
※１ 圧縮記帳とは、交付金により取得した農業用固定資産の帳簿価額を一定額まで減額し、その減額分を必要経費（損金）に算入する
ことにより、その年（事業年度）の課税事業所得（所得）を減額する方法です。

※２ 一定の方法で記帳とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳等を備え付けて簡易な記
帳をするだけでも特例が受けられます。

農業経営基盤強化準備金制度

経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化

（農用地、農業用の建物・機械等の取得）を図る取組を支援します。

（特例措置の内容）

○ 農業者が、経営所得安定対策などの交付金を農業経営改善計画などに従い、農業

経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人

は損金に算入できます。

○ さらに、農業経営改善計画などに従い、５年以内に積み立てた準備金を取り崩

したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等の固定

資産を取得した場合、圧縮記帳 ※１できます。

注）この特例の適用を受けようとする場合には、一定の方法で記帳 ※２し、青色申告により確定

申告（初年は税務署に事前に届出）をする必要があります。

注：積立てた翌年（度）から５年を経過した準備金は、順次、総収入金額（益金）に算入され、課税対象となります。ただし、算入された年（度）内に対象固
定資産を取得すれば、必要経費（損金）に算入できます。（H22年に積み立てた準備金は、H28年に５年を経過し、H28年の所得の計算上、総収入金
額に算入されます。このため、当該準備金を必要経費に算入するには、H28年末までに、農業経営改善計画に基づき、農用地や農業用機械等を取
得する必要があります。）

４年目

農用地、農業用の建物・機械等の取得に

充てた、以下の金額の合計額の範囲内で

圧縮記帳

① 準備金取崩額

② その年に受領した交付金の額

１ １
２

１年目

： 積み立てた準備金

１

２

３
取り崩す

５

交付金を準備金として積み立てた場合、

この積立額の範囲内で

① 個人は必要経費算入

② 法人は損金算入

（積立てない交付金は、課税対象）

準備金の積立て

４

農業用固定資産の取得

１

２

３

２年目 ３年目 ５年目

交付金を準備金として積み
立てずにそのまま用いる

（例） ３年間積み立てて、４年目に

農地等を取得した場合
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農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるための手続き農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるための手続き

農業者
（認定農業者等）

税務署

証明

農林水産大臣
（農政局等）

①
証明書の申請をします。

②

証明書の交付を
受けます。

③

証明書を確定申告書
に添付します。

申請書の審査

農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるためには、対象となる金額についての

農林水産大臣の証明書が必要です。

この証明・申告手続については、お気軽に農政局等にお問い合わせ下さい。

積立時の証明の申請書類

㋐ 証明申請書
㋑ 準備金に関する計画書兼実績報告書
㋒ 交付金の交付決定通知書等の写し
（対象となる交付金に関する積立年(事業年度)のもの）

㋓ 農業経営改善計画等の写し
㋔ 貸借対照表等の財務諸表

（前年の確定申告書の控用の写し（2年目
以降の申請の場合に必要））

㋐ 証明申請書
㋑ 準備金に関する計画書兼実績報告書
㋒ 交付金の交付決定通知書等の写し
（対象となる交付金に関する積立年(事業年度）のもの）

㋓ 農業経営改善計画等の写し
㋔ 貸借対照表等の財務諸表

（固定資産の取得に準備金を充当する場合）

㋕ 取得した固定資産の領収書等

取得時の証明の申請書類

※ 申請は、確定申告(２月16日～３月15日）
に 間に合うよう、確定申告の１ヶ月～２週
間前には 行なうようお願いします。

直前期は混み合うため、手続きに時間が
かかること が予想されますのでお気をつけ
下さい。

Ｎ

R

i

申請はお早めに！
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○ 需要に応じた生産を推進するため、水田活用の直接支払交付金による支援、中食・
外食等のニーズに応じた生産と播種前契約、複数年契約等による安定取引の一層
の推進、県産別、品種別等のきめ細かい需給・価格情報、販売進捗・在庫情報の提
供等の環境整備を推進します。

○ こうした中で、定着状況をみながら、平成30年産からを目途に、行政による生産数量

目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産者や集荷
業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行政、
生産者団体、現場が一体となって取り組みます。

○ また、それまでの間、行政による生産数量目標の配分の工夫等の必要な関連する
施策全般について、工程を明らかにしながら取り組みます。

※「食料・農業・農村基本計画」（平成27年3月閣議決定）より抜粋

生産者や集荷業者・団体が、需要に応じて、どのような米をいくら
生産・販売するかなどを自ら決められるようにすることで、経営の
自由度の拡大を目指します。

※ 平成20年以降、主食用米の需要減少分は、飼料用米等の拡大で対応されています。こう
した取組を進めることで、水田のフル活用と生産者等の主体的経営判断により需要に応じ
た米生産を進めていくことが必要です。

■ 近年における水稲の作付状況

米政策の見直しⅡ

主食用米：160万ha

〔22年産〕 水稲作付面積：166万ha

主食用米：158万ha

加工用米：3.9万ha

飼料用米等：3.7万ha
（1.5万ha）

麦
17万ha

大豆
12万ha

〔23年産〕 水稲作付面積：163万ha

主食用米：153万ha

加工用米：2.8万ha
飼料用米等：6.6万ha

（3.4万ha）

備蓄米：1.2万ha
麦

17万ha
大豆

12万ha

〔24年産〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：152万ha

加工用米：3.3万ha 飼料用米等：6.8万ha
（3.5万ha）

備蓄米：1.5万ha
麦

17万ha
大豆

11万ha

〔25年産〕 水稲作付面積：165万ha

主食用米：152万ha

飼料用米等：5.4万ha
（2.2万ha）

備蓄米：3.3万ha

麦
17万ha

大豆
11万ha

〔26年産〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：147万ha

加工用米：4.9万ha 飼料用米等：7.1万ha
（3.4万ha）

備蓄米：4.5万ha
麦

17万ha
大豆
11万ha

〔27年産〕 水稲作付面積：162万ha

主食用米：141万ha

加工用米：4.7万ha 飼料用米等：12.5万ha
（8万ha）

備蓄米：4.5万ha
麦

17万ha
大豆
11万ha

〔21年産〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：159万ha

加工用米：2.6万ha

麦
17万ha

大豆
12万ha

〔20年産〕 水稲作付面積：164万ha
加工用米：2.7万ha

飼料用米等：1.2万ha
（0.1万ha）

麦
17万ha

大豆
13万ha

※（）内は飼料用米のみの面積

飼料用米等：1.8万ha
（0.4万ha）

加工用米：3.8万ha
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見直し後の生産のイメージ（平成30年産からを目途）

○ 行政ルートにより、生産数
量目標を個々の生産者に提
供しているが、現場に近づく
ほど一律的な配分とならざる
を得ないため、生産数量目標
と実際の販売実績・販売力と
のギャップが発生。

○ また、主食用米に比べ、飼
料用米等の作付へのインセ
ンティブが不十分なことから、
飼料用米等への作付転換に
抵抗感。

○ 国は、

① 全国ベースの需給見通しの

情報発信に加え、産地別にき

め細かく需要実績や販売進

捗・在庫などの情報を提供。

② 併せて、飼料用米等の作付

についてのインセンティブを

拡大。

○ 都道府県・地域段階の協議会

では、作物ごとの作付ビジョン

（「水田フル活用ビジョン」）を策

定し、適宜、非主食用米や麦、

大豆、地域作物等の作付を誘導。

○ 生産者や集荷業者は、これら

を踏まえて、経営判断や販売戦

略に基づきどのような作物をどれ

だけ生産・販売するかを決定。

○ 消費者ニーズに応じた麦、大

豆、地域作物等の魅力ある産地

づくりを推進。
→ こうした仕組みにより、水田のフル活用を行いつつ、需要に応
じた主食用米の生産を円滑に行うことが可能となります。

生産数量目標
の配分

行 政

生産者

集荷業者

主食用米の
集荷・販売

非主食用米の
集荷・販売

主食用米の
生産・出荷

生産数量目標の
減少分を非主食
用米に転換

非主食用米の
生産・出荷

生産者と集荷業者
が相談

・年末から春先にかけて、
① 主食用米の需給見通しや自都道府県産の在庫量等
② 非主食用米の需要（ビジョン）
③ 麦、大豆、地域作物等の需要（ビジョン）

等を踏まえて、主食用米と非主食用米のどちらにどれだけ振り
向けるのか、また、麦、大豆、地域作物等をどれくらい作付ける
のか、生産者と集荷業者が相談。自ら販売している生産者は主
体的な経営判断に基づいて決定。

よりきめ細かい都道
府県レベルでの販
売進捗や在庫情報、
価格情報を提供

国
飼料用米等
のインセン
ティブを拡大

主食用米の
集荷・販売

都道府県・地域
段階の協議会

作物ごとの
作付ビジョ
ンを策定

主食用米

集荷業者

非主食用米の
集荷・販売

策定に参画

米の生産・出荷
（水田のフル活用）

生産者

〈 現在 〉

〈 見直し後 の生産のイメージ（平成30年産からを目途）〉

主食用米
非主食用米

（飼料用米、米粉用
米、加工用米等）

麦、大豆、
地域作物等

麦、大豆、地
域作物等の
集荷・販売

麦、大豆、地
域作物等の
生産・出荷

生産数量目標の

減少分を麦、大豆、
地域作物等に転換

非主食用米
（飼料用米、米粉用
米、加工用米等）

麦、大豆、
地域作物等の

集荷・販売

麦、大豆、
地域作物等の

生産・出荷

麦、大豆、
地域作物等
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○ 米政策の見直しに向けた取組として、①27年産から生産数量目標に自主的取組参考値を付記
するなどの配分の工夫、②よりきめ細かな情報提供の充実、③戦略作物の取組強化に向けた
取組を実施したところです。

米政策の見直しに向けた取組について

生産数量目標
（単一値）を
都道府県ごと
に配分

26年産

行
政
に
よ
る

配
分
に
頼
ら

な
い

生産数量目
標に自主的
取組参考値を
付記

27年産の県別
シェアを固定して
配分
(事前にｱﾅｳﾝｽ)

28年産の
実施状況
を踏まえ
つつ検討

27年産 28年産 29年産 30年産

○ 相対取引価格・数量
・ 各産地の主要銘柄（平成26年３月末から100銘柄程度に拡大）

・ 情報の公表の迅速化（平成27年10月～）

○ 民間在庫の推移（出荷業者・販売業者別）
・ 全国計 ・ 産地別（平成26年３月末から新たに毎月HPで公表）

○ 集荷、契約、販売状況（出荷業者）（平成26年３月末

から新たに毎月HPで公表）

・ 産地別 ・主要銘柄別（114銘柄対象）

○ その他情報（マンスリーレポートに追加）

・ 飼料用米、麦、大豆、野菜の需要情報

○ 情報提供手法
・ ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、 「米に関するﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ」(*)配信
・ 「米に関するﾏﾝｽﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ」(*)発行

○ 昨年５月末に、「27年産飼料用米の中間的な取組状況」を都道府県別に公表。
○ 27年産米飼料用米の取組期限を６月末から７月末へ１ヶ月間後ろ倒し。
○ 上記を踏まえて、戦略作物の取組強化に向けた働きかけを実施。

○ 平成28/29年の需給見通しは、以下の通り策定され、平成28年の生産数量目標を743万トン、
自主的取組参考値を735万トンと設定されました。

平成28/29年の主食用米等の需給見通し

平成28年6月民間在庫量 Ａ 207 207

平成28年産主食用米等生産量 Ｂ
743

（生産数量目標）
735

（自主的取組参考値）

平成28/29年主食用米等供給量計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ 950 942

平成28/29年主食用米等需要量 Ｄ 762 762

平成29年6月末民間在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ 188 180

（単位：万トン）

注① 注②

注③注③

注①： 全国の生産数量目標については、引き続き、需要に応じた生産を推進するため、予見可能性という観点にも留意し、
近年のトレンドとして需要が毎年概ね８万トン減少していることを勘案し、昨年の平成27年産米の生産数量目標751万
トンから8万トンを控除した743万トンと設定。

注②： 全国の自主的取組参考値については、仮に
これだけ生産すれば、平成29年6月末の民間
在庫量が近年では低位の水準になるものとし
て735万トンと設定。

注③： 平成8/9年から平成26/27年までの需要実績を用いて、トレンドで算出した762万トンと見通す。

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

民間在庫量 212 216 181 180 224 220 226

（参考）6月末民間在庫量の推移 （単位：万トン）

(*) 「米に関するマンスリーレポート」は、以下のURLより入手できます（http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/mr.html）。
「米に関するメールマガジン」につきましては、是非、農林水産省ホームページからご登録ください。
【メールマガジン配信登録】： 農林水産省ホーム＞報道・広報＞メールマガジン
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政府備蓄米の運営について

国は、米穀の生産量の減少に備え、必要な数量の米穀を備蓄米として保有することとしています。

（1）備蓄運営の基本的な考え方（備蓄運営は平成23年度から棚上備蓄方式に移行）

① 適正備蓄水準は100万トン程度（毎年６月末時点）。

② 国内産米を一定期間（５年間程度）備蓄。

③ 備蓄米の買入れは、出来秋の市場価格に影響を与えないよう事前契約によることを基本に、公正

性・透明性を確保する観点から一般競争入札により実施。

④ 備蓄米は、一定期間保管後に飼料用、加工用等の非主食用としての用途に販売。

⑤ 米の不足時における備蓄米の放出等については、食料･農業･農村政策審議会食糧部会の議論を

踏まえ、農林水産大臣が決定 （災害等による緊急事態の場合は、農林水産大臣が必要と認めると

きに、備蓄米を代替供給できる）。

（2）平成27/28年の備蓄運営

平成27年産米の備蓄米としての買入契約数量は25万トンとなりました。

備蓄米の年産更新については、適正備蓄水準が100万トン程度（平成27年６月末）であることを踏

まえ、保有期間が一定の期間を経過している米については、必要に応じて品質確認を行い、17 〜25万

トンの範囲内で非主食用に販売することとします。

以上を踏まえた平成27/28年の備蓄運営

は、表のとおりです。

なお、政府備蓄米の買入数量については、

毎年20万トンが基本であることから、２年間

かけて段階的に25万トンから20万トンへ戻

すこととし、平成28年産米の政府備蓄米の

買入予定数量は、22.5万トンとしました。

平成27/28年の備蓄運営 （単位：万トン）

平成27年6月末備蓄量 A 91

平成27年産米買入契約数量 B 25

平成27/28年非主食用販売量 C 17～25

平成28年6月末備蓄量 D=A+B-C 91～99

米穀周年供給・需要拡大支援事業で産地の自主的な取組を支援します。

○ 産地の自主的な取組により、需要に応じた生産・販売が行われる環境整備を図る観点から、
気象の影響等により必要が生じた場合には、産地の判断により、主食用米を長期計画的に販
売する取組や、輸出用など他用途への販売を行う取組等を自主的に実施する体制を構築して
いくことが必要です。

○ このため、あらかじめ生産者等が積立てを行い、以下の４つの取組を実施する場合に、国も
一定の支援を行っています。

米穀周年供給・需要拡大支援事業のスキーム

生産者等

積立

国

拠出

拠出

拠出

主食用米の
① 周年安定供給のための長期

計画的な販売
② 輸出用向けの販売促進等
③ 業務用向け等の販売促進等
④ 非主食用への販売

集荷業者・団体 産地自らの自主的な取組

（※） 値引きや価格差補てんのための
費用は支援の対象外。

生産者等

生産者等

定額、
1/2以内

（※）
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ＴＰＰの合意内容と対応（米）Ⅲ

米の輸入制度について

○ 米は、国民の主要食糧の一つであり、国
内における米の安定的な生産とその継続を
確保するため、WTO協定で約束したミニマ
ム・アクセスを超える数量については、高い
二次税率によりその輸入（枠外輸入）を抑
制しています。

○ ミニマム・アクセス米（枠内輸入）について
は、国家貿易を通じて国が輸入差益を徴収
しつつ、用途に応じた売渡し管理を行って
います。

約７７万玄米トン／年

枠内輸入（ＭＡ米）

（国家貿易（一元輸入））

価格

二次税率
341円/㎏（※）

政府売渡価格

輸入差益
（292円/kgを上限）

輸入価格 輸入数量
枠外輸入

（民間貿易）

※従価税換算値：778％（精米）
（注）ＷＴＯ農業交渉（’00～）に

おいて、非従価税の関税削減
幅を決定するために、基準時
（’99-’01）の輸入価格及び国際
価格を基に算出された数値。

（一次税率：0円/kg）

約0.1～0.2千トン／年

ＴＰＰ合意の内容

○ 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（米の場合341円/kg）を維持した上で、米国、豪州にSBS方
式※の国別枠を設定することになりました。
※注：SBS方式とは、国家貿易の下で、輸入業者と国内の実需者との実質的な直接取引を可能とする売買方式。

既存のSBS枠 10万実トン
（品種・用途限定なし）

既存のWTO枠（77万玄米トン）

既存のSBS枠 10万実トン
（品種・用途限定なし）

既存のWTO枠（77万玄米トン）

既存の一般輸入
加工用に販売する他、飼
料用・援助用等に活用

既存の一般輸入
加工用に販売する他、飼
料用・援助用等に活用 米国枠：５万実トン（当初３年維持）

→ ７万実トン（13年目以降）

国別枠（SBS枠）

豪州枠：0.6万実トン（当初３年維持）
→ 0.84万実トン（13年目以降）

ＴＰＰ合意への対応

①米の経営安定・安定供給対策
○ 国別枠の輸入量の増加が国産の主食用米の需給及び価格に与
える影響を遮断するため、消費者により鮮度の高い備蓄米を供給す
る観点も踏まえ、毎年の政府備蓄米の運営を見直し（原則５年の保
管期間を３年程度に短縮）、国別枠の輸入量に相当する国産米を政
府が備蓄米として買い入れる。

総合的なＴＰＰ関連政策大綱（平成27年11月25日 TPP総合対策本部決定）（ポイント）

②攻めの農林水産業への転換（体質強化対策）
○ 国際競争力のある産地イノベーションの促進
（産地パワーアップ事業の創設による地域の営農戦略に基づく農業
者等が行う高性能な機械・施設の導入や改植などによる高収益作
物・栽培体系への転換、水田の畑地化等）

○ 高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓
（米などの重点品目毎の輸出促進対策、産地と外食・中食等が連携
した新商品開発等）

国別枠の輸入量に相当する国産米を政府が備蓄米とし
て買い入れることから、国産主食用米のこれまでの生産
量や農家所得に影響は見込み難い。

国別枠の
輸入 市場に流通する主食用米

国別枠の輸入量
に相当する国産
米を政府備蓄米

として買入

国産主食用米

（イメージ）

（国内生産への影響）
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ＴＰＰの合意内容と対応（麦）

麦の輸入制度について

○ 麦は、国民の主要食糧の一つであるととも
に、水田作地帯における転作作物、北関東・
北九州等の水田営農における裏作作物、北
海道の大規模畑作経営における輪作作物と
して、我が国の土地利用型農業の重要な作
物であり、一定の国内生産を確保する必要
があります。

○ このため、高い二次税率により枠外輸入を
抑制するとともに、枠内輸入については国家
貿易を通じて国が輸入を一元的に行うことで、
外国産の無秩序な流入を防いでいます。

ＴＰＰ合意の内容

○ 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（小麦：55円/kg、大麦：39円/kg）を維持しました。
○ 既存のＷＴＯ枠に加え、小麦について米国、豪州、カナダに国別枠を新設（国家貿易・SBS方式）するとともに、

大麦についてＴＰＰ枠を新設（国家貿易・ＳＢＳ方式）することになりました。
○ 既存のＷＴＯ枠内のマークアップを９年目までに45％削減し、小麦に新設する国別枠内、大麦に新設するＴＰＰ枠
内のマークアップも同じ水準に設定することになりました。

ＴＰＰ合意への対応

総合的なＴＰＰ関連政策大綱（平成27年11月25日 TPP総合対策本部決定）（ポイント）

既存のＷＴＯ枠数量：574万ｔ

発効時 ７年目

発効時
米： 11.4万ｔ
加： 4.0万ｔ
豪： 3.8万t

７年目
米： 15万t
加： 5.3万ｔ
豪： 5.0万ｔ米

国 カ
ナ
ダ

豪
州

米
国

カ
ナ
ダ

豪
州

枠数量（小麦の場合）

○経営安定・安定供給のための備え（重要５品目関連）（麦）
・ マークアップの引下げやそれに伴う国産麦価格が下落するおそれがある中で、国産麦の安定供給を図るため、引き
続き、経営所得安定対策を着実に実施する。

○攻めの農林水産業への転換（体質強化対策）
・ 国際競争力のある産地イノベーションの促進（産地パワーアップ事業の創設、製粉工場・製糖工場等の再編整備等）
・ 高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓（産地と外食・中食等が連携した新商品開発等）

（輸入価格）

▲45％

発効時 ９年目

マークアップ（小麦の場合）

政府売渡価格 二次税率

55円／㎏

枠内輸入
（国家貿易（一元輸入））

枠外輸入
（民間貿易）

輸入数量

輸入差益

輸入価格

価格

（一次税率：0円/kg）

【国境措置（小麦の場合）】

(2013年度)0.16万㌧

農林水産分野の対策の財源については、ＴＰＰ協定が発効し関税削減プロセスが実施されていく中で将来的に麦の
マークアップや牛肉の関税が減少することにも鑑み、既存の農林水産予算に支障を来さないよう政府全体で責任を持
って毎年の予算編成過程で確保するものとする。
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ＴＰＰの合意内容と対応（甘味資源作物）

糖価調整制度について（砂糖の場合）

○ 砂糖については、①高い関税率により精
製糖が輸入されないようにすることで、輸入
粗糖（原料糖）の精製業が成り立つようにす
るとともに、②粗糖の輸入者である精製糖企
業からは調整金を徴収し、これを財源として
農家や産地の製糖事業者に交付金を交付
することにより、輸入粗糖と国産粗糖の価格
調整を図り、沖縄県・鹿児島県のさとうきびや
北海道のてん菜の生産と、これらを原料とし
た製糖事業を存立させています。

ＴＰＰ合意の内容

ＴＰＰ合意への対応

総合的なＴＰＰ関連政策大綱（平成27年11月25日 TPP総合対策本部決定）（ポイント）

○経営安定・安定供給のための備え（重要５品目関連）（甘味資源作物）
・ 国産甘味資源作物の安定供給を図るため、加糖調製品を新たに糖価調整法に基づく調整金の対象とする。

○攻めの農林水産業への転換（体質強化対策）
・ 国際競争力のある産地イノベーションの促進（産地パワーアップ事業の創設、製粉工場・製糖工場等の再編整備等）
・ 高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓（産地と外食・中食等が連携した新商品開発等）

輸入粗糖と国産粗糖との価格調整

輸入精製糖 国産精製糖

調整金徴収

精製糖企業
（輸入者）が負担

粗糖の平均
輸入価格

（独）農畜産業振興機
構（ALIC）から精製糖
企業への売戻価格

国産粗糖輸入粗糖

国
産
粗
糖
の
製
造
コ
ス
ト

国産品価格を下げ

輸入品価格を上げ

国内産糖
支援

沖縄県の
さとうきび
農家等

精
製
糖
の

輸
入
価
格

国内で製造される
精製糖価格

国費

精
製
糖
関
税

国内の精製糖価格よりも高い水準になり、精

製糖の形で輸入されない。

精
製
コ
ス
ト

価
格
調
整
後
の

粗
糖
価
格

年間500億円程度

砂
糖

品目／現在の関税率 合意内容

でん粉等
枠内０～25％
枠外119円/Kg

• 糖価調整制度(調整金の徴収）、枠外税率（119円/Kg）は現行通り維持。

• ＴＰＰ参加国を対象とした7,500tの関税割当枠を設定(即時）。

コーンスターチ
ばれいしょでん粉
枠内０～25％
枠外119円/Kg

• 米国に対し無税の関税割当の設定。*

• 枠数量は、2,500tから6年目に3,250t。

＊調整金対象用途については、引き続き調整金を徴収。

イヌリン
枠内25％

枠外119円/Kg

• 米国とチリに対し、無税の関税割当の設定。

• 枠数量は、240tから11年目に300ｔ。

品目／現在の関税率 合意内容

粗糖・精製糖等
71.8円/kg（粗糖）

103.1円/kg（精製糖）

• 現行の糖価調整制度を維持。

• 高糖度（糖度98.5度以上99.3度未満）の精製用原料糖に限り、関税を無税とし、調整金を少
額削減。

• 新商品開発用の試験輸入に限定して、既存の枠組みを活用した無税・無調整金での輸入
（粗糖・精製糖で500トン）を認める。

加糖調製品
29.8％（加糖ココア粉）

10.0%（チョコレート菓子）など
• 品目ごとにＴＰＰ枠を設定（計6.2万トン（当初）→9.6万トン（品目ごとに６～11年目以降））。

で
ん
粉
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（参考）４つの改革の概要

農地・水保全管理支払

畑作物の直接支払交付金
（ゲタ）

米政策

米の直接支払交付金
（1.5万円/10a）

米価変動補塡交付金

〈関連制度〉 〈制度見直しのポイントと26、27、28年度予算〉

26年産は予算措置で、全ての販
売農家・集落営農を対象に実施

新しい対象者要件で実施

（認定農業者、集落営農及び認定新規
就農者とし、規模要件は課さない）

新しい対象者要件で実施

（認定農業者、集落営農及び認定新規
就農者とし、規模要件は課さない）

水田活用の直接支払交付金の充実等を進める中で、定着状況をみながら、
30年産を目途に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定
する需給見通し等を踏まえつつ生産者や集荷業者・団体が中心となって円
滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行政・生産者団体・現場が
一体となって取り組む。

・26年産米から単価を7,500円/10aに削減

・29年産米までの時限措置（30年産から廃止）

26年産から廃止

中山間地域等直接支払

環境保全型農業直接支援

基本的枠組みを維持しつつ継続
・中山間地域等直接支払
・環境保全型農業直接支払

農地流動化を進める画期的な手法として、都道府県段階に公的な機関として
農地中間管理機構を整備。

農地中間管理機構は、①農地を借り受け、②必要な場合には大区画化等の
条件整備も行った上で、③担い手に対して、その規模拡大や利用する農地の
集約化に配慮して転貸することにより、地域の農地利用を最適化。

農
地
中
間
管
理
機
構

経
営
所
得
安
定
対
策
の
見
直
し

日
本
型
直
接
支
払
制
度
の
創
設

農地中間管理機構関連

水
田
フ
ル
活
用
と
米
政
策
の
見
直
し

水田活用の直接支払交付金

26年産は認定農業者及び集
落営農（規模要件あり）で実施
（別途、ナラシの非加入者に対する収入減

少影響緩和対策を実施）

米・畑作物の収入減少影響
緩和対策（ナラシ）

・26年産から飼料用米等への数量払いの導入（上限値10.5万円/10a）
・地域の裁量で活用可能な産地交付金の充実など全体の拡充

26年度は予算措置として実施し、27年度から法律に基づく措置として実施

・多面的機能支払
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農
道等）の質的向上を図る活動を支援。

①「農地維持支払」として、農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路
面維持など基礎的な共同活動を支援。

②「資源向上支払」として、水路、農道等の施設の補修、植栽やビオトープ
づくりなどの共同活動を支援。

「農林水産業・地域の
活力創造プラン」
（平成25年12月）

【H26～H28予算：483億円】

【H25予算：2,123億円】

【H25予算： 724億円（H24年産分）】

【H25予算：282億円】

【H25予算：2,517億円】

【H26予算：751億円（H25年産分）】

【H25予算：84億円（H24年産分）】

【H25予算:26億円】

【H25予算:285億円】

【H26予算：2,770億円】【H27予算：H26に同じ、補正予算：160億円】

【H26予算：200億円（H25年産分）】

【H26予算：285億円】【H27予算：290億円】【H28予算：263億円】

【H25予算：1,613億円】

【H27予算： 2,072億円】【H28予算：1,948億円】

【H27予算： 802億円（H26年産分）】

【H26予算：806億円】

【H27予算：760億円】

【H26予算： 2,093億円】

【H26予算：26億円、H27予算：H26に同じ】【H28予算：24億円】

【H25補正予算：400億円】

【H26予算：305億円、補正予算：200億円】【H27予算：190億円】【H28予算：81億円】

【H28予算： 754億円（H27年産分）】

【H28予算：723億円】

【H28予算：3,078億円】
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問い合わせ先一覧（農政局等）

裏面につづく

都道府県 問い合わせ先 連絡先（電話番号）

北海道農政事務所生産経営産業部経営所得安定対策チーム（札幌地域担当） 011-330-8822

北海道農政事務所函館支局経営所得安定対策チーム 0138-26-7800

北海道農政事務所旭川支局経営所得安定対策チーム 0166-76-1279

北海道農政事務所釧路支局経営所得安定対策チーム 0154-23-4401

北海道農政事務所帯広支局経営所得安定対策チーム 0155-24-2402

北海道農政事務所北見支局経営所得安定対策チーム 0157-23-4172

東北農政局青森支局経営所得安定対策チーム 017-777-3512

東北農政局青森支局八戸駐在所経営所得安定対策チーム 0178-29-2114

東北農政局岩手支局経営所得安定対策チーム 019-624-1129

東北農政局岩手支局奥州駐在所経営所得安定対策チーム 0197-25-3918

宮城県 東北農政局生産部経営所得安定対策チーム（宮城県担当） 022-221-1105

秋田県 東北農政局秋田支局経営所得安定対策チーム 018-862-5720

東北農政局山形支局経営所得安定対策チーム 023-622-7247

東北農政局山形支局酒田駐在所経営所得安定対策チーム 0234-33-7246

東北農政局福島支局経営所得安定対策チーム 024-534-4157

東北農政局福島支局会津若松庁舎経営所得安定対策チーム 0242-28-2700

東北農政局福島支局郡山庁舎経営所得安定対策チーム 024-922-1614

東北農政局福島支局いわき駐在所経営所得安定対策チーム 0246-23-8517

東北農政局福島支局いわき駐在所白河庁舎経営所得安定対策チーム 0248-22-1241

関東農政局茨城支局経営所得安定対策チーム 029-221-2186

関東農政局茨城支局土浦駐在所経営所得安定対策チーム 029-843-6893

関東農政局栃木支局経営所得安定対策チーム 028-633-3315

関東農政局栃木支局大田原駐在所経営所得安定対策チーム 0287-23-5612

群馬県 関東農政局群馬支局経営所得安定対策チーム 027-221-2685

埼玉県 関東農政局生産部経営所得安定対策チーム（埼玉県担当） 048-740-0390

千葉県 関東農政局千葉支局経営所得安定対策チーム 043-224-5617

東京都 関東農政局東京支局経営所得安定対策チーム 03-5144-5258

神奈川県 関東農政局神奈川支局経営所得安定対策チーム 045-211-7176

山梨県 関東農政局山梨支局経営所得安定対策チーム 055-254-6016

関東農政局長野支局経営所得安定対策チーム 026-234-5575

関東農政局長野支局松本駐在所経営所得安定対策チーム 0263-47-2001

静岡県 関東農政局静岡支局経営所得安定対策チーム 054-200-5500

新潟県 北陸農政局新潟支局経営所得安定対策チーム 025-228-5290

富山県 北陸農政局富山支局経営所得安定対策チーム 076-441-9307

石川県 北陸農政局生産部経営所得安定対策チーム（石川県担当） 076-241-5246

福井県 北陸農政局福井支局経営所得安定対策チーム 0776-30-1619

山形県

福島県

茨城県

栃木県

北海道

青森県

岩手県

長野県
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※ 経営所得安定対策に関する詳しい情報は、ホームページでご覧になれます。 経営所得安定対策

■本パンフレットや経営所得安定対策に関するお問い合わせは、
●農林水産省政策統括官付総務・経営安定対策参事官付経営安定対策室 (Tel:03-6744-0502）

ご注意：携帯電話、ＰＨＳ、公衆電話及びＩＰ電話など一部の電話では
ご利用いただくことができません。また、非通知設定のお電話
からはお繋ぎできませんので、お手数ですが番号の前に「１８６」
を押してお掛けください。

左記以外にも、最寄りの農政局等（問い合わせ先一覧のとおり）、
地域農業再生協議会（市町村、ＪＡ等）までお気軽にご連絡くだ
さい。

お気軽に、無料電話相談

受付時間：平日9:00～17:00 自動的にお住まいの農政局等に繋がります。

０１２０－３８－３７８６

サア ミナハイロー
フリーダイヤル

検索

都道府県 問い合わせ先 連絡先（電話番号）

岐阜県 東海農政局岐阜支局経営所得安定対策チーム 058-271-4407

愛知県 東海農政局生産部経営所得安定対策チーム（愛知県担当） 052-746-1312

三重県 東海農政局三重支局経営所得安定対策チーム 059-228-3199

滋賀県 近畿農政局滋賀支局経営所得安定対策チーム 077-522-4274

京都府 近畿農政局生産部経営所得安定対策チーム（京都府担当） 075-414-9084

大阪府 近畿農政局大阪支局経営所得安定対策チーム 06-6941-9657

近畿農政局兵庫支局経営所得安定対策チーム 078-331-9951

近畿農政局兵庫支局豊岡駐在所経営所得安定対策チーム 0796-22-2179

奈良県 近畿農政局奈良支局経営所得安定対策チーム 0742-36-2981

和歌山県 近畿農政局和歌山支局経営所得安定対策チーム 073-436-3832

鳥取県 中国四国農政局鳥取支局経営所得安定対策チーム 0857-22-3256

島根県 中国四国農政局島根支局経営所得安定対策チーム 0852-25-4490

岡山県 中国四国農政局生産部経営所得安定対策チーム（岡山県担当） 086-233-1577

広島県 中国四国農政局広島支局経営所得安定対策チーム 082-228-9483

山口県 中国四国農政局山口支局経営所得安定対策チーム 083-922-5255

徳島県 中国四国農政局徳島支局経営所得安定対策チーム 088-622-6132

香川県 中国四国農政局香川支局経営所得安定対策チーム 087-831-8185

愛媛県 中国四国農政局愛媛支局経営所得安定対策チーム 089-932-6989

高知県 中国四国農政局高知支局経営所得安定対策チーム 088-875-2151

九州農政局福岡支局経営所得安定対策チーム 092-281-8261

九州農政局福岡支局北九州駐在所経営所得安定対策チーム 093-561-1596

佐賀県 九州農政局佐賀支局経営所得安定対策チーム 0952-23-3136

長崎県 九州農政局長崎支局経営所得安定対策チーム 095-845-7123

九州農政局生産部経営所得安定対策チーム（熊本県担当） 096-211-9336

九州農政局生産部（八代駐在所）経営所得安定対策チーム 0965-35-7311

大分県 九州農政局大分支局経営所得安定対策チーム 097-532-6134

九州農政局宮崎支局経営所得安定対策チーム 0985-22-3184

九州農政局宮崎支局延岡駐在所経営所得安定対策チーム 0982-33-0704

鹿児島県 九州農政局鹿児島支局経営所得安定対策チーム 099-222-7591

沖縄県 内閣府沖縄総合事務局農林水産部経営課 098-866-1628

福岡県

熊本県

宮崎県

兵庫県


