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第１節　農林漁業関係の税制

１　国税に関する改正

　平成14年度における国税の改正は、社会経済情勢の

変化や厳しい財政状況を踏まえつつ、構造改革に資す

る等の観点から、法人税について連結納税制度を創設

するとともに、中小企業関係税制及び金融・証券税制

等につき所要の措置を講じる一方、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・構

造改革の推進を図るための措置、林業政策の推進を図

るための措置、水産政策の推進を図るための措置を中

心に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

要の措置を講じられた。

　施行日は原則として平成14年４月１日である。

⑴　所得税法・法人税法

　国庫補助金等により固定資産等を取得した場合の圧

縮記帳制度に、農畜産業振興事業団の砂糖生産振興事

業による助成金を追加。（所法第42条第１項、所令第

89条第７号、法法第42条第１項、法令第79条第１項第

８号）

⑵　租税特別措置法

ア　特例措置の創設・拡充

　ア　土地改良法の改正に伴い農地保有合理化等のた
めに農地等を譲渡した場合の800万円の譲渡所得

の特別控除の対象に以下の創設農用地換地に係る

清算金を追加する。（法第34条の３第２項第５号）

　　・ 土地改良法に基づく創設農用地を認定農業者等

が取得した場合の換地清算金

　　・ 土地改良法を準用する緑資源公団法に基づく創

設農用地を認定農業者等が取得した場合の換地

清算金

　イ　沖縄振興特別措置法の規定により読み替えて適
用される中小企業経営革新支援法の経営革新計画

の承認を受けた沖縄の中小企業者が取得する機械

装置、建物等の特別税額控除又は特別償却制度を

創設する。（法第10条の５、第42条の10）

　ウ　野菜の構造改革のために農業者等が取得するね
ぎの自動調製機等を中小企業投資促進税制の特別

償却（特別償却率：30％）又は税額控除（控除率：

７％）制度（取得価額：230万円以上から160万円

以上に引下げ）に追加する。（法第10条の６、第

42条の11）

　エ　産業活力再生特別措置法に基づく事業革新設備
の特別償却制度（特別償却率：18％又は24％）に

ケーンセパレーションシステムを追加する。（法

第11条の３第１項、第44条の４第１項）

　オ　食品循環資源再生利用設備に係る特別償却制度
に油脂化設備及びメタン化設備を追加し、生ゴミ

処理機を除外するとともに再商品化設備等の特別

償却率を縮減（特別償却率：25％から23％）した

うえで適用期限を２年延長する。（法第11条の７、

第44条の９）

　カ　沖縄振興特別措置法に定める経営基盤強化計画
の承認を受けた沖縄の中小企業者が取得する機械

装置及び建物等の割増償却制度の創設（法第13条

の２、第46条）

　キ　沖縄振興特別措置法の規定により読み替えて適
用される経営革新支援法の経営革新計画の承認を

受けた沖縄の組合等が負担金により取得する試験

研究資産についての圧縮記帳等の創設（法第18条、

第52条）

　ク　沖縄振興特別措置法の規定により読み替えて適
用される中小企業経営革新支援法の承認を受けた

経営革新計画に従って、沖縄の中小企業者が行う

設備廃棄等により生ずる欠損金の繰戻しによる還

付の不適用（法第66条の14）

　ケ　山林（立木及び林地）について、被相続人が森
林施業計画を定めており、かつ、相続人が相続税

の申告期限まで引き続き森林施業計画に適合した

施業を継続していた場合の当該森林施業計画が定

められている区域内に存する山林（立木及び林地）

を対象として課税価格を５％減額する措置を創設

する（小規模宅地等の課税価格の計算特例との選

択適用）（法第69条の５）。
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　コ　森林施業計画が定められている区域内に存する
立木について、計画伐採に係る相続税の延納等の

要件を次のとおり緩和する措置を創設する。（法

第70条の８第１項）

　　① 　利子税率を原則３％から1.2％に引き下げる。

（公定歩合が0.10％（14年３月１日現在）の場

合0.6％）

　　② 　適用要件である課税相続財産の価額に占める

森林施業計画対象立木の価額の割合を引き下げ

る（割合：30％以上から20％以上に引下げ）。

イ　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（エは変更同意期
限のみ、コは５年）延長された。　　

　ア　海外投資等損失準備金（法第55条）
　イ　中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計

画の適用を受ける事業者に対する欠損金の繰戻し

による還付の不適用の適用除外措置（法第66条の

14）

　ウ　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（特別償却率：30％）又は税額控除（控

除率：７％）制度（法第10条の２、法第42条の５）

　エ　総合保養地域整備法に基づく特定民間施設に係
る特別償却制度（特別償却率：13％等）（法第11

条の４、法第44条の５）

　オ　再生資源利用製品製造設備を取得した場合の特
別償却制度（特別償却率：14％等）（法第11条の７、

法第44条の９）

　カ　林業経営改善計画を実施する者の機械等の割
増償却制度（割増償却率：12％）（法第13条の３、

法第46条の３）

　キ　農地保有合理化法人が農地等を取得した場合の
所有権の移転登記の税率の軽減措置（軽減税率：

５％→2.5％）（法第77条の２）

　ク　農業共済組合が同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の税率の軽減措置

（軽減税率：５％→0.6％）（法第78条の２第５項）

　ケ　卸売市場法に基づく合併等に係る登記の税率の
軽減措置（軽減税率：0.15％→0.1％等）（法第80

条第１項）

　コ　旧自作農創設特別措置法等の規定に基づく売渡
し等に係る土地の所有権の移転登記等の免税措置

（農地法施行法第22条第２項）

　サ　農林漁業用輸入Ａ重油に係る免税措置（法第90
条の４）

　シ　農林漁業用国産Ａ重油に係る還付措置（法第90
条の６）

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（ア、エは縮減のみ、
エは法律の適用期限まで）延長された。

　ア　山村振興法の保全事業用資産及び特定農山村
法の農林漁業等活性化基盤施設取得した場合の特

別償却制度（取得価額：建物等1700万円以上から

2000万円以上へ引上げ）（法第43条の３第２項第

１号、同第２号）

　イ　食品企業等が公害防止用設備を取得した場合
の特別償却制度（特別償却率：構築物16％から

12％）（法第11条第1項、第43条第１項）

　ウ　食品企業等が脱特定物質対応型設備を取した場
合の特別償却制度（取得価額：200万円以上から

230万円以上に引上げ）（法第11条第１項、第43条

第１項）

　エ　製造過程管理高度化設備等を取得した場合の
特別償却制度（特別償却率：機械・装置14％から

12％、建物等７％から６％に引下げ）（法第11条

の３第２項、第44条の４第２項）

　オ　商業施設等の特別償却制度（食品流通構造改善
促進法の認定を受けた共同利用施設等の特別償却

の廃止）（法第44条の７）

　カ　農村地域工業等導入促進法に係る工業用機械等
の特別償却制度（特別償却率：機械・装置10％か

ら９％に引下げ、取得価額：2500万円超から2800

万円超に引上げ）（法第12条、第45条）

　キ　林業労働力確保支援センターと共同改善計画を
実施する者の機械等の割増償却制度（割増償却率：

14％から12％に引下げ）（法第13条の３、第46条

の３）

　ク　貯蔵倉庫用建物等を取得した場合の割増償却制
度（割増償却率：16％から12％に引下げ、規模要

件：1600m2等から2000m2等に引上げ）（法第15条、

第48条）

　ケ　国有農地等の所有権の移転登記等の税率の軽減
措置（50／ 1000→25／ 1000等。農地法第36条の

規定による土地の所有権の保存の登記及び農地法

第61条の規定による土地の所有権の移転の登記並

びに保存の登記の税率の軽減措置を廃止）（法第

76条）

　コ　農林漁業金融公庫等の転貸の場合の抵当権の設
定登記の税率の軽減措置の軽減税率の引上げ（軽

減税率：0.1％から0.15％に引上げ）（漁業再建整

備特別措置法等の一部を改正する法律により対象

資金の拡充）（法第78条）
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　サ　勧告等によってする登記の税率の軽減措置（特
定農産加工業経営改善臨時措置法及び新事業創出

促進法の規定により読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登記の税率の軽

減措置の廃止）（法第80条第１項）

　シ　農業振興地域の整備に関する法律に基づく交換
分合により取得した土地の所有権の移転の登記の

税率の軽減措置（旧法第77条の４から平成14年度

改正法附則第33条第２項）

エ　次に掲げる特例措置が廃止された。

　ア　電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却
又は特別税額控除制度（１－⑶に吸収）（旧法第

10条の３、第42条の６）

　イ　農地等の贈与税の納税猶予の適用を受けている
者が特例適用農地等の全てを一括して自らが代表

権を有する役員であり、かつ、常時従事する農業

生産法人に使用貸借した場合に贈与税の納税猶予

を継続する措置（旧平成７年度改正法附則第36条

第３項）

　ウ　森林組合合併助成法に係る措置（実質的には組
織再編成税制に乗換え）

　エ　森林組合が同連合会から権利義務の承継をした
場合の不動産の所有権の移転の登記の税率の軽減

措置（実質的には組織再編成税制に乗換え）（旧

法第78条の２第３項）

　オ　漁港法の規定による貸付けを受けた水産業協同
組合が、特定の公共的建設事業（漁港整備事業）

の用に供する土地を取得して国または地方公共団

体に無償で譲渡する場合の所有権の保存の登記の

税率の軽減措置（旧法第83条第２項）

オ　その他

　　公益的機能別施行森林の評価の適正化について公

益的機能別施行森林のうち、課税時期において新認

定基準に基づく森林施業計画が有効である森林につ

いて財産評価基本通達によって評価した通常の山林

及び立木の価額から以下の割合を控除して評価する。

（平成14年６月４日　課評２－３、課資２－６　公

益的機能別施業森林区域内の山林及び立木の評価に

ついて（法令解釈通達））

　　① 　水源かん養機能等維持増進森林（水土保全林）

0.2

　　② 　風害防備等のため帯状に残存すべき森林のう

ち主伐として立木を伐採する森林（環境保全機

能維持増進森林（共生林）の一部）　0.2

　　③ 　環境保全機能維持増進森林（共生林）で②に

該当しない森林　0.4

２　地方税に関する改正

　平成14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、

特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充、株式譲渡に係

る個人住民税の申告不要の特例の創設等の措置を講ず

るほか、固定資産税における縦覧制度の見直し等を行

うとともに非課税等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も、BSE対策実施のた

めの一定の償却資産に係る課税標準の特例措置の創設、

中核的地方卸売市場に対する固定資産税の軽減措置の

延長等各種の税制上の特例措置を講ずるほか、適用期

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。

　施行日は原則として平成14年４月１日である。

⑴　都道府県民税・市町村民税

特例措置の創設・拡充

　土地改良法の改正に伴い農地保有合理化等のために

農地等を譲渡した場合の800万円の譲渡所得の特別控

除の対象に以下の創設農用地換地に係る清算金を追加

　・土地改良法に基づく創設農用地を認定農業者等が

取得した場合の換地清算金

　・土地改良法を準用する緑資源公団法に基づく創設

農用地を認定農業者等が取得した場合の換地清算

金

⑵　不 動 産 取 得 税

ア　特例措置の創設

　　土地改良法等の規定に基づき認定農業者等の担い

手農家が創設農用地を取得した場合の課税標準の特

例措置（１／３控除）の創設

イ　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。

　ア　農業委員会のあっせん等により農用地区域内の
土地を取得した場合の課税標準の特例措置（１／

３控除）（法附則11条第５項）

　イ　農地保有合理化法人が長期貸付農地保有合理化
事業により農地等を取得した場合の課税標準の特

例措置（２／３控除）（法附則11条第14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（⑴のうち融資部分に

ついては適用期限なし、縮減のみ）延長された。

　ア　農協等が政府の補助又は農業近代化資金等によ
り取得した農業者等の共同利用施設に対する課税

標準の特例措置（補助と融資の重畳適用を受ける
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場合の控除額は、（共同利用施設の取得価額）×

（（貸付又は補助のうち多い方の額の割合）＋（貸

付又は補助のうち少ない方の額の割合）×４／５）

で計算する）（法第73条の14第6項、附則第11条第

１項、同第２項）

　イ　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

例措置（２／５控除から１／３控除）（法附則第

11条第６項）

エ　次に掲げる特例措置が廃止された。

　ア　生物系特定産業技術研究推進機構が直接農機具
の改良に関する試験研究の用に供する不動産を取

得した場合の非課税措置（旧法第73条の４第１項

第７号）

　イ　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（旧法附則10条

第２項）

　ウ　集落地域整備法に基づく交換分合により取得し
た農用地についての課税標準の特例措置（旧法附

則第11条第５項）

　エ　農地等の贈与税の納税猶予の適用を受けている
者が特例適用農地等の全てを一括して自らが代表

権を有する役員であり、かつ、常時従事する農業

生産法人に使用貸借した場合に不動産取得税の徴

収猶予を継続する措置（旧平成７年度改正法附則

第４条第４項）

⑶　固定資産税・都市計画税

ア　特例措置の創設・拡充

　ア　廃棄物再生処理用設備に対する課税標準の特例
措置の対象設備のうち食品循環資源再生利用設備

にメタン化設備を追加し、課税標準の軽減割合を

引下げる（廃プラスチック類再生処理装置、空ビ

ン洗浄処理装置等、３年間２／３課税から３／４

課税）とともに適用期限を２年延長（法附則第15

条第21項）

　イ　と畜場において設置されるBSE対策実施のた

めの一定の償却資産についての課税標準の特例措

置（３年間１／２課税）の創設（法附則第15条第

43項）

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。

　ア　輸入の拡大等に寄与する倉庫等に対する課税標
準の特例措置（５年間１／２課税）（法附則第15

条第３項）

　イ　中核的地方卸売市場に係る課税標準の特例措置
（５年間１／２課税）（法附則第15条第33項）

　ウ　新築住宅等に対する特例措置（３年間１／２課
税）（法附則第16条第１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（ア、イについて
は適用期限がないため縮減のみ）された。

　ア　農協等が取得した農林漁業者又は中小企業者の
共同利用に供する機械・装置の課税標準の特例措

置（取得価額：一基又は一台260万円以上から290

万円以上に引上げ（中小企業者については300万

円以上から330万円以上に引上げ））（法第349条の

３第４項）

　イ　農協等が所有する有線放送電話業務の用に供す
る償却資産に対する課税標準の特例措置（非課税

から１／６課税）（法第349条の３第39項）

　ウ　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・償却資産等を取得した場合の課

税標準の特例措置（５年間１／３課税から１／２

課税）（法附則第15条第１項）

　エ　公害防止設備に対する課税標準の特例措置（一
般粉じん処理施設等２／３課税から５／６課税

等）（法附則第15条第5項、同第６項、同第８項、

同第９項）

　オ　バイオテクノロジー研究開発用資産に対する課
税標準の特例措置（３年間２／３課税から３／４

課税）（法附則第15条第22項）

　カ　食品流通構造改善促進法に基づき事業協同組合
等が機械等を取得した場合の課税標準の特例措置

（３年間１／２課税から２／３課税）（法附則第15

条第32項）

エ　次に掲げる特例措置が廃止された。

　　政府の補助を受けて取得した地方卸売市場施設に

対する固定資産税の課税標準の特例措置（旧法附則

第15条第15項）

⑷　特別土地保有税

ア　特例措置の創設・拡充

　　沖縄振興特別措置法の規定により読み替えて適用

される中小企業経営革新支援法の経営革新計画又

は沖縄振興特別措置法に定める経営基盤強化計画

に従って実施される事業の用に供する土地の非課

税措置の創設（法第586条第２項）

イ　租税特別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。

　ア　農村地域工業等導入促進法に基づく工業等用地
に対する非課税措置（取得価額：2800万円超から
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3000万円超に引上げ）（法第586条第２項第１号の

３）

　イ　総合保養地域整備法に基づく特定民間施設用地
に対する非課税措置（取得価額：2.2億円超から2.5

億円超に引上げ）（法第586条第２項第１号の６）

ウ　次に掲げる特例措置が廃止された。

　ア　民間事業者の能力の活用による特定施設の整備
の促進に関する臨時措置法に基づき整備される特

定施設に対する非課税措置（旧法附則第38条第４

項）

　イ　多極分散型国土形成促進法に基づき整備される
特定施設に対する非課税措置（旧令附則第21条第

２項）

⑸　事 業 所 税

ア　特例措置の創設・拡充

　ア　食品循環資源再生利用設備に対する課税標準の
特例措置（資産割、新増設３／４控除、従業者割

１／２等控除）にメタン化設備を追加（法第701

条の41第１項）

　イ　沖縄振興特別措置法に定める経営基盤強化計画
に従って実施される事業の用に供する施設に対す

る非課税措置（法第701条の34第３項）

イ　特例措置の適用期限の延長

　　民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の

促進に関する臨時措置法に基づき整備される特定施

設に対する非課税措置の適用期限が２年延長された。

（法附則第32条の４第15項、第32条の７第11項）

ウ　特例措置の整理合理化

　　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年イは１年）延長された。
　ア　騒音規制法に規定する騒音防止設備等に対する

課税標準の特例（騒音防止施設、港湾公害防止施

設の除外）（法第701条の41）

　イ　総合保養地域整備法に基づく特定民間施設に対
する特例措置（取得価額：2.2億円超から2.5億円

超に引上げ）（法附則第32条の４第１項、第32条

の７第１項）

　ウ　多極分散型国土形成促進法に基づき整備される
特定施設に対する特例措置（取得価額５億円超か

ら5.5億円超に引上げ）（法附則第32条の４第２項、

第32条の７第２項）

３　第154回国会において成立した法律に基づ

く改正条項　　　　　　　　　　　　

ア　平成13年度の水田農業経営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14年法律第２号）

　　平成13年度の水田農業経営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　水産業協同組合法等の一部を改正する法律に伴う

事項

　ア　法人税
　　　指定法人が行う法定業務に係る負担金等の損金

算入措置の創設（措法第66条の11）

　イ　登録免許税
　　① 　漁業協同組合等の信用事業譲渡に伴う不動産

又は船舶の所有権等の移転登記に係る税率の軽

減措置（軽減税率：５％→0.6％等）の創設（措

法第78条の２第３項）

　　② 　漁業協同組合が同連合会の権利義務を包括承

継する場合の不動産又は船舶の所有権等の移転

登記の税率の軽減措置（軽減税率：５％→0.6％

等）の創設（措法第78条の２第４項）

　ウ　不動産取得税
　　　同法（案）に基く漁業協同組合等の信用事業譲

渡に係る課税標準の特例措置（１／２控除）の創

設（地法附則第11条第28項、同第29項）

　エ　特別土地保有税
　　　同法（案）に基く漁業協同組合等の信用事業譲

渡に係る非課税措置の創設（地法附則第31条の２

の２）

　オ　その他
　　　所得税、法人税、地価税、登録免許税、印紙税、

事業税、不動産取得税、固定資産税、特別土地保

有税、事業所税、都市計画税について既存の税制

措置の存続及び規定の整備

ウ　漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律

に伴う事項

　ア　所得税・法人税
　　　同法（案）に基づき承認された漁業経営改善計

画を作成した者（経営改善漁業者）が、同計画に

基づき取得する漁船の割増償却（割増償却率：５

年間14％）制度の創設（措法第13条の４第１項、

第46条の４第１項）

　イ　登録免許税
　　① 　同法（案）に基く経営改善漁業者が取得す

る漁船の所有権の移転登記等の税率の軽減措置

（軽減税率：0.4％→0.3％等）の創設（措法第79条）

　　② 　農林漁業金融公庫等の転貸の場合の抵当権の
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設定登記の税率の軽減措置の拡充（対象資金に

漁業経営の改善に必要な資金を追加）及び軽減

税率の引上げ（軽減税率：0.1％から0.15％）（措

法第78条）

エ　担い手向け制度資金の再構築に伴う事項

　ア　登録免許税
　　　農業信用基金協会の抵当権の設定登記に係る税

率の軽減措置の存続（措法第78条の４第３項）

　イ　不動産取得税
　　　農協等が農業近代化資金の貸付けを受けて取得

した農業者等の共同利用施設に係る課税標準の特

例措置の特例措置（縮減後の扱い：補助と融資の

重畳適用を受ける場合の控除額は、（共同利用施

設の取得価額）×（（貸付又は補助のうち多い方の

額の割合）＋（貸付又は補助のうち少ない方の額

の割合）×４／５）で計算する）の存続（地法第

73条の14第６項、附則第11条第１項、同第２項）

　ウ　固定資産税・都市計画税
　　　農協等が①農業近代化資金、②農業改良資金

の貸付けを受けて取得した農業者等の共同利用機

械・装置に係る課税標準の特例措置（取得価額：

一基又は一台260万円以上から290万円以上に引上

げ（中小企業者については300万円以上から330万

円以上に引上げ））の存続（地法第349条の３第４項）

　エ　事業所税
　　　農協等が農業近代化資金の貸付けを受けて取得

した農業者等の共同利用施設に係る非課税措置の

存続（地法第701条の34第３項第12号）

　オ　その他
　　　所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登

録免許税、印紙税、事業税、不動産取得税、固定

資産税、特別土地保有税、事業所税について既存

の税制措置の存続及び規定の整備

オ　野菜供給安定基金の事業見直しに伴う事項

　　所得税、法人税、消費税、事業税、事業所税につ

いて既存の非課税措置の存続及び規定の整備

４　土地税制関係

　国税については平成15年12月31日まで、地方税につ

いては平成16年度までその適用が停止されている土

地・建物等に係る長期譲渡所得に対する税率について、

以下のように改正された。
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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。

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。

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。

⑶　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、移転をまとめた「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、売買等を行うものである。

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　農業経営総合対策等

⑴　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。

 （予算額　２億4,913万５千円）

⑵　農業経営総合対策

ア　対策の目的

　　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

等の問題に対処するため、食料・農業・農村基本法

（平成11年法律第106号）及び同法に基づき策定され

た食料・農業・農村基本計画（平成12年３月24日閣
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議決定）に基づき、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

ことが緊急の課題となっている。

　　このため、農業経営に関連する施策について、関

連諸事業を統合することにより農業経営の効率化や

高付加価値化等に向けた地域の農業者の創意工夫を

活かした主体的な取組を一体的に促進し、認定農業

者（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。

以下「基盤強化法」という。）第12条第１項の認定

を受けた者をいう。以下同じ。）を中心とする担い

手の育成、担い手への農地の利用集積、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。）の育成をはじめ、新規就農者の育成及び確保、

経営構造対策、女性・高齢者対策等を総合的かつ一

体的な事業実施方針の下で実施するものである。

イ　対策の内容

　　本対策は、次に掲げる２つの事業により構成され

るものとする。

　ア　経営総合対策推進事業
　　　経営総合対策推進事業は、地域全体の取組とし

て、認定農業者を中心とする担い手の育成、農業

法人の経営の発展、新規就農者の育成及び確保等

を図るため、次の事業を実施するものとする。

　　ａ　担い手確保・支援体制整備対策事業

　　　 　この事業は、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（以下「基本構想」という。）

の具体化に向けて関係機関等が一体となった活

動の促進、新規就農者及び認定農業者を中心

とする担い手の経営管理能力及び農業技術の向

上等を支援するとともに、これらの活動による

地域の農業の担い手の育成及び確保、農地の有

効利用等を図るために必要な各種事業を実施す

るものとする。主な施策は、以下のとおりであ

る。（普及活動高度化特別事業については第８

節、新規就農総合対策事業については第10節を

参照）

　　　⒜　経営改善支援活動事業

　　　　 　この事業は、市町村における経営・生産対

策推進会議（経営対策体制整備事業実施要綱

（平成12年４月１日付け12構改Ｂ第166号農林

水産事務次官依命通知）第３の１の経営・生

産対策推進会議をいう。）の下に設置された

市町村経営基盤強化促進委員会の主体的活動

の下で、基本構想の具体化に向けた、

　　　　・ 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

　　　　 等の活動を推進するとともに、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。）の作成、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

　　　　・認定農業者の組織化支援

　　　　・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

　　　　・ ネットサロンの設置によるインターネット

を活用した多様かつ機動的な情報通信環境

の整備

　　　　 等の活動を実施する体制の整備を図るもので

ある。

 （予算額　９億1,222万７千円）

　　　⒝　農業経営管理能力向上支援事業

　　　 　この事業は、効率的かつ安定的な農業経営育

成のため、経営と家計の分離からさらに一歩進

んだ経営管理能力の向上を支援することが必要

であり、また、経営政策大綱の柱のひとつであ

る農業経営所得安定対策において、農業経営の

所得を把握するための唯一に近い公的手段とし

て、青色申告の重要性が増しており、簿記会計

の定着からさらに一歩進めて青色申告の定着を

推進する必要があることから、認定農業者等育

成すべき経営体個々の農業経営の構造改革を進

める上での基礎的条件ともいえる農業者の経営

管理能力の向上を図るため、簿記会計を通じた

経営の計数管理方法、これらを通じた経営分析

等に対する情報提供、実践指導を行うものである。

 （予算額　４億4,831万９千円）

　　ｂ　法人化支援対策事業

　　　 　この事業は、農業経営の法人化の促進、農業

法人の育成、農業法人への就業の促進及び農業
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従事者の労働条件の改善等を図るために必要な

各種事業を実施するものとする。主な施策は、

以下のとおりである。

　　　⒜　農業法人等育成支援事業

　　　　 　この事業は、経営管理能力の向上、新規

就農の促進、農業従事者の労働条件の改善

等様々な利点を有する農業経営の法人化を推

進するための普及・啓発、調査・分析、法人

化を志向する農業者を対象とした法人設立相

談・指導等に対する支援活動を実施するとと

もに、育成すべき担い手の明確化等を内容と

する「地域農業構造改革計画」に即し、「地

域農業の核となる農業法人」と「集落を一つ

の農場として一括管理・運営する集落営農」

を育成するため、農業法人等の行う地域段階

の活動を支援するものである。

 （予算額　３億1,461万５千円）

　　　⒝　農業雇用労働力確保支援事業

　　　　 　この事業は、効率的かつ安定的な農業経営

の一形態としての農業法人経営を今後とも安

定的に維持・発展させていくため、法人の志

向に合致する人材雇用の円滑化が経営基盤の

強化とともに必要であり、また、都市部にお

いては雇用環境が悪化し、農業部門における

雇用吸収力の強化を促進することが求められ

ていることから、雇用確保を図りたい農業法

人等育成すべき農業経営と雇用労働を希望す

る労働者等の円滑な情報提供がなされる機会

を整備し、円滑な労働力移動を実現するもの

である。

 （予算額　１億5,123万４千円）

　　ｃ　経営構造改善支援対策事業

　　　 　この事業は、農業生産を核とした高付加価値

農業の展開、農用地の利用集積、集団化及び集

落営農の新たな確立、効率化等を図るために必

要な各種事業を実施するものとする。主な施策

は、以下のとおりである。（農地利用集積特別

対策及び利用集積緊急推進事業については第５

節、経営構造対策推進事業等については第７節

を参照）

　　　⒜　地域農業構造改革緊急対策推進事業

　　　　 　この事業は、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の確立

に向け、農地の利用集積、集団化、集落営農

の新たな確立と効率化、加工・流通・販売部

門も含めた農業経営の法人化等を推進する必

要があることから、地域における多様な農業

の実情に応じた構造改革を推進するため、地

域において、「育成すべき担い手」の明確化、

その経営展開の方向等を内容とする「地域農

業構造改革計画」の策定を支援するものであ

る。

 （予算額　１億7,301万８千円）

　　　⒝　農業経営展開支援リース事業

　　　　 　この事業は、認定農業者等が経営改善計画

の実現、又は、地域内農地の集積や農業技術

等のノウハウを地域全体に波及させる等の地

域貢献活動の実施に必要とする機械・施設に

ついて、リース方式による導入を支援するも

のである。

 （予算額　２億3,049万８千円）

　　　⒞　地域農業経営体育成モデル事業

　　　　 　この事業は、経営管理能力、対外信用力、

人材の育成等の面で利点を有する法人形態で

の農業経営の長所を活用し、これらに優れた

農業法人を核とした生産から流通・販売まで

を踏まえた地域農業の企画・調整システムを

構築することにより、農業者の生産意欲と経

営管理能力の向上、農業経営の発展・安定等

を推進し、もって地域農業を活性化させ、そ

の持続的発展を図るものである。

 （予算額　7,551万円）

　　　⒟　経営情報総合調査分析事業

　　　　 　この事業は、認定農業者等育成すべき農業

経営の個別・具体的な経営実態を継続的に把

握し、経営環境の解析に基づく経営分析、ま

た、農業経営が抱える基礎的な経営課題につ

いて調査分析を行うとともに、自営農業を法

人化している農家の経営概況・実態を調査分

析する等により、今後の経営政策を検討する

際の基礎資料を整備するものである。

 （予算額　3,787万８千円）

　　ｄ　女性・高齢者対策事業

　　　 　この事業は、女性の起業活動への支援、家族

経営協定の締結の推進等女性の農業経営への参

画を促進するとともに、女性の社会参画の促進、

高齢農業者による地域の農業への貢献活動等の

促進、農山漁村の少子化対策の推進等を図るた

めに必要な各種事業を実施するものとする。（主

な施策は、第11節を参照）

　　ｅ　情報化支援対策事業

　　　 　この事業は、情報通信技術を活用し農業経営
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の効率化、高度化等を図るために必要な各種事

業を実施するものとする。

 （予算額　２億1,100万円）

　　　⒜　農業経営総合対策事業

　　　　 　農業経営総合対策事業は、次の４つの事業

とする。

　　　　ａ　経営構造対策事業

　　　　　 　この事業は、地域の農業の担い手となる

べき農業経営の育成及び確保を図るため、

農業生産を核として加工、流通、情報、交

流等の分野に進出するアグリビジネス（創

造的高付加価値農業をいう。）に必要な生

産施設、加工施設、流通販売施設等の整備

等を実施するものとする。（本事業の詳細

は、第７節を参照）

　　　　ｂ　地域農業構造改革モデル事業

　　　　　 　この事業は、地域の多様な農業の実情に

応じた構造改革を推進するため、地域の農

業の核となる農業法人、集落を一つの農場

として一括管理及び運営する集落営農等を

モデル的に育成するために必要な生産施設、

加工施設、流通販売施設等の整備等を実施

するものとする。

 （予算額　11億5,000万円）

　　　　ｃ　高度情報化拠点施設整備事業

　　　　　 　この事業は、地域の情報化を推進し、農

業経営の効率化、高度化等を図るため、農

業及び農村に関する各種情報を蓄積及び展

開する機能、農業者等の情報利活用能力の

向上を図る機能等を備えた情報化施設の整

備等を実施するものとする。（本事業の詳

細は、第７節を参照）

　　　　ｄ　農業研修教育施設整備事業

　　　　　 　この事業は、技術及び経営能力に優れた

農業の担い手を育成、確保するため、道府

県農業大学校等における研修教育に必要な

施設を整備するとともに、農業者及び新規

就農者に対する実践的な研修教育を行うた

めの施設の整備を実施するものとする。（本

事業の詳細は、第10節を参照）

ウ　予算額

　経営総合対策推進事業 61億円

　経営総合対策事業 270億円

　　　合　　計 331億円

第３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。

　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月に設立された特殊法人農

業者年金基金が、

　①　農業者年金事業

　②　離農給付金支給事業

　③　農地等の売買賃借及び融資業務

　を行ってきた。

　しかしながら、その後、高齢化の進展、若い担い手

不足による経営移譲率の低下、１人で受給者約３人を

支える構造、保険料負担の増嵩等による保険料収納率

の低下等、農政上・年金財政上の大問題に直面した。

　このため、食料・農業・農村基本法の理念に即し、

国民一般が納得し得る政策年金として再構築すること

とし、平成13年６月に、農業者年金基金法の一部改正

を行い、平成14年１月に新制度に移行したところである。

１　新制度の概要

①　食料・農業・農村基本法の理念に即し、政策目的

を担い手の確保に転換

②　加入要件を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

③　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

④　意欲ある担い手に対し、政策支援を行う

　ア　対象者については、

　　　① 　60歳までに20年以上加入することが見込ま

れること

　　　② 　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（オを除く。）。
　　　　ア　認定農業者又は認定就農者で青色申告者
　　　　イ 　ア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

　　　　ウ 　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

　　　　エ 　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
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者となることを約束した者

　　　　オ 　旧制度加入者のうち55歳未満（H14.１．１

現在）の者（３年間に限定した政策支援対

象）

　イ 　政策支援割合は、３／ 10を基本とし、２／ 10

から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。

⑤　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（14年度末）

被保険者数 71,570人

　　受給権者数

経営移譲年金 631,603人

農業者老齢年金 551,412人

　　保険料収納額

旧制度 178百万円

新制度 18,559百万円

　　年金支給額

経営移譲年金 68,140百万円

農業者老齢年金 89,971百万円

３　独立行政法人化

　特殊法人改革の一環として、平成13年12月19日、「特

殊法人等整理合理化計画」が閣議決定され、この中で、

農業者年金基金については、独立行政法人化すること

とされた。

　これを受け、平成14年10月、基金を独立行政法人化

する法案を提出し、可決・成立した。

　基金は、平成15年10月１日に、独立行政法人化へ移

行する。

第４節　災 害 対 策

　平成14年は、７月上中旬には台風第６号・７号、８

月下旬に台風第15号、10月上旬に台風第21号の影響に

よる風水害が発生した。

　７月上旬から中旬にかけて相次いで上陸した台風第

６号と第７号は、西日本の太平洋側から東海地方、関

東、東北、北海道までの広い範囲に暴風雨をもたらし、

特に東北地方の太平洋側が大雨となった。

　８月下旬には台風第15号が接近し、九州地方から近

畿南部の地域で大雨となった。

　10月上旬には台風第21号が上陸し、関東地方から東

北、北海道で大雨、暴風となった。

　これらの台風により、農地・農業用施設、林地、林

道、森林、農作物、営農施設、漁港、漁業用施設等に

大きな被害が発生した。

　このようなことから、平成14年の農林水産業被害は、

総額約2,000億円となった。

　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　台風等豪雨災害

⑴　台風第６号・７号

ア　災害の状況

　　大型で非常に強い勢力の台風第６号は7月11日0時

過ぎに千葉県南部に上陸した。その後、三陸沖を通

り、北海道東部に再上陸した後、12日0時にはオホー

ツク海沿岸で温帯低気圧に変わった。

　　また、台風第７号は7月16日９時過ぎに伊豆半島

南部に上陸後、北東方向に進み、銚子市付近を通過

し、日本の東海上を進み、17日３時には北海道の東

海上で温帯低気圧に変わった。

　　これらの台風と梅雨前線の影響で、7月9日から16

日にかけて西日本の太平洋側、紀伊半島、東海地

方から東北地方、北海道東部にかけて広い範囲で

大雨となった。この期間の総降水量は、岐阜県で

500mm、静岡県と関東甲信地方でも400mmを超え、

日本海側でも300mm近い大雨となった。

　　この暴風雨により、死者・行方不明者７名、負傷

者39名、住家の全壊・半壊及び一部損壊489棟、床

上浸水2,416棟、床下浸水8,203棟の災害が発生した。

　　農林水産省関係では、農地6,967箇所、農業用施

設7,216箇所、治山施設52箇所、林地荒廃702箇所、

林道3,860箇所、漁港等6箇所及び水稲を中心とした

農作物等に、総額で約660億円の被害が発生した。

　この大雨のため、岩手、宮城、岐阜で農林業施設

の被害が多く発生した。

イ　農林水産省の対応

　　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を

指導。また、農業共済金の早期支払いについて農業

共済団体等を指導した。
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　　政府は、この災害に対し、「平成14年7月８日から

同月12日までの間の豪雨及び暴風雨による災害（台

風第６号）」として激甚災害の指定（平成14年９月 

13日政令第297号）、及び「平成14年７月13日から同

月16日までの間の豪雨及び暴風雨による災害（台風

第７号）」として局地激甚災害の指定（平成15年３

月12日政令第50号）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、治山施設災害復旧事業、災害関連緊

急治山事業、林道施設災害復旧事業、地すべり防

止災害関連緊急事業、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　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、漁業共済金、漁船損害等保険金

の支払い

⑵　台 風 第 15 号

ア　災害の状況

　　強い台風第15号は、8月29日～ 31日にかけて九州

の南側を西へ通過後、朝鮮半島に上陸し、9月1日に

は日本海上で低気圧となった。

　　この台風の影響で、８月28日から９月２日にかけ

て九州地方から近畿地方の広い範囲で大雨となった。

　　この期間の総降水量は高知県、宮崎県、鹿児島県

等で400～ 800mmの大雨となった。

　　この台風により、農林水産省関係では、農地373

箇所、農業用施設468箇所、海岸保全施設1箇所、治

山施設９箇所、林地荒廃27箇所、林道459箇所、漁

港等27箇所及び農作物等に、総額で約130億円の被

害が発生した。

イ　農林水産省の対応

　　農業共済金の早期支払いについて農業共済団体等

を指導した。

　　政府は、この災害に対し、「平成14年８月24日か

ら９月２日までの間の豪雨及び暴風による災害（台

風第15号）」として局地激甚災害の指定を行った（平

成15年３月12日政令第50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、海岸保全施設災害復旧事業、治山施

設災害復旧事業、災害関連緊急治山事業、国有林

野内直轄災害関連緊急事業、林道施設災害復旧事

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、農業共済金、漁業共済金、漁

船損害等保険金の支払い

⑶　台 風 第 21 号

ア　災害の状況

　　台風第21号は強い勢力を保ったまま、10月１日20

時半頃に神奈川県川崎市付近に上陸し、関東地方、

東北地方の太平洋側を速い速度で北上した。同月

２日６時頃北海道苫小牧市付近に再上陸し、勢力を

保ったまま北海道内を北上し、２日12時には宗谷海

峡付近で温帯低気圧となった。

　　この台風の影響で、10月１日から２日にかけ

て、中部地方から北海道までの広い範囲で大雨や

暴風となった。この期間の総降水量は、神奈川県

で342mm、静岡県、栃木県でも220mmを超す大雨

となった。また、石廊崎、銚子等では最大瞬間風速

50m/sを超す強風が観測された。

　　この台風により、死者２名、負傷者108名、住家

の全半壊及び一部損壊2,706棟、床上浸水307棟、床

下浸水1,947棟の被害が発生した。

　　農林水産省関係では、農地294箇所、農業用施設 

278箇所、治山施設13箇所、林地荒廃158箇所、林道

693箇所、森林8,443ha、漁港等38箇所及び営農施設、

農作物等に、総額で約390億円の被害が発生した。

この強風のため千葉、茨城で営農施設の被害が多く

発生し、北海道では大きな森林災害が発生した。

イ　農林水産省の対応

　　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を

指導。また、農業共済金の早期支払いについて農業

共済団体等を指導した。

　　政府は、この災害に対し、「平成14年10月１日及

び同月２日の暴風雨による災害（台風第21号）」と

して激甚災害の指定を行った（平成14年11月29日政

令第353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、国有林野内直轄災害関連緊急事業、

治山施設災害復旧事業、災害関連緊急治山事業、

林道施設災害復旧事業、海岸保全施設等災害復旧

事業、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、森林国営保険金、

森林災害共済金、漁業共済、漁船損害等保険金の

支払い
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２　天 災 資 金

　天災融資制度は、昭和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。

⑴　14年発生主要災害の概要と措置

　平成14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。

⑵　融 資 残 高

　平成14年12月末現在における融資残高は、６億円で

あり、その資金別、貸付利率及び業態別内訳は、表１

のとおりである。

⑶　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、平成14年

度511万円であり、制度が発足した昭和27年度から平

成14年度までの累計は597億5,366万円となった。また、

14年度においては、国からの損失補償補助金の交付は

なされなかったが、制度発足以来14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

からの国庫への納付はなされなかったが、国庫納付の

始まった32年度から14年度までの累計は２億4,235万円

となった。

３　農林水産業防災対策関係予算

　14年度の農林水産業防災対策関係予算は、表２のと

おりである。

表２　農林水産業防災対策関係予算

 （単位：千円）

　　事　　　項　　　　　　　　　　　14年度予算額

１　科学技術の研究 103,079

　　　農作物災害防止等 103,079

２　災害予防 25,643,314

　⑴　防災施設整備の整備 25,474,516

　　　　緊急時の農業水利施設の活用 113,767

　　　　渇水対策のための農業水利施設整備 109,778

　　　　漁港漁村の防災対策施設の整備 19,930,000

　　　　農山村の防災機能強化の促進 2,153,000

　　　　　農村総合整備（緊急防災型） 1,055,000

　　　　　防火防災対策林道整備 58,000

　　　　　防災対策林道機能強化 1,040,000

　　　防災営農対策事業 1,783,102

　　　　地域振興課 1,780,402

　　　　資源課 2,700

　　　防災林業対策事業 3,500

　　　林野火災予防施設の整備等 1,381,369

　⑵　その他 168,798

　　　　食糧等の備蓄 3,897

　　　　林野火災予防啓発普及活動 636

　　　　情報収集・伝達体制の整備 22,518

　　　　　経営政策課 19,178

　　　　　地方課 3,340

　　　　農地・農業用施設災害の支援技術の強化 10,550

　　　　農村地域の防災対策の推進 8,400

　　　　山地等防災GISの整備 120,750

　　　　山地防災体制の整備 2,047

３　国土保全 292,080,306

　⑴　治山事業 145,984,000

　　　　国有林治山事業 30,946,000

　　　　民有林直轄治山事業 7,295,710

　　　　　治山事業 7,204,000

　　　　　　治山計画等に関する調査 91,710

　　　　民有林補助治山事業 107,742,290

　　　　　治山事業 65,922,290

　　　　　水土保全林整備治山事業 31,766,000

　　　　　国有林野内補助治山事業 780,000

　　　　　共生保安林整備事業 9,274,000

　⑵　地すべり対策事業 24,618,760

　　　　農振局分　直轄 6,020,000

　　　　　　　　　　防災課 5,980,000

　　　　　　　　　　資源課 40,000

　　　　　　　　　補助 5,701,760

　　　　林野庁分　直轄 4,219,000

　　　　　　　　　補助  8,678,000
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　⑶　海岸事業 24,708,000

　　　　農振局分　直轄 4,027,100

　　　　　　　　　補助 7,045,900

　　　　水産庁分　直轄 35,300

　　　　　　　　　補助 13,599,700

　⑷　農地防災事業 87,784,441

　　　　国営総合農地防災事業 32,349,000

　　　　農地防災事業 54,671,751

　　　　水資源開発公団 749,910

　　　　防災対策調査 13,780

　⑸　災害関連事業 4,383,000

　　　　農業用施設 105,000

　　　　災害関連緊急地すべり対策事業 52,000

　　　　農村生活環境施設 66,000

　　　　海岸保全施設等 0

　　　　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 105,000

　　　　直轄治山等災害関連緊急事業 729,000

　　　　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 48,000

　　　　林地崩壊対策事業 76,000

　　　　森林災害復旧事業 162,000

　　　　漁港等 164,000

　　　　後進地域特例法適用

　　　　　　団体補助率差額 838,000

　⑹　地盤沈下対策事業等 3,194,709

　　　　防災課 3,100,000

　　　　資源課 81,709

　　　　土地改良企画課 13,000

　⑺　その他の事業 1,407,396

　　　　保安林整備管理事業 848,396

　　　　特殊地下壕対策事業 8,000

　　　　鉱毒対策事業 551,000

４　災害復旧等 166,788,029

　⑴　災害融資 139,466

　⑵　災害保険 152,203,563

　　　　農業共済保険 122,393,569

　　　　森林保険 5,926,030

　　　　漁業共済保険 8,580,265

　　　　漁船損害保険 15,303,699

　⑶　災害復旧 14,445,000

　　ア　公共土木施設  2,379,000

　　　　直轄事業 975,000

　　　　　直轄地すべり防止施設復旧事業 120,000

　　　　　直轄治山施設 735,000

　　　　　直轄海岸 0

　　　　　直轄漁港 120,000

　　　補助事業 1,404,000

　　　　治山施設 829,000

　　　　海岸等 110,000

　　　　　漁港 465,000

　　イ　農林水産業施設 10,859,000

　　　　　直轄事業 132,000

　　　　　　農業用施設 132,000

　　　　補助事業 10,727,000

　　　　　農地 1,591,000

　　　　　農業用施設 7,158,000

　　　　　林道 1,958,000

　　　　　治山施設 0

　　　　　漁業用施設 20,000

　　ウ　国有林（林道分） 1,207,000

 ［13,800,000］

　合　　　計 484,614,728

（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

　農地の流動化政策については、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５年度か

ら平成７年度までは毎年９万ha台、平成８年度から

平成10年度までは毎年11万ha台、平成11年度以降は

毎年13万ha台と増加傾向で推移してきている。

　平成13年度の農地の権利移動面積は13万２千haと

なり、前年度より３千ha下回った。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５年の66％から平成13年の74％

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、2000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53％を占めてい

る。

－ 184 － － 185 －

経　

営　

局



第５章　経　　営　　局 第５章　経　　営　　局

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大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、関係機関・団体が流動化情報を共有し、関連

事業の組み合わせや実施時期、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　11億1,693万６千円）

イ　農地利用集積実践事業

　　生産基盤が整備された地区を対象に、地域農業者

の合意の下に担い手への農地の面的集積を促進する

とともに、土地利用型作物の生産振興や農地の効率

的利用に資する農地の利用調整に取り組む重点推進

地区の育成を図る。

 （予算額　７億8,524万５千円）

　ア　農業構造転換地域連携事業（注）
　　　担い手への面的集積を促進するための農地利用

プランの作成、簡易なほ場の整備等を行う。

 （予算額　４億20万円）

（注）ウの利用集積緊急推進事業のイ農業構造転換地
域連携事業をイの農地利用集積実践事業費により予

算措置

　イ　利用調整重点推進地区育成事業
　　　農用地利用改善団体等が農地の利用調整活動を

行い、一定の利用集積を達成した場合、その実績

に応じて促進費を交付する。

 （予算額　３億4,877万２千円）

ウ　利用集積緊急推進事業

　　生産基盤が整備された地区を対象に、地域農業者

の合意の下に地域の農地利用に関するプランを作成

し、これに基づき担い手への農地の面的集積を促進

する。

 （予算額　120億9,950万円）

　ア　農業構造転換担い手集積加速事業
　　　担い手への面的集積を促進するための農地利用

プランの作成、簡易なほ場の整備等を行う。

 （予算額　１億9,970万円）

　イ　農業構造転換地域連携事業（再掲）
 （予算額　４億20万円）

　ウ　農地保有合理化促進事業の拡充
　　　農地利用プランの実現を支援するため、農地保

有合理化法人が担い手に農用地等を売り渡し又は

貸し付けるために行う農地保有合理化事業に要す

る資金の一部を無利子で貸し付ける。

 （予算額　114億9,960万円）

エ　販路開拓緊急対策事業

　　実需ニーズに応じた地域農産物の安定的な供給体

制を確立するための適地適作を考慮した作付地の団

地化への支援及び農業生産サイドと実需者サイドと

の連携に伴い必要となる施設整備の助成等を総合的

に実施

 （予算額　10億7,409万６千円）

オ　転換システム構築支援事業

　　市町村が策定した経営構造確立構想の達成に向け

て、担い手経営農地の面的集積や作物別作付地の団

地化を図るための土地利用調整システムの構築を支

援する事業

 （予算額　7,607万３千円）

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。

　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

　ウ　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

　エ　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

　　平成13年度における農地保有合理化事業の実績は、

表３のとおりである。
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　オ　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４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14年度末で、市町村農業公社が151、農業協同

組合が400、市町村が18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月に社団法人全国農地保

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。

⑶　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、営農方式改善のための機械・施設

の整備（リース事業）への支援を行うものである。

 （予算額　8,549万３千円）

⑷　認定農業者農作業受委託集積事業

　この事業は、農用地利用改善団体等と連携を図る認

定農業者を中心とした農作業受託組織を育成し、広域

的な地域を対象に農作業受委託等による農用地利用集

積の促進を図り、認定農業者等の経営の規模拡大によ

る効率的かつ安定的な経営体への発展に資するため、

農作業受託組織の育成指導、一定の農用地利用集積を

目標とする農作業連携実行計画の実現に必要となる農

業機械・施設の整備（リース事業）への支援を行うも

のである。

 （予算額　6,942万５千円）

⑸　土地利用型大規模経営促進事業

　この事業は、農用地を取得して経営規模の拡大を行

う青年農業者及び二世代就農の農業者に対し、助成金

の交付を行うことにより、これらの者の経営の規模拡

大に伴う初期段階の負担の軽減を図り、もって土地利

用型農業の次代を担う農業者の育成・確保、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　２億3,460万７千円）
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３　耕作目的の農地移動等の状況

⑴　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13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34万859件（対前

年比98.9％）、19万4,039ha（同98.4％）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13年の北海道は増

加したものの、都府県は減少を示しており、全国で

は７万6,229件（対前年比94.1％）、３万366ha（同

97.7％）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13年は6,570件（対前年

比96.6％）、3,677ha（同108.7％）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

の権利設定などの動向に応じて推移してきており、

平成13年は２万8,889件（対前年比98.7％）、４万

6,209ha（同99.3％）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

の委託による権利の設定）は、平成13年は19万9,492

件（対前年比102.2％）、９万8,308ha（同97.8％）と

なった。

⑵　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13年は３万5,842件（対前年比

96.0％）、１万7,162ha（同105.0％）となっており、

件数は減少したものの、面積は増加を示した。

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13年中に利用権が終了したものは10万8,066件

（前年比104.9％）、３万8,656ha（104.2％）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13年中に利用

権を再設定したものは件数で70.4％（面積68.3％）

を占めており、再設定予定のもの（平成13年中には

再設定しなかったが、平成14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

9.6％（面積12.8％）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

　平成14年度は、①農業委員会の経費として農業委

員会交付金127億9,540万８千円及び農業委員会費補助

金12億3,941万１千円、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６億5,644

万２千円及び都道府県農業会議費補助金５億5,552

万６千円、③全国農業会議所費補助金として１億767

万円の総計153億5,445万７千円が計上された。

　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

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及び標

準小作料改訂事業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子化、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、認定農業者等の簿記記帳等による経営改善、

関係団体との共同事務局の設置、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、農地調整に

係る現地調査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、2,578万７千円である。

　また、全国農業会議所については、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認定

農業者等の経営管理能力向上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、15年３月１日現在3,200委

員会である。
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第７節　農 業 経 営 対 策

１　経営構造対策

⑴　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。平成14年度から新た

に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）においても支援することとした。

　　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

　ア　事業の種類
　　ａ　経営構造施設整備事業

　　　 　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　経営構造施設整備附帯事業

　　　 　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。

　イ　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。

　ウ　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、認定から5年度目（担い

手育成緊急地域においては、３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。

　　ａ　全国共通目標

　　　⒜　認定農業者等の育成

　　　　 　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、または目標年次に

おける認定農業者数が現在に比べ50％以上増

加すること。（担い手育成緊急地域において

は、目標年次における認定農業者数が現在に

比べ１名以上増加すること、又は農業生産法

人が１法人以上設立されていること。）

　　　⒝　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％（担い手育成緊急地域にお

いては、30％）以上に達すること、または現

在に比べ農地利用集積率が10ポイント（担い

手育成緊急地域においては、５ポイント）以

上増加すること。

　　　⒞　遊休農地の解消

　　　　 　ほ場整備後10年（担い手育成緊急地域にお

いては、８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。

　　ｂ　地域提案目標

　　　 　年間労働時間の短縮、年間所得の増加等担い

手育成に直結する数値目標であると都道府県知

事が認めた場合は、ａの全国共通目標の１つに

代えることができる。

　　ｃ　地区選択目標

　　　 　ａ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。

　エ　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。

　オ　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年間担い手育成緊急地域は、３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。

　カ　効率的かつ適正な執行の確保
　　　国は、事業の実施手続及び実施状況について、
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農林水産省政策評価会経営局専門部会の意見を聴

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に意

見を聴く等により、本対策の効率的かつ適正な執

行の確保を図る。

ウ　平成14年度における事業実施状況

　　新規85地区、継続224地区の合計309地区において

実施。

 （予算額　228億1,403万４千円）

⑵　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

　ア　市町村推進事業
　　　市町村推進事業は、合意形成事業及び経営継承

支援事業により構成される。

　　ａ　合意形成事業

　　　 　合意形成事業は、地域の農業者等の合意形成

を通じて設定する目標及びその達成のためのプ

ログラム等を内容とする経営構造確立構想の策

定、費用対効果の算定のための基礎調査等を実

施する。

　　ｂ　転換システム構築支援事業

　　　 　地域の農業者等の合意形成を通じた、担い手

への農地の面的集積と作付け地の団地化とを併

せ推進するための農地利用再配分計画の策定等

を実施する。

　　ｃ　経営継承支援事業

　　　 　経営継承支援事業は、離農者又は経営を中止

した者の経営資産を認定農業者等に円滑に継承

するため、施設等の買入経費、賃借料の利子軽

減等を実施する。

　イ　都道府県推進事業
　　　都道府県推進事業は、市町村推進事業の支援、

対策事業に関する調査、情報の提供、事業評価に

関する点検評価及び効果発現に向けた改善方策の

検討等を実施する。

　ウ　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・診断活動や経営アグリビジネスス

クールの開催等総合的な支援事業を実施する。

ウ　平成14年度における事業実施状況

　　市町村推進事業を113地区、都道府県推進事業を

47都道府県及び全国推進事業を実施

 （予算額　７億3,085万８千円）

⑶　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14年度における事業実施状況

　　８地区で実施。

 （予算額　７億400万３千円）

⑷　人権問題啓発推進事業

　「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。

 （予算額　4,405万５千円）

⑸　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

関係農林漁業者の経営の近代化と生活水準の安定向上
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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14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。

 （予算額　５億8,131万９千円）

⑹　アグリ・チャレンジャー支援事業

ア　趣旨

　　食料・農業・農村基本法の基本理念である効率的・

安定的な経営体が地域農業の相当部分を占める農業

構造を確立するためには、農業生産を核に加工・流

通・販売等を総合的に取り組むアグリビジネス（創

造的高付加価値農業）の推進が極めて重要である。

　　アグリビジネスは、農業法人等の創意工夫や多様

な取組を通じて、農業・農村地域における特色ある

新規分野の創業等に大きく寄与するもので、新しい

雇用機会の創出と所得の確保に大きな役割を果たす

ものである。

　　アグリ・チャレンジャー支援事業は、現下の厳し

い景気・雇用状況の中にあって、このようなアグリ

ビジネスに積極的にチャレンジする農業法人等の経

営体（アグリ・チャレンジャー）を支援し、農業の

構造改革を一層促進するものであり、本事業により

アグリビジネスに積極的に取り組む上で必要な施設

整備等に対して支援を行う。

イ　事業の内容

　ア　プロポーザル事業
　　　アグリ・チャレンジャーから新商品・新技術の

アイデアを公募し、審査委員会で選定されたアイ

デアを実現させるための研究開発等に必要な経費

に対して助成を行う。

　イ　ビジネス・サポート事業
　　　アグリ・チャレンジャーの出資等を通じた消費

者等との連携、新商品・新技術の開発等の経営戦

略に関する調査研究や情報提供・相談活動を実施

する。

　ウ　ビジネス・スタート事業
　　　アグリ・チャレンジャーが新しくアグリビジネ

スに取り組む上で必要な生産・加工・流通・販売

施設等の整備を支援する。

　　　なお、実施に当たっては、事業計画の承認年度

から３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。

　　ａ　共通目標

　　　⒜　農畜産物の高付加価値化

　　　　 　現在の方法による販売単価に比較して事

業実施を通じた付加価値の向上によって想定

される各対象作物の販売単価の増加率平均が

25%以上となること。

　　　⒝　売上額の増加

　　　　 　年間の売上額が、おおむね3千万円以上に

達する又は現在に比べ30％以上増加すること。

　　　⒞　雇用の拡大

　　　　 　施設等の整備や経営発展等により雇用者が

３人以上又は延べ700人・日以上増加すること。

　　ｂ　地域提案目標

　　　 　年間労働時間の短縮、年間所得の増加等担い

手育成に直結する数値目標であると都道府県知

事が認めた場合は、ａの数値目標の１つに代え

ることができる。

　ウ　平成14年度における事業実施状況

　　ア　プロポーザル事業　
　　　　７経営体で実施。

 （予算額　8,088万７千円）

　　イ　ビジネス・サポート事業
　　　 　農業法人等における出資等を通じた消費者と

の連携などの調査研究を実施。

 （予算額　6,029万４千円）

　　ウ　ビジネス・スタート事業
　　　　86経営体で実施。

 （予算額　47億5,000万円）

⑺　販路開拓緊急対策事業

ア　趣旨

　　食料・農業・農村基本法に定められた施策の方

向に即し、効率的かつ安定的な経営体が農業生産の

相当部分を担う農業構造の確立を図るために、実需

ニーズに応じた地域の農産物の安定的な供給体制の

確立に向けた取組及び地域の農業生産と実需者との

連携に伴い必要となる施設整備等に対する支援を総

合的に実施し、地域の構造改革の推進に資すること

を目的として実施した。

イ　事業の内容

　ア　事業の種類
　　ａ　市町村事業

　　　⒜　販路開拓構想確立事業

　　　　 　地域の農業者等による実需ニーズの把握、

先進地事例調査、実需者との連携及びこれに

基づく地域農産物の販路開拓に向けた市町村

構想の策定等を行う。

　　　⒝　生産団地確立実践事業

　　　　 　実需者との連携に伴い、地域農産物の安定

的な供給体制を確立するための適地適作を考

慮した作付地の団地化への支援等を行う。
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　　　⒞　販路開拓支援施設整備事業

　　　　 　地域農産物の安定供給体制確立のための

ハード事業を行う。

　　ｂ　全国事業

　　　⒜　生産・実需者相互ニーズ情報提供事業

　　　　 　地域の農業生産及び実需者双方向に情報

提供を行うためのシステムの開発及びデータ

ベースの構築を行う。

　　　⒝　生産・実需者連携強化支援事業

　　　　 　地域の農業生産と実需者との連携強化を図

るため、地域の農産物の販路開拓のための相

談会及びシンポジウムの開催、アドバイザー

による支援活動及び連携成立後の農業生産に

対する栽培技術指導等を行う。

　イ　目標及び目標達成プログラムの設定
　　　実施に当たっては、次の各項目のすべてについ

て、事業承認年度から３年度目を目標年次とした

数値目標及びその達成のためのプログラムを設定

する。

　　ａ　実需者との連携

　　　 　事業実施地区における連携対象農産物の全取

引数量に占める連携先の実需者との連携対象農

産物の取引数量の割合がおおむね50％以上また

は、現在の取引数量に比べおおむね20％以上増

加すること。

　　ｂ　担い手への農地の利用集積

　　　 　実需者との連携に必要な農地面積に占める認

定農業者等に利用集積する農地の面積の割合が

60％以上に達するか、又は現在に比べ10ポイン

ト以上増加すること。

　　ｃ　作付地の団地化

　　　 　実需者との連携に必要な農地面積に占める団

地化された農地の面積の割合が50％以上となる

か、又は現在に比べ10ポイント以上増加するこ

と。

　　　 　ただし、実需者との連携に係る農産物が土地

利用型作物以外の場合であって、かつ、作付地

の団地化が困難な場合は、年間労働時間の短縮、

年間所得の増加、生産コストの縮減、農業経営

の指標を達成する者の増加等に係る数値目標で

都道府県知事が特に認めるものについては、こ

れを作付地の団地化に代えることができる。

ウ　平成14年度における事業実施状況

　ア　市町村事業
　　　６地区で実施。

 （予算額　10億845万９千円）

　イ　全国事業
　　 　情報提供システムを開発し、販路開拓シンポジ

ウム及び相談会を全国５カ所で開催した。

 （予算額　5,697万５千円）

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、それを有効に応用することが

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277億4,582万円）

　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。

⑴　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絡

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、土地利用

型作物、野菜、果樹、花き、農業経営及び生活経

営、普及指導活動等16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、専門技術員の設置実数は635人（交付決

定数）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
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を担当した。

　　　なお、改良普及員の設置実数は、9,245人（交

付決定数）であった。

⑵　普及職員の活動

ア　専門技術員

　　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での実証調査等を実施した。

　　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

　① 　管内をいくつかの活動地域に区分し、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。

　ア　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、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

　イ　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

　ウ　農業経営及び農村生活に関する情報の農業者等
への適時、適切な提供

　エ　農業者を対象とした研修会や講習会の開催

⑶　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運営を行った。

なお、地域農業改良普及センター数は464（交付決定数）

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、農業者に対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、集団及び青少年並びに

技術、経営、普及指導活動等に関する情報の整備・

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・

団体職員、普及協力委員を構成員とし、普及指導

活動に関するニーズ及び普及指導活動に対する評

価の把握、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及び相談を行うための交

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

⑷　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
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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。

⑸　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、次のような研修を実施（国が実施する研修への派

遣を含む。）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

⑹　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。

　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（独立行政法人

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

た研修会、先進地調査等を実施

⑺　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等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。

⑴　 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㈳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
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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等、

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　３億7,788万円）

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

る普及情報ネットワークの整備、運営、②普及セン

ター ITサイトの整備に対する支援等を実施すると

ともに、都道府県において、③普及センターと農業

者等を結ぶ普及センター ITサイトの整備、④農業

微気象及び試験研究成果データベースの整備を実施

した。また多様化・高度化する農業者のニーズに対

応し、それに対する技術・経営支援を充実・強化す

るため、㈳全国農業改良普及協会に対し助成し、⑤

ITを活用した地域における営農設計を支援するシ

ステムを構築するとともに、都道府県において、⑥

普及職員が生産現場で高度な経営診断を行う体制の

整備等を実施した。さらに意欲ある農業者が創意工

夫を凝らした企業的経営を展開していくためには、

農業生産・経営に必要な技術・経営情報の入手や経

営判断・経営管理に ITを積極的に活用していくこ

とが極めて有効であることから、㈳全国農業改良普

及協会に対し助成し、⑦農業者の情報リテラシー向

上のための IT指導人材を育成した。

 （予算額　７億5,003万円）

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　４億1,456万円）

⑵　普及事業の対象者・課題の重点化

ア　食料・農業・農村基本法の下、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及び地域

農業において重点的に取り組むべき課題について、

地域農業のまとめ役を中心に農業者自らの取組に

よって課題解決がなされるよう支援していくことが

求められており、このような人材の育成・確保が緊

要な課題となっている。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。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、個々

の農業経営の発展段階に応じた経営体支援プログラ

ムを作成し、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。また、高度な経営発展を目指す担い手には専

門技術員や民間専門家等からなるスペシャルサポー

トチームによる高度かつ濃密な指導等の「ステップ

アップ式経営指導」を実施した。③制度資金を活用

して資本整備の高度化等を図った担い手に対しては、

経営状況の調査及び分析、今後の経営についてアド

バイス等重点的なフォローアップ活動等、担い手が

経営の発展を図ろうとする際に必要となる情報、新

技術の導入、資本整備の高度化を図るための資金等

に対する総合的な支援を行った。④地域全体の課題

解決に取り組む地域においてリーダー及び中核とな

る人材の育成及び確保を図るため、地域の意向調査

による課題分析、計画策定、現地実証活動等、地域

のリーダー自らによる地域の合意形成が円滑に行わ

れるよう支援を行った。 （予算額　８億4,009万円）

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、
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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農業労働改善総合推進指針の策定や農

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　272百万円）

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、これまで農政

上の課題に対応し、制度の再編・拡充が行われてきた

ところであるが、平成14年度においては、担い手向け

制度融資の再構築の中で抜本的に見直しを図った。

　具体的には、農業者の先駆的な取組が多様なものと

なってきており、農業経営の改善を目的とし、自主性

と創意工夫を活かした経営展開を支援するため、また、

より農業者にとって使いやすい資金制度にする観点か

ら、

　ア　農業の担い手が農業改良措置（新たな農業部門

や加工の事業の経営の開始、農畜産物又はその加

工品の新たな生産・販売方式の導入）にチャレン

ジするための資金に改める

　イ　都道府県の直接貸付方式に加え、民間金融機関

が都道府県から借り受けて農業者に貸し付ける方

式を追加する

　ウ　当該民間金融機関からの貸付けについて、農業

信用基金協会による債務保証の対象に追加する

等の制度改正を行った。

（平成14年度貸付枠634億円、うち女性起業向け優先枠

30億円）

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　174億2,500万円）

２　全国及び地域段階における就農支援体制

の整備　　　　　　　　　　　　　

⑴　新規就農総合対策事業

①　就農相談窓口整備事業

　　次代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、全国新規就農相談センターを中心に ITを

活用したネットワーク構築による就農関連情報の収

集・提供活動、就農前農業・農村体験等を実施した。

 （予算額　４億5,277万円）

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、

就農希望地での実践研修教育の充実等、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　7,651万円）

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　431万円）
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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、中学校でのモデル校活動や

農業高校等への進路説明会の開催、農業高校生等に

対する実践的な研修機会の提供を実施した。

 （予算額　8,550万円）

⑵　農業研修教育施設整備事業

　道府県農業大学校等において、農業技術の革新等に

対応した研修教育、農業を担うべき者の就農前から経

営が確立するまでの発展段階に応じた研修教育及び国

民の農業農村への理解の増進を図るための研修教育の

基幹施設となる研修教育棟、宿泊棟、新技術習得施設、

生産実習施設等の施設を整備した。

 （予算額　21億792万円）

⑶　農村青少年研修教育団体事業

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した。

　　また、就農希望者を対象に、就農の促進を図るた

めのシンポジウムの開催及び農業体験や就農講座に

よる研修を実施した。 

 （予算額　１億275万円）

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、農業の実務研修

を受けさせる農業実習生海外派遣事業等を実施した。

 （予算額　4,375万円）

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　２億5,778万円）

エ　農業体験学習支援条件整備事業

　　民間の研修教育施設を活用し、文部科学省の子ど

もセンター等と連携し、農業体験の場のない首都圏

等の都市部の児童・生徒を中心に体験学習の機会を

提供するために必要な施設等の整備を図った。

 （予算額　１億1,264万円）

⑷　農業体験学習ポータルサイト設置運営事業

　学校等教育関係者が農林水産業体験学習を企画する

際に必要な体験学習の受入れ者、教育環境、学習可能

内容、現地指導者、教材、事前事後学習の支援内容、

施設等の情報に関するデータベース及び検索プログラ

ムを開発しWebサイトで提供した。

 （予算額　2,803万円）

⑸　就農希望者・農業法人マッチング強化事業

　農業就業経験のない都市部の就農希望者等の円滑な

就農、定着を図るため、農業法人雇用情報等提供シス

テムの構築、東京、大阪での農業法人合同会社説明会

や就農相談会、農業法人を活用した農業経営や生産技

術を習得するための職場内研修（OJT研修）を実施した。

 （予算額　１億7,000万円）

⑹　離職者就農キャリア形成支援事業

　農業就業経験のない都市部の就農希望者等の円滑な

就農、定着を図るため、大都市地域において、就農希

望者を対象とした就農促進シンポジウム、農業体験及

び農業講座による研修等、広く就農啓発を実施した。

 （予算額　4,000万円）

⑺　独立行政法人　農業者大学校の運営

　独立行政法人の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通じて、幅広い視野と

応用能力を付与することにより、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優れた人

材を育成した。

 （予算額　６億7,800万円）

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、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

　「食料・農業・農村基本法」及び「男女共同参画社

会基本法」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。

⑴　農業・農村男女共同参画推進事業

　男女共同参画社会を実現するため、地域段階におけ

る審議会の女性委員の割合、女性起業数などの参画指

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　7,753万円）

⑵　女性農業者経営参画支援事業

　出産・育児期にある女性も子育てと農業経営が両立

できるよう経営管理研修、母性保護セミナー等を実施

－ 196 － － 197 －

経　

営　

局



第５章　経　　営　　局 第５章　経　　営　　局

した。

 （予算額　5,741万円）

⑶　女性起業e-ビジネス化支援事業

　女性農業者による起業活動の活性化・高度化を図る

ため、企業的経営感覚を身につけたリーダーの育成や

消費者との交流会を実施した。 

 （予算額　5,725万円）

⑷　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、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　２億2,720万円）

⑸　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

及び労働環境整備の推進、農山漁村女性の活動を推進

するための農山漁村女性活動支援施設の運営や農業関

連活動に係る資質向上セミナーの開催、女性農業者に

よる起業活動の活性化・高度化を図るための全国規模

女性起業ネットワークの構築や IT化推進のためのセ

ミナー及びフォーラム等を開催するために必要な経費

を㈳農山漁村女性・生活活動支援協会に対し助成した。

 （予算額　4,954万円）

⑹　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リストを作成した。

 （予算額　7,659万円）

２　農山漁村高齢者対策

　「食料・農業・農村基本法」及び「食料・農業・農

村基本計画」を踏まえ、農山漁村における高齢者対策

の推進のため、以下の施策を実施した。

⑴　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、高齢者の役割を明確にし、高齢者がいきいき

と活動するとともに世代間の交流も推進する総合的な

活動促進システム確立のための支援を実施した。

 （予算額　6,375万円）

⑵　高齢者等心身リフレッシュ支援活動促進事業

　農村高齢者の新たな活動の場をつくるための都市と

の交流を推進するとともに、高齢者等を対象にした農

業による心身リフレッシュを支援する活動を促進する

ため、人材の育成等の支援を実施した。

 （予算額　2,707万円）

第12節　農業協同組合等

１　農業協同組合及び同連合会

⑴　農協系統の現状

　これまで、農協改革については、農協系統において

平成12年10月のJA全国大会で「農を支える担い手支

援」、「経営・事業・組織の改革」等を柱とした今後の

取組方針を組織決定し、改革のための自主的な取組み

が行われてきた。また、農林水産省においても、この

ような農協改革を推進する観点から13年に農協改革２

法（「農業協同組合法等の一部を改正する法律」及び「農

林中央金庫法」（全部改正））を制定し、金融情勢の激

変等を踏まえた新たな農協金融システムの構築等に向

けた諸施策を講じてきた。

　この結果、農協の破綻未然防止策を柱とした「JA

バンクシステム」の構築等により体制が整備された信

用事業等、具体的な成果があがっている分野もある一

方、とりわけ営農・経済事業の改革については、「生

産資材コストの２割削減」を最重点課題と位置付け、

配送拠点の集約化と全国一元的な受発注システムの構

築、生産者・消費者双方にメリットのある販売システ

ムの構築等を農協系統自ら目指しているが、具体的な

成果が出ていないため、農業者、消費者等国民各層か

ら消費者ニーズに対応した農産物の生産・販売や生産

資材コストの削減を求める声があがっている。

　こうしたことから、「食」と「農」の再生に向け、

特に改革の進捗の遅い営農・経済事業を中心とした農

協改革を促進するため、「農協のあり方についての研

究会」を設置し、14年９月以降、農協系統の事業と組

織のあり方についての検討を重ね、15年３月に「農協

改革の基本方向」と題する報告書をとりまとめた。

　このなかでは、農協系統の問題点と農協改革の理念

を明らかにした上で、農協改革の基本方向として、①

単位農協は経済事業等についての自立を目指し、全農

はその補完に徹する方向を目指すこと、②農産物の販

売事業については、生産者に近い単位農協が消費者・

実需者への直接販売を拡大して、消費者ニーズを生産

現場にフィードバックできるようにすること、③生産

資材については、物流コストの削減や仕入れの見直し

を行うとともに、大口利用者にメリットのある価格体

系とすること、④農協の経営安定を図るため、信用・

共済事業の収益がなくても成り立つ経済事業を早急に
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確立するため、赤字部門の改善を図ること、⑤度重な

る偽装表示事件を起こした全農改革の断行、⑥全国中

央会がリーダーシップを発揮し、指導指針（経済事業

版自主ルール）を策定して改革を推進すべきこと、⑦

行政と農協の関係を明確にするとともに、独禁法違反

のチェックを強化することなどの農協改革の方向が示

されている。

　農協系統においては、改革の具体策を早急に検討し

て、国民に明らかにするとともに、速やかにこれを実

践することで、農協改革に対する国民の支持と理解を

得ていく必要がある。

　農協系統の現状を概観すると、平成15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

3,949（うち総合農協1,039）、連合会が301（うち全国

段階のもの18）で14年度中に単位農業協同組合が344

（うち総合農協142）、連合会が12それぞれ減少している。

　14年度における総合農協の合併実績（14年度中に合

併登記を完了）は48件であり、参加農協数は182農協

であった。

　13事業年度末現在における総合農協の正組合員の数

は、520万人（団体を除く。）で前事業年度末に比較し

３万９千人減少し、准組合員の数は380万人（団体を

除く。）で前事業年度末に比較し１万２千人増加して

いる。

⑵　農協系統の財務の概況

　13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）82兆4,931億円で、前年

度比1.6％増加した。これら調達資金の90.7％は信用

事業負債である。

　資金の運用については、全体の91.2％である75兆

2,656億円が信用事業資産（貯金、貸出金、有価証券等）

であり、前年度比1.8％増加している。固定資産は前

年度比0.2％増加し３兆4,322億円、外部出資は前年度

比2.9％増加し１兆5,172億円である。

　資本については、５兆344億円で、前年度比1.6％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。

　　平成13事業年度末における１組合平均の営農指

導員数は13.4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。

イ　信用事業

　　農協における13年度末の貯金残高（譲渡性貯金を

含む。）は73兆5,374億円（１組合当たり657億円）、

貸出金残高は21兆7,357億円（同194億円）、有価証

券（金銭信託及び買入金銭債権を含む。）は４兆890

億円（同37億円）となっており、前年度末比の増減

率は、それぞれ2.0％、△1.2％、△5.4％となっている。

　　また、信農連における13年度末の貯金残高（譲

渡性貯金を含む。）は50兆4,730億円（１信農連当た

り10,972億円）、貸出金残高（コールローンは除く）

は５兆3,536億円（同1,164億円）、系統預け金は32

兆5,071億円（同7,007億円）、有価証券（金銭信託及

び買入金銭債権を含む。）は13兆5,868億円（同2,954

円）となっており、前年度末比の増減率は、それぞ

れ2.3％、△0.3％、△0.1％、7.8％となっている。

ウ　経済事業

　　13事業年度における総合農協の販売事業の取扱高

は、４兆7,114億円となっており、そのうち主要な

ものは米１兆1,723億円（24.9％）、畜産１兆1,246億

円（23.9％）、野菜１兆2,211億円（25.9％）、果実5,025

億円（10.7％）である。

　　また、購買事業の取扱高は3兆9,956億円となって

おり、そのうち主要なものは飼料3,733億円（9.3％）、

肥料3,208億円（8.0％）、農薬2,695億円（6.7％）、

農業機械2,942億円（7.4％）、燃料6,223億円（15.6％）、

食料品6,833億円（17.1％）、日用雑貨1,253億円

（3.1％）、家庭燃料2,091億円（5.2％）である。

エ　共済事業

　　14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、382兆9,003億円（前年度末387兆

5,083億円）、短期共済契約高（掛金ベース）は、4,764

億円（同4,523億円）となっており、それぞれ△1.2％、

5.3％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9,879億円、満期共済金１兆7,982億

円、合計２兆7,861億円となった。

オ　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、14年度末現在では33都道府県で36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121病院、

59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。
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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。

　14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35億6,697万円、都道府県農

業協同組合中央会にあっては629億2,486万円となって

いる。

⑵　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14年度３億2,622万円（農業協同組合等相互

扶助事業整備推進費１億7,000万円を含む。）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、14年度においては

6,682法人（前年度同期6,685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2,150、農業の経営を行ういわゆる２号法人の数

は1,129、１号及び２号の事業を併せ行う法人の数は

3,403となっている。

　また、作目別にみると単一作目が5,699法人で圧倒

的に多く、複合作目は983法人である。単一作目では、

畜産（酪農、養豚、養鶏、肉用牛等）（2,101法人）、

野菜（816法人）、果樹（570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担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。

（14年度末年金受給権者数：357,130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、財務及び事業の概要を調査し、統計表とし

て公表した。13事業年度の各統計表の集計組合数は総

合農協1,182、専門農協885、都道府県区域農協連合会

129及び農事組合法人1,899であった。

⑵　経 営 分 析 調 査

　総合農協のうち80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13事

業年度）」として公表した。

⑶　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（15年３月31日現在）及び14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

　平成14年度の我が国経済は、実質国内総生産で見る

限り平成14年10－12月期まで４四半期連続プラス成長

したが、雇用や財政および地方経済における構造調整

圧力は強く、デフレのもとで回復感は乏しい状況で

あった。消費者物価は平成14年平均で0.9％の下落に

なるとともに、完全失業率は史上最悪の水準が続き現

金給与総額も２年連続減少した。平成14年６月以降下

落歩調をたどった株価はバブル崩壊後の最安値更新を

繰り返し、平成14年度末の日経平均株価は21年ぶりの

8千円割れとなった。地価下落も続いており、これら

資産価格の下落は企業業績や消費行動に悪影響を与え

た。一方、国債利回り等長期金利は、イラク情勢の緊

迫化を受けて世界的な景気悪化不安が高まるなか、低

下が続いた。

　金融制度については、不良債権処理の加速による金

融システムの安定に向けた制度の枠組み整備について

の取組がすすめられた。

　平成14年４月にペイオフが一部解禁されたが、平成

15年４月に予定されていたペイオフ全面解禁について

は、低迷する経済状況を背景に各方面から延期を求め

る声が高まったこともあり、平成16年度までに不良債

権処理を終了させることとし、ペイオフについては決

済機能の安定確保のための制度を導入し解禁の準備は

整えるものの不良債権問題が終結するまで実質的に２
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年延期する方針に転換、それを受け預金保険法・貯金

保険法が改正された。

　このような状況の下、金融庁が平成14年10月末に主

要行を対象とする金融再生プログラムを公表し、この

中に盛り込まれた資産査定の厳格化や特別検査の再実

施等が進められた。なお、中小・地域金融機関の不良

債権処理については、金融審議会におけるリレーショ

ンシップバンキングのあり方にかかる検討を踏まえ、

平成15年３月に別途アクションプログラムがとりまと

められた。銀行の自己資本のあり方、あらたな公的資

金制度については、金融審議会において引き続き検討

が進められている。

　公的金融分野については、不良債権集中処理期間に

おいてセーフティーネット機能として政策金融が活用

される。

　農林系統においては、農水産業協同組合貯金保険法

等の一部が改正され、「金融機関等の組織再編成の促

進に関する特別措置法」が成立した。

　①　農水産業協同組合貯金保険法等の一部改正

　　 　我が国経済において金融機関の行う資金決済が

果たす役割の重要性にかんがみ、我が国の金融の

機能の一層の安定化を図るため、破綻金融機関に

係る資金決済の確保に関し、資金決済に関する預

金者その他の債権者の保護その他所要の措置を講

ずる必要があることから、一般金融機関のセーフ

ティーネットである預金保険法等が平成14年12月

に一部改正され、農漁協系統のセーフティーネッ

トである農水産業協同組合貯金保険法等について

も、預金保険法等と同様の一部改正を同年12月に

行った（平成15年４月施行予定）。

　② 　金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措

置法の成立

　　 　金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融

機関等の経営基盤の更なる強化を図るために、当

分の間、金融機関等の組織再編成を促進するため

の特別な措置を講ずることにより、金融機関等の

業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が

国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に

資する目的から、金融機関等の組織再編成の促進

に関する特別措置法が平成14年12月に成立・公布

され、平成15年１月から施行された。

　　 　また、JAバンク法に基づくJAバンクシステム

については、平成14年１月よりスタートしており、

自主ルールに基づき、全JAバンク会員のモニタ

リング、基準に該当するJAに対する指導、JAバ

ンク支援協会による資本注入等の支援等を通じ、

実効性ある破綻未然防止策に取り組んでいる。

　以上のような情勢の下、平成14年度の系統信用事業

は、次のような動きをした。

⑴　農 協 の 動 き

ア　貯金

　 　14年度末の貯金残高は74兆4,203億円となり、13

年度末に比べ8,829億円、1.2％増加した。

イ　借入金

　 　14年度末の借入金残高は2,158億円（このほか農

林漁業金融公庫から転貸用借入金3,183億円）と

なり、前年度末残高（2,644億円）より486億円、

18.4％減少した。

ウ　貸出金

　 　14年度末の貸出金残高は21兆613億円（このほか

農林漁業金融公庫受託貸付金残高3,730億円、金融

機関貸出804億円）となり、前年度に比べ2,395億円、

1.1％減少し、貯貸率は29.0％から28.3％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4.0％減（前年度9.5％減）、長期

貸出は0.6％減（前年度0.1％増）となり、長期貸出

比率は87.8％（前年度87.4％）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14年度末残高は54兆3,596億円で、前年度末残高

（53兆1,612億円）より１兆1,984億円、2.3％増加した。

　 　その運用内訳をみると、預け金50兆7,604億円で

余裕金の93.4％を占め、前年度に比べ１兆6,879億

円、3.4％増であった。このうち系統への預け金は

50兆5,065億円で、余裕金全体の92.9％を占めてお

り、前年度（91.8％）より1.1ポイント増加した。

　 　また、14年度末における有価証券保有残高は３兆

5,751億円と前年度に比べ4,769億円（11.8％）減と

なり、余裕金全体に占める割合は7.6％から6.6％へ

と減少した。

⑵　信 農 連 の 動 き

ア　貯金

　 　14年度末の貯金残高は50兆3,270億円となり、前

年度末より1,460億円、0.3％減少した。

イ　借入金

　 　14年度末の借入金残高は419億円となり、前年度

末残高（275億円）より144億円増加した。

ウ　貸出金

　 　14年度末の貸出金残高は４兆7,118億円（このほ

か農林漁業金融公庫受託貸付金残高9,645億円、金
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融機関貸出7,041億円）となり、前年度に比べ1,396

億円、2.9％減少した。

　 　このため、年度末残高の貯貸率は、9.6％から9.4％

へと減少した。

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で運用されており、

その14年度末残高は46兆5,739億円で、前年度末残

高（46兆2,134億円）より3,605億円、0.8％増加した。

　 　その運用内訳をみると、預け金32兆7,277億円で

余裕金の70.3％を占め、前年度に比べ1,011億円、

0.3％増であった。このうち系統への預け金は32兆

6,359億円で余裕金全体の70.1％を占めており、前

年度（70.3％）より減少した。また、14年度末にお

ける有価証券保有残高は13兆4,806億円と前年度に

比べ2,837億円（2.1％）増となり、余裕金全体に占

める割合は28.6％から28.9％へと増加した。

⑶　農林中央金庫の動き

ア　預金

　 　14年度末の預金残高は40兆2,391億円となってお

り、13年度（38兆688億円）に比べ２兆1,703億円

（5.7％）増加した。この預金を預かり先別に見ると、

会員の残高が35兆5,146億円（13年度34兆2,448億円）

で、１兆2,698億円（3.7％）の増加となった。

　 　また、会員以外の残高は４兆7,244億円（13年度

３兆8,239億円）で9,006億円（23.5％）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84.9％と太宗を占めており、

水産系統3.2％、森林系統0.03％となった。

イ　農林債券

　 　14年度末の農林債券の発行残高は５兆8,071億円

となっており、13年度（5兆9,461億円）に比べ1,390

億円（2.3％）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5兆1,106億円（13

年度５兆733億円）で373億円（0.7％）の増加、割

引債の発行残高は6,964億円（13年度8,727億円）で、

1,763億円（20.2％）の減少となった。

ウ　貸出金

　ア　会員貸出
　　 　14年度末の会員貸出残高は7,559億円、13年度

（7,627億円）に比べ68億円（0.8％）減少した。

これを団体別に見ると、農協系統は5,629億円（13

年度5,664億円）で35億円（0.6％）の減少、水産系

統が1,561億円（13年度1,539億円）で22億円（1.4％）

の増加、森林系統が365億円（13年度415億円）で

50億円（12.0％）の減少となった。

　イ　会員以外の貸出
　　　14年度末の会員以外の貸出残高は18兆4,315億

円となっており、13年度（23兆4,704億円）に比

べ５兆388億円（21.4％）減少した。このうち、

関連産業法人貸出残高は５兆5,582億円（13年度

５兆7,114億円）で、1,532億円（2.6％）の減少となっ

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12兆8,732億円（13年度17

兆7,589億円）で、４兆8,857億円（27.5％）の減
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少となった。

　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14年

度末の有価証券保有残高は28兆6,722億円（13年

度23兆2,768億円）で、５兆3,954億円（23.1％）の

増加となった。

２　農林漁業金融公庫

⑴　貸付計画及び資金計画

　平成14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13年度の5,200億

円から500億円減額の4,700億円とした。資金の区分別

の内訳は表８のとおりである。

　14年度の資金交付計画の総額は、13年度の4,250億

円から150億円減額の4,100億円とした。この原資とし

て借入金2,161億円（うち財政融資資金1,950億円、農

業経営基盤強化措置特別会計211億円）、農林漁業信

用基金からの寄託金 32億円及び自己資金等1,915億円

（うち財投機関債220億円、政府保証債130億円）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662億8,100万円（13年度当初823

億8,100万円）の繰入れを予定した。

　なお、14年度末時点の農林漁業金融公庫に対する政

府出資金は3,116億円となっている。

　また、14年度決算における資金運用利回りは13年度

の3.69％より0.11％減の3.58％（補給金繰入前）、資金

原価は4.46％（うち借入金利息3.35％、業務委託費、

事務費等1.11％）であった。

⑵　制 度 改 正

　13、14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。

＜13年度＞

ア　土地利用型農業に対して、前向き投資資金と既往

負債の償還負担軽減のための資金を一体的に融通す

る経営体育成強化資金が創設された。

イ　施設型を含む農業経営に対して、災害により必要

となる資金及び既往負債の償還負担軽減のための資

金を融通する農業経営維持安定資金が創設された。

ウ　農業経営基盤強化資金にかかる担保徴求の弾力化

（円滑化貸付）について一定の要件を満たす法人に

対する特例限度額が設定された。

＜14年度＞

ア　担い手向け制度資金の再構築の一環として、農業

経営基盤強化資金の法人限度額が引上げられた。

イ　経営体育成強化資金については、土地利用型農業

のみから全農業種目へ拡大された。

ウ　効率的かつ安定的に漁業経営を営む者の経営改善

等に必要な資金を総合的に融資する漁業経営改善支

援資金が創設された。

エ　食品安定供給施設整備資金について、国内農林水

産物の取引額が一定額以上の者に限定するなど、農

林漁業の振興に資するよう連携要件が付与された。

⑶　貸 付 状 況

　14年度の貸付額は表９のとおり3,711億円で、貸付

計画額4,700億円を下回った。

ア　経営構造改善関係資金

　　14年度の経営構造改善関係資金の主な貸付額をみ

ると、経営体育成強化資金は149億円、農業経営基

盤強化資金は633億円、漁業経営改善支援資金77億

円、中山間地域活性化資金は76億円となった。これ

らの結果、全体としては、944億円となった。
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表７　農林中央金庫主要勘定

表８　農林漁業金融公庫貸付計画
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イ　基盤整備関係資金

　　14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285億円、担い手育成農地集積資

金は136億円、林業基盤整備資金は121億円、森林整

備活性化資金は31億円、漁業基盤整備資金は17億円

となった。これらの結果、全体としては、589億円

となった。

ウ　一般施設関係資金

　　14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504億円、特定農産加工資金は

428億円、食品流通改善資金は188億円となった。こ

れらの結果、全体としては、1,346億円となった。

エ　経営維持安定関係資金

　　14年度の経営維持安定関係資金の貸付額をみると、

農業経営維持安定資金は231億円、林業経営安定資

金は600億円、沿岸漁業経営安定資金は54億となっ

た。これらの結果、全体としては、832億円となった。

オ　災害関係資金

　　14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。

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

めてきており、14年度においては担い手の経営展開のた

めの資金として貸付対象者等の抜本的な改正を行った。

⑴　融　資　状　況

　14年度の融資枠は13年度と同額の4,000億円を設定

した。融資実績は530億円（13年度807億円）で、対前

年度比65.7％と減少した。承認件数は8,712件で13年

度より7,238件減少した。（表10）

　ア　融資対象施設別融資状況

　　　14年度の融資対象施設別実績をみると、個人施

設は332億円で13年度に対し138億円、29.4％の減

少となった。このうち認定農業者向けの融資実績

は前年度に比べ33億円、50.0％増加、その他担い

手向けの融資実績は172億円、42.5％減少してい

る。共同利用施設は、197億円で13年度（337億円）

に比べ41.5％減少（140億円減）した。

　イ　地域別融資状況

　　　14年度の地域別の融資状況をみると、13年度と

比べ、北海道（58億円減）、東北（19億円減）、関

東（52億円減）、北陸（23億円減）、東海（16億円減）、

近畿（18億円減）、中国四国（52億円減）、九州（31

億円減）、沖縄（0.5億円減）と全地域で減少した。

⑵　融　資　残　高

　14年12月末の融資残高は4,750億円（うち国枠中金

融資分137億円）となった。この内訳を融資機関別に

みると、農協が3,096億円（65.2％）でその大半を占め、

次いで信農連1,410億円（29.7％）、農林中央金庫160億

円（3.4％）、銀行等84億円（1.7％）の順になっている。

⑶　農業近代化資金の予算及び決算

　14年度における農業近代化資金関係の当初予算額は

43億5,906万円であり、補正後の予算額35億8,610万円

に対し決算額は30億9,667万円となった。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

35億3,442万円に対し、決算額30億6,802万円、農林中

央金庫の直接利子補給金が補正後の予算額5,168万円

に対し、決算額2,868万円となっている。（表11）
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表９　農林漁業金融公庫資金貸付額
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表10　農業近代化資金種類別利子補給承認状況

表11　農業近代化資金関係の予算額及び決算額
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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、平成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

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

　14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136億円（13年度143億円）で、その融資

残高は62億円（13年度64億円）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

　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2,546億円に対し53億円増加し、平成14年

度末残高は2,599億円（農業近代化資金440億円、農業

改良資金１億円、就農支援資金１億円、一般資金2,157

億円）となった。その主たるものは、会員からの出資

金で、基金総額の約80％を占めている。また、この基

金を担保とした14年度末の債務保証残高は５兆6,459

億円（農業近代化資金3,144億円、農業改良資金３億

円、就農支援資金37億円、一般資金５兆3,275億円）で、

前年度末の５兆6,046億円に対し413億円の増加となっ

た。農業近代化資金のうち新たに14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78.2％となった。

　また、14年度中に基金協会が代位弁済を行った金額

は199億955万円（うち農業近代化資金分13億2,360万

円）で、前年度の179億7,516万円に比べ19億3,439万

円増加した。

　この結果、14年度末の求償権残高は1,130億7,271万

円（うち農業近代化資金分85億1,003万円）となった。

⑵　農林漁業信用基金の業務概況（農業関係）

　平成14年度末の保険価額残高は、保証保険３兆8,376

億円、融資保険47億円で、前年度末の保証保険３兆

7,966億円、融資保険49億円に対し、410億円の増加及

び２億円の減少となった。各基金協会に貸し付けた融

資資金の残高は、長期資金491億3,700万円で、前年度

末と同額となった。

　また、14年度において基金協会等に支払った保険金

の額は71億9,577万円で、前年度の75億6,263万円に対

し３億6,686万円減少した。

　この結果、14年度末の支払保険金残高は613億6,983

万円で、前年度の567億8,615万円に対し45億8,368万

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、平成14年度末残
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表12　農業信用保証保険関係の予算額及び決算額
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高で59億2,181万円（前年度57億8,960万円）となった。

また14年度の再保証引受額及び保証引受額は3,670億

円（前年度3,201億円）、年度末の再保証残高及び保証

残高は１兆9,260億円（前年度１兆8,599億円）となった。

⑶　農業信用保証保険関係の予算及び決算

　平成14年度における都道府県が農業信用基金協会に

対して行う特別準備金の積立の助成に対する補助金等

は、補正後の予算額12億338万円（決算額１億9,191万

円）となった。また、農林漁業信用基金に対する出資

金は予算額30億円（決算額も同）となった（表12）。

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、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13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一部改正により、

平成12年４月１日から、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関係業務（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）により、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。

２　制 度 の 運 営

⑴　 平成14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、一部の地域を除き天候上の障害は

少なかったが、北海道においては８月の低温・日照不

足による不稔もみの増加や登熟の遅れにより、大きな

被害が発生した。また、８月の低温及び台風６号によ

る潮風害により、広範囲の地域にわたり規格外米が発

生したことから、北海道及び長崎県において「損害評

価の特例措置」を実施した。

　麦については、北海道において収穫期の断続的な降

雨により、穂発芽等の被害が発生した。その他では、

東北、中国及び九州地方の一部において湿潤害等の被

害が発生した。

　果樹については、10月の台風21号等により東北地方

を中心に風害等の被害が発生した。

　畑作物については、10月以降の長雨及び降雪により

東北及び北陸地方の大豆等で雨害、湿潤害等が発生し

た。

　園芸施設については、10月の台風21号の風害により、

千葉県及び茨城県で大きな被害が発生した。また、７

月の台風６号により風水害が発生した。
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表13　共済事業の種類及び共済目的
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　これらの被害に対し、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。

⑵　農林漁業保険審査会

　農林漁業保険審査会（会長　前川寬）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（経営分科会）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、農作物共済については平成15年２月24

日付け農林水産省告示第181号、第182号、園芸施設共

済については平成15年３月12日付け同第334号をもっ

て共済掛金標準率等が告示され、農作物共済について

は平成15年産以降の引受けに係る共済関係から、園芸

施設共済については平成15年４月１日以降の共済関係

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　　　　　　　　　　　　　　

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14年４月１日

現在で組合等数332、うち組合228、共済事業を行う市

町村104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287（う

ち郡の区域を超える組合等数は171）となっている｡

⑵　運 営 指 導

　平成14年４月10日に都道府県主管課長及び農業共済

担当者を集め、14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11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。

⑶　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14年度における交付実績は、全都道府県46連合会

332組合等で、農業共済事業事務費負担金532億4,119

万円、農業共済事業特別事務費補助金4億471万円 ,農

業共済事業運営基盤強化対策費補助金７億7,876万円

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14年産（度）の各事業を通じての延加入数は

2,904千戸であり、総共済金額は２兆8,823億円となっ

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

ている畑作物及び園芸施設では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1,449億円であり、このうち国庫

負担は723億円、農家負担は726億円、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。
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⑶　共済金の支払状況

　平成14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959億円（平成15年12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、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。14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160億8,232

万円、預託金利子収入154万円の合計160億8,386万

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り入れを要しなかった

ので支出は皆無であり、全額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417億7,790万円、支出140

億3,653万円、差引277億4,137万円の剰余となるが、

未経過再保険料に相当する額１億1,921万円は翌年

度に繰り越すこととなるので、これを控除すると

276億2,215万円の剰余となる。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440億5,223万円、支出320

億641万円、差引120億4,581万円の剰余となるが、

未経過再保険料等に相当する額117億2,263万円は翌

年度に繰り越すこととなるので、これを控除すると

３億2,318万円の剰余となる。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76億5,986万円、支出19億

581万円、差引57億5,404万円の剰余となるが、未経

過再保険料に相当する額32億7,055万円は翌年度に

繰り越すこととなるので、これを控除すると24億

8,349万円の剰余となる。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43億4,380万円、支出26億

9,832万円、差引16億4,547万円の剰余となるが、未

経過再保険料等に相当する額９億3,196万円は翌年

度に繰り越すこととなるので、これを控除すると

７億1,351万円の剰余となる。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

　　当勘定の収入は一般会計より受入11億5,790万円、

雑収入等２万円の合計11億5,792万円、支出は農業

共済再保険業務費11億5,792万円であり、差引618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　 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14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25億3,860

万円の計81億3,860万円であった。

イ　貸付

　　貸付金総額は、前年度より繰り越された19億3,621

万円と、当期中に貸し付けた29億7,587万円の計49

億1,208万円であり、貸し付けた農業共済団体等数

は実数18、貸付件数は53件であった。

ウ　回収

　　回収金総額は29億158万円であった。この結果、

当期末における貸付金残高は20億1,051万円となっ

た。

エ　当期損益

　　当期における収入総額２億1,915万円に対し、支

出総額は２億4,028万円で差引2,113万円の損失で

あった。
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