
 １ 担い手への農地集積・集約を加速化するとともに 
 ２ 大規模経営に適合した省力栽培技術・品種の開発・導入を進め、産業界の努力も反映して農機具費等の 
  生産資材費の低減を推進。低コスト化・高収益化に資する技術カタログを作成し、情報提供。 

ポイント 

担い手への農地集積・集約等 

● 今後１０年間で全農地面積の８割を担い手に集積 
  ・ 分散錯圃の解消 
 ・ 農地の大区画化、汎用化 

大規模経営に適合した品種 

作期の異なる品種の組合わせ 

作期を分散することで、同じ人数で作付
を拡大でき、機械稼働率も向上 

コシヒカリ コシヒカリ ミルキーサマー あきだわら 

作業ピークを分散 

１日当たり 
作業量 

作業時期 

多収性品種 

直播栽培（育苗・田植えを省略） 
（実証例） 
労働時間  
18.4時間/10a→13.8時間/10a 
  （移植）         （直播） 
費用（利子・地代は含まない） 
 103千円/10a →93千円/10a 
  （移植）         （直播） 

無人ヘリの活用も可能 

単収 
530kg/10a→700kg/10a 
（全国平均）  （多肥栽培で単収増） 
 

生産費 
16千円/60kg（全国平均） 
             →13千円/60kg（試算） 

ＩＣＴを活用した作業管理 

作業が 
短期間に集中 

省力栽培技術の導入 

・土壌診断に基づく施肥量
の適正化（肥料の自家
配合等）、精密可変施肥 

 

生産資材費の低減 

農業機械の低コスト仕様 

・ 基本性能の 
 絞り込み 
・ 耐久性の 
 向上 

故障リスクに対応した 
農機サービスの充実 

・交換部品の迅速供給など
故障リスクを軽減するサー
ビスの充実・強化が必要 

⇒作業ロスの回避、機械
所有の効率化 

肥料コストの低減 

・フレキシブルコンテナの
利用（機械化に 

 よる省力化等） 
 

未利用資源の活用 

合理的な農薬使用 

・発生予察による効果的か 
 つ効率的防除 
・輪作体系や抵抗性品種の 
 導入等の多様な手法を組 
 み合わせた防除（IPM） 
⇒ 化学農薬使用量抑制 
  

・鶏糞焼却灰等の利用 
 

⇒土壌改良 
資材のフレコン利用 
（20kg袋比７%低価格化） 

⇒基本性能を絞った海外 
向けモデルの国内展開等 
（標準モデル比２～３割の 
低価格化） 

 

  作業のムダを見つけて手順を改善 
    

 （実証例）  
 田植え作業時間 
  1.62時間/10a→1.15時間/10a 
 （補植作業時間の削減） 

⇒農業機械の長寿命化 

○ 今後１０年間で担い手の米の生産コストを現状全国平均（１万６千円／６０kg）から４割低減し、所得を向上。 

目指す姿：農地集積・集約の加速化及び省力栽培技術・品種の開発・導入等により、生産コスト低減を実現 

（参考） 米の生産コスト（２４年産） 

    全国平均   ：１万６千円/60kg 
   １５ha以上層：１万１千円/60kg 

⇒従来品比 
７%低価格化 

鉄コーティング種子 

生産対策・生産コスト低減対策 生産現場の強化 
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担い手の考え方 生産現場の強化 

○ 基本法は、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農業構造を確立することを目指しているところ。 
 
○ このため、「効率的かつ安定的な農業経営になっている経営体」及び「それを目指している経営体」（両者併せて「担い手」）に

農地利用の相当部分を集積していくこととしているところ。 
 
○ 「効率的かつ安定的な農業経営を目指している経営体」としては、「認定農業者」、将来認定農業者となると見込まれる「認定

新規就農者」、将来法人化して認定農業者となることも見込まれる「集落営農」。これらの経営体については、経営所得安定対
策・融資・出資等の施策により、効率的かつ安定的な経営体となることを支援（集落営農のように法人格がないなどの事情で
施策の対象とならないものがある）。 
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農業経営の法人化 生産現場の強化 

 

○ 今後10年間（2023年まで）で法人経営体数を2010年比約４倍の５万法人とする 
 

【現状分析】 
○ 法人経営体数は、2000年からの10年間で5,272法人から12,511法人に２倍以上に増加しており、2010年以降も
法人経営体数は着実に増加している。 

 
 
 
 
 
 注：2000年、2005年、2010年の法人数が全数調査（農林業センサス）の集計値であるのに対し、2011年～2014年は抽出調査（農業構造動態調査）による推計値。次回の調査は、2015年２月時点の農林業センサスによる全数調査。 

 

○ 他方、平成22年度から実施された戸別所得補償制度は、全ての販売農家を対象に交付金を支払うものであっ
たため、農地の流動化を遅らせる側面があり、法人化のペースも加速されなかった。 

 

関連KPIとその進捗 

 

○ 「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、農地中間管理機構の創設をはじめとする農政改革の関連施策を着実に
進めていくことによって、経営感覚のある農業経営者の育成や担い手の規模拡大を推進していく考え。 

 
○ 経営所得安定対策については、戸別所得補償制度のように全ての販売農家を一律に対象とする施策体系ではなく、経営意

欲と能力のある担い手を対象とするよう見直しを行ったところ。 
 
○ 併せて、都道府県、農業法人協会、農業経営者団体等と連携して法人化を推進する体制を整備し、法人化推進のターゲッ

トとなるべき経営規模が比較的大きい個別経営体（例えば、農産物の売上2,000万円以上の家族経営体は、48,182（2010年））に対
しての働きかけや農業法人が従業員を別の法人として独立させる取組（いわゆる「のれん分け」）の推進を行っているところ。 

 

今後の対応方針 
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2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

5,272法人 8,700法人 12,511法人 13,700法人 14,100法人 14,600法人 15,300法人 

法人経営体数の推移 



 収入保険の検討状況 生産現場の強化 

検討内容 

現行農業共済制度の課題 

・ 価格低下も含めた収入減少を補塡 

・ 全ての農業経営品目を対象 

・ 農業経営全体として加入 

・ 経営管理を適切に行っている農業者が自らの経営判断で加入 

○ 収入保険制度の導入 
  （農業経営全体を対象としたセーフティネット） 

○ 農業共済制度の在り方について抜本的に検討 

 

施策の推進方向  

① 自然災害による収量減少を対象とし、価格低下等は対象外 

 
② 対象品目は収量を確認できるものに限定されており、農業経営

全体をカバーしていない 
 
③ 加入単位も品目ごとになっており、農業経営全体を一括してカ

バーできない 

④ 農業者の経営判断を重視する現行の農業政策のスタンスに適
合しない面がある 

 
⑤ 耕地ごとの損害査定を基本としているため、事務コストが大きい 

 
 
 

税申告書、決算書等に基づく収入
の評価、確認方法の検証等 

＜収入保険制度の導入に向けたスケジュール＞ 

 

○ 左の結果を踏まえて法案作成 

 

○ 調査・検討が順調に進めば29年の通常国
会に関連法案を提出 

 

収入補償の期間（27.1～27.12） 

 

 
作付確認、変更の対応方法の検証等 

 

 
過去実績や営農計画に基づいた補

償水準の算出方法の検証等 

加入に関する検証 保険金支払に関する検証 作付期間の保険事務 
に関する検証 

 
営農計画や作物の栽培・ 

販売等の実態を検証 

27
年
の
税
申
告
（
28
年
３
月
） 

27
年
の
営
農
計
画
の
提
出 

(

26
年
11
月 ) 

27年の税申告書を使用 営農計画を使用 

26年度 28年度 27年度 

制度の詳細設計 

収
入
デ
ー
タ
の
収
集 
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27年産を対象とした事業化調査（フィージビリティスタディ）の実施 

検討スケジュール 

○ 現行農業共済制度は、①自然災害による収量減少を対象とし、価格低下等は対象外、②対象品目は収量を確認できるものに限定さ

れており、農業経営全体をカバーしていない等の課題。 

○ このため、農業経営全体の収入に着目した収入保険の導入について調査・検討を進めているところ。 
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 農地面積の見通しの検討状況 生産現場の強化 

 
○ 農地面積の見通しについては、食料・農業・農村基本計画の見直しに当たり、人口減少等を踏まえた食料自給率

目標等の検討と併せて、食料・農業・農村政策審議会において検討中。 

検討状況 

新たな基本計画における農地面積の見通しの考え方について 

■ 現行の食料・農業・農村基本計画においては、食料自給

率目標50％を達成するため、施策効果を最大限に織り込ん

で、平成21年と同水準の農地面積の見通しを算定したとこ

ろであるが、耕作放棄地の発生抑制・再生を始めとして、

想定したほどの施策効果が上がらず、実績は見通しから

徐々に乖離。 

 

■ 新たな基本計画の農地面積の見通しについては、すう勢

を踏まえつつ、農地の転用規制、荒廃農地の発生抑制・再

生に関連する施策の効果を、その実現可能性にも十分留意

して織り込み、人口減少等を踏まえた食料自給率目標等と

の整合性を確保しながら、検討しているところ。 

 

■ その際、我が国の食料自給率は、他の先進国等と比較し

て低い水準にあり、その向上を図る必要があること等に留

意する必要。 

○現行計画の農地面積の見通しと現状 

（出典）農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

（施策効果） 

（万ha） 

（年） 

○我が国と諸外国のカロリーベース食料自給率（平成23年） 

資料：農林水産省「食料需給表」、FAO“Food Balance Sheets”等を基に農林水産省で試算。
（アルコール類等は含まない）ただし、日本は平成23年度の数値を記載。 
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林業の成長産業化 林業・水産業の成長産業化 

○  豊富な森林資源を循環利用し、森林の持つ多面的機能の維持・向上を図りつつ、林業の成長産業化を進める   

政策目的 

○ 国産材CLT（直交集成板）普及のスピードアップ等を図る。 
（CLTの普及に向けた施策を計画的に進めるため、林野庁と国土交通省が共同でロードマップを作成（26年11月11日公表済）。 ） 
○ 木質バイオマスのエネルギー利用等の促進を図る。 
（木質バイオマスの熱利用等の促進に向けた技術開発等を予算要求。10月に都道府県連絡会議を開催、エネルギー利用推進の課題を共有。） 
○ 施業集約化を進めること等により、国産材の安定的・効率的な供給体制を構築する。 

実行状況 

ＣＬＴ普及の促進 

 建築基準の整備 
→28年度早期を目途にＣＬＴを用いた建築物の一般的な設計法の告示 
を制定。 
 建築事例の積み重ね 
→実証的建築の積み重ねによる施工ノウハウの蓄積（国内初の高知県の事例に続き、 
26年度中に新たに８棟を建築予定（北海道１、福島県２、岡山県３、群馬県１、神奈川県１））。 
 生産体制の構築 
→27年度予算において、ＣＬＴの生産体制構築に向けた施設整備等につき実施予定。 

木質バイオマスの利用の促進 
 木質バイオマスを活用した発電及び熱利用の推進 
→未利用間伐材を活用した発電施設は現在６箇所で稼働、30年度にはさらに40箇所程度で稼働予定。 
熱利用施設は現在約1,700箇所で稼働、農業施設への導入も増加。今後、小規模発電施設の導入対策を検討。 

国産材の安定的・効率的な供給体制の構築 

 施業の集約化（人材の育成等） 
→26年４月に、地域の実態に即した計画作成が可能となるよう森林経営計画制度を見直し。 
施業集約化、森林経営計画作成の中核を担う森林施業プランナーを育成。女性の雇用機会の確保。 

JAS規格
の制定 設計法の検討 

強度データ等の収集 建築基準の
整備 

CLT建築の本格普及 

建築事例の積み重ね 

生産体制の構築 

岡山県の実証的 
建築イメージ図 
（27年３月竣工予定） 

三重県の木質バイオ
マス発電施設 
（26年11月から稼働） 

【木材自給率：27.9％（H24）→28.6％（H25）】 
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水産業の成長産業化 林業・水産業の成長産業化 

○ 漁業者自らが、漁業・漁村の構造改革を目指し策定する「浜の活力再生プラン」作成の取組を推進し、同プラン策定地域に 
  おける所得を向上させることにより、持続可能で収益性の高い漁業・養殖業の基盤を構築する。 
○ 2020年までに水産物の輸出を倍増（2012年：1,700億円→2020年：3,500億円）。このため、水産庁も水産加工施設のＥＵ向け

ＨＡＣＣＰの認定主体となり、認定取得を促進。  

政策目的 

○ 「浜の活力再生プラン」については、現在500を超える再生委員会が設立。今年度で400、来年度以降で200のプランの策定を見込んでいる。 
○ 輸出額は2012年：1,700億円→2013年：2,216億円と順調に増加。2014年10月から、水産庁による水産加工施設のEU向けHACCP認定業務を開始。 

実行状況 

浜の活力再生プラン 

漁獲量の減少、燃油・資材の高騰 

 漁業収入の減少 
 漁業コストの増大 

漁労所得の低迷 
（年間所得約200万円） 

 代船建造が難しい 

 ⇒コスト高・安全性の低下 

 後継者不足 

 ⇒漁業者の著しい高齢化 

 漁村の荒廃 

 ⇒漁業の衰退・漁村の消滅 

浜ごとに現状の課題を整理し、解決策（収入向上やコスト削減）の検討を行い、 
漁業者自らが「浜の改革」を実行していくためのプランを策定 
（県、市町村、団体が協力） 
→水産庁が関連支援施策の優先採択等により支援 

漁業者の所得の大幅な増加  

EU向けHACCP認定の加速化等
を通じた水産物輸出の促進 

現状 

対応 

目標 

対応 

水産加工施設のEU向けHACCP認定施設数
を増加（厚生労働省と合わせて今後5年で
100件程度の認定を目指す） 

目標 

国産水産物の輸出促進  
（輸出目標（2020年：3,500億円）の達成） 

現状 

○ 2013年の水産物輸出額は、2,216億円 

○ 日本は、ＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定施設数
が諸外国と比べて少ない状況  

32 
655 

1,052 

日本 

中国 

米国 

（2014年10月17日時点） 

ＥＵ向けＨＡＣＣＰ
認定施設数 
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