


はじめに

経営所得安定対策では、担い手農家の経営の

安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差

から生ずる不利を補正する交付金（ゲタ対策）

と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセー

フティネット対策（ナラシ対策）を実施してい

ます。

また、食料自給率・食料自給力の維持向上を

図るため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の

本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用

の直接支払交付金を実施しています。

米・麦・大豆等について、需要に応じた生産

の促進と水田農業全体としての所得の向上等に

より、農業経営の安定を図るため、本パンフレ

ットにより対策への理解を深め、対策に加入し

ましょう。



参考

２ 畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

５ 水田活用の直接支払交付金

４ 米の直接支払交付金

６ 交付金の交付スケジュール

８ 経営所得安定対策等の実施体制

９ 農業経営基盤強化準備金制度

Ⅰ 経営所得安定対策等の概要

問い合わせ先一覧

３ 米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

目 次

４

米政策の見直しⅡ

ゲタ・ナラシ対策の交付対象者 ６

９

１２

１７

１８

２６

２７

３２

３３

３５

４３

１

TPPの合意内容と対応Ⅲ ３９

対策の加入申請・交付手続き７



経営所得安定対策等の概要

対象作物 　平均交付単価

小麦 6,320円/60㎏
二条大麦 5,130円/50㎏
六条大麦 5,490円/50㎏
はだか麦 7,380円/60㎏
大豆 11,660円/60㎏

対象作物 　平均交付単価

てん菜  7,260円 /t
でん粉原料用ばれいしょ 12,840円 /t

そば  13,030円/45㎏
なたね   9,640円/60㎏

【水田・畑地共通】

＜畑作物の直接支払交付金のイメージ＞

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

数量払

面積払(営農継続支払)

Ⅰ

面積払
（営農継続支払）

収量

数量払

交
付
金

平均単収

注１：小麦は、パン・中華麺用品種を作付けた場合は、数量払に2,550円/60㎏を加算
注２：てん菜の基準糖度は、16.3度
注３：でん粉原料用ばれいしょの基準でん粉含有率は、19.5％

２万円／10ａ （そばは、1.3万円／10ａ）

【認定農業者、集落営農、認定新規就農者が対象
（いずれも規模要件はありません）】

当年産の作付面積に応じて、
数量払の内金として交付

米･畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

（754億円）

（1,948億円）

※ 交付対象者の要件については、６～８ページを参照してください。

【認定農業者、集落営農、認定新規就農者が対象
（いずれも規模要件はありません）】

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
標準的収入額を下回った場合に、減収
額の９割を補てん。
（対策加入者と国が１対３の割合で拠出）

積立金は掛け捨てではありません。

※ 交付対象者の要件については、６～８ページを
参照してください。

生産量と品質に応じて交付
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水田活用の直接支払交付金

戦略作物助成

二毛作助成 15,000円/10a

耕畜連携助成 13,000円/10a

産地交付金

（3,078億円）

米の直接支払交付金

7,500円/10a

【米の生産数量目標に従って生産した販売農家又は集落営農が対象】 （723億円）

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 35,000円/10a

WCS用稲 80,000円/10a

加工用米 20,000円/10a

飼料用米・米粉用米 収量に応じ、55,000円～105,000円/10a

◇ 激変緩和のための経過措置として、26年産米から単価を7,500円/10ａに削減した上で、
29年産までの時限措置として実施（30年産から廃止）

経営所得安定対策等推進事業
（81億円）

システム運営など経営所得安定対策等の運営に必要な経費を措置するとともに、対策の推進、作付面
積の確認等を行う都道府県、市町村等に対し必要な経費を助成します。

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞

注１：数量払いによる助成は、農産物検査機関による
数量確認を受けていることが条件

注２：※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づ
く数値であり、各地域への適用に当たっては、市町
村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単
収）を適用します。なお、28年産からは、各地域に
おける標準単収値を当年産の作柄に応じて調整しま
す。

数量払いの単価（傾き）：約167円／kg

助成額
（円/10a ）

10.5万

8.0万

5.5万

単収（kg/10a）680※530※
(標準単収値）

380※

地域の作物振興の設計図となる「水田フル
活用ビジョン」に基づき、地域の裁量で麦・
大豆を含む産地づくりに向けた取組を支援
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（２）認定新規就農者になるには

（１）認定農業者になるには

ゲタ・ナラシ対策の交付対象者

～認定までの流れ～

農業者自らが
「農業経営改善計画」を作成

市町村へ申請

市町村が認定

認定農業者

自ら経営改善に取り組むやる気のある方であれば、
年齢や経営規模を問わず、認定を受けることができ
ます。

「農業経営改善計画」の書き方、
経営内容の分析などは、市町村、
農協、普及指導センター等が
サポートしてくれるよ！

農林水産省のHPから「農業経営
指標」を活用して、自分の経営
状況などが簡単に
チェックできるんだ。

～認定までの流れ～

新規就農者自らが
「青年等就農計画」を作成

市町村へ申請

市町村が認定

認定新規就農者

既に農業経営を開始している方でも、経営開始５年以
内であれば、青年等就農計画を作成し、認定を受けるこ
とができます。

「青年等就農計画」の書き方、
経営内容の分析などは、市町村、
普及指導センター、青年農業者等
育成センター、農協等がサポート
してくれるんだ！

注） 既に都道府県から認定就農者の認定を受けている方は、改
めて市町村の認定を受ける必要がありますが、手続きの簡素
化がなされていますので、市町村にお問い合わせください。

認定農業者になりたい方は、自らの農業の５年後の目標やその達成に向けた取組等
を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市町村に申請します。市町村は、その
計画の内容が、市町村の設定した目標とすべき水準（基本構想）に照らして適切なも
のであるか等を審査し、認定します。

新たに農業経営を営もうとする青年等の方は、経営を開始してから５年後の目標や
その達成に向けた取組等を内容とする「青年等就農計画」を作成し、市町村に申請し
ます。市町村は、その計画の内容が、市町村の設定した目標とすべき水準（基本構
想）に照らして適切なものであるか、審査し、認定します。

ゲタ・ナラシ対策の交付対象者は、27年産から認定農業者、集落営農に認定新規就農者を加え
るとともに、規模要件は廃止しました。また、交付対象となる集落営農の要件も２要件に緩和し、
担い手の方が幅広く参加できるようになりました。

また、米価等が下落した際に収入を補てんする保険的制度はナラシ対策のみです。まだ加入さ
れていない方は、28年産に向けて認定農業者等になって、ナラシ対策に加入することをご検討く
ださい。
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（３）こんな集落営農が対象になります

組織の規約の作成

代表者、構成員、総会、農用地や農業用機械等の利用・管理に関する事項等
を定めた組織の規約を作成します。

対象作物の共同販売経理の実施

①集落営農の口座を設けて、②対象品目について組織名義で出荷し、③そ
の販売代金等を組織の口座で受け取り、費用控除後に生じた利益を販売や
出荷をしたすべての構成員に対して配分します。

集落営農（特定農業団体を
除く。）は、ゲタ・ナラシ
対策への加入申請前に市町
村へ申し出る。

必要に応じ
書類を提出

市町村が判断

集落営農の組織化、法人化の
取組への助成や、法人経営に
必要となる労務・財務管理等
の研修が受けられるよ！
手続き等については、市町村
にお問い合わせください。

通知

集落営農のゲタ・ナラシ対策の要件については、以下の２要件（「組織の規約の作成｣、
「対象作物の共同販売経理の実施」）です。

ゲタ・ナラシ対策の加入申請期限は６月30日までとなりますので、それまで
に交付対象者になっていただくようお願いします。また、申請手続きについて
は、27～31ページを参照してください。

※ 市町村は、市町村の判断の通知を行った後に、ゲタ・ナラシ対策への加入を希望する
集落営農の一覧を作成し、地方農政局等に提出します。

法人化や農地利用の集積について市町村判断を受けるための流れ

また、「農業経営の法人化」及び「地域における農地利用の集積」については、各市町
村が確実に行われると判断するものとします。

市町村の判断については、８ページの
Q＆Aを参照してください。

7



（４）交付対象者に関するＱ＆Ａ

どんな集落営農が市町村から法人化や農地利用の集積が確実と判断されるの？

集落営農の法人化や農地利用の集積については、何年以内に達成するという

計画を立てる必要はないの？

認定農業者になるには規模要件や年齢制限はあるの？Ｑ.

認定新規就農者になると、どんなメリットがあるの？Ｑ.

Ｑ.

Ｑ.

Ａ.

Ａ.

Ａ. 認定新規就農者は、ゲタ・ナラシ対策の対象となるほかに、青
年就農給付金や、無利子の資金である青年等就農資金を活用する
ことができます。

Ａ. 現在の年齢や経営規模で画一的に判断されることはありません。
小さな規模でも、経営の複合化や６次産業化等により所得向上の目
標に向けて取り組む人は認定を受けることができます。

市町村の判断については、市町村における集落営農の育成方針、集落営農の代表
者や構成員の意識、具体的に行われる取組内容などを総合的に勘案して行われるこ
とになります。

法人化や農地利用の集積について、期限を設けた計画は必要はありません。
市町村から法人化や農地利用の集積が確実との判断を受けたら、市町村など
の指導を踏まえながら、それぞれの地域や組織の実情に応じて、着実に進め
てください。
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（１）数量払

① 交付対象数量

② 平均交付単価(全国一律)

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物（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・販売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します。支払いは生産量と品質
に応じて交付する数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払（営農継
続支払）として、当年産の作付面積に応じて数量払の内金として先払いします。
【交付対象者】

支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です（いずれも規模要
件はありません）。交付対象者の要件については、６～８ページを参照してください。

（1,948億円）

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

対象作物 数量単価
（参考）
面積換算

小麦 6,320 円/60kg 39,800 円/10a 

二条大麦 5,130 円/50kg 35,000 円/10a 

六条大麦 5,490 円/50kg 31,700 円/10a

はだか麦 7,380 円/60kg 35,700 円/10a

大豆 11,660 円/60kg 38,100 円/10a

てん菜 7,260 円/ｔ 43,600 円/10a

でん粉原料用
ばれいしょ

12,840 円/ｔ 53,400 円/10a

そば 13,030 円/45kg 18,500 円/10a

なたね 9,640 円/60kg 28,000 円/10a

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの当年産の出荷・
販売数量

注１：ビール用麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。
注２：てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。

全算入生産費をベースに算定した「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します。

注１：面積払（営農継続支払）を受けた方は、その交付額を控除して支払います。
注２：実際の交付単価は品質に応じて増減します。10ページを参照してください。
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糖度：てん菜の重量に対するショ糖の含有量

（円/ｔ）

でん粉含有率：ばれいしょの重量に対するでん粉の含有量

（円/60kg）

（円/45kg）

小麦

（円/単位数量）大麦・はだか麦

大豆 （円/60kg）

てん菜
（円/ｔ）

でん粉原料用ばれいしょ

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分
特定加工用：豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用する大豆

そば なたね （円/60kg）

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分。Ａ～Ｄランク：たんぱく質の含有率等の違いで区分

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分。Ａ～Ｄランク：白度やたんぱく質の含有率等の違いで区分

等級：容積重の違いや被害粒の割合で区分

品質区分 １等 ２等

（等級/ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

二条大麦
5,190円 4,770円 4,650円 4,600円 4,330円 3,910円 3,780円 3,730円

（50kg当たり）

六条大麦
5,860円 5,440円 5,310円 5,260円 4,830円 4,410円 4,290円 4,240円

（50kg当たり）

はだか麦
7,650円 7,150円 7,000円 6,910円 6,080円 5,580円 5,430円 5,350円

（60kg当たり）

品質区分（等級） １等 ２等 ３等

普通大豆 12,520円 11,830円 11,150円

特定加工用大豆 10,470円

品質区分
１等 ２等

(等級) 

そば 14,700円 12,590円

品質区分
（品種）

キザキノナタネ

その他の品種キラリボシ

ナナシキブ

なたね 9,850円 9,110円

品質区分 16.3度
（糖度） (＋0.1度ごと) (▲0.1度ごと)

てん菜 ＋62円 7,260円 ▲62円

品質区分 １等 ２等

（等級/ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

小麦 6,410円 5,910円 5,760円 5,700円 5,250円 4,750円 4,600円 4,540円

品質区分 19.5％
(でん粉含有率)

(＋0.1％ごと) (▲0.1％ごと)

でん粉原料用
ばれいしょ

＋64円 12,840円 ▲64円

※ パン・中華麺用品種については、上記の単価に 2,550円/60kgを加算。

③ 品質に応じた交付単価

麦、大豆等の畑作物は、地域間、農業者間の品質の格差があるため、数量払の
交付単価は、品質に応じて設定しています。
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（２）面積払（営農継続支払）

２．０万円 ／ 10a （そばは1.3万円／10a）

※ 面積払（営農継続支払）を受けない方には、当年産の出荷・販売数量の確定後に、
数量払の単価により算定した交付金が支払われます。

① 交付対象面積

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの当年産の作付面積
注：26年産までは前年産の生産面積に対して交付していましたが、27年産からは当年産に変更しています。

② 交付単価

農地を農地として保全し、営農を継続するために必要最低限の経費が賄える水準

数量払と面積払（営農継続支払）との関係

③ 交付対象者

対象作物の当年産の作付けが確認でき、数量払の交付申請を行う農業者

面積払（営農継続支払）の交付金を受けた農業者は、数量払の交付対象数量を、面積払の交付対象面積で計算し

た個人の単収が、市町村ごと等に設定された基準単収の２分の１に満たない場合には、その理由書を提出していた

だきます。

自然災害等の合理的な理由がない場合は、交付済みの面積払（営農継続支払）の交付金を返還していただきます。

面積払（営農継続支払）
（数量払の際に控除されます。）

平均単収

数量払

収量

交
付
金

11



米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は、農家拠出を伴う経営に着目したセー
フティーネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険
的制度です。
【交付対象者】
支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です（いずれも規模要

件はありません）。交付対象者の要件については、６～８ページを参照してください。
【対象農産物】
米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょです。

（754億円）

◯ 農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計（当年産収入額）が、

標準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を補てんします。

◯ 補てんの財源は、農業者と国が１対３の割合で負担します。

◯ このため、補てんを受けるには、農業者からの積立金の拠出が必要となります。

◯ 補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てとはなりま

せん。

補てん額 ＝（標準的収入額－当年産収入額）×０．９

都道府県等ごとに算定

10a当たり
標準的
収入額

10a当たり
当年産
収入額

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
【３】

補てん金

収入減
の９割

米の
差額

麦の
差額

大豆の
差額

・
・
・

米の
生産
面積

麦の
生産
面積

大豆の
生産
面積

・
・
・

×

×

×

品目ごと
の収入差
額を合算

農業者１：国３の
割合で負担

（１）ナラシ対策の仕組み

【10a当たり標準的収入額とは】
通常年に想定される収入額として、前年産以前５カ年の収入額のうち、最高年と最低年を除いた３カ年の平均収入額で、

品目ごと、地域ごとに計算しています。各年産の収入額は、米であれば、地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位３
銘柄平均販売価格に、地域の実単収を乗じて算出します。

【10a当たり当年産収入額とは】
当年産の収入額として、品目ごと、地域ごとに計算しています。当年産の収入額は、米であれば、当年産の地域の産地

品種銘柄のうち、数量の多い上位３銘柄平均販売価格に、当年産の地域の実単収を乗じて算出します。

※１ ビール麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。

※２ てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。
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（２）28年産ナラシ対策の加入から補てん金支払までの流れ

◯ 農業者は、様式第１号「経営所得安定対策等交付金交付申請書」の裏面（29

ページ参照）に、28年産の米、麦、大豆等の生産予定面積等を記入し、地域農業

再生協議会又は支局等に提出してください。

① 加入申請（積立申出） 【平成28年４月１日～６月30日まで】

◯ 28年産標準的収入額の算定 【平成28年５月上旬告示予定】

・ 国において、品目ごと・地域ごとの10a当たり28年産標準的収入額を算定します。

◯ 農業者の積立額（※）は、国が農業者ごとに算定し、通知します。

◯ 農業者は、標準的収入額から10％減収分まで対応するコース又は20％減収分

まで対応するコースのいずれかを選んで積立金を拠出（※）してください。

農業者の積立額（20％減収分まで対応するコース（「20％コース」という。）を選択した場合）

＝標準的収入額（品目ごとの「農業者ごとの生産予定面積×地域ごとの10a当たり

標準的収入額」の合計）×20％×９割×１/４（注）

＝標準的収入額 × 4.5％

（注） 農業者１：国３の割合で補てんするので、補てん原資の1/4が農業者の負担（積立額）となります。

② 積立金の拠出 【平成28年５月中旬～７月29日まで】

Ａさん（生産予定面積が米６ha、大豆４ha）が20％コースを選択した場合

＜積立額（加入時）の算定例＞

ナラシ対策への加入手続
はこれで完了です！

※ 加入申請時に申し出た生産予定面積と、毎年５月上旬に告示予定の10a当たり標準
的収入額に基づき算定されます。

※ 前年産からの繰越がある場合は、本来積立すべき額から繰越分を差し引いて拠出
します。

① ② ③＝①×②
④＝

③の合計×4.5%

（ha） （円/10a） （円） （円）

米 6 125,000 7,500,000

大豆 4 20,000 800,000

8,300,000 373,500

Ａさんの
積立額

（加入時）

合計

Aさんの地域の10a
当たり標準的収入額

Ａさんの
生産予定面積

Ａさんの標準
的収入額

品目

13


