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【参考資料】

（参考１） 農地台帳（農地ナビ）の概要

（参考２） 経営所得安定対策の概要



○ 機構による集積・集約化や、新規参入希望者の参考となるよう、農地情報を電子化・地図
化して公開する全国一元的なクラウドシステム（全国農地ナビ）を平成27年４月に整備。

○ 全国農地ナビにより、だれでも、いつでも、無料で、全国から希望する農地を探すことがで
きるようになったところ。

○ 利用者は、農地中間管理機構が借り手を募集している農地など、様々な条件で農地を探
すことができ、筆毎の詳細な情報も閲覧することが可能。

①「都道府県名」
をクリック

③「大字名」
をクリック

②「市区町村名」
をクリック 【閲覧可能な農地情報（公表項目）】

○所在・地番、地目、面積
○農振法や都市計画法の地域区分
○所有者の農地に関する意向（同意がある場合）
○賃借権等の権利の種類と存続期間
○遊休農地の判断と利用状況調査日
○利用意向調査日 等

④大字名から
［地図］へ遷移

1

（参考１） 農地台帳（農地ナビ）の概要：①農地情報公開システム（全国農地ナビ）の概要
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２

フェーズ１

フェーズ２

（参考１） 農地台帳（農地ナビ）の概要： ①農地情報公開システム図
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（農地台帳の作成）
第五十二条の二 農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環と
して、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。
一 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その農地の所在、地番、地目及び面積
三 その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利
が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名
称及び住所並びに借賃等（第四十三条第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定めら
れた補償金を含む。）の額

四 その他農林水産省令で定める事項
２・３（略）
４ 前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

（農地台帳及び農地に関する地図の公表）
第五十二条の三 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情
報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項（公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表
することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。）をインターネットの利用その他の方法により
公表するものとする。

２ 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進に資するよう、農地台帳のほか、農地に関する地図を作成し、これ
をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

３ （略）

〇農地法（昭和27年法律第229号）
平成25年12月 改正農地法成立
平成26年 4月 成立

法定台帳にします。

法定台帳に伴い、公表します。

（参考１） 農地台帳（農地ナビ）の概要：
①農地台帳（農地ナビ）（参考資料） 農地台帳等の作成と公表に係る法的根拠：
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【産地交付金】

対象作物 交付単価
麦、大豆、飼料作物※１ 3.5万円/10a
ＷＣＳ用稲 8.0万円/10a
加工用米 2.0万円/10a

飼料用米※２、米粉用米※２ 収量に応じ、
5.5万円～10.5万円/10a

○ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの令和元年産収入額の
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、対策加入者と国が１対３の割合で拠出した積立金から、補塡
します。

○ 諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物を生産する
農業者に対して、経営安定のための交付金を直接交付します。

○ 農業再生協議会が行う水田フル活用ビジョンの作成・周知や経営所得安定対策等の
運営に必要な経費を助成します。また、申請手続の電子化を支援します。

対象作物 平均交付単価

小麦 6,960円/60㎏

二条大麦 5,500円/50㎏

六条大麦 5,730円/50㎏

はだか麦 8,240円/60㎏

大豆 9,120円/60㎏

対象作物 平均交付単価

てん菜 7,450円/t

でん粉原料用ばれいしょ 11,670円/t

そば 16,960円/45kg

なたね 9,930円/60kg

【交付単価（令和元年産）】
［数量払］交付単価は品質区分に応じて設定(消費税率改定後の交付単価)

２万円／10ａ（そばについては、1.3万円／10ａ）

[面積払］当年産の作付面積に基づき数量払の先払いとして交付

標準的な
生産費

差
額

ゲタ
交付単価

標準的な
販売価格

＜交付単価のイメージ＞ ＜数量払と面積払との関係＞

面積払

数量払

収量

交
付
金
額

数量払の際に
控除されます。

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）

経営所得安定対策等推進事業等

水田活用の直接支払交付金
○ 米政策改革の定着に向け、食料自給率・自給力の向上に資する飼料用米、麦、大豆等
の戦略作物の本作化とともに、産地交付金により、地域の特色ある魅力的な産品による産
地の創造を支援します。また、高収益作物の導入・定着を促進するための支援を新設します。

【戦略作物助成】

【高収益作物定着促進等助成】

① 高収益作物定着促進支援（2.0万円/10a×５年間）
高収益作物の新たな導入面積に応じて支援。（②とセット）

② 高収益作物畑地化支援（10.5万円/10a）高収益作物による畑地化の取組を支援※５。
③ 子実用とうもろこし支援（1.0万円/10a）子実用とうもろこしの作付面積に応じて支援。

※５ その他の転作作物に係る畑地化も同様の単価で支援

○ 「水田フル活用ビジョン」に基づき、地域の裁量で産地づくりに向けた取組を支援します。
○ また、取組に応じた配分（下表参照）を都道府県に対して行います。

取組内容 配分単価
飼料用米、米粉用米の多収品種 1.2万円/10a
そば、なたねの作付け（基幹作のみ） 2.0万円/10a
新市場開拓用米の作付け（基幹作のみ） 2.0万円/10a

上記のほか、次の取組に応じた配分を行います。① 転換作物拡大加算（1.0万円/10a）

※１ 飼料用とうもろこしを含む ※２ 複数年契約を基本

＜飼料用米・米粉用米の収量と交付単価の関係＞

単収
（kg/10a）

10.5万

8.0万

5.5万

+150-150

数量払いの単価（傾き）：約167円/kg

標準単収値※３

助成額
（円/10ａ）

※３ 地域ごとに設定

※４ 高収益作物等：高収益作物（園芸作物等）、新市場開拓用米、加工用米、飼料用とうもろこし
② 高収益作物等※４拡大加算（2.0万円/10a）

○ 「水田農業高収益化推進計画」に位置付けられた産地における以下の取組を支援します。

都道府県等地域単位で算定

標準的
収入

当年産
収入

最近５年の
うち、最高・
最低を除く
３年の平均
収入 農業者【１】

国費
【３】

米の差額

麦の差額

大豆の差額

・
・
・

品目ごと
の収入差
額を合算

農業者１：国３
の割合で拠出収入減少が発生

補塡金
収入減
の９割

農業者ごとに算定

○ 交付対象者：認定農業者、集落営農、認定新規就農者(ナラシ対策も同じ)
○ 交付対象者：販売農家、集落営農

○ 畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）及び米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）について、担い手（認定農業者、集落営農、認定新
規就農者）に対して直接交付（いずれも規模要件なし）。

〇 水田活用の直接支払交付金は、米政策改革の定着に向け、食料自給率・自給力の向上に資する飼料用米、麦、大豆等の戦略作物の本作化ととも
に、産地交付金により、地域の特色ある魅力的な産品による産地の創造を支援。また、高収益作物の導入・定着を促進するための支援を新設。

（参考２） 経営所得安定対策の概要 ： ②経営所得安定対策等の概要
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（参考２） 経営所得安定対策の概要： ②経営所得安定対策等の概要 営農計画書様式
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