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畜産・酪農経営安定対策
【（所要額）１７７，１８９（１７７，００８）百万円】

対策のポイント
畜種ごとの特性に応じて、畜産・酪農経営の安定を支援することにより、

意欲ある全ての生産者が将来にわたって経営を継続し、その発展に取り組む

ことができる環境を整備します。

＜背景／課題＞

・酪農、肉用牛繁殖、肉用牛肥育、養豚及び採卵養鶏の各経営安定対策については、畜

種ごとの特性に応じた対策を実施しています。

・これらの対策については、引き続き安定的に実施することが必要です。

政策目標
「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に応じた生産数量

目標を達成

○生乳の生産量（795万t（20年度）→800万t（32年度））

○牛肉の生産量（ 52万t（20年度）→ 52万t（32年度））

○豚肉の生産量（126万t（20年度）→126万t（32年度））

○鶏卵の生産量（254万t（20年度）→245万t（32年度））

＜主な内容＞

１．酪農経営安定のための支援
加工原料乳に新たにチーズ向け生乳を含めて補給金等を交付するとともに、取引

価格が低落した場合の補塡等を行います。

持続的な経営を行う酪農家（飼料作付面積を確保し環境負荷軽減に取り組んでい

る者）に対し、飼料作付面積に応じた交付金を交付します。

加工原料乳生産者補給金 （所要額）３１，０８４（２２，７４３）百万円

加工原料乳生産者経営安定対策事業の継続

国産乳製品供給安定対策事業 ６１０（８，７６７）百万円

持続的酪農経営支援事業 ６，２２６（６，２２９）百万円

補助率：定額、３／４以内、１／２以内

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、指定生乳生産者団体、生乳生産者等

２．肉用牛繁殖経営安定のための支援
肉用子牛価格が保証基準価格を下回った場合の生産者補給金に加え、肉専用種の

子牛価格が発動基準を下回った場合に、差額の３／４を交付します。

肉用子牛生産者補給金 （所要額）２１，２９６（２１，２９６）百万円

肉用牛繁殖経営支援事業 （所要額）１５，８７７（１５，８７７）百万円

補助率：定額、３／４以内

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、都道府県域を範囲とする民間団体

［平成26年度予算の概要］



［平成26年度予算の概要］

３．肉用牛肥育経営安定のための支援

（所要額） ８６,９４２（８６，９４２）百万円
粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補

塡金として交付します。また、一部の県において地域算定をモデル的に実施します。

肉用牛肥育経営安定特別対策（新マルキン）事業

補助率：３／４以内、定額

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、都道府県域を範囲とする民間団体、肥育牛生産者

４．養豚経営安定のための支援 （所要額）９，９６６（９，９６６）百万円
粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補

塡金として交付します。

養豚経営安定対策事業

補助率：１／２以内、定額

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、肉豚生産者

５．採卵養鶏経営安定のための支援 ５，１８９（５，１８９）百万円
鶏卵の取引価格が補塡基準価格を下回った場合に差額の９割以内を補塡するとと

もに、取引価格が通常の季節変動を超えて大幅に低下した場合には、成鶏の更新に

当たって長期の空舎期間を設ける取組に対し奨励金を交付します。

鶏卵生産者経営安定対策事業

補助率：定額、１／４以内

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

１の事業 生産局牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）

２、５の事業 生産局食肉鶏卵課 （０３－３５０２－５９８９）

３、４の事業 生産局畜産企画課 （０３－３５０２－５９７９）
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被害農家営農資金利子補給等補助金

対策のポイント
天災によって損失を受けた被害農林漁業者に対し、農林漁業の経営に必要

な資金（天災資金）の融通を行います。

＜背景／課題＞
（利用できる場合）

天災による農林水産物等の被害が著しく大きい災害で、天災融資法が発動された場
合には、農協や銀行等の金融機関から「低利の経営資金」を借りることができます。

使いみちの例
・種苗、肥飼料、農薬、家畜、漁具、稚魚、餌料などの購入
・漁船（５トン未満）の建造・取得 等

（最近の発動例）
豪雨及び暴風雨(平成10年・11年)、低温及び日照不足(平成15年）、天災(台風)(平成16年）、
東北地方太平洋沖地震(平成23年)

政策目標
被害農林漁業者の経営安定（天災による被害を受けた農林漁業者の経営の

維持安定に必要な資金の円滑な融通）

＜主な内容(制度の仕組み)＞
(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))

１．事業概要
国は、低利の貸付をするための利子補給補助と、貸付金が償還されない場合に損失

補償補助を行います。

貸 付
被害農林漁業者 金 融 機 関

被
害
認 利子補給・損失補償
定

市町村 都道府県 国
補 助 補 助

利子補給補助率：65／100又は50／100
損失補償補助率：１／２

２．融資概要
（１）貸付対象者：被害農林漁業者（市町村長の被害認定を受けた者）
（２）資 金 使 途：営農再開に必要となる苗木、農薬等購入のための経営資金
（３）貸付限度額：個人２百万円、法人２千万円（激甚災害法適用加算あり）
（４）貸 付 利 率：法発動の都度決定
（５）償 還 期 限：３～６年以内（激甚災害法適用の場合４～７年以内）

［お問い合わせ先：経営局総務課 （０３－６７４４－２１４２（直））］



農林漁業セーフティネット資金の概要

【一時的影響に緊急的に対応するために必要な長期資金の借入れ】

自然災害や、社会的・経済的環境変化等により、農林漁業経営の維持安
定が困難な農林漁業者に対し、一時的影響に緊急的に対応するために必要
な長期資金を日本政策金融公庫が融資します。

① 認定農業者(※1)

② 主業農林漁業者（農林漁業所得が総所得の過半(法人にあっては総売上高の過半)

を占めるもの又は粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000

万円以上)であるもの）

③ 認定新規就農者(※2)

④ 集落営農組織

（※1）認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町村長
の認定を受けた方をいいます。

（※2）認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画を作成して市町村
長の認定を受けた方をいいます。

（１）資金の使途

① 災害(台風、冷害、干ばつ、地震等の自然災害)により被害を受けた農林漁業

経営の再建に必要な資金

② 法令に基づく行政処分(ＢＳＥ、鳥インフルエンザ等による殺処分、移動制限

等)により経済的損失を受けた農林漁業経営の維持安定に必要な資金

③ 社会的・経済的環境の変化等により経営状況等が悪化している場合（※）に

農林漁業者の経営の維持安定に必要な資金

（※）売上の減少(前期比10％以上)、所得率が前期に比べ悪化、農林水産物価格の低下又は資材
等(原油、飼料等）の価格高騰、取引先の破綻による売掛金の回収不能など

（２）借入限度額 ① 簿記記帳を行っている場合：年間経営費の3/12又は粗収益の

3/12に相当する額のいずれか低い額

② ①以外の場合：600万円

（３）借入金利: 借入期間に応じて、０.４０～０.５５％ (平成26年４月18日現在)

（４）償還期限：１０年以内(うち据置期間３年以内)

㈱日本政策金融公庫(沖縄県にあっては、沖縄公庫)

借入希望者は、最寄りの窓口機関（公庫・農協・銀行等）に必要書類(※)を提出

※ 必要書類については、最寄りの窓口機関にお問い合わせ下さい。

□㈱日本政策金融公庫の各支店（本店フリーコールTEL:0120-926-478）

□沖縄公庫（TEL:098-941-1840）

□最寄りの信用農協連合会 など



被災農業者特別利子助成事業

対策のポイント
暴風雨、大雪等により被害を受けた農業者等に対して、経営の早急な立ち

直りに必要な資金が円滑に融通されるよう利子助成金を交付します。

＜背景／課題＞
暴風雨、大雪等により被害を受けた農業者等の農業経営の早急な立ち直りを支援する

ため、経営再開に当たっての負担を軽減する必要があります。

政策目標
意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化

＜主な内容＞
１に掲げる被災農業者等が借り入れる農林漁業セーフティネット資金等について、貸

付当初５年間の金利負担を軽減する措置を講じます。

１．対象者
① 平成23年度冬期の大雪により被害を受け、資金を必要とする農業者であって、当

該被害について被害内容の証明を市町村長から受けたもの
② 平成23年の台風等に起因するさとうきびの不作により被害を受け、資金を必要と

する農業者であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けたもの
③ 平成24年４月３日から同月５日にかけての暴風雨により被害を受け、資金を必要

とする農業者であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けたも
の

④ 平成24年５月６日に発生した突風、降ひょうにより被害を受け、資金を必要とす
る農業者であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けたもの

⑤ 平成24年６月８日から７月23日までの間の豪雨及び暴風雨により被害を受け、資
金を必要とする農業者であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から
受けたもの

⑥ 平成25年６月８日から８月９日までの間の梅雨期等における豪雨及び暴風雨の影
響を受けた災害により被害を受け、資金を必要とする農業者等であって、当該被害
について被害内容の証明を市町村長から受けたもの

⑦ 平成25年９月15日から同月17日までの間の台風第18号における暴風雨及び豪雨の
影響を受けた災害により被害を受け、資金を必要とする農業者等であって、当該被
害について被害内容の証明を市町村長から受けたもの

⑧ 平成25年度の大雪の影響を受けた災害により被害を受け、資金を必要とする農業
者等であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けたもの

２．借入条件等
（１）対象資金

農林漁業セーフティネット資金
農林漁業施設資金
農業基盤整備資金
農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
経営体育成強化資金
農業近代化資金
※スーパーＬ資金及び経営体育成強化資金の負債整理関係資金については対象外。

（２）金利負担軽減幅
（国の利子助成により実質無利子化）最大２％の引下げ

（３）利子助成期間
貸付当初５年間

３．事業実施主体
（公財）農林水産長期金融協会

＜取扱融資機関＞
株式会社日本政策金融公庫（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫 、）
農協、信用農協連合会、銀行、信用金庫、信用協同組合

〔 （ （ ））〕お問い合わせ先： 経営局金融調整課 ０３－６７４４－２１６５ 直



農業経営の復旧・復興のための金融支援

【４，６２５百万円（復興庁計上）】

対策のポイント

東日本大震災による被害を受けた農業者等に対して、速やかな復旧・復興

のために必要となる資金が円滑に融通されるよう利子助成金等を交付します。

＜背景／課題＞

東日本大震災により農業者等には重大な被害が発生しており、速やかな復旧・復興の

ためには必要な資金が円滑に調達されることが重要です。

政策目標

被災農業者等が必要とする復旧・復興のための資金調達の円滑化

＜主な内容＞

・ 農業者等への金融支援

被害を受けた農業者等が借り入れる日本政策金融公庫等の復旧・復興関係資金に

ついて、一定期間（最長18年間）実質無利子、実質無担保・無保証人等での借入れ

が可能となるよう、必要となる利子助成金等を交付します。

農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業：１，８０２百万円

事業実施主体：(公財)農林水産長期金融協会

株式会社日本政策金融公庫補給金：４０百万円

株式会社日本政策金融公庫出資金：２，７３４百万円

事業実施主体：株式会社日本政策金融公庫

農業経営復旧・復興対策特別保証事業：４９百万円

事業実施主体：農業信用基金協会

[お問い合わせ先：経営局金融調整課（０３－３５０１－３７２６）]

［平成26年度予算の概要］
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収入保険制度検討調査費

【３２１（－）百万円】

対策のポイント

農業経営の安定のための新たなセーフティネットとして、収入保険制度の

設計に向けた検討を進めるための調査を行います。

＜背景／課題＞

・農業経営の安定を図るためのセーフティネットとしては、加入者の負担を前提とす

る保険の仕組みが有力な手法のひとつです。

・現行の農業共済は自然災害等による収量減少を対象としており、価格低下は対象と

していません。

・また、現行の農業共済は、収量減少を把握することができることを前提としている

ため、対象品目が限定されており、農業経営全体をカバーしていません。

・このため、農業経営全体に着目し、価格低下を含めた収入減少を補塡する収入保険

制度の導入に向け、調査・検討を進めていく必要があります。

・なお、収入保険制度の設計には、過去のデータを踏まえた保険料・保険金等の水準

設定や、加入者の収入の捕捉方法等につき十分な検討が必要です。

＜内容＞

農業経営の安定のための新たなセーフティネットとして、収入保険制度の設計に向

けた調査を行います。

・保険料や保険金等の水準設定などに必要な過去の農業者の収入データの収集

・加入者の収入の捕捉の方法に係る検討 等

委託費

委託先：民間団体等

［お問い合わせ先：経営局保険課（０３－３５０２－７３３７）］

［平成26年度予算の概要］
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