
（参考）



４．地図 ※H24およびR3は集積状況の地図

【目標地図】

１．地区の概要

454ha地区内の耕作面積 454ha今後中心経営体が引き受ける耕地面積

水稲地区の主な作物 平地農業地域（統計区分）地域区分

９経営体（認農４、認農法５）中心経営体数

目標地図作成の先行事例 【笠郷地区】 岐阜県養老町

３．目標地図の作成プロセス（その２）

【作成に当たっての課題や出し手・受け手からの意見】
地権者・担い手等全員が参加して地図を作成するのは困難だと考え、まずは現在耕作をして

いる担い手だけを集めて会議を行った。会議は担い手が率先して話し合い、必要に応じてJAに
しみの・町が間に入り、１～２回の開催で合意を得ることができた。その後２か月程度で担い
手の意向を基にプランの素案(ゾーニング地図含む)作成が終わり、担い手以外の者（農事改良
組合・農業委員等）を含めた地域検討会を開催した。会終了後、農事改良組合長から、地権者
にゾーニング地図についての内容を説明した。（説明内容：将来自分がリタイアしたときには、
誰が耕作をしてもらえるのか等。）

【課題や意見への対応】
ゾーニングをするに当たり70～80代の地元の個人の担い手について、10年後でも営農ができ

るのかと問いかけたところ、若手の担い手が地図に位置付けてあれば、我々を地図に反映する
必要はないとの反応があった。

【出し手・受け手の意識の変化】
これまで利用権設定等で貸借を進めていたが、ゾーニング地図を作ったことでこの地区はこ

の人がやるということが地域で合意形成されたため、集約化が進んだ。

２．作成経緯 【当初H24年】 【途中（R3年）】

３．目標地図の作成プロセス(その１）

【作成に至るきっかけ】

平成24年、プランの策定例が国から示され、その中に地図
も掲載されていたことから、将来的に必要だと思い、関係機
関と協力し、作成に取りかかった。

関する方針
地区の水田利用は６経営体が担い、稲作・露地野菜等を

中心に作付けを行いプランに基づいた集積を進めていく。
園芸作物については、３経営体が担う。

○上記方針を実現するために必要な取組に関する方針
農地の所有者が高齢化等に伴い農業をリタイアした際は

農地を中間管理機構に転貸し、人・農地プランに基づいて
農地を貸し出すこととする。

○地区の課題
中心経営体への農地集積は約

78％、用排分離されておらず、
麦・大豆等の畑作物の作付が困
難。今後は高収益作物への転換
促進を図る必要がある。

○中心経営体への農地の集約化に

当初作成年次 平成24年10月（目標地図作成）
変更年次 第１回 平成25年10月

令和元年７月（実質化）
最終変更年次 第９回 令和 3年12月

※毎年夏頃に更新が必要かどうかの確認を行う。

養老町
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○地区の課題
・ 地区内の農業者の高齢化
（70歳以上66％）

・ 中心経営体の経営基盤強化と新た
な受け手の確保

○中心経営体への農地の集約化に関する
方針
・ 中心経営体を中心に農地集約
・ 他地域からの担い手やＵＩターン者の受入促進
・ 多面的機能支払交付金対象組織の保全活動により集約し
やすい環境を整備

○上記方針を実現するために必要な取組に関する方針
・ 人材確保（外部人材の呼び込み等）
・ 新規・特産化作物（高収益作物の導入、梅栽培等検討）
・ 鳥獣被害防止（捕獲、防護対策の強化等）
・ 集落農業の発展（農地保全の協力体制構築）
・ その他（担い手の分散錯誤解消に向けた協議等）

４．目標地図

【目標地図（令和３年度末）】

１．地区の概要

51ha地区内の耕作面積 ７ha今後中心経営体が引き受ける耕地面積

水稲、野菜地区の主な作物 中間農業地域（統計区分）地域区分

４経営体（認農法３、認就１）中心経営体数

目標地図作成の先行事例 【都治地区】 島根県江津市

３．目標地図の作成プロセス（その２）

２．作成経緯

当初作成年次 平成26年２月（江津地区として作成）
変更年次 平成27年３月、平成28年３月、平成29年１月
（実質化） 令和２年３月（都治地区）

【令和３年度当初】

３．目標地図の作成プロセス(その１）

【作成に至るきっかけ】
・ 江津市は、令和２年度までに作成した市内45地区の実質化プラ

ンの実行に当たって、担い手不足の中、地区毎の取組には限界を
感じ、令和３年度には45地区を９エリアに統合区分し、各エリア別に
ビジョン推進会議を設置。

・ 都治地区は近隣の波積地区と合わせ、都治・波積エリアとしてビ
ジョン推進会議を設定。会議を定期的に開催しプランの実行に取
組んでおり、令和３年10月、都治・波積広域ビジョンを作成。 農地の効率的な利用に向けた農地交換（３経営体間で８筆 ２ｈａの農地を交換）

・ 令和３年10月、ビジョン会議にて地区内の担い手毎の意向（どこでどのような農業をした
いか等）を把握。将来の土地利用を見据え、守れる農地、守り切れない農地、耕作条件が最
低限整備された区域を図化したゾーニング原図を作成（「都治地区ゾーニング原図」参照）。

・ 令和４年２月、まずＷＣＳの導入実証する地域で、農地の効率的な利用に向けて、担い手
間の農地交換を実施。農地交換に当たっては、ビジョン会議で話合いを重ね、中心経営体３
経営体の間で８筆（２ha）を交換し、分散錯圃を解消（「４．目標地図」参照）。

・ 令和４年度はゾーニング原図の実現に向け重点的
な取組を予定（農地交換の検証、ゾーニング案作成、
住民への周知等）。農地利用調整は担い手間での農
地交換が中心だが、地区内で受け手のない農地が出
そうな時は、効率的な農地利用が図られるよう、ど
の担い手が受けるかを検討していく。

※ビジョン推進会議メンバー
担い手＋人・農地プラン推進チーム会議構成員

（市担当者、農業委員会、農地バンク）

都治地区ゾーニング原図

江津市
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○地区の課題
・ 兼業農家が営農の中心となっている
集落であり、農業者の高齢化が進んで
いる。また、若年層の農業に対する意
識の低下も見受けられ、後継者の確保
に危機感が芽生えている。

・ 担い手が耕作する農地は、集積・集
約化が進んでおらず分散錯圃の状態である。

・ 農地は昭和30年頃に土地改良が行われ、1枚辺り10ａ規模の
農地が形成されているが、現代の農業機械に対応した面積で
はなく、効率的な営農を行うことが出来ない。

○中心経営体への農地の集約化に関する方針

集落の担い手個人５名及び１法人を中心経営体として位置づ
け、農地を集積・集約していく。

○上記方針を実現するために必要な取組に関する方針

・ 担い手の計画的な規模拡大に繋がるよう関係機関が連携し
て農地の集積・集約化に取り組む。

・ 農地中間管理事業により集積した農地を中心に、土地改良
事業による畦畔除去の実施に向けた検討を進める。

４．目標地図
【目標地図（令和２年度末）】

１．地区の概要

26ha地区内の耕作面積 12ha今後中心経営体が引き受ける耕地面積

水稲地区の主な作物 中間農業地域（統計区分）地域区分

６経営体（認農２、認農法１）中心経営体数

目標地図作成の先行事例 【今富地区（野代）】 福井県小浜市

３．目標地図の作成プロセス（その２）

【作成に当たっての課題や出し手・受け手からの意見】
・ 集落内の地権者からは概ね同意が得られたが、話合いに参加できない地区外や遠方に在住

の地権者、相続人のいない高齢の地権者から同意を得る必要があった。
・ 中心経営体となる担い手以外に、もうしばらく耕作の継続を希望する地権者の存在。
【課題や意見への対応】
・ 農地中間管理事業の活用により、集落の将来を見据えた集積・集約の取組に協力してもら

えるよう、集落在住の親戚等を通じて、話合いに参加できない地権者等の方々へ、丁寧に説
明を行った。

・ もうしばらく耕作を希望する地権者は、農地バンクから賃借権の設定を受けた担い手と特
定農作業受委託契約を結ぶことで、今まで通り耕作が継続できるように配慮した。

・ 中心経営体の意見をもとに、目標地図を取りまとめ、理想的な集約の形で農地中間管理事
業の契約を行った。

【出し手・受け手の意識の変化】
・ 耕作できなくなった際の引き受け手が決まっていることで、地権者が続けられるうちは農

業ができるという安心感が生まれた。また、集落の農地が今後も守られていく安心感が地域
全体に広まった。

・ 地権者の意識が、地域農業の将来も見据えられるようになり、農地の保全管理や集落全体
で利用調整を行う一般社団法人「悠久の里野田井」の設置につながったことで、集積・集約
化が促進された。

・ 60代、70代の担い手のリタイア後は、現在40代の担い手1名に集約する予定。

２．作成経緯
当初作成年次 平成29年10月
変更年次 令和３年３月（実質化）

【当初（令和元年度）】 【途中（令和２年度当初）】

３．目標地図の作成プロセス(その１）

【作成に至るきっかけ】
・ 人・農地プランの話し合いをきっかけに、農家組合、機械利用

組合、土地改良区の役員が集まって「野代農地検討委員会」を立
ち上げ、地域農業の方向性について話し合いを継続的に実施。

・ その結果、農地中間管理事業を活用して、中心経営体への集
積・集約化を進め、耕作条件改善事業を実施する方向性が作られ
た。

小浜市

31



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．市町村推進事業
地域計画の策定に向けた市町村の以下の取組を支援します。

① 協議の場の設置に係る調整
（関係機関や参加者との調整、話合いに向けた情報の入手・整理等）

② 協議の実施・取りまとめ
（話合いをコーディネートする専門家の活用、協議内容の取りまとめ等）

③ 地域計画案の取りまとめ
（地域計画案の作成、関係者への説明等）

④ 地域計画の公告・周知
（関係者、地域住民への周知等）

２．農業委員会推進事業
地域計画の策定における農業委員会による目標地図の素案の作成の取

組を
支援します。

３．都道府県推進事業
地域計画の普及・推進に向けた都道府県の以下の取組を支援します。

① 市町村等への説明会や研修会の開催等
（市町村等を対象とした説明会及び研修会の開催等）

② 市町村の取組への助言・指導
（市町村等に対して地域計画の策定等に対する助言及び指導）

地域計画策定推進緊急対策事業
【令和５年度予算額 799（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
高齢化・人口減少が本格化し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農業者等による協議（話合い）を踏まえ、地域の農業の在り方

や農地利用の姿を明確化した地域計画の策定に必要な取組を支援します。

＜事業目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 都道府県
市町村・農業委員会

定額
定額

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-6744-1760）

農業者、市町村、農業委員会、農
地バンク、JA、土地改良区など幅
広い関係者が参加し、取りまとめ

地域計画の公告・周知

地域計画案の取りまとめ

（３の事業）

（１、２の事業）

協議の場の設置に係る調整

目標地図素案の作成

協議の実施・取りまとめ 農業上の利用が行われる区域

保全等を進める区域

現況地図

目標地図案

出席者による話合い

関係者による調整

年齢別

意向別

遊休農地別

農業委員会は、現況地図を基に
受け手ごとに集約化に向けた調整
をできる限り実施

市町村は、農業委員会から提出
のあった目標地図の素案を踏まえ、
地域計画の案の作成

地域農業の現状・課題の把握、設
置区域、参加者、進め方等の調整

地域計画案
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農地中間管理機構を活用した農地の集約化の推進及び農業委員会による農地利用の最適化の推進

＜対策のポイント＞
農業経営基盤強化促進法等の改正により、人・農地プランを地域計画として法定化するとともに、農地の将来像を目標地図として明確化することとなりまし

た。 目標地図の実現に向けて、農地中間管理機構（農地バンク）を活用した農地の集約化等の加速化、農業委員・農地利用最適化推進委員による農
地利用の最適化活動を支援します。

＜政策目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］ ）

＜事業の全体像＞

農 地 中 間 管 理 機 構農 業 委 員 会 等 関 連 対 策

農地中間管理機構事業
農地バンクによる農地の集約化等に係る事業運営に要する

経費等を支援

機構集積協力金交付事業
農地バンクへの貸借・農作業受委託を通じて、農地の集約

化等に取り組む地域等を支援

農地利用最適化交付金
農地利用最適化推進委員等による農業委員

会の農地利用の最適化活動を支援

農業委員会交付金
農業委員会法に基づく農業委員会の事務

の円滑な処理のための支援

￮ 農業競争力強化基盤整備事業<公共>
￮ 農地耕作条件改善事業
￮ 農地利用効率化等支援交付金
￮ 持続的生産強化対策事業

地域内の分散・
錯綜した農地利用

担い手ごとに集約化
した農地利用
農地の集積・集約化
でコスト削減

農地中間管理機構を中心とする関係者の連携
で農地の集積・集約化を推進

令和５年度８割に向け集積・集約化

うち、果樹支援対策、茶・薬用作物等支援対策

機構集積支援事業
農業委員会等が農地法等に基づく業務を効

果的・効率的に遂行できるようにするための支援

都道府県農業委員会ネットワーク
機構負担金・農地調整費交付金
都道府県農業委員会ネットワーク機構等が行う農地法

に規定された業務の実施等を支援

遊休農地解消緊急対策事業
農地バンクが遊休農地を積極的に借り受け、簡易な整備を

行うために必要な取組を支援

【令和５年度予算額 18,037（18,503）百万円】
（令和４年度補正予算額 4,000百万円）

地域計画策定推進緊急対策事業
地域計画の策定における目標地図の

素案作成等を支援

現状 目標地図
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農地中間管理機構事業 4,033（3,517）百万円

農地バンクの事業（農地賃料、保全管理費等）及び事業推進を支援します。
また、きめ細かな現地活動を強化するため、農地相談員（現地コーディネーター）
を増員します。さらに、農地バンクの農地買入等に対する利子助成を行います。

２．遊休農地解消緊急対策事業 258（516）百万円
農地バンクが遊休農地を積極的に借り受け、簡易な整備を行った上で、担い手

に農地集積・集約化する取組を支援します。

３．機構集積協力金交付事業 600（1,085）百万円
【令和４年度補正予算】4,000百万円

農地バンクへの貸借・農作業受委託を通じて、農地の集積・集約化に取り組む
地域等に対し、協力金を交付します。

農地中間管理機構を活用した農地の集約化の推進及び農業委員会による農地利用の最適化の推進のうち
農地中間管理機構を活用した農地の集約化の推進

＜対策のポイント＞
農業経営基盤強化促進法等の改正により、人・農地プランを地域計画として法定化するとともに、農地の将来像を目標地図として明確化することとなりまし

た。 目標地図の実現に向けて、農地中間管理機構（農地バンク）を活用した農地の集約化等を加速するために、農地バンクを経由する農作業受委託も
含め、貸借を強力に推進する取組を支援します。

＜政策目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］ ）

＜事業の流れ＞

国 市町村 地域・農業者

都
道
府
県

農地バンク補助
（定額等）

民間団体、全国農地保有合理化協会

（１の事業の一部、２の事業）

（３の事業）

（１の事業の一部）

【令和５年度予算額 4,891（5,118）百万円】
（令和４年度補正予算額 4,000百万円）

農地バンクによる農地の集積・集約化（イメージ）

［お問い合わせ先］ 経営局農地政策課（03-3591-1389）

協議の場 地域計画の策定
（目標地図の作成）

・農地バンクが、目
標地図の実現に向
けて、農用地利用
集積等促進計画
を定め、目標地図
に位置付けられた
者に農地の集約化
等を実施

・協議の結果を踏まえ、10年後に
目指すべき農地利用の姿を目標
地図として明確化
・農地バンクが、農地相談員による
地域外の受け手候補の掘り起こし
などを実施

・市町村が、10年後の農地利用
の姿を目標地図として明確化する
に当たって、農業上の利用が行わ
れる農用地等の区域等について、
関係者による協議を実施

〈 中間保有の強化 〉
○ 農地バンク自らが遊休農地を解消し、積極的な借受・転貸を行う取組を支援
○ 農地バンクが新規就農者向けに農地を積極的に活用する取組を支援

保全等を進める区域

農業上の利用が行われる区域

現状 目標地図

農用地利用
集積等促進
計画の策定

〈 農地集積の加速 〉
○ 農地バンクへまとまった農地を貸付け・

農作業委託する地域を支援

〈 農地集約化の加速 〉
○ 農地バンクからの転貸・農作業受託を

通じて、集約化に取り組む地域を支援
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農地中間管理機構を活用した農地の集約化の推進及び農業委員会による農地利用の最適化の推進のうち
農業委員会による農地利用の最適化の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農業委員会交付金 4,718（4,718）百万円

農地法等に基づく業務を行うための農業委員会の職員の設置、農業委員等の手
当に必要な基礎的経費を交付します。

２．機構集積支援事業 2,757（2,987）百万円
（うちデータベース関連 1,328（1,592）百万円）

遊休農地の所有者等の利用意向調査、所有者不明農地の権利関係調査、農
地情報や農地の出し手・受け手の意向等を管理するデータベースの運用等を支援
します。

３．農地利用最適化交付金 5,100（5,100）百万円
農地利用最適化推進委員等による農業委員会の農地利用の最適化活動に要

する経費を支援します。
４．都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 523（523）百万円

都道府県農業委員会ネットワーク機構（都道府県農業会議）が行う農地法に
規定された業務に要する経費を支援します。

５．農地調整費交付金 47（57）百万円
農地の利用関係の調整等に要する都道府県等の経費を交付します。

（関連事業）
地域計画策定推進緊急対策事業 799（－）百万円の内数

地域計画の策定における目標地図の素案作成の取組等を支援します。
＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県農業委員会
ネットワーク機構

市町村（農業委員会）交付等
（定額等）

＜対策のポイント＞
農業委員・農地利用最適化推進委員による、地域が目指すべき農地の将来像である目標地図の素案作成を含む、農地利用の最適化のための活動等
に必要な経費を支援します。

＜政策目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］ ）

全国農業委員会ネットワーク機構

（１、３、５の事業、
２の事業の一部）

（２の事業の一部、
４の事業）

（２の事業の一部）

【令和５年度予算額 13,146（13,385）百万円
地域計画策定推進緊急対策事業 799（－）百万円の内数】

【Ｔ農業委員会の活動事例】
・農業委員会が、管内の全ての農地所有者を対象に今後の経営意向や後継者の
有無、農地一筆ごとの状況及び今後の利用意向等について意向調査を実施。
・調査結果を地図化の上、地域の話合いで関係者に共有し、農地バンクも活用
したマッチングにつなげている。（担い手への集積率：63.3%（R3年度））

農 業 委 員 会
○ 農地法等に基づく業務（農地の権利移動に係る許可 等）
○ 農地利用の最適化のための活動（農地集積・集約化、遊休農地解消 等）

※都道府県農業会議等が農業委員会の業務をサポート

都道府県農業会議の体制を強化し、
管内の農業委員会の目標地図の素案作成等の業務を巡回サポートする取組を支援

最適化活動に係る経費を支援 推進委員等が行う目標地図の
素案作成に係る経費を支援

農業委員会による目標地図の素案作成の推進（イメージ）

③目標地図の
素案作成

①現状地図
の作成

②タブレット等で
農業者の意向等
を把握し地図に
反映 年齢別

［お問い合わせ先］（１、３、４の事業） 経営局農地政策課（03-3591-1389）
（２の事業） 農地政策課（03-6744-2152）
（５の事業） 農地政策課（03-6744-2153）35
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１. 地域の状況に応じた「ビジョンづくり」と「具体的な取組の実行」への支援

集落営農組織の構成員の高齢化や減少が進む中で、集落営農の活性化に向け、
ビジョンづくり及びその実現に向けた人材の確保、収益力向上に向けた取組、組織
体制の強化、効率的な生産体制の確立など、地域の状況を踏まえて総合的に支
援します。（支援期間：最長４年）
① ビジョンづくりへの支援

集落営農の目指す農業の姿と具体的な戦略の検討、集落内又は近隣集落
等との合意形成を支援します。 【定額】
② 具体的な取組の実行への支援

ア 取組の中核となる人材を確保するため、候補となる若者等を雇用する経費
（賃金等） 【定額（100万円上限/年）、最長３年間】

イ 収益力向上の柱となる経営部門の確立等のため、高収益作物の試験栽培、
加工品の試作、販路開拓などに取り組む経費 【定額】

ウ 信用力向上等に向けた組織の法人化に必要な経費 【定額（25万円）】
エ 効率的な生産のための共同利用機械等の導入経費 【1/2以内】

２. 関係機関によるサポートの取組を支援
集落営農の取組を都道府県（普及組織）やJA、市町村等の地域の関係機関

が集中的にサポートするために必要な経費を支援します。 【定額】
※ 【 】は補助率等

集落営農活性化プロジェクト促進事業

＜対策のポイント＞
集落営農における活性化に向けたビジョンづくりや人材の確保、新たな作物の導入等の取組を支援します。

＜事業目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 都道府県
定額等

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-6744-0576）

定額、
1/2以内

定額、
1/2以内

市町村
集落営農組織

・経営状況等の分析 ・取組の提案、話合いのサポート
・連携先の紹介・調整 ・栽培技術等の指導 等

（２の事業）

（１の事業）

候補となる若者等の雇用に係る賃金・
社会保険料

新たな取組の中核となる人材の確保

収益力向上の柱となる経営部門の確
立

集落の人手に依存しない効率的な
生産体制の確立

信用力の向上、就労環境の整備など
経営発展を支える組織体制の強化

高収益作物の試験栽培、加工品の試
作、販路開拓などに係る経費

大型の共同利用機械等の導入経費

法人化に係る定款作成・登記などの
経費

課 題

課題を乗り越えるための集落による取組（例）

ビジョン 実行のための支援

普及組織、JA、市町村等が集中的にサポート

集落・農業者の高齢化・減少が加速化する中で
・先進的な技術等の知見や多様な発想力による新たな集落営農の取組の展開
・集落営農の運営に不可欠な人材を雇用できる経営基盤

【令和５年度予算額 290（370）百万円】



農地利用効率化等支援交付金
【令和５年度予算額 1,521（2,050）百万円】

＜対策のポイント＞
地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、経営改善に取り組む場合、必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

＜事業目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

目標地図に位置付けられた者等が、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置
いた農地利用の姿の実現に向けて、経営改善に取り組む場合、必要な農業用機械・
施設の導入を支援します。

※ 広域に展開する農業法人等の経営の高度化に必要な農業用機械・施設の導
入は、補助上限額を引上げ（先進的農業経営確立支援タイプ）

※ スマート農業、集約型農業経営、グリーン化について、優先枠を設けて支援
・スマート農業優先枠
ロボット技術・ICT機械等の導入（農業支援サービス事業体の取組も対象）

・集約型農業経営優先枠
中山間地域等での集約型農業に必要な機械等の導入

・グリーン化優先枠
「みどりの食料システム戦略」を踏まえた環境に配慮した営農に必要な機械等
の導入

※ 助成対象者の経営改善の取組の実績及び目標、地域における農地集積の実
績等に関するポイントにより採択

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］経営局経営政策課担い手総合対策室（03-6744-2148）
国 都道府県 市町村

交付（定額） 3/10以内等 3/10以内等

農業者等

将来の地域の農業を担う者として目標地図に位置付けら
れた者、認定農業者・認定就農者などの人・農地プランに
位置付けられた者、地域における継続的な農地利用を図
る者として市町村が認める者

地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用
の姿の実現に向けて、経営改善に取り組む場合に必要な農
業用機械・施設（事業費50万円以上）

融資残額のうち事業費の3/10以内 等

300万円（目標地図に位置付けられた者のうち経営面積
の拡大（水田作で20ha以上等）等を目指す
者については上限を600万円に引上げ）等

（先進的農業経営確立支援タイプ：
個人1,000万円、法人1,500万円等）

助成対象者

補助率

補助上限額

（この他、一定の条件を有する地域において、共同利用機械・施設の導入を支援する事業を実施）

助成内容

現状 目標地図

地域が目指すべき将来の
集約化に重点を置いた
農地利用の姿の実現
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農業経営・就農支援体制整備推進事業

＜対策のポイント＞
改正農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備し、就農等に関する相談対応、希望に

応じた市町村等関係機関への紹介・調整、農業経営の改善、法人化や円滑な継承等に必要な助言・指導などを行う取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 法人経営体数の増加（５万法人［令和５年度まで］）
○ 40代以下の農業従事者の拡大（40万人［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農業経営・就農サポート推進事業

都道府県が就農や農業経営をサポートする農業経営・就農支援センターを整
備し、データベースを活用した就農等の相談対応や就農候補市町村等との調整、
農業経営の改善、法人化や農業経営の円滑な継承等の課題を有する農業者の
掘り起こしや課題解決のための専門家によるアドバイス等を行う取組を支援します。

２．農業経営高度化支援事業
経営相談等を行い雇用環境の改善に取り組む農業者の法人化（定額25万

円）を支援します。

３．経営発展・就農促進委託事業
農業経営の発展や新規就農の促進に向けた事例等の調査・分析、対応方向の

検討を行います。

４．優良経営体表彰等事業
全国の優れた農業経営体の表彰及び「全国農業担い手サミット」の開催を支援し

ます。
＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-3502-6441）

【令和５年度予算額 513（ー）百万円】

国
都道府県

都道府県

農業者

定額

定額

（１の事業）

（２の事業）

民間団体

民間団体

定額

委託

定額

（３の事業）

（４の事業）

農業経営・就農支援センター

データベースを活用して、
人や農地に関する情報の
提供や就農候補市町村
とのマッチング等を実施

相談

就農準備

課題解決

専属スタッフ

農業にチャレンジ
したい！

経営を
どう引き継げば
いいの？

私達が課題解決の
方法を見つけます！

支援チーム

支援対象者に
士業等の専門
家がアドバイス

課題解決まで寄り添い支援

就農に向けて
様々な準備を開始

経営を見直して
規模拡大したいけど、
どうしたらいいの？

専属スタッフや伴走機関
が課題を有する農業者を
掘り起こし

【農業経営・就農サポート推進事業】



経営継承・発展等支援事業

＜対策のポイント＞
農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、国と地方が一体となって、
目標地図に位置付けられた経営体等の経営を継承し発展させる取組を支援します。

＜事業目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

目標地図に位置付けられた経営体等の経営を継承した後継者が、経営継承後の
経営発展に関する計画（販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等）を策定し、
同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を市町村と一体となって支援
（100万円上限（国、市町村がそれぞれ１/２を負担））します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-6744-2143）

【令和５年度予算額 100（100）百万円】

1/2以内

市町村民間団体 農業者
定額

国

定額、
1/2以内

【後継者】

経営継承

【現経営者】

【市町村】 地域計画の策定の推進、同計画に基づく経営体等の育成・確保の
取組への支援

・地域の農業者・農地の状況把握
・地域での話合いに基づき、地域の農地利用

等を担う経営体を育成・確保

地域の農地利用等
を担う経営体

地域の農地等の引受け

【各地域】

【国】

経営継承後の経営発展
に向けた計画を策定

・販路の開拓
・ＧＡＰ等の認証取得
・新品種の導入
・営農の省力化
・デジタル技術の活用
・経営管理の高度化 等

経営継承・発展に
向けた取組を支援

経営発展
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１. 経営発展への支援
就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分

の２倍を国が支援します。
２．資金面の支援
① 新たに経営を開始する者に対して、資金を助成します。
② 研修期間中の研修生に対して、資金を助成します。
③ 雇用元の農業法人等に対して、資金を助成します。
３．サポート体制の充実・人材の呼び込みへの支援
① 農業団体等の伴走機関が行う実践的な研修農場の整備、地域における就農相談
員の設置、先輩農業者等による新規就農者への技術面等のサポート、社会人向け農
業研修の実施を支援します。

② 農業大学校・農業高校等における農業教育の高度化を支援します。
③ 都道府県等による現役農業者へのリカレント教育の充実を図り、地域におけるデジ
タル・グリーン分野の人材育成の取組を支援します。

④ インターンシップ、就農相談会の開催等による多様な人材の確保を支援します。
（令和４年度補正予算）新規就農者確保緊急対策
就農準備を支援する資金の交付、就農後の初期投資の促進等を支援します。

定額

＜事業の全体像＞

新規就農者育成総合対策

＜対策のポイント＞
農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、経営発展のための機械・施設等の導入を地方と連携して親元就農も含めて支援するとともに、伴走機

関等による研修向け農場の整備、新規就農者への技術サポート等の取組を支援します。また、就農に向けた研修資金、経営開始資金、雇用就農の促進の
ための資金の交付、農業大学校・農業高校等における農業教育の高度化、リカレント教育の充実等の取組を支援します。

＜政策目標＞
40代以下の農業従事者の拡大（40万人［令和５年まで］）

＜事業の流れ＞

国
全国農業委
員会ネット
ワーク機構

法人等 （２③の事業）

都道府県

新規就
農者等

農業団体・
市町村・協議会等

（１、２①②
の事業）

（３②の事業の一部）定額、1/2

定額、1/2、
県支援分の
２倍を国が

支援

定額

定額、1/2

定額、
県支援分＋国支援分

経営発展支援事業※１

（機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、機械リース等が対象）
対象者：認定新規就農者※２（就農時49歳以下）
支援額：補助対象事業費上限1,000万円（２①の交付対象者は上限500万円）
補助率：県支援分の２倍を国が支援 (国の補助上限1/2 〈例〉 国1/2,県1/4,本人1/4)

［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-3502-6469）

市町村
定額

① 経営開始資金※３

対象者：認定新規就農者※４(就農時49歳以下)
支援額：12.5万円/月(150万円/年)※５

×最長３年間
補助率：国10/10
③ 雇用就農資金
対象者：49歳以下の就農希望者を新たに雇用する農業法人等、雇用して技術を習得させる機関
支援額：最大60万円/年×最長４年間
補助率：国10/10

② 就農準備資金※３

対象者：研修期間中の研修生(就農時49歳以下)
支援額：12.5万円/月(150万円/年)※５

×最長２年間
補助率：国10/10

３. サポート体制の充実・人材の呼び込みへの支援

農業教育機関
定額、1/2

（３①の事業）

定額、
県支援分＋国支援分

③ 農業者キャリアアップ支援事業
都道府県等による現役農業者に対する
デジタル・グリーン分野の人材育成強化

④ 農業人材確保推進事業
インターンシップ、 新・農業人フェアの実施 等

協議会 （３③の事業）

【令和５年度当初予算額 19,225（20,700）百万円】
(令和４年度補正予算額 2,600百万円)

※１ 取組計画に応じた事業採択方式
※２ 新規参入者、親元就農者（親の経営に従事してから５年以内に継承した者）が対象
※３ 前年の世帯所得が原則600万円以下の者を対象
※４ 新規参入者、親元就農者(親の経営に従事してから５年以内に継承した者)のうち新規作物の導入等リスクのある取組を行う者が対象
※５ 支払方法（月毎、半年等）は交付主体による選択制

民間団体等
定額、1/2、委託

（３②の事業の一部、３④の事業の一部）

（３④の事業の一部）

① サポート体制構築事業※１

・ 農業団体等の伴走機関が行う研修
農場の機械・施設の導入等を支援
・ 就農相談員 :資金・生活面等の相談
・ 先輩農業者等 :技術・販路確保等の指導
・社会人が働きながら受講できる研修の実施

② 農業教育高度化事業
農業大学校・農業高校等における
・ 農業機械・設備等の導入
・ 国際的な人材育成に向けた海外研修
・ スマート農業、環境配慮型農業等のカリキュラム強化
・ 現場実習や出前授業の実施等

２. 資金面の支援

１. 経営発展への支援



項目
年次
（令和）

単位
直近
データ

前年
（前回）

増減率
(差)(%)

備考

農
業

経
営
体

農業経営体 4年2月 万経営体 97.5 103.1 ▲ 5.4
経営耕地面積が30a以上の農業又は農産物販売金額が50万円以上に相当
する規模の事業又は農作業の受託の事業

うち個人経営体 〃 〃 93.5 99.1 ▲ 5.7

うち主業経営体 〃 〃 20.5 22.2 ▲ 8.0農業所得が主で、自営農業に60日以上従事する65歳未満の世帯員がいる

準主業経営体 〃 〃 12.6 13.6 ▲ 7.2農外所得が主で、自営農業に60日以上従事する65歳未満の世帯員がいる

副業的経営体 〃 〃 60.4 63.3 ▲ 4.5自営農業に60日以上従事する65歳未満の世帯員がいない

うち団体経営体 〃 〃 4.0 4.0 1.5

うち法人経営体 〃 〃 3.2 3.2 1.9

総農家 2年2月 万戸 174.7 (215.5) ▲18.9
前回は平成27年
経営耕地面積10a以上又は農産物販売金額15万円以上

販売農家 〃 〃 102.8 (133.0) ▲22.7経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額50万円以上

自給的農家 〃 〃 71.9 (82.5) ▲12.9経営耕地面積30a未満かつ農産物販売金額50万円未満

認定農業者 3年3月 経営体 227,444 233,806 ▲ 2.7市町村等が農業経営改善計画を認定

集落営農 4年2月 集落営農 14,364 14,490 ▲ 0.9

うち法人 〃 〃 5,694 5,564 2.3

農地所有適格法人 3年1月 法人 20,045 19,550 2.5農地を所有できる法人の総称

うち株式会社 〃 〃 8,068 7,333 10.0特例有限会社を除く

農地のリース方式により参入した一般法人 2年12月 〃 3,867 3,669 5.4

労
働
力

基幹的農業従事者 4年2月 万人 122.6 130.2 ▲ 5.915歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事

うち女性 〃 〃 48.0 51.2 ▲ 6.3

平均年齢（男女計） 4年2月 歳 68.4 67.9 0.7

新規就業者 3年2月 万人 5.2 5.4 ▲ 2.7

うち49歳以下 〃 〃 1.8 1.8 0.2

うち雇用 〃 〃 1.2 1.0 15.1

雇用労働者（常雇） 2年2月 〃 15.7 (22.0) ▲28.8前回は平成27年

〃 （臨時雇） 〃 〃 94.8 (145.6) ▲34.9

外国人雇用労働者（農林業） 3年10月 〃 3.9 3.8 1.3厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」

農業経営体・労働力関係基本データ（令和５年１月１日現在）
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