶価変動補填交
付⾦については、⼯程を明らかにした上で廃⽌することとする⼀⽅、27年産からの畑作物の
直接⽀払交付⾦（ゲタ対策）、⽶・畑作物の収⼊減少影響緩和対策（ナラシ対策）について
は、⼀律の規模要件を外し、意欲と能⼒のある農業者（担い⼿）であれば幅広く参加できる
ようになります。

畑作物の直接支払交付金
（ゲタ対策）のイメージ

交付額

単位面積当たり収量

数量払

面積払
収穫前に
内金として

支払い

農業者１：国３
の積立金を財源

標準的
収入

当年産
収入

近５年
のうち、
高・ 低を
除く３年の
平均収入

補てん金
収入減
の９割

米・畑作物の収入減少影響緩和対策
（ナラシ対策）のイメージ

ゲタ・ナラシ対策ともに意欲と能力のある農業者（担い手）であれば幅広く対象

対象農業者：認定農業者、集落営農、認定新規就農者
（いずれも規模要件は課さない）
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需要に応じた⽶の⽣産を⾏える環境を整備
需要に応じた⽶の⽣産を推進するため、飼料⽤⽶等の⽣産促進、⽶需要の３分の１を占める中

⾷・外⾷等のニーズに応じた⽣産と安定取引の⼀層の推進、需給・価格や販売進捗・在庫に関す
るきめ細かい情報提供等の環境整備を進めます。

こうした取組の定着状況をみながら、５年後を⽬途に、⾏政による⽣産数量⽬標の配分に頼ら
ずとも、国が策定する需給⾒通し等を踏まえつつ、⽣産者や集荷業者・団体が需要に応じて⾃ら
⽣産量を決める状況になるよう、⾏政・⽣産者団体・現場が⼀体となった取組を進めます。

⾷料⾃給率・⾃給⼒の維持向上
に向け、⽔⽥をフルに活⽤

⽶の１⼈当たり消費量は、昭和37年から
現在までの50年間に半減し、今後とも⾼齢
化等による減少が⾒込まれます。このた
め、優れた⽣産装置である⽔⽥をフルに活
⽤し、⾷料⾃給率・⾃給⼒の維持向上を図
るため、⻨、⼤⾖、飼料⽤⽶など、戦略作
物の⽣産拡⼤を進めます。

また、地域の作物振興の設計図となる
「⽔⽥フル活⽤ビジョン」に基づく地域の
特⾊ある産品の産地づくりに向けた取組を
進めます。

（上）飼料用米を利用した豚肉と卵
（左奥の卵は通常のエサを用

いたもの）

（左）米粉を利用した米粉パン

【水田のフル活用のイメージ】

【米の１人１年当たり消費量】

（３）⽔⽥のフル活⽤と⽶政策改⾰の推進

主食用水稲作付け
（人口減少・高齢化等により減少傾向）

麦、大豆、米粉、飼料用米
（拡大傾向）

約6割 約4割
水 田

この水田を食料自給率・自給力の
維持向上のためにフル活用

１ 国産需要があるものの輸入依存度が高い麦・大豆などの生産を促進
２ 新たな需要である米粉用米、ほとんどを海外に依存している飼料向けの米などの生産を促進

昭和35 40 45 50 55 60  平成2 7 12 17     22 24

０

平成24年

56.3

Kg(精米)

(年平均減少量) ▲2.2kg  ▲1.3kg  ▲0.8kg              ▲0.6kg
(昭和40～49年)    (昭和50～59年)    (昭和60～平成6年)    (平成7～16年) 

昭和37年

118.3
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○ 農業の成⻑産業化に資するよう、農協制度を60年ぶりに抜本改⾰
○ 単位農協が⾃⽴し、創意⼯夫を発揮して農業者の所得向上・農業の成⻑産業化に全⼒を挙げることを基本
○ 単位農協を的確にサポートできるよう、連合会・中央会のあり⽅も⾒直す

（４）農協・農業委員会等に関する改⾰の推進

60年ぶりの抜本改⾰
農業の成⻑産業化に向け、経営マインドを持つ意欲ある農業の担い⼿が企業の知⾒も活⽤し

て、⼒強い農業活動を展開し、活躍できる環境を整備していく観点から、農協、農業委員会、農
業⽣産法⼈の改⾰を推進します。また、次期通常国会に関連法案を提出できるよう議論を深めて
いきます(平成26年７⽉現在)。

○ 役員の過半を担い⼿や販売の
プロとし、単位農協が⾃⽴し
て、創意⼯夫で経営

○ 農業の成⻑産業化に重点を置
くため、⾦融事業の負担を軽減
できるよう農林中⾦等がサポー
ト

○ 地域のインフラとしてのサー
ビスについては、より円滑に提
供できる組織形態を選択できる
よう法整備

○ 中央会制度は、昭和29年に、
経営危機に陥った農協組織を再
建するために導⼊された特別な
制度（中央会が農協を強⼒に指
導）

○ 農協数が当時の１万超から約
700に減少するなど状況が⼤き
く変化する中で、中央会につい
ては抜本的に⾒直し

○ 単位農協の⾃⽴を前提に、中
央会の今後のあり⽅を検討し、
次期通常国会に法案を提出

○ 農業者の所得向上を図っていく
には、農産物販売等で単位農協を
サポートする全農の役割は極めて
重要

○ 全農が農業の発展に向けて国の
内外で企業とも連携して積極的に
活動できるようにするために、株
式会社に転換できるよう法整備

中央会（全国中央会・県中
央会）はどうするのか 全農はどうするのか 単位農協はどうするのか

今回の農協改⾰のねらい

○ 農業の成⻑産業化に資するよう、農業委員会制度を60年ぶりに抜本改⾰
○ 農業委員会の主たる使命である、担い⼿へ農地利⽤の集積・集約化をよりよく果たせるように抜本的に

⾒直し
○ 農業委員会を的確にサポートできるよう、都道府県農業会議・全国農業会議所のあり⽅も抜本的に⾒直す

今回の農業委員会改⾰のねらい

農業委員の選出⽅法 都道府県農業会議
全国農業会議所 農業⽣産法⼈要件

○ 適切な⼈物が確実に就任す
るよう、選挙制から、市町村
議会の同意を要件とする市町
村⻑の選任制に変更する

○ 農業委員の過半は担い⼿農
業者とする

○ 農業委員会をサポートする都
道府県農業会議、全国農業会議
所の役割を⾒直し、農業委員会
の連絡・調整のほか、優良事例
の横展開、法⼈化の推進、法⼈
など担い⼿の経営⽀援、新規参
⼊の⽀援等を⾏う指定法⼈に移
⾏

○ ６次産業化等により経営の発
展を⽬指す法⼈を⽀援するた
め、

・ 役員のうち農作業に従事す
る者は１⼈でよいこととする
（従来は役員の４分の１程度）
・ 議決権要件については、農
業者以外の者は２分の１未満ま
で持てることとする

（従来は４分の１以下）
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NPO法人等

特例有限会社

株式会社

３６４「株式会社等の農業参入セミナー」

主催 全国農業会議所・農林水産省他

後援・協力 日本経済団体連合会、日本商工会議所他

平成25年 ・ 参加者200名前後

・ 参加企業 ローソン、カゴメ他

チャレンジする⼈を後押し
農業の競争⼒を強化し、持続可能なものとするためには、⽣産性の向上につながる取組を進

め、経営感覚豊かな農業経営者を育成していく必要があります。
このため、⼤規模経営に適合した省⼒栽培技術の開発、⾼付加価値化に資する農地の⼤区画

化、国⼟強靱化のための⽔利施設の整備、⼥性農業経営者の能⼒の積極的な活⽤、企業による農
業参⼊の体制づくりなどの取組を進めます。

◆ 農業基盤整備による生産性向上

◆ 担い手の米の生産コスト削減

◇ 農地集積や農業の高付加価値化に資する農地・農業水利施設の整備を推進

◇ 担い手が参画した技術・品種（農機のＧＰＳ自動走行システムや業務用多収品種
など）の開発・実証事業を推進。また、継続的に生産資材メーカー、流通業者業界
等と意見交換を実施 等

◇ 大ロット化やモーダルシフト等を活用したサプライチェーンを構築し、抜本的に輸送コストを低減 等

◆ 生産・流通システムの高度化

生産・流通コストの削減等
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（５）多様な担い⼿の育成・確保と⽣産コストの削減

企業参入

資料：農林水産省経営局調べ（平成25年12月末現在）

【一般法人数の推移】

◇ 経済団体の協力を得て企業参入フェアを開催

◆ 企業参入に優しい体制づくり

・ 平成21年の農地法改正により、企業のリース方式による農業参入自由化
・ 改正前に比べて、５倍のペースで企業が参入
・ 平成25年12月時点で、1,392法人

１,０７１

６７７

１,３９２

『農業界と経済界の連携による先端モデル農業確立実証事業』

農業法人と経済界の企業が連携して取り組む１６のプロジェクトを支援
⇒例えば、大手自動車メーカーの現場改善活動とＩＴ技術（管理ツール）を組み合わせた効率的な稲作経営モデルの確立、農作業負

担を軽減する農業用アシストスーツの開発 等

農機のＧＰＳ自動走行システム

◆ 女性農業経営者の能力の積極的活用

◆ 担い手の育成・確保
◇ 農業経営の法人化、集落営農の組織化・法人化に必要となる経費に対して

支援。併せて、法人経営に必要となる労務・財務管理等に関する知識等を取
得するための啓発活動等を支援

◇ 就農前後の所得を確保する青年就農給付金の給付、新規雇用就農者の実

践的な研修への支援、地域のリーダーとなる人材の層を厚くするための農業
経営者教育等の強化のための支援を実施

◇ 経営所得安定対策の対象者を認定農業者、集落営農、認定新規就農者に

◇ 農業女子プロジェクト（女性農業経営者と企業のコラボで、新商品等の開発
を進める）等により、女性農業経営者の能力を 大限に活用

多様な人材の活用

井関農機（株）と連携した農
機具セミナーの様子

就農相談会（新・農業人フェ
ア）の様子

平成22年12月 23.12                24.12               25.12


