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第１節　農業経営政策

１　経営所得安定対策

⑴　趣　　　旨
我が国の農業は、農業就業者の減少・高齢化、耕作
放棄地の拡大など大変厳しい状況にある。また、海外
での穀物需給や国内での担い手の育成・確保の状況を
みると、国内の生産力を確保することが重要である。
このため、経営所得安定対策を実施した。
なお、本対策は、平成24年産を対象とした農業
者戸別所得補償制度等と基本的に同じ枠組みで実
施したが、「農林水産業・地域の活力創造プラン」
(平成25年12月農林水産業・地域の活力創造本部
決定)により、平成26年産以降については、構造
改革にそぐわないなど政策的な課題のあった米の
直接支払交付金や米価変動交付金補塡について、
工程を明らかにした上で廃止する等の見直しを行
うこととされた。

⑵　制度の概要
ア　畑作物の直接支払交付金

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そ
ば、なたねの生産数量目標に従って生産を行う農業
者に対して、標準的な生産費と標準的な販売価格の
差額分に相当する交付金を直接交付。支払は数量払
を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額
を面積払で交付する仕組。
鉉　交付対象者

対象作物ごとの生産数量目標に従って、販売目
的で生産（耕作）する ｢販売農家｣ 又は ｢集落営
農｣
鉤　対象作物

麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）、大豆、
てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね
鉈　交付単価
ａ　数量払

　｢標準的な生産費｣ と ｢標準的な販売価格
｣ との差額分を単位重量当たりの単価で直接交

付。(麦・大豆等の畑作物については、地域間、
農業者間の品質の格差が大きいため、数量払の
交付単価において、品質に応じて単価を増減。)
○　平均交付単価

・　小麦	 6,360円／60kg
・　二条大麦	 5,330円／50kg
・　六条大麦	 5,510円／50kg
・　はだか麦	 7,620円／60kg
・　大豆	 11,310円／60kg
・　てん菜	 6,410円／ｔ
・　でん粉原料用ばれいしょ	 11,600円／ｔ
・　そば	 15,200円／45kg
・　なたね	 8,470円／60kg

ｂ　面積払(営農継続支払)
農地を農地として保全し、営農を継続するた

めに必要な最低限の経費が賄える水準を「営農
継続支払」として、20,000円／ 10ａを直接交付。

イ　水田活用の直接支払交付金
水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の作物を

生産する農業者に対して、主食用米並みの所得を確
保し得る水準の交付金を面積払で直接交付。
鉉　交付対象者

販売目的で対象作物を生産（耕作）する ｢販売
農家｣ 又は ｢集落営農｣

鉤　交付単価
ａ　戦略作物助成
・　麦、大豆、飼料作物	 35,000円／10ａ
・　米粉用米、飼料用米、ＷＣＳ用稲

80,000円／10ａ
・　そば、なたね、加工用米	 20,000円／10ａ
ｂ　二毛作助成

水田における主食用米と戦略作物、又は戦略
作物同士の組み合わせによる二毛作に対して
15,000円／ 10ａを助成。
ｃ　耕畜連携助成

耕畜連携の取組（飼料用米のわら利用、水田
放牧、資源循環）に対して13,000円／ 10ａを助
成。
ｄ　産地資金
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地域の実情に即して、①水田における麦・大
豆等の生産性向上等の取組、②地域振興作物や
備蓄米の生産の取組等を支援。

ウ　米の直接支払交付金
米の生産数量目標に従って生産を行う農業者に対
して、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分
に相当する交付金を直接交付。
鉉　交付対象者

米の生産数量目標に従って、販売目的で生産（耕
作）する ｢販売農家｣ 又は ｢集落営農｣
鉤　交付単価

｢標準的な生産費｣ と ｢標準的な販売価格｣ と
の差額分（15,000円／ 10ａ）を全国一律で直接交
付。
鉈　交付対象面積

主食用米の作付面積から一律10ａ控除して算
定。

エ　米価変動補塡交付金
｢当年産の販売価格｣ が ｢標準的な販売価格｣ を
下回った場合に、その差額分を10ａ当たりの単価で
直接交付。
なお、平成25年度(平成24年産)については、｢当年
産の販売価格｣ が ｢標準的な販売価格｣ を下回らな
かったため、交付金は交付されなかった。
オ　水田・畑作経営所得安定対策(収入減少影響緩和
対策)
米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
の当年産収入額の合計が、過去の平均収入である標
準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を、
農業者と国が１対３の割合で補塡の原資を負担し、
補塡。
鉉　対象農産物

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
鉤　対象農業者

認定農業者又は一定の要件を満たす集落営農の
うち、一定の規模以上の者が対象(認定農業者は
４ha以上（北海道10ha以上）、集落営農は20ha以
上の経営規模を有することが原則)

カ　再生利用交付金
地域の耕作放棄地の再生利用計画に従って、畑
の耕作放棄地に麦、大豆、そば及びなたねを作付
けた場合に、平地は20,000円／ 10ａ、条件不利地は
30,000円／ 10ａを最長５年間支払う。

⑶　支払実績
ア　支払額
鉉　平成25年度の経営所得安定対策(水田・畑作経

営所得安定対策を除く。)の支払額は5,396億円と
なっており、内訳は、畑作物の直接支払交付金が
1,675億円、水田活用の直接支払交付金が2,161億
円、米の直接支払交付金が1,559億円、再生利用
交付金が1.9億円となった。

鉤　平成25年度(平成24年産)の水田・畑作経営所得
安定対策(収入減少影響緩和対策)の補塡額(農業者
の負担する額を含む。)は1.9億円となった。

イ　支払対象者数
鉉　平成25年度の経営所得安定対策(水田・畑作
経営所得安定対策を除く。)の支払対象者数は
1,072,123件となっており、内訳は、畑作物の直接
支払交付金が74,834件、水田活用の直接支払交付
金が504,249件、米の直接支払交付金が942,942件、
再生利用交付金が355件となった。

鉤　平成25年度(平成24年産)の水田・畑作経営所得
安定対策(収入減少影響緩和対策)の支払対象者数
は69,774件となっており、うち、補塡件数は1,234
件となった。

ウ　支払面積、数量
経営所得安定対策(水田・畑作経営所得安定対策

を除く。)の支払面積・数量は、次のとおりとなった。
鉉　畑作物の直接支払交付金
・　小麦	 779,589t
・　二条大麦	 46,893t
・　六条大麦	 45,862t
・　はだか麦	 13,808t
・　大豆	 167,894t
・　てん菜	 3,434,734t
・　でん粉原料用ばれいしょ	 762,795t
・　そば	 30,218t
・　なたね	 1,497t

鉤　水田活用の直接支払交付金　
・　麦	 165,295ha
・　大豆　	 103,327ha
・　飼料作物	 102,514ha
・　米粉用米	 3,915ha
・　飼料用米	 21,754ha
・　ＷＣＳ用稲	 26,353ha
・　そば	 37,130ha
・　なたね	 582ha
・　加工用米	 37,341ha

鉈　米の直接支払交付金	 1,039,425ha
銕　再生利用交付金	 903ha
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２　担い手の育成・確保

⑴　多様な担い手の育成・確保（法人経営、大規模家
族経営、集落営農、新規就農、企業の農業参入）
地域農業の担い手の育成については、食料・農業・
農村基本計画（平成22年３月閣議決定）に基づき、戸
別所得補償制度の導入により、兼業農家や小規模経営
を含む意欲あるすべての農業者が農業を継続できる環
境を整備してきたが、「農林水産業・地域の活力創造
プラン」（平成25年12月農林水産業・地域の活力創造
本部決定）が策定され、経営感覚豊かな農業経営体が
大宗を占める強い農業を実現することとされた。
多様な担い手の育成・確保の具体策としては、
・　法人雇用による就農の拡大、就農しようとする青
年の研修及び経営の確立のための支援
・　経営者らしい農業者を育成するための農業経営者
教育に対する支援
・　経営の法人化、集落営農の組織化・法人化に対す
る支援
・　日本政策金融公庫の融資制度、農業法人投資円滑
化法に基づく農業法人への出資等による担い手に対
する金融支援
・　担い手の農業経営全体に着目した収入保険制度の
導入に向けた調査・検討
・　国家戦略特区において農業生産法人の６次産業化
推進のための要件（役員の農作業従事要件）の緩和
及び商工業とともに行う農業への信用保証制度の適
用
等を実施することとされた。

⑵　農業経営基盤強化促進法の運営
ア　農業経営基盤強化促進法の趣旨

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。）は、効率的かつ安定
的な農業経営を育成するため、地域において育成す
べき多様な農業経営の目標を、関係者の意向を十分
踏まえた上で明らかにし、その目標に向けて農業経
営を改善する者に対する農用地の利用の集積、経営
管理の合理化など、農業経営基盤の強化を促進する
ための措置を総合的に講じるものである。
イ　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は、それぞれ農業経営基盤の
強化のため、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、育成すべき農業経営に関す
る目標、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、基本構想は、1,661の市町村（特
別区を含む。）で策定されている（平成26年３月末
時点）。
ウ　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

よる必要な資金の貸付け、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、231,101（前年同月比2,285（1.0％）の減少）
となった（平成26年３月末時点）。
エ　農業経営基盤強化促進事業

市町村においては、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、利用権設定等促進事業、農地保有合理化事業の
実施を促進する事業、農地利用集積円滑化事業の実
施を促進する事業、農用地利用改善事業の実施を促
進する事業、その他農業経営基盤の強化を促進する
事業（委託を受けて行う農作業の実施を促進する事
業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者
の養成及び確保を促進する事業等）により、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。

⑶　「人・農地プラン」の推進
農業者の高齢化・耕作放棄地の増加等に対して、担
い手の育成・確保、担い手への農地集積を進めるため、
地域の話合いにより、
・　今後の中心となる経営体（個人、法人、集落営
農）はどこか
・　中心となる経営体へどうやって農地を集めるか
・　中心となる経営体とそれ以外の農業者（兼業農
家、自給的農家）を含めた地域農業のあり方（生産
品目、経営の複合化、６次産業化）
等を明らかにした「人・農地プラン」の作成を推進した。
なお、平成26年３月末において、プランを作成しよ
うとする1,576市町村のうち、1,498市町村（95％）で
プランの作成に至った。
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３　新規就農者・青年農業者の育成・確保

基幹的農業従事者の平均年齢が66.1歳（平成22年）
と高齢化が進展する中、持続可能な力強い農業を実現
するためには、年間２万人の青年新規就農者が定着す
ることが必要である。
しかしながら、近年、40歳未満の若い就農者は
１万５千人前後にとどまり、そのうち定着するのは
１万人程度となっていることから、青年新規就農者を
大幅に増大させるための支援を行った。

⑴　新規就農・経営継承総合支援事業
ア　新規就農者確保事業
鉉　青年就農給付金

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るた
め、就農前の研修期間（年間150万円、最長２年間）
及び経営が不安定な就農直後（年間150万円、最
長５年間）の所得を確保する給付金を給付した。

（予算額17,490百万円）
（補正額7,681百万円）

鉤　農の雇用事業
青年の農業法人へ雇用就農を促進するため、農
業法人が新規就業者を雇用して実施する実践的な
研修（年間最大120万円、最長２年間）に対して
支援した。

（予算額5,792百万円）
（補正額2,195百万円）

イ　農業者育成支援事業
鉉　技術習得支援事業
ａ　高度農業経営者教育機関への支援

地域農業のリーダーとなる農業経営者を育成
するため、民間法人等が地域の農業経営者育成
の中核となる教育機関と連携して行う、①地域
の中核教育機関の学生、新規就農者、農業者等
を対象とした高度な経営力養成のための研修、
②地域の中核教育機関の講師や農業法人等の指
導者を対象とした指導力向上研修等を支援し
た。	 （予算額97百万円）
ｂ　地域の中核教育機関への支援

農業大学校等地域の農業経営者育成の中核と
なる教育機関が行う、①教育改善計画の作成、
②教育改善計画に基づく新たな教育の実施、教
育体制の強化、教育施設の整備について支援し
た。	 （予算額292百万円）

鉤　新規就農等相談支援事業
ａ　就農情報の提供、就業相談の実施

就農希望者と農業法人等のマッチングを図る

ため、全国新規就農相談センター及び都道府県
新規就農相談センターにおける求人情報等の収
集・提供、個別就農相談、法人就業相談会の開
催等を実施した。
ｂ　短期就業体験の実施

農業知識・経験不足等による就業時のミス
マッチを防止し、新規雇用者の定着を促進する
ため、農業法人等の短期就業体験の実施を支援
した。	 （予算額206百万円）

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に必要な資
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について無利子貸付け
を行った。平成25年度の貸付実績は、767件、32.5億
円であった。	 （予算額968百万円）

４　経営体育成支援等

地域の中心経営体等が、経営規模の拡大や経営の多
角化を図るために必要な農業用機械・施設の整備等を、
都道府県・市町村を通じ支援した。

⑴　経営体育成支援事業（当初）
ア　融資主体補助型経営体育成支援事業
鉉　融資主体型補助事業

中心経営体等が融資を受け、農業用機械等を導
入する際、融資残の自己負担部分について補助金
を交付することにより、主体的な経営展開を補完
的に支援した。

鉤　追加的信用供与補助事業
鉉に係る融資の円滑化等を図るため、農業信用
基金協会への補助金の積増による金融機関への債
務保証（経営体の信用保証）の拡大を支援した。

イ　条件不利地域補助型経営体育成支援事業
経営規模の零細な地域等における意欲ある経営体

の育成に必要な共同利用機械等の導入を支援した。
ウ　被災農業者向け経営体育成支援事業

平成25年６月８日から８月９日までの間の豪雨及
び暴風雨、平成25年９月15日から９月17日までの間
の豪雨及び暴風雨による農業被害により被災した農
業者に対し、農産物の生産に必要な施設の復旧を緊
急的に支援した。	 （予算額4,663百万円）

(補正額（アのみ）704百万円）
⑵　特定地域経営支援対策事業

ア　アイヌ農林漁業対策事業
北海道のアイヌ住民の居住地区における農林漁業

は他の地区に比べ、経営規模が零細で生産性が低い
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ことから、アイヌ農林漁家の所得及び生活水準の向
上を図るため、農林漁業経営の近代化のための施設
等の整備を支援した。	 （予算額253百万円）
イ　沖縄農業対策事業

沖縄県における地理的・自然的条件や特有の歴史
的・社会的条件の不利による本土農業との格差是正
等を図るため、意欲ある多様な経営体の育成に必要
な施設等の整備を支援した。	 （予算額820百万円）

⑶　人権問題啓発事業
｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基
づく「人権教育・啓発に関する基本計画」に即して、
農林漁業関係団体の人権意識の向上のための啓発活動
を推進した。
ア　人権問題啓発推進事業

全国農林漁業団体が、当該職員等を対象に実施す
る人権問題に関する研修会等の開催などの啓発活動
を支援した。	 （予算額７百万円）
イ　「みんなで豊かな農林漁業」人権啓発委託事業

農林漁業団体職員や農業生産法人、集落営農組織
等を対象に、人権問題に関する研修会等の開催など
の啓発活動を実施した。	 （予算額13百万円）

５　女性の能力の積極的な活用

農業就業人口の過半を占める女性は、農業や地域の
活性化において重要な役割を果たし、６次産業化の担
い手としても大きく期待されていることから、その能
力の発揮を一層促進する必要がある。
女性の能力の積極的な活用を進める観点から、以下
の施策を講じた。

⑴　企画・立案段階からの女性の参画促進
地域農業に関する方針を企画・立案する段階から女
性の参画を促進するため、市町村等の単位で地域農業
の目指すべき方向や確保すべき経営体の姿を定める
「人・農地プラン」の検討にあたって、女性が概ね３
割以上参画することとした。
⑵　地域農業の活性化にチャレンジする女性への支援
経営体向けの補助事業については、女性農業者等の
積極的活用が望まれることから、女性経営者のネット
ワーク等を通じて周知徹底を図るとともに、女性や女
性グループが積極的に採択されるよう配慮した。

⑶　女性経営者発展支援事業
女性経営者の発展を支援するため、女性経営者相互
のネットワークの形成や、異業種・民間企業との交流・
情報交換の場づくり等の取組を全国段階及び地域段階
において推進した。	 （予算額105百万円）

⑷　男女共同参画加速化事業

農山漁村の男女共同参画への理解・気運醸成を図り、
女性農業者等の経営・社会参画を一層促進するため、
民間団体がブロックレベルで展開する研修等を支援し
た。	 （予算額55百万円）

６　多様な人材の育成・確保

　高齢者、障害者といった地域の多様な人材が農業・
農村でいきいきと活躍できる環境づくりに向けた取組
を支援した。

⑴　農村高齢者活動支援事業
高齢者の活動を助長するため、高齢者が、農業に関
する豊富な知識や技術、経験を活かし、新規就農者な
ど地域の農業者等の育成や技術指導を行う取組を支援
した。	 （予算額22百万円）

⑵　障害者就労支援事業
農業分野における障害者就労を推進するための仕組
みや組織づくり、農業側と福祉側とのマッチング、普
及・啓発等の取組を支援した。	 （予算額13百万円）

第２節　農 地 制 度

１　農地集積の状況

⑴　農地の権利移動面積の状況
農地の権利移動については、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。
売買と貸借等を合わせた年間の農地の権利移動面積

（世帯内の移動等（子供への贈与、使用貸借）を除く）
については増加傾向にあり、平成24年は約20万haと
なっている。このうち、貸借等によるものが８割以上
を占めており、そのほとんどは農業経営基盤強化促進
法に基づく利用権設定によるものである。

⑵　土地利用型農家の経営規模の状況
20ha以上の規模の経営体が耕作する面積は平成17
年においては96万haであったが、平成22年は、全国
耕地面積の約３割（119万ha）となっており、５年間
で24万ha増加している。

⑶　一般法人の農業参入の状況
改正農地法により、農地のすべてを適正かつ効率的
に利用すること等基本的な条件を満たせば、一般法人
が全国どこでも農地を貸借できるようになった。改正
農地法の施行後約４年で新たに1,485法人（平成26年3
月末）が参入しており、施行前は約６年半で436法人（平
成21年12月末）が参入したことと比べ大きく増加して
いる。
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２　農地集積対策

⑴　農地利用集積円滑化事業
農地利用集積円滑化事業は、農地の効率的な利用に
向け、その集積を促進するため、改正農地法により、
農業経営基盤強化促進法に位置付けられたものであ
る。
本事業は、農地利用集積円滑化団体が、農地の所有
者から委任を受けて、その者を代理して農地の貸付け
等を行うこと等を内容とする事業であり、次の事業か
らなる。
ア　農地所有者代理事業

農地利用集積円滑化団体が行う農用地等の所有者
の委任を受けて、その者を代理して農用地等につい
て売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の
委託を行う事業（当該委任に係る農用地等の保全の
ための管理を行う事業を含む）。
イ　農地売買等事業

農地利用集積円滑化団体が農用地等を買い入れ、
又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、
又は貸し付ける事業。
ウ　研修等事業

農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた
農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もう
とする者が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事業。

⑵　規模拡大交付金
農地利用集積円滑化団体等を通じて、農地の面的集
積（連坦化）を図るため、農地の利用権の設定を受け
て規模拡大を行った経営体に対して支援を実施。平成
25年度の規模拡大交付金の支払実績は、金額が約80億
円、面積が約4.0万haであり、昨年度の実績を上回った。

	 （予算額　10,000百万円）
⑶　農地中間管理事業

担い手への農地の集積・集約化を進めるため、公的
な農地の中間的受皿となる農地中間管理機構を都道府
県段階に整備する「農地中間管理事業の推進に関する
法律（案）」が、平成25年の第185回国会（臨時会）に
おいて成立し、平成26年３月に施行された。
農地中間管理機構が行う農地中間管理事業は、地域
内の分散し錯綜した農地利用を整理し、担い手ごとに
農地を集約化する必要がある場合に、農地中間管理機
構が出し手から借り受けた農地をまとめて担い手に貸
し付けるほか、必要な場合には農地中間管理機構が農
地の大区画化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

事業。
⑷　農地集積協力金

地域での話合いにより決められた地域の中心となる
経営体への農地集積に協力する農地の所有者に対して
農地集積協力金を交付。平成25年度の支払い実績は、
金額が約37億円、面積が約1.1万haであった。
	 （予算額　6,500百万円）

⑸　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25年度における農地保有合理化事業の実績は

表１のとおりである。
鉉　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。

鉤　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。

鉈　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。

銕　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。

鈿　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。
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イ　農地保有合理化法人
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）。
ウ　公益社団法人全国農地保有合理化協会の活動

公益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年の農業経営基
盤強化促進法の一部を改正する法律（平成７年法律
第４号）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２のとお

りである。

(6)　農地法に基づく遊休農地解消措置
改正農地法に基づき、農業委員会は農地の利用状況
調査、遊休農地解消措置等の能動的活動等を実施し
ており、遊休農地解消措置の平成25年の指導実績は、
103,819件（14,197ha）となった。

３　耕作目的の農地の権利移動の状況

⑴　耕作目的の農地の権利移動の状況
ア　総権利移動の動向

平成24年の耕作目的の農地の総権利移動（農地法
及び農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動の合
計）は、全体で41万6,867件（対前年比99.1％）、24
万1,295ha（同101.4％）となった。
イ　所有権耕作地有償所有権移転

所有権耕作地有償所有権移転（農地法及び農業経
営基盤強化促進法に基づくものの合計）は、平成24
年は北海道では、件数、面積ともに増加し、逆に都
府県において件数、面積ともに減少し、全国でみる
と、件数で４万8,253件（対前年比103.1％）、面積で
３万759ha（同109,1％ )となった。
ウ　農地法に基づく賃借権の設定等
鉉　賃借権の設定

賃借権の設定は、平成24年は6,239件（対前年
比97,9％）、6,193ha（同98.6％）となった。

鉤　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、平成24年は8,609
件（対前年比84.6％）、２万4,759ha（同95.5％）
となった。

エ　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定
利用権の設定（農業経営基盤強化促進法に基づく

賃借権の設定、使用貸借による権利の設定及び農
業経営の委託による権利の設定の合計）は、平成24
年は33万3,755件(対前年比98.8％ )、16万6,422ha（同
100.3％）となった。
（2）　賃貸借の解約、利用権の終了の状況

ア　農地法に基づく賃貸借の解約等（転用目的の解約
等を含む。）
農地法に基づく賃貸借の解約と農業経営基盤強化

促進法に基づく利用権（賃借権）の中途解約の合
計は、平成24年は４万7,414件（対前年比107.6％ )、
２万325ha（同111.4％）となった。
イ　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の終了

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権のうち、
平成24年中に利用権が終了したものは16万9,541件
(前年比105.1％ )、７万868ha(同103.8％）であった。
ウ　利用権の再設定

利用権（賃借権）が終了したもの（再設定の有無
不明は除く。）のうち、平成24年中に利用権を再設
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定したものは件数で75.8％（面積77.5％）となった。
また、再設定予定のもの（平成24年中には再設定し
なかったが、平成25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10.6％ (面
積8.8％）となった。

第３節　農業委員会制度

１　制 度 の 概 要

農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の
許可、農地転用案件への意見具申などを中心に農地に
関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設
置されている。農業委員会数は、平成25年10月１日現
在1,710委員会となっている。
また、都道府県段階に都道府県農業会議、全国段階
に全国農業会議所が置かれ、農業委員会の行う活動を
効果的に実施するための推進機関としての役割を果た
している。
平成25年度の農地法改正により、農業委員会は、利
用状況調査により遊休農地と判断された所有者等に対
して利用意向調査等を実施することに加え、農地台帳
及び農地地図の作成及び公表が義務づけられたところ
であり、現場で農地制度の運用を担う農業委員会の役
割はますます重要になっている。

２　農業委員会等に対する国庫補助

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。

⑴　農業委員会に係る国庫補助
ア　農業委員会が農地法等の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　4,728百万円）
イ　農業委員会による農地の利用関係の調整、農地相
談員の設置等に要する経費
	 	 （予算額　1,963百万円の内数）

⑵　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　447百万円）

イ　広域的な農地の利用関係の調整、農地相談員の設
置、農業委員会等を対象とした研修会の開催等に要
する経費	 （予算額　1,963百万円の内数）

⑶　全国農業会議所に係る国庫補助
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　11百万円）

第４節　農 業 金 融 等

１　組合金融の動き

平成25年度に行われた第183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（平成25年６月19日公布）。金融危機への対応、
金融資本市場及び金融業の信頼性回復・機能強化を目
的とするものであり、農協系統を含めた金融機関によ
る資本性資金の供給強化等のため、議決権保有規制の
緩和等が図られ、平成26年４月１日に施行された（こ
のほか、大口信用供与等規制等の見直しについては同
年12月１日に施行。）。
さらに、平成25年度末からバーゼルⅢを踏まえた新
たな自己資本比率規制が国内で実施されることとな
り、第１の柱（最低所要自己資本比率）に関する告示
が平成25年３月8日に、第３の柱（情報開示）に関す
る告示が平成26年２月18日に改正され、いずれも平成
26年３月31日から施行された。
以上のような情勢の下、平成25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

平成25年度末の貯金残高は91兆5,079億円となり、
前年度末に比べ１兆8,150億円（2.0％）増加した。
イ　借入金

平成25年度末の借入金残高は2,491億円（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1,926億円）となり、前年度末に比べ106億円
（4.1％）減少した。
ウ　貸出金

平成25年度末の貸出金残高は21兆4,442億円（こ
のほか日本政策金融公庫（農林水産事業）資金によ
る貸出1,959億円、金融機関向け貸出１兆2,948億円）
となり、前年度末に比べ1,923億円（0.9％）減少し
たため、貯貸率は24.1％から23.4％に減少した。
また、貸出金残高の短期、長期別の年度間増減を

みると、前年度末に比べ短期貸出が420億円（3.6％）
の減少、長期貸出が1,575億円（0.7％）の減少となっ
た。
なお、長期貸出比率は95.1％で、前年度末に比べ0.1

ポイント増加した。
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、
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その平成25年度末残高は69兆4,498億円で、前年度
末に比べ１兆8,306億円（2.7％）増加した。
その運用内訳をみると、預け金が64兆9,505億円
で前年度末に比べ２兆770億円（3.3％）増加し、余
裕金の93.5％を占めた。このうち系統への預け金が
64兆6,637億円で、余裕金全体の93.1％を占めており、

前年度末より0.5ポイント増加した。
また、平成25年度末における有価証券保有残高は

４兆4,909億円と前年度末に比べ2,465億円（5.2％）
減少し、余裕金全体に占める割合も7.0％から6.5％
に減少した。

⑵　信農連の動き
ア　貯金

平成25年度末の貯金残高は56兆6,271億円となり、
前年度末に比べ3,097億円（0.6％）増加した。
イ　借入金

平成25年度末の借入金残高は9,080億円となり、
前年度末に比べ459億円（4.8％）減少した。
ウ　貸出金

平成25年度末の貸出金残高は５兆2,736億円（金
融機関向け貸出を除く）となり、前年度末に比べ
1,350億円（2.5％）減少した。
この結果、年度末残高の貯貸率は、9.6％から9.3％
に減少した。
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等で運用されてお
り、その平成25年度末残高は53兆3,106億円で、前
年度末に比べ２兆1,665億円（4.2％）増加した。
その運用内訳をみると、預け金が33兆9,235億円

で余裕金の63.6％を占め、前年度に比べ3,791億円
（1.1％）増加した。このうち系統への預け金は33兆
8,301億円で余裕金全体の63.5％を占めており、前年
度末に比べ3,847億円（1.2％）増加した。また、平
成25年度末における有価証券保有残高は18兆8,405
億円と前年度末に比べ2.162億円（1.2％）増加し
たものの、余裕金全体に占める割合は36.4％から
35.3％に減少した。

⑶　農林中央金庫の動き
ア　預金

平成25年度末の預金残高は49兆7,311億円となり、
前年度末に比べ２兆2,747億円（4.8％）増加した。
この預金を預かり先別に見ると、会員の残高が44
兆2,251億円で、３兆6,568億円（9.0％）の増加、また、
会員以外の残高は５兆5,059億円で、１兆3,820億円
（20.1％）の減少となった。

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85.9％と大部分を占めており、
水産系統2.9％、森林系統0.02％となった。
イ　農林債券

平成25年度末の農林債券の発行残高は４兆375億
円となり、前年度末に比べ5,816億円（12.6％）減少
した。
ウ　貸出金
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鉉　会員貸出
平成25年度末の会員貸出金残高は3,039億円と
なり、前年度末に比べ66億円（2.2％）増加した。
これを団体別に見ると、農協系統は2,734億円で
122億円（4.7％）の増加、水産系統が181億円で
38億円（17.4％）の減少、森林系統が120億円で
18億円（13.0％）の減少となった。
鉤　会員以外の貸出

平成25年度末の会員以外の貸出金残高は16兆
9,911億円となり、前年度末より１兆1,608億円

（7.3％ )増加した。このうち、関連産業法人向け
の貸出金残高は３兆5,468億円で、前年度末に比
べ1,764億円（5.2％）の増加となった。他方、関
連産業法人向け以外（農林水産業者、公共法人、
金融機関等）の貸出金残高は13兆4,442億円で、
前年度末に比べ9,844億円（7.9％）増加した。

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、このうち平成25年
度末の有価証券保有残高は52兆9,014億円で、前年
度末に比べ２兆8,290億円（5.7％）増加した。

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、貯金保険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25事業年度末
において3,490億32百万円となっている。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の貸付計画等

⑴　貸付計画及び資金計画
平成25年度における貸付計画額は、資金需要の実勢
及び東日本大震災の復旧・復興を勘案の上、前年度の
3,300億円（補正予算後）から200億円増額の3,500億円
とした。資金の区分別の内訳は表６のとおりである。
平成25年度の資金交付計画（補正後予算）の総額
は、前年度の3,270億円から170億円減額の3,100億円と
した。この原資として、一般会計からの出資金12億円、
東日本大震災復興特別会計からの出資金75億円、借入
金1,800億円（財政融資資金）、農林漁業信用基金から
の寄託金17億円及び自己資金等1,196億円（うち財投

機関債200億円）を充当することとした。また、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、一般会計からの補給金179
億57百万円（24年度183億43百円）、東日本大震災復興
特別会計からの補給金29百万円(24年度30百万円）の
繰入れを予定した。
そのほか、農業法人の自己資本充実を図るため、農
業法人に関する投資の円滑化に関する特別措置法（平
成14年法律第52号。以下「農業法人投資円滑化法」と
いう。）第８条に定める承認会社又は承認組合に対す
る出資業務を実施するため、平成25年度補正予算（第
１号）において公庫出資金として20億円措置した。
なお、平成25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3,738億円と
なっている。

⑵　制度改正
平成25年度における融資・出資制度の主な改正点は、
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次のとおりである。
ア　経営体育成強化資金について、償還負担軽減資金
の貸付適用期限を延長した。
イ　林業基盤整備資金（利用間伐推進）について、そ
の対象となる利用間伐に係る計画の認定期限を延長
した。
ウ　漁業経営改善支援資金（経営改善）について、漁
業構造改革総合対策事業及び漁業・養殖業復興支援
事業に基づく漁船の改造、建造又は取得に必要な資
金の貸付限度額の特例措置を講じた。
エ　農業法人投資円滑化法の一部を改正し、農業法人
投資育成事業に関する計画を作成し、農林水産大臣
の承認を受けることができる者として、投資事業有
限責任組合を追加するとともに、日本政策金融公庫
から当該組合に対して出資を行えるよう措置した。

３　株式会社日本政策金融公庫資金

⑴　貸付状況
平成25年度の貸付額は表７のとおり3,319億円で、
貸付計画額3,500億円に対し、95％の執行率となった。
ア　経営構造改善関係資金

平成25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（スーパーＬ資金）
は1,514億円、経営体育成強化資金は27億円、農業
改良資金は15億円、漁業経営改善支援資金は85億円、
中山間地域活性化資金は127億円となった。これら
の結果、全体としては、1,770億円となった。
イ　基盤整備関係資金

平成25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72億円、担い手育成農地
集積資金は73億円、林業基盤整備資金は121億円、
森林整備活性化資金は３億円、漁業基盤整備資金
は３億円となった。これらの結果、全体としては、
271億円となった。
ウ　一般施設関係資金

平成25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351億円、特定農産加工
資金は241億円、食品流通改善資金は193億円となっ
た。これらの結果、全体としては、866億円となった。
エ　経営維持安定関係資金

平成25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は375億円、
漁業経営安定資金は実績がなかったため、全体とし
ては、375億円となった。
オ　災害関係資金

平成25年度の災害関係資金の貸付額は、全体とし

て36億円となった。
⑵　農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の金利

負担軽減措置
「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体とし
て位置付けられた認定農業者が借り入れた農業経営基
盤強化資金（スーパーＬ資金）について、資金繰りに
余裕がない貸付当初５年間の金利負担を軽減する措置
を講じた。

４　農業近代化資金

農業近代化資金は、昭和36年に創設され、農業者等
の農業経営の近代化に資することを目的に、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、三位一体改革により、平成17年度に都道府県
に対する国の助成を廃止するとともに税源移譲し、現
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在は、国枠を除き都道府県の自主的な判断の下で事業
を実施している。

⑴　融資状況
平成25年度の融資実績は414億円で、融資件数は
5,316件となった。

⑵　融資残高
平成25年12月末の融資残高は1,768億円（うち国枠
13億円）となった。

⑶　農業近代化資金（国枠）の予算及び決算
平成25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586万９千円であり、補正後の予算額237
万１千円に対し決算額は226万８千円となった。

５　農業経営改善促進資金

業経営改善促進資金は、認定農業者及び六次産業化
法認定者（農業者）に対して、それぞれの計画に即し
て規模拡大その他の経営改善を図るのに必要な短期運
転資金を、都道府県農業信用基金協会と民間金融機関
との協調融資方式により融通している。

⑴　融資状況及び融資残高
平成25年度末の極度契約額は242億円で、平成25年
度末の融資残高は143億円となった。

⑵　農業経営改善促進資金の予算及び決算
　平成25年度における農業経営改善利子補給金等交
付事業費の予算額は5,066万７千円であり、決算額は
3,401万９千円となった。

６　農業信用保証保険

農業信用保証保険制度は、農業近代化資金その他農
業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協
同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸
付けについてその債務を保証することを主たる業務と
する農業信用基金協会の制度及びその保証等につき
（独）農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を
確立し、もって農業の生産性の向上を図り、農業経営
の改善に資することを目的とする制度である。
平成25年度においては、農業信用保証保険制度の対
象資金として青年等就農資金を追加し、新たに農業経
営を営もうとする新規就農者の営農に必要な資金が円
滑に融通されるよう措置した。

⑴　農業信用基金協会の業務概況
平成25年度末の債務保証残高は６兆7,011億円（農
業近代化資金1,480億円、農業改良資金64億円、就農
支援資金180億円、一般資金等６兆5,287億円）で、前
年度末の６兆6,731億円に対し280億円の減少となっ
た。
また、平成25年度中に基金協会が代位弁済を行った
金額は128億円で、前年度の137億円に対し９億円減少
した。
この結果、平成25年度末の求償権残高は932億円と
なった。

⑵　（独）農林漁業信用基金の業務概況（農業関係）
平成25年度末の保険価額残高は、保証保険３兆1,505
億円で、前年度末の保証保険３兆2,439億円に対し934
億円の減少、融資保険は112億円で、前年度の110億円
に対し２億円の増加となった。各基金協会に貸し付け
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た融資資金の残高は、長期資金367億円となった。
また、平成25年度において基金協会等に支払った保
険金の額は51億円で、前年度の46億円に対し５億円増
加した。

（参考）全国農協保証センターの業務概況
平成25年度末の再保証引受額及び保証引受額は
5,535億円（前年度4,758億円）、再保証残高及び保証残
高は４兆2,562億円（前年度４兆1,403億円）となった。

⑶　農業信用保証保険関係の予算と決算
平成25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１億2,012万円
を交付した。また農業経営改善促進資金の貸付原資を
低利で預託するため、農業信用基金協会が預託用に
借り入れた借入金に対する利子補給金等として3,402
万９千円を交付した。さらに東日本大震災復旧・復興
のための予算として（独）農林漁業信用基金に４億
835万円、農業信用基金協会に1,992万５千円を交付し
た。

第５節　農林漁業関係の税制

１　平成25年度税制改正の経緯

平成25年度の税制改正に関しては、与党において１
月24日に与党税制改正大綱が取りまとめられ、その後、
与党の議論も踏まえ、１月29日に「平成25年度税制改
正の大綱」が閣議決定された。
また、１月以降、自民党、公明党及び民主党の３
党間で協議が重ねられ、３党の税調会長間で、２月22
日に平成25年度税制改正法案に関連して合意がなされ
た。その合意内容も踏まえ、３月１日に「所得税法等
の一部を改正する法律案」が国会に提出され、国会に
おける審議の結果、３月29日に成立した。

２　税制改正事項

⑴　農業経営の安定化

ア　農業経営基盤強化準備金及び準備金を活用して農
用地等を取得した場合の課税の特例（交付金を準備
金として積み立てた場合及び同準備金を活用して農
用地等を取得した場合の経費算入）の適用期限を２
年延長する。（所得税・法人税）
イ　利用権設定等促進事業により農用地等を取得した
場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置（２％→
0.8％）の適用期限を２年延長する。（登録免許税）
ウ　農用地利用集積計画に基づき取得する農用地区域
内にある土地に係る特例（取得価格の1/3控除）の
適用期限を２年延長する。（不動産取得税）
エ　農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び農
地等についての相続税の納税猶予等における営農困
難時貸付けの要件（障害の範囲）を緩和する。（贈
与税・相続税・不動産取得税）
オ　農林中央金庫、農業協同組合、森林組合及び漁業
協同組合等の合併に係る課税の特例の適用期限を３
年延長する。（法人税）
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カ　農業信用基金協会、（独）農林漁業信用基金及び
漁業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等の
税率の軽減措置（0.4％→0.15％）の適用期限を２年
延長する。（登録免許税）
キ　農業協同組合及び漁業協同組合等が貸付けを受け
て共同利用施設を取得した場合の課税標準の特例措
置（取得価格のうち貸付金相当分を控除）の適用期
限を２年延長する。（不動産取得税）
ケ　土地改良法の規定による換地計画に基づき、事業
実施地区外の農業者が取得する創設農用地換地に係
る特例措置（取得価格の1/3控除）について、対象
を東日本大震災の津波被災区域を含む地域に限定し
た上、その適用期限を２年延長する。（不動産取得税）

⑵　農林水産関連産業の振興
ア　新用途米穀加工品等製造設備の特別償却(30％ )の
適用期限を２年延長する。（所得税・法人税）
イ　特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承
認計画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資産割に係る事業所税の課
税標準の特例措置の適用期限を１年３月延長する。
（事業所税）
ウ　試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除
制度について、控除上限額を法人税額の30％（現行
20％）に引き上げる（２年間の措置）等の見直しを
行う。（所得税・法人税）【経産省等７省共管】
エ　金融商品取引法等の一部改正に伴い所要の措置
（委託者保護基金に係る経過措置）を講じる。（法人
税・法人住民税・事業税）【経産省共管】
オ　技術研究組合の所得計算の特例措置（圧縮記帳）
の適用期限を２年延長する。（法人税）【経産省等４
省共管】

⑶　農山漁村の活性化・環境対策の推進
ア　バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例
措置（バイオエタノール相当分を減免）の適用期限
を５年延長する。（揮発油税）【経産省等３省共管】
イ　次の特例地域において工業用機械等を取得した場
合の特別償却制度（10％等）（所得税・法人税）
鉉　振興山村（適用期限を２年延長）【国交省共管】
鉤　過疎地域（適用期限を２年延長）【総務省等３
省共管】
鉈　半島振興対策実地地域（改組の上、適用期限を
２年延長）【国交省共管】
銕　離島振興対策実施地域（改組の上、適用期限を
２年延長）【国交省共管】
鈿　奄美群島（改組の上、適用期限を１年延長）【国
交省共管】

⑷　森林・林業施策の推進
ア　木材取引市場又は木材の加工業者若しくは販
売業者がその事業の用に供する木材保管施設の資
産割に係る事業所税の課税標準の特例措置につい
て、構造が簡易なものに限ることとしている対象
要件を撤廃する。（事業所税）

イ　農林中央金庫、農業協同組合、森林組合及び漁
業協同組合等の合併に係る課税の特例の適用期限
を３年延長する。（法人税）（再掲）

ウ　農業信用基金協会、（独）農林漁業信用基金及
び漁業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記
等の税率の軽減措置（0.4％→0.15％）の適用期限
を２年延長する。（登録免許税）（再掲）

⑸　水産施策の推進
ア　農林中央金庫、農業協同組合、森林組合及び漁
業協同組合等の合併に係る課税の特例の適用期限
を３年延長する。（法人税）（再掲）

イ　農業信用基金協会、（独）農林漁業信用基金及
び漁業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記
等の税率の軽減措置（0.4％→0.15％）の適用期限
を２年延長する。（登録免許税）（再掲）

ウ　農業協同組合及び漁業協同組合等が貸付けを受
けて共同利用施設を取得した場合の課税標準の特
例措置（取得価格のうち貸付金相当分を控除）の
適用期限を２年延長する。（不動産取得税）（再掲）

⑹　消費税率の引上げに備えた税制上の特例措置の創
設

商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業・農
業協同組合等の経営改善のための設備投資を促進する
ための税制措置（経営改善のために店舗改修等の設備
投資を行った場合、特別償却（30％）又は税額控除
（７％））を創設する（２年間の措置）。（所得税・法人
税・法人住民税・事業税）【経産省等３省共管】

⑺　税制改正見直し事項（廃止）
ア　農業協同組合等が食品の製造過程の管理の高度化
に関する臨時措置法の規定に基づく資金の貸付けを
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を廃
止する。（不動産取得税）
イ　新潟県中越沖地震被害により被災代替家屋に係る
軽減措置（４年間税額の1/2減額）を廃止する。（固
定資産税・都市計画税）【内閣府等４府省共管】　

第６節　農業者年金制度

農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定を通じ
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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月に制度改正を行った。これに伴い、
農業者年金事業の実施主体は特殊法人農業者年金基金
から独立行政法人農業者年金基金へ移行した（平成15
年10月１日）。

１　制 度 の 概 要

⑴　政策目的
政策目的については、農業者の老後生活の安定及び
福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資するこ
と。

⑵　加入要件
加入要件については、国民年金の第１号被保険者で
年間60日以上農業に従事する60歳未満の者。

⑶　財政方式
財政方式については、将来受け取る年金財源を加入
者自らが積み立てる、加入者数や受給者数に左右され
ず長期的に安定した積立方式。

⑷　政策支援
認定農業者で青色申告の者等に対し、保険料の政策
支援を行っている。
ア　政策支援対象者については、
鉉　60歳までに20年以上加入することが見込まれる
者
鉤　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の者と経営方針や役割分担等について取り
決めた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。

２　被保険者等の状況（25年度末）

ア　加入者数（累計）　108,556人
イ　被保険者数　50,069人
ウ　平成24年度新規加入者　3,452人

第７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
農業の成長産業化に向けて、６次産業化、農産物の
輸出促進等に取り組んでいく上で、販売事業等を担う
農協の果たすべき役割は極めて重要である。
このため、平成25年12月10日、農林水産業・地域の
活力創造本部において決定された「農林水産業・地域
の活力創造プラン」では、農協について、農業者の所
得増加に向けて、全国レベル及び地方レベルにおいて
経済界との連携を促進しつつ、農産物の販売力を抜本
的に強化するなどの担い手支援機能を強化するととも
に、６次産業化、農産物の輸出の促進等に主体的に取
り組むための自己改革を促すこととされた。
また、少数の担い手組合員と多数の兼業組合員、正
組合員を上回る准組合員といった制度発足時とは異な
る状況となっていることを踏まえ、今後の農協の在り
方、役割等について、その見直しに向けて検討するこ
ととされ、平成26年６月に向けて結論を得ることされ
た。
以上のような状勢の下、農協系統の現状を概観する
と、26年３月31日現在における農業協同組合の数は総
合農協731、連合会が203で24年度中に総合農協が７減
少している。25年度における総合農協の合併実績は５
件であり参加農協数は12農協であった。
25事業年度末における総合農協の正組合員の数は、
455万人（団体を除く。）で前事業年度末に比較し約
５万４千人減少し、准組合員の数は550万人（団体を
除く。）で前事業年度末に比較し約22万人増加してい
る。

⑵　農協系統の財務の概況
　25事業年度末における総合農協の財務状況は資金調
達額（負債・純資産の計）101兆2,941億円で、前年度
比1.8％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91.9％である93兆
663億円が信用事業資産（預金、貸出金、有価証券等）
であり、前年度比1.9％増加している。固定資産は前
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年度比0.7％減少し２兆8,923億円、外部出資は前年度
比2.3％増加し３兆6,188億円である。
純資産については、6兆4,735億円で、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。
25事業年度末における１組合平均の営農指導員数
は19.9人である。また、営農指導員のうち耕種、野
菜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11.6％となってい
る。
イ　信用事業　

農協における25度末の貯金残高（譲渡性貯金を含
む。）は91兆5,079億円、貸出金残高は21兆4,442億円
（日本政策金融公庫資金及び金融機関向け貸出を除
く。）、有価証券残高は４兆4,909億円となっている。
ウ　経済事業

25事業年度における総合農協の販売事業の取扱
高は、４兆4,210億円となっており、そのうち主要
なものは畜産１兆1,616億円（26.3％）、米9,497億円
（21.5％）、野菜１兆2,847億円（29.1％）、果実4,125
億円（9.3％）である。
また、購買事業の取扱高は３兆457億円となって
おり、そのうち主要なものは飼料3,835億円（12.6％）、
肥料3,353億円（11.0％）、農薬2,584億円（8.5％）、
農業機械2,930億円（9.6％）、燃料4,387億円（14.4％）、
食料品2,483億円（8.2％）、家庭燃料2,493億円（8.2％）
である。
エ　共済事業

25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、289兆4,016億円（前年度末297兆
3,299億円）、短期共済契約高（掛金ベース）は、5,075
億円（前年度末4,764億円）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9,714億円、満期共済金２兆6,533億円、
合計３兆6,247億円となった。
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、25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111病院、
61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。
カ　農業経営の実績

農協は、農地の引受手が不足し、又は不足すると
見込まれる地域において、農業経営を実施している。
25年10月末時点で、48農協が農業経営を実施して

おり、このうち、耕種部門を実施している農協にお
ける引受農地面積は151ha（うち57haが耕作放棄地
の活用）となっている。

２　農業協同組合中央会

農業協同組合中央会は、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組合に関する調査・研究等
を実施している。
平成25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71億6,134万円、都道
府県農業協同組合中央会にあっては466億9,814万円と
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、平成25年度末におい
ては8,810法人（前年度同期8,509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1,549、農業の経営を行ういわゆる２号法人の数は
1,097、１号及び２号の事業を併せ行う法人の数は6,164
となっている。
また、作目別に見ると単一作目が6,264法人で圧倒
的に多く、複合作目は2,546法人である。単一作目では、
普通作（稲等）2,187法人、畜産（酪農、肉用牛、養豚、
養鶏等）1,568法人、野菜743法人、果樹459法人等が
多い。

４　農林漁業団体職員共済組合

農協、漁協等の農林漁業団体に勤務する役職員を対
象とした農林年金制度は、平成14年４月の厚生年金と
の統合により、職域年金相当部分のみを支給するため
経過的に存続することとなっている。（25年度末年金
受給権者389,062人）
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第８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塡し農業経営
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13　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	 水稲、陸稲、麦
家畜共済	 牛、馬、豚
果樹共済	 	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	 	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	 	特定園芸施設、附帯施設、施設内
農作物

任意共済	 	建物、農機具その他上記以外の農
作物等

（注）１　	農作物共済及び家畜共済は、原則としてその
実施が義務付けられている。他の共済事業は、
地域の実態に応じて実施する。

２　果樹共済には、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、はるみ、レモン、せとか、
愛媛果試第28号及び甘平を総称したものであ
る。

４　特定園芸施設とは、施設園芸用施設のうちそ
の内部で農作物を栽培するためのプラスチッ
クハウス及びガラス室並びに施設園芸用施設
のうち気象上の原因により農作物の生育が阻
害されることを防止するためのプラスチック
ハウス及びプラスチックハウスに類する構造
の施設（雨よけ施設等）をいう。また、附帯
施設及び施設内農作物は、特定園芸施設と併
せて加入することができる。

５　任意共済は、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、任意共済の共済目的として
実施しているものは、建物と農機具のみであ
る。

２　制 度 の 運 営

⑴　平成25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25年度は、４月以降の凍霜害（低温）、６月か
ら８月の梅雨期における局地的な豪雨、９月の台風第
18号、10月の台風第24・26・27号等により農作物等に
被害が発生した。特に４月以降の凍霜害（低温）によ
り、果樹（なし及びりんご等）に大きな被害が発生し
た。また、平成26年２月の関東甲信地方を中心とした
大雪により園芸施設に甚大な被害が発生した。
被害の発生に対する主な対応としては、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、遺漏なき被害申告、迅速かつ適切な損害評
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価の実施、共済金の早期支払体制を確立するよう通知
を発出し、農業共済団体等を指導した。
なお、発出した通知の主なものは、以下のとおりで
ある。
ア　平成25年４月に発生した凍霜害（低温）の影響に
より果樹への被害が発生したことから「平成25年４
月以降の低温に伴う果樹共済の対応について」（保
険監理官通知（平成25年５月15日付け25経営第483
号））を発出した。
イ　平成25年の梅雨期の豪雨等の影響により農作物等
への被害が発生したことから「平成25年梅雨期及び
７月26日からの大雨等による農作物等の被害に係る
迅速かつ適切な損害評価の実施、共済金の早期支払
等について」（保険監理官通知（平成25年７月29日
付け25経営第1489号））を発出した。
ウ　平成26年２月の大雪に対して「今冬期の大雪によ
る被災農業者等への農業共済制度及び災害復旧資金
の迅速・的確な対応について」（経営局長通知（平
成26年２月17日付け25経営第3305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　出口正義）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、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して審査を行う。

⑶　家畜共済の料率の一般改定
料率改定期に当たる家畜共済の共済掛金標準率の算
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、平成26年２月17日農林水産省告示第
242号をもって共済掛金標準率等が告示され、平成26
年４月１日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の
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４次にわたり組合等の広域合併を行ってきており、
平成22年11月からは１県１組合化を推進している。
この結果、平成25年４月１日現在で組合等数は241

（うち組合187、共済事業を行う市町村54）で、このう
ち９都府県（群馬県、東京都、神奈川県、福井県、滋
賀県、京都府、香川県、熊本県及び沖縄県）が１県１
組合に移行している。

⑵　運営指導
平成25年４月19日に都道府県主管課長及び農業共済
担当者を集め、25年度における農業共済事業の運営方
針について説明し、組合等に対する指導を依頼した。
また、同日、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、都道府県及び連合会等の担当者を集めた
会議や種々の研修会を開催し、事業の適正運営に関す
る指導や研修を実施した。

⑶　団体等への助成
農業災害補償法に基づく共済事業及び保険事業の基
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いる。
平成25年度における交付実績は、全都道府県38連合会
187組合で、農業共済事業事務費負担金385億8,515万
円となっている。
なお、共済事業を行う市町村の共済事業に要する事
務経費については、地方交付税として措置されている。

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25年産（度）の各事業を通じての延加入数は
2,023千戸であり、総共済金額は２兆5,452億円となっ
ている。

⑵　共済掛金の国庫負担等
共済掛金は合計で1,085億円であり、このうち国庫
負担は544億円、農家負担は541億円、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25年産（度）において、農家に支払った共済金
は合計で924億円（平成27年６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
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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。
なお、この会計は、特別会計に関する法律等の一部
を改正する等の法律（平成25年法律第76号）第１条の
規定により平成25年度限りで廃止され、その際この勘
定に所属していた権利義務は、食料安定供給特別会計
の農業共済再保険勘定に帰属させることとなる。
平成25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258億3,854
万円、預託金利子収入1,800万円の合計258億5,654万
円であって、支出は果樹勘定へ繰入３億298万円、
園芸施設勘定へ繰入１億6,158万円の合計４億6,457
万円であったため、差引253億9,197万円の剰余とな
る。この勘定に帰属していた権利義務は、食料安定
供給特別会計の農業共済再保険勘定に帰属させるこ
ととして決算を結了した。なお、この勘定に属して
いた現金は、食料安定供給特別会計の農業共済再保
険勘定の積立金として積み立てられたものとみなさ
れることとなる。
イ　農業勘定

当勘定の収支は、収入259億9,719万円、支出77億
1,973万円、差引182億7,745万円の剰余となるが、未
経過再保険料に相当する額１億8,256万円は翌年度
に繰り越すこととなるので、これを控除すると180
億9,488万円の剰余となる。この剰余金は、積立金
として積み立てることとした。なお、この勘定に帰
属していた権利義務は、食料安定供給特別会計の農
業共済再保険勘定に帰属させることとして決算を結
了した。また、この勘定に所属していた積立金は、
食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の積立
金として積み立てられたものとみなされることとな
る。
ウ　家畜勘定

当勘定の収支は、収入352億7,964万円、支出271
億1,708万円、差引81億6,255万円の剰余となるが、
未経過再保険料等に相当する額98億543万円は翌年
度に繰り越すこととなるので､ これを控除すると16
億4,288万円の不足となる。この不足金は、積立金
から補足することとした。なお、この勘定に帰属し
ていた権利義務は、食料安定供給特別会計の農業共
済再保険勘定に帰属させることとして決算を結了し
た。また、この勘定に所属していた積立金は、食料
安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の積立金と

して積み立てられたものとみなされることとなる。
エ　果樹勘定

当勘定の収支は、収入38億8,832万円、支出29億
4,034万円、差引９億4,797万円の剰余となるが、未
経過再保険料に相当する額13億3,241万円は翌年度
に繰り越すこととなるので、これを控除すると３億
8,444万円の不足となる。この不足金は、補足すべ
き積立金がない。なお、この勘定に帰属していた権
利義務は、食料安定供給特別会計の農業共済再保険
勘定に帰属させ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29億9,260万円、支出27億
7,891万円、差引２億1,369万円の剰余となるが、未
経過再保険料等に相当する額49億3,480万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると47
億2,110万円の不足となる。この不足金は、積立金
から補足することとした。なお、この勘定に帰属し
ていた権利義務は、食料安定供給特別会計の農業共
済再保険勘定に帰属させることとして決算を結了し
た。また、この勘定に所属していた積立金は、食料
安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の積立金と
して積み立てられたものとみなされることとなる。
カ　業務勘定

当勘定の収入は一般会計より受入８億5,530万円、
雑収入等14万円の合計８億5,545万円､ 支出は業務
取扱費８億5,527万円であり、差引17万円の剰余と
なる。この剰余金は食料安定供給特別会計の業務勘
定の平成26年度の歳入に繰り入れることとし、この
勘定に所属していた権利義務は食料安定供給特別会
計の業務勘定に帰属させ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
農業共済事業に係る共済金及び保険金の支払に必要
な資金として、平成25年度に独立行政法人農林漁業信
用基金が農業共済団体等へ貸し付けた実績は、８件で
29億400万円である。

第９節　災 害 対 策

平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、農林
水産関係に甚大な被害をもたらした。昨年の年報記述
後の状況変化及び農林水産省の対応と今後の取組につ
いて記述する。
平成25年は、風水害による被害が顕著であった。梅
雨期における大雨等、８月23日からの大雨等、台風第
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18号、台風第26号及び第27号により多くの人的被害や
住家被害等が生じた。また、平成25年11月末からの大
雪については、特に、平成26年２月14日から16日にか
けて、関東甲信地方を中心に記録的な大雪となり、人
的被害が発生したほか、道路や鉄道等の交通網に支障
を来し、多くの孤立集落が発生した。これらの災害に
より、農作物等、農地・農業用施設、林地荒廃、林道
施設、養殖施設及び漁港等に被害が生じ、平成25年度
の農林水産関係被害は、農林水産物で約922億円、農
林水産関係施設で約2,544億円の合計総額約3,466億円
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　東 日 本 大 震 災

ア　災害の状況
平成23年３月11日に発生した「平成23年（2011年）
東北地方太平洋沖地震」は、マグニチュード9.0と
いう我が国の観測史上最大の地震であり、世界でも
1900年以降４番目の巨大地震であった。この地震に
より、広範囲に揺れが観測され、日本各地で大きな
津波が発生し、加えて、原子力発電施設の事故が重
なるという、未曽有の複合的な大災害となった。
この災害により、死者・行方不明者は12都道県で
みられ、死者１万5,884人、行方不明者2,636人（平
成26年２月10日時点）という極めて深刻な被害をも
たらした。
住家についても、全壊は９都県で発生し、その数
約13万棟、半壊は12都道県で発生し、その数約27万
棟（平成26年２月10日時点）となる大きな被害が生
じた。
水産業関係では、全国の漁業生産量の５割を占め
る７道県（北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県）を中心に大きな被害が生じ、漁船約29千隻、
漁港施設319漁港等に、総額で約12,637億円の被害
が発生した。また、農林業関係では、津波により、
６県（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
千葉県）を中心に、総計2.1万haに及ぶ農地に被害
が生じ、農地約18千箇所、農業用施設等約18千箇所、
農作物、林道施設等に、総額で約11,204億円の被害
が発生した。農林水産関係の被害総額は、約23,841
億円となっている。（平成24年７月５日現在）
イ　農林水産省の主な対応（平成26年３月）
鉉　復旧・復興について
ａ　農地の復旧・復興
⒜　被災した農地（21,480ha）については、

「農業・農村の復興マスタープラン」に基づ
き、被災農地の営農再開に向けて、農地復
旧や除塩を実施中。平成26年１月末時点で、
13,470ha（63%）で営農再開が可能となった。

⒝　今春までに15,060ha（70%）で営農再開が
可能となる見込み。

⒞　併せて、農地復旧と大区画化の一体的な実
施を予定している地区や被害が甚大な地区等
の農地について、復旧を推進。

ｂ　漁港等の復旧・復興
⒜　平成26年２月末時点で、被災した319漁港
のうち、143港（45%）で全延長の陸揚げ機
能が回復。また、平成25年12月末時点で、被
災した819の水産加工施設のうち、645施設
（79%）で業務を再開。
⒝　平成27年度末までに被災した漁港施設の復
旧を概ね完了させる予定。操業再開を希望す
る漁業者への漁船の供給は進んできている
が、本格的な操業再開に向け福島県の漁業者
への支援を継続することが必要である。

ｃ　先端的技術の大規模実証
⒜　官民連携の下、被災地において、成長力の
ある新たな農林水産業を育成するため、生産・
加工等に係る先端技術を駆使した大規模実証
研究を、岩手県、宮城県及び福島県で実施。

⒝　これまで実証を行ってきた様々な技術の一
部は、再生された農業生産団地などで取り入
れられつつあるが、今後はこれら一連の技術
の体系化と経営体単位での導入効果の検証を
行い、被災地への普及を図る必要がある。

ｄ　海岸防災林の再生
⒜　震災がれきを再生・利用して、海岸防災
林を再生する取組みを推進。被災した海岸防
災林約140kmのうち、平成25年度末までに約
83kmで工事に着手。

⒝　生産基盤の造成を概ね平成27年度末までに
完了し、平成32年度末までに植栽を含め全体
の復旧を完了する予定。

鉤　原子力発電所事故への対応
ａ　安全な食料の供給
⒜　農地の反転耕等による除染やカリ施肥等に
よる吸収抑制対策を実施。併せて、作付制限
や収穫後の検査により安全性を確保。

⒝　福島県では、米について県全域で全袋検査
を実施。

ｂ　放射性物質の濃度水準の状況
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農畜産物に含まれる放射性セシウムの濃度水
準は低下。平成25年度の検査結果（平成26年１
月31日現在）を見ると、平成23年度末までと比
べ、100Bq/kg超過の割合も大幅に低下。（例え
ば、野菜類では3.0%から０%に、果実類では7.7%
から０%に超過割合が低下。）
ｃ　農林水産業の再開に向けた取組
⒜　農用地等の除染を行い、生活インフラの復
旧と合せて、農地、農業用施設などの農林水
産業関連インフラの復旧等を実施。
⒝　農業者の帰還の進捗に合わせて、除染後農
地等の保全管理や作付実証など営農再開に向
けた取組を切れ目なく支援。
⒞　森林・林業の再生に向け、公的主体による
間伐等の森林整備と放射性物質対策を一体的
に推進。
⒟　操業を全面自粛している福島県では、放射
性物質の値が低い海域・魚種について平成24
年６月下旬から試験的な操業を開始。

ｄ　「食べて応援しよう！」の推進
⒜　「食べて応援しよう！」のキャッチフレー
ズの下、全府省庁の食堂・売店を含め、被災
地産食品の利用・販売の拡大を推進。
⒝　被災地産食品販売フェア等で656件、社内
食堂等での食材利用では161件の取組がある
など、平成26年２月末までに904件の取組。

ｅ　円滑な賠償金の支払いに向けた働きかけ
⒜　農林水産関係の被害者の早期救済の観点か
ら、原発事故連絡会議を開催（平成26年２月
までに12回開催）するなど、東京電力に対し
て、賠償金の早期支払いに向けた働きかけを
実施。
⒝　平成26年２月28日までに合計約6,190億円
の請求に対し、5,460億円を支払い（約88%）。

２　台風等風水害

⑴　平成25年梅雨期における大雨等
ア　災害の状況

平成25年は、沖縄と奄美地方が５月10日頃に梅雨
入りし、その後、６月18日頃までには東北地方北部
までが梅雨入りした。東北地方では、７月から８月
上旬にかけてたびたび大雨となり、７月の地域平均
降水量平年比は気象庁が統計を開始した1946年以降
で最も多くなった。
こうした中、６月８日から８月９日にかけて梅雨
前線が九州から本州付近に停滞し断続的に活動が活

発となるとともに、高気圧の縁を回る暖かく非常に
湿った空気の流入が継続したことから、各地で大雨
となった。特に、７月28日には、島根県及び山口県
で、８月９日には秋田県及び岩手県で、それぞれこ
れまでに経験したことのないような大雨となった。
この災害により、死者14名、行方不明者３名、重

傷者15名、軽傷者35名の人的被害、全壊73棟、半壊
222棟、一部破損173棟、床上浸水1,845棟、床下浸
水6,581棟の住家被害が発生した。
農林水産関係では、岩手県、山口県等で、農作物

等22,763ha、ビニールハウス等362棟、農地13,970箇
所、農業用施設11,705箇所、林地荒廃694箇所、治
山施設44箇所、林道施設等3,791箇所、特用林産施
設等８箇所、養殖施設９箇所、漁港施設２箇所等に、
総額で約688億円の被害が発生した。
イ　農林水産省の主な対応
鉉　被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、
既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に依
頼。

鉤　農業共済の迅速かつ適切な損害評価の実施及び
早期支払体制の確立について農業共済組合連合会
等に通知を発出。

鉈　激甚災害の指定について閣議決定。（８月15日）
銕　「梅雨期等における豪雨等による農林水産業へ
の被害対策について」を公表。
⑵　平成25年８月23日からの大雨等

ア　災害の状況
８月23日から26日にかけて、西日本から東日本に

伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込
み、大気の状態が非常に不安定となった。このため、
東日本の日本海側と西日本を中心に大雨となり、特
に８月24日には島根県において、７月28日の豪雨に
匹敵する記録的な大雨となった。また、27日と28日
は、上空に寒気を伴う気圧の谷の影響で、北日本を
中心に雨となり、特に27日は北海道で大雨となった
地域があった。
この災害により、死者２名、負傷者４名の人的被

害、全壊８棟、半壊14棟、一部破損109棟、床上浸
水288棟、床下浸水1,857棟の住家被害が発生した。
農林水産関係では、島根県、長崎県等で農作物等

834ha、農地3,315箇所、農業用施設2,119箇所、林地
荒廃192箇所、林道施設等531箇所等に、総額122億
円の被害が発生した。
イ　農林水産省の主な対応
鉉　災害救助法が適用された島根県の関係金融機関
に対し、通帳等を紛失した預貯金者等に対する応
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急措置の要請通知を発出。
鉤　被災状況調査及び技術指導のため、九州農政局
職員延べ６名を水土里災害派遣隊として長崎県平
戸市、松浦市に派遣。
鉈　災害査定設計書の作成支援のため、中国四国農
政局職員延べ116名を水土里災害派遣隊として島
根県江津市、邑南町に派遣。

⑶　平成25年台風第18号
ア　災害の状況

台風第18号は、発達しながら日本の南海上を北上
し、９月16日８時前に暴風域を伴って愛知県豊橋市
付近に上陸した。その後、台風は関東地方から東北
地方を通過し、９月16日21時に北海道の南東の海上
で温帯低気圧となった。台風の接近・通過に伴い、
日本海から北日本にのびる前線の影響や、台風周辺
から流れ込む湿った空気の影響、台風に伴う雨雲の
影響で、四国から北海道の広い範囲で大雨となった。
特に、その地域では過去に経験したことのないよう
な大雨となった福井県、滋賀県、京都府では、大雨
特別警報が運用開始後初めて発表された。
また、北海道、宮城県、群馬県、栃木県、埼玉県、
三重県及び和歌山県においては竜巻等の突風が発生
した。
この災害により、死者６名、行方不明者１名、重
傷者18名、軽傷者125名の人的被害、全壊48棟、半
壊208棟、一部破損1,394棟、床上浸水3,011棟、床下
浸水7,078棟、の住家被害が発生した。
農林水産関係では、青森県、新潟県、京都府等で
農作物等16,847ha、ビニールハウス等4,746棟、農地
10,003箇所、農業用施設8,442箇所、林地荒廃788箇所、
治山施設55箇所、林道施設等4,880箇所等に、総額
664億円の被害が発生した。
イ　農林水産省の主な対応
鉉　秋台風の接近及び通過に伴う農作物等の被害防
止に向けた技術指導の徹底及び農業共済の対応に
ついて通知を発出。
鉤　大雨等に伴う二次災害等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等について（台
風18号）通知を発出。
鉈　台風18号接近に伴う山地災害及び林道施設災害
発生時の対応について通知を発出。
銕　台風18号に対する備えと被害報告等（漁港・海
岸保全施設・漁業用施設等）について通知を発出。
鈿　被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、
既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通
知を発出。

鉋　激甚災害の指定について閣議決定。（10月４日）
鉐　「台風第18号における暴風雨等による農林水産
業への被害対策について」を公表。

⑷　平成25年台風第26号
ア　災害の状況

台風第26号は、10月16日明け方に大型で強い勢力
で伊豆諸島北部を通過し、同日15時に三陸沖で温帯
低気圧となった。この台風及び台風から変わった温
帯低気圧により、15日と16日を中心に、西日本から
北日本の広い範囲で暴風、大雨となった。特に東京
都大島町では、台風がもたらす湿った空気の影響で、
16日未明から１時間100ミリを超える猛烈な雨が数
時間降り続き、24時間の降水量が800ミリを超える
大雨となった。
この災害により、死者40名、行方不明者３名、重

傷者27名、軽傷者103名の人的被害、全壊86棟、半
壊61棟、一部破損947棟、床上浸水1,884棟、床下浸
水4,258棟の住家被害が発生した。特に、東京都大
島町においては大規模な土砂災害が発生し、多くの
人的、物的被害が発生した。
農林水産関係では、茨城県、千葉県、東京都等で

農作物等9,751ha、ビニールハウス等4,495棟、農地
601箇所、農業用施設730箇所、林地荒廃57箇所、治
山施設19箇所、林道施設等118箇所、漁港施設11箇所、
養殖施設207箇所等に、総額151億円の被害が発生し
た。
イ　農林水産省の主な対応
鉉　台風26号の接近及び通過に伴う園芸作物の被害
防止に向けた技術指導の徹底及び農業共済の対応
について通知を発出。

鉤　大雨等に伴う二次災害等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等について（台
風26号）通知を発出。

鉈　台風26号接近に伴う山地災害及び林道施設災害
発生時の対応について通知を発出。

銕　台風26号に対する備えと被害報告等及び適切な
対策の実施について通知を発出。

鈿　被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、
既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通
知を発出。

鉋　激甚災害の指定について閣議決定。（11月５日）

⑸　平成25年11月からの大雪等
ア　災害の状況

平成25年11月末から平成26年３月にかけては、日
本海側の降雪量は北日本の山沿い等を除いて全般に
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平年を下回ったところが多く、特に北陸地方の平地
では平年を大きく下回った。一方で、２月上旬と中
旬にそれぞれ１度、低気圧が発達しながら日本の南
岸を通過し、太平洋側では広い範囲で大雪となった。
特に、14日から16日にかけては、関東甲信地方を中
心に過去の最深積雪の記録を大幅に上回る記録的な
大雪となった。
この災害により、主に屋根の雪下ろし等、除雪作
業中の事故等で死者95人及び負傷者1,770人の人的
被害が発生した。また、住家被害については、住家
全壊27棟、住家半壊40棟、住家一部破損2,210棟等
の被害が発生した。また、２月14日からの大雪では、
山梨県や長野県の一部の地域などでは、約6,000世
帯以上が孤立したほか車両の立ち往生などが多数発
生した。
農林水産関係では、栃木県、群馬県、埼玉県、山
梨県、長野県等で農作物等5,344ha、ビニールハウ
ス等85,094棟、農地20箇所、農業用施設17箇所、森
林被害1,216ha、木材加工・流通施設119箇所、特用
林産施設等565箇所等に、総額1,841億円の被害が発
生した。
イ　農林水産省の主な対応
鉉　「農林水産省緊急災害対策本部会議」を開催（３
回）。
鉤　「関東農政局緊急災害対策本部会議」を開催（６
回）。
鉈　今般の大雪による被災農業者等に対する農業共
済制度及び災害復旧資金の迅速かつ的確な対応に
ついて、地方公共団体及び関係金融機関等に対す
る要請通知を発出。
銕　横山農林水産大臣政務官が群馬県下の被害状況
視察と県知事と意見交換を実施。
鈿　林農林水産大臣が山梨県下の被害状況視察及び
県知事と意見交換を実施。
鉋　「今冬豪雪による被災農業者への支援対策」を
公表。
鉐　小里農林水産大臣政務官が埼玉県下の被害状況
視察と県知事と意見交換を実施。
銜　被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、
既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通
知を発出。
銖　埼玉県及び群馬県において、「今冬の豪雪によ
る被災農業者への支援対策説明会」を開催。
銓　栃木県において、「今冬の豪雪による被災農業
者への支援対策説明会」を開催。
(ｻ)　長野県において、「今冬の豪雪による被災農業

者への支援対策説明会」を開催。
(ｼ)　山梨県において、「今冬の豪雪による被災農業
者への支援対策説明会」を開催。

(ｽ)　小里農林水産大臣政務官が内閣総理大臣に随
行し、山梨県の被害状況の視察と若手農業者との
意見交換を実施。

３　農林水産業防災対策関係予算

平成25年度の農林水産業防災対策関係予算は、表14
のとおりである。

表14　農林水産業防災対策関係予算
（単位：百万円）

事　　　項	 平成25年度予算額
１　災害予防	 17,253
⑴　災害一般共通事項	 423

漁港漁村の防災対策施設の整備
	 108,820の内数
農山村の防災機能強化の促進	 450の内数
　この他に、農山漁村地域整備交付金、地域
再生基盤強化交付金（内閣府計上）の内数
緊急時の農業水利施設の活用
　農山漁村地域整備交付金の内数
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク
の整備	 423

⑵　地震災害対策
海岸保全施設の整備	 30,693の内数

⑶　津波災害対策
海岸保全施設の整備	 30,693の内数

⑷　風水害対策
海岸保全施設の整備	 30,693の内数
総合的な農地防災対策	 16,830
この他に、農山漁村地域整備交付金の内数

⑸　火山災害対策
火山地域における治山事業の推進
	 5,036の内数

⑹　雪害対策
雪崩防止林造成	 8,271の内数

⑺　火災対策
林野火災の予防対策	 167,765の内数

２　国土保全	 111,879
⑴　治山事業	 54,658

国有林治山事業	 20,847
民有林直轄治山事業	 6,596
民有林補助治山事業	 27,215

⑵　地すべり対策事業	 11,673
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直轄事業	 5,125
この他に	 181の内数
補助事業	 6,548

⑶　海岸事業	 4,039の内数
⑷　農地防災事業	 40,549

直轄事業
国営総合農地防災事業等	 16,320
補助事業
農地防災事業	 24,229

⑸　災害関連事業	 4,492
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	 96
治山等災害関連緊急事業及び災害関連緊急治
山等事業	 4,264
治山施設災害関連事業	 10
林地崩壊対策事業	 41
森林災害復旧事業	 1
国有林森林災害復旧造林事業	 1
漁港関係災害関連事業	 3

⑹　地盤沈下対策事業
地下水調査（保全調査）	 181の内数

⑺　その他の事業	 507
保安林整備管理事業	 493
特殊地下壕対策事業	 14

３　災害復旧等	 124,666
⑴　災害復旧事業	 2,202

公共土木施設災害復旧事業	 874
直轄事業	 874
補助事業	 1,913の内数
農林水産業施設災害復旧事業	 1,328
直轄事業	 139
補助事業	 10,858の内数
国有林野事業（治山事業を除く）	 1,189

⑵　財政金融措置	 122,320
災害融資	 20
農林漁業関係融資	 20
災害保険
農林漁業災害補償等	 122,300
農業共済	 97,942
森林保険	 4,147
漁業共済保険	 9,517
漁船損害保険	 10,694

⑶　災害復興対策等	 144
東日本大震災に関する復興対策
東日本大震災により被災した海岸防災林の復

旧・再生	 5,596の内数
治山事業	 144

合　　計	 253,798
（注１）合計額は、内数分を除いた額の集計である。


