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カタログ利⽤の⼿引き
本カタログでは農業を営まれる⽅の経営発展に役⽴つ主な⽀援策を紹介
します。

中項⽬番号︓
項⽬毎に番号をつけています。

中項⽬名︓
活⽤できる場⾯を記載しています。

⼤項⽬名︓
課題テーマ毎に分けています。

対象者タブ②︓認定農業者、認定
新規就農者が⽀援対象や採択の
ポイントアップ対象になっている場合
に⾊をつけています。

対象者タブ①︓⽀援対象（個⼈、
法⼈、集落営農、地域）に応じて
⾊をつけています。

⽀援⽅法タブ︓⽀援⽅法（補助
⾦等、出融資、税制、その他）に
応じて⾊をつけています。

⽀援内容︓
⽀援内容について説明しています。

事業・制度等の名称︓
⽀援する事業や制度の名称です。

対象者となる⽅︓対象者について
具体的に記載しています。

⽀援内容︓
⽀援内容について具体的に記載
しています。

特徴︓
⽀援の特徴を紹介しています。

関連事業︓
関連する施策がある場合に紹介
しています。

お問い合わせ先︓
事業の担当の連絡先です。
ご不明なことがあればこちらに
お問い合わせください。

ご利⽤に当たっての留意事項

ページ番号︓ページ番号を振ってい
ますので、次ページの「もくじ」から
該当ページを探すことができます。

本カタログの内容は、2023年度予算を中⼼として、2023年4⽉時点の内容を紹介
しているものです。
今後、内容に変更がある得ることや事業によっては募集を終了しているものがあること
をあらかじめご了承ください。
事業内容や利⽤⽅法の詳細については、各施策ごとに掲載している「お問い合わせ
先」にご確認をお願いします。



もくじ
項⽬
番号 中項⽬名 該当

ページ 事業・制度等の名称

「⼈と農地の問題」の解決

1 地域の抱える「⼈と農地の問題」の解決策を話し
合いたい P.5 地域計画策定推進緊急対策事業

2 ⽬標地図に基づき、農地の集積・集約化を進めた
い

P.6 農地中間管理事業
P.7 機構集積協⼒⾦

3 荒廃農地を活⽤したい

P.8
多⾯的機能⽀払交付⾦
中⼭間地域等直接⽀払交付⾦
農地耕作条件改善事業

P.9 農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交
流対策型、農福連携型）

P.10

畜産⽣産⼒・⽣産体制強化対策事業のうち放牧活⽤型持続的畜産⽣産
推進
農地中間管理機構関連農地整備事業
中⼭間地域農業農村総合整備事業
農業競争⼒強化農地整備事業
農⼭漁村地域整備交付⾦（農地整備事業）

P.11
⽔利施設整備事業
畑地帯総合整備事業
農⼭漁村地域整備交付⾦（⽔利施設等整備事業）

P.12 農⼭漁村地域整備交付⾦（農村集落基盤再編・整備事業）
P.13 農⼭漁村振興交付⾦（最適⼟地利⽤対策）
P.14 遊休農地解消緊急対策事業

4 耕作条件を改善したい P.15 農地耕作条件改善事業

5 基盤整備を⾏いたい
P.16
P.17

農地中間管理機構関連農地整備事業
農業競争⼒強化農地整備事業
⽔利施設整備事業
畑地帯総合整備事業
農地耕作条件改善事業
農業⽔路等⻑寿命化・防災減災事業
農業基盤整備促進事業
農⼭漁村地域整備交付⾦
中⼭間地域農業農村総合整備事業
農⼭漁村振興交付⾦（情報通信環境整備対策、農⼭漁村発イノベー
ション対策のうち定住促進・交流対策型）

6 基盤整備に伴う費⽤負担を減らしたい P.18
農家負担⾦軽減⽀援対策事業
経営体育成促進事業

⼈材を育成・確保

7 新たに農業を始めたい

P.19 新規就農者育成総合対策のうち農業⼈材確保推進事業、農業経営・就
農⽀援体制整備推進事業のうち経営・就農サポート事業

P.19 新規就農者育成総合対策のうち農業⼈材確保推進事業
P.20 新規就農者育成総合対策のうち就農準備資⾦
P.21 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資⾦
P.22 新規就農者育成総合対策のうち経営発展⽀援事業
P.23 ⻘年等就農資⾦

8 新たな⼈材を確保したい

P.24 雇⽤就農資⾦（雇⽤就農者育成・独⽴⽀援タイプ）
P.25 雇⽤就農資⾦（次世代経営者育成タイプ）
P.26 農業労働⼒確保⽀援事業

P.27 新規就農者育成総合対策のうちサポート体制構築事業

P.28 新規就農者育成総合対策のうち農業教育⾼度化事業
9 経営体の魅⼒を発信したい P.29 農業の「働き⽅改⾰」実⾏宣⾔

10 農福連携に取り組みたい P.30 農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策（農福連携
型））
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項⽬
番号 中項⽬名 該当

ページ 事業・制度等の名称

経営継承を⽀援
11 経営継承した後の経営を発展させたい P.31 経営継承・発展等⽀援事業
12 経営を継承する⼈材を確保・育成したい P.32 雇⽤就農資⾦（新法⼈設⽴⽀援タイプ）

13 経営継承に必要となる資⾦を借りる際の負担を減
らしたい P.33 農業経営継承保証保険⽀援事業

14
地域の畜産⽣産基盤強化のため、
後継者のいない畜産経営の畜舎等の継承に取り
組みたい

P.34 畜産・酪農収益⼒強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）のう
ち畜産経営基盤継承⽀援事業

15 農業の⽣産基盤強化のため、後継者のいないハウ
ス、樹園地、農業機械の継承に取り組みたい P.35 産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち⽣産基盤強化対策

16 経営継承する際に活⽤できる⽀援策を知りたい
P.36 事業承継・引継ぎ補助⾦

P.37 経営承継円滑化法による遺留分に関する⺠法の特例
P.38 中⼩企業の経営資源の集約化に資する税制

17 経営継承のためのアドバイスを受けたい P.39
農業経営・就農サポート推進事業

（参考）経営継承に活⽤できるパンフレット

18 後継者に事業⽤資産を承継する際に活⽤できる
税制について知りたい P.40

農地の贈与・相続に係る特例措置

個⼈版事業承継税制

19 後継者に株式を承継する際に活⽤できる税制につ
いて知りたい P.41 法⼈版事業承継税制

資⾦の確保

26 農業⽤機械・施設の整備などに必要な資⾦を借り
たい

P.48

スーパーＬ資⾦
経営体育成強化資⾦
農業改良資⾦
農林漁業施設資⾦
農業近代化資⾦

P.49

スーパーＬ資⾦
農業近代化資⾦
農業経営基盤強化資⾦利⼦助成⾦等交付事業
農業近代化資⾦保証料助成⾦交付事業
担い⼿経営発展⽀援⾦融対策事業

27 資⾦繰りのための短期運転資⾦を借りたい
P.50

スーパーS資⾦

28 農業法⼈の経営強化の取組に対して資⾦の出資
を受けたい 農林漁業法⼈等投資育成制度

機械・施設の導⼊
29 経営改善に必要な農業⽤機械・施設を導⼊した

い P.51 農地利⽤効率化等⽀援交付⾦

30 産地全体の収益性向上のために必要な機械導
⼊や施設整備等をしたい P.52 産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち収益性向上対策

31 カントリーエレベーターや選果場など産地基幹施設
を整備したい P.53 強い農業づくり総合⽀援交付⾦のうち産地基幹施設等⽀援タイプ

32 輸出の拡⼤に必要な集出荷貯蔵施設・処理加
⼯施設等の産地基幹施設を整備したい P.54 農産物等輸出拡⼤施設整備事業のうち輸出対応型施設の整備

33
海外や加⼯・業務⽤等の新市場への対応に向け
た供給調整機能等の強化のため、機械導⼊や施
設整備等をしたい

P.55 産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち新市場対応に向けた拠点事業者の
育成及び連携産地の体制強化

34
安定的な⽣産・供給の実現に向けた供給調整機
能等の強化のため、機械導⼊や施設整備等をし
たい

P.56 強い農業づくり総合⽀援交付⾦のうち⽣産事業モデル⽀援タイプ

35 機械や設備を取得する場合に活⽤できる補助⾦
について知りたい P.57 ものづくり・商業・サービス補助⾦

36 ITツールを導⼊する場合に活⽤できる補助⾦につ
いて知りたい P.58 IT導⼊補助⾦

37 機械や設備を取得する場合に活⽤できる税制に
ついて知りたい

P.59 中⼩企業経営強化税制等
P.60 農業経営基盤強化準備⾦制度

経営発展に向けた取組
20 認定農業者になりたい P.42 認定農業者制度

21 集落営農組織を活性化させたい P.43 集落営農活性化プロジェクト促進事業

22 農業経営のアドバイスを受けたい P.44 農業経営・就農サポート推進事業

23 スマート農業や有機農業などの新たな技術を学び
直したい P.45 新規就農者育成総合対策のうち農業者キャリアアップ⽀援事業

24 中⼭間地域の所得向上を図りたい P.46 中⼭間地域所得確保推進事業

25 ⻘⾊申告制度のメリットについて知りたい P.47 ⻘⾊申告制度
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48 野菜等の施設栽培の⽣産性を⾼めたい P.78 スマートグリーンハウスへの転換促進
（データ駆動型農業の実践体制づくり⽀援）
（強い農業づくり総合⽀援交付⾦）

49 茶の改植や茶の有機栽培、輸出向けの茶の⽣産
等に取り組みたい P.79 持続的⽣産強化対策事業のうち茶・薬⽤作物等地域特産作物体制強

化促進
50 花きの⽣産を拡⼤したい P.80 ジャパンフラワー強化プロジェクト推進

51 畜産・酪農の収益⼒を⾼めたい

P.81 畜産・酪農収益⼒強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）

P.82

畜産・酪農収益⼒強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）の
うち畜産経営基盤継承⽀援事業
畜産・酪農収益⼒強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）の
うち⽣産基盤拡⼤加速化事業

P.83
畜産経営体質強化⽀援資⾦融通事業
乳⽤⽜・繁殖⽜増頭資⾦確保円滑化事業

52 畜産・酪農経営に安定して取り組みたい

P.84
加⼯原料乳⽣産者補給⾦
加⼯原料乳⽣産者経営安定対策事業

P.85 酪農緊急パワーアップ事業
P.86 酪農経営⽀援総合対策事業

P.87
⾁⽤⽜⼦⽜⽣産者補給⾦、⾁⽤⽜肥育経営安定交付⾦（⽜マルキ
ン）
⾁⽤⽜経営安定対策補完事業

P.88
⾁豚経営安定交付⾦（豚マルキン）
養豚経営安定対策補完事業

P.89 鶏卵⽣産者経営安定対策事業
53 国産チーズの競争⼒を強化したい P.90 国産乳製品等競争⼒強化対策事業
54 国産飼料の⽣産・利⽤を拡⼤したい P.91 国産飼料の⽣産・利⽤拡⼤の推進
55 養蜂を振興、花粉交配に昆⾍を活⽤したい P.93 持続的⽣産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進事業

56 持続的な畜産物⽣産に取り組みたい

P.94 環境負荷軽減型持続的⽣産⽀援
P.94 畜産⾼度化⽀援リース事業
P.95 畜産経営体⽣産性向上対策事業
P.96 畜産⽣産⼒・⽣産体制強化対策事業
P.96 国内肥料資源利⽤拡⼤対策事業のうち畜産環境対策総合⽀援事業

57 GAPに取り組みたい、GAP認証を取得したい P.86
グローバル産地づくり緊急対策事業のうち
有機JAS認証、GAP認証取得等⽀援事業
持続的⽣産強化対策事業のうちGAP拡⼤推進加速化事業

項⽬
番号 中項⽬名 該当

ページ 事業・制度等の名称

安定した農畜産物の⽣産

38 ⽶、⻨、⼤⾖などを安定的に⽣産したい

P.61 経営所得安定対策
P.62 ⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦
P.63 畑地化促進事業
P.64 畑作物産地形成促進事業
P.65 コメ新市場開拓等促進事業
P.66 ⼩⻨・⼤⾖の国産化の推進
P.67 ⻨・⼤⾖収益性・⽣産性向上プロジェクト

39 ⽔⽥で⾼収益作物や⼦実⽤とうもろこしを⽣産し
たい P.68 ⽔⽥農業の⾼収益化の推進

40 野菜を安定的に⽣産したい P.69 野菜価格安定対策事業
41 国内資源を活⽤した肥料を⽣産・活⽤したい P.70 国内肥料資源利⽤拡⼤対策事業

43
果樹の省⼒樹形や優良品⽬・品種の導⼊、⼩規
模な園地整備、防⾵ネット等の設備の導⼊をした
い

P.72 果樹農業⽣産⼒増強総合対策のうち果樹経営⽀援対策事業、果樹未収
益期間⽀援事業

P.73 産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち園芸作物等の先導的取組⽀援（果
樹）

44 ⽣産性の⾼い果樹園地をつくりたい P.74 果樹農業⽣産⼒増強総合対策のうち未来型果樹農業等推進条件整備
事業

45 果樹の新たな担い⼿を確保するための園地整備を
したい P.75 果樹農業⽣産⼒増強総合対策のうち未来型果樹農業等推進条件整備

事業（担い⼿育成型）
46 施設園芸及び茶における燃料価格⾼騰の影響を

緩和し、経営の安定を図りたい P.76 施設園芸等燃料価格⾼騰対策

47 新しく園芸産地をつくりたい P.77 持続的⽣産強化対策事業のうち時代を拓く園芸産地づくり⽀援
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項⽬
番号 中項⽬名 該当

ページ 事業・制度等の名称

環境への取組
61 未利⽤資源等を活⽤してバイオ燃料を製造したい P.110 ⽣産製造連携事業

62 環境にやさしい農業や有機農業に取り組みたい

P.111 環境保全型農業直接⽀払交付⾦

P.112
みどりの⾷料システム戦略推進総合対策のうち有機農業推進総合対策事
業
グローバル産地づくり緊急対策事業のうち有機JAS認証、GAP認証取得等
⽀援事業

63 地域共同で農地、⽔路、農道等の地域資源の保
全管理等に取り組みたい

P.113 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦
P.114 多⾯的機能⽀払交付⾦

64 野⽣⿃獣による農作物被害の低減やジビエ利活
⽤を推進したい P.115 ⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦

65 再⽣可能エネルギーに取り組みたい P.116 地域資源活⽤展開⽀援事業営農型太陽光発電取組⽀援ガイドブック
66 農作物残渣等を活⽤してエネルギーを製造したい P.104 みどりの⾷料システム戦略推進総合対策のうちバイオマス地産地消対策

67
化学肥料や化学農薬の使⽤低減に役⽴つ機械
等を取得する場合に活⽤できる税制について知り
たい

P.118 みどり投資促進税制

⾃然災害、収⼊減少への備え
68 農業経営の様々なリスクに備えたい P.119 農業保険（収⼊保険）
69 ⾃然災害による園芸施設の損害に備えたい P.121 農業保険（農業共済（園芸施設共済））

70 ⾃然災害による収穫量等の減少に備えたい P.122 農業保険（農業共済（農作物共済、果樹共済、畑作物共済、家畜共
済））

71 ⾃然災害等による被害から経営を早期に⽴て直
したい P.123 「⾃然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP」

その他の⽀援
72 ⽼後資⾦の充実を図りたい P.124 農業者年⾦事業

73 インボイス制度に対応するために活⽤可能な⽀援
制度について知りたい

P.125 インボイス制度のポイント
P.126 IT導⼊補助⾦（デジタル化基盤導⼊類型）

74 退職⾦制度を整備するために活⽤可能な制度に
ついて知りたい P.127 ⼩規模企業共済中⼩企業退職⾦共済制度

75 農泊をはじめたい P.128 農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち農泊推進型）
76 農林畜⽔産物等の販路の開拓を⾏いたい P.129 農林⽔産業流通マッチングナビ 「アグリーチ」

（まるみえアグリ（農林⽔産「⾒える化」シリーズ））
77 ⽣産体制の合理化、出荷作業及び流通の合理

化を実践したい P.130 産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち国産シェア拡⼤対策（園芸作物）

78 肥料や農薬等の農業資材の調達を⾒直したい
安くてサービスのいい資材販売事業者を探したい P.131 農業資材⽐較サービス「AGMIRU」（アグミル）（まるみえアグリ（農林⽔産「⾒える化」シリーズ））

79 研究成果や研究者の情報を⼿軽に⼊⼿したい P.132 農業研究⾒える化システム 「アグリサーチャー」
（まるみえアグリ（農林⽔産「⾒える化」シリーズ））

80 中⼭間地の特⾊を活かした経営を展開したい P.133 中⼭間地農業ルネッサンス事業

81 農業経営に関する情報をタイムリーに知りたい P.134
【スマホアプリ】MAFFアプリ
【Facebook】農⽔省・農業経営者net
【メールマガジン】農業担い⼿メールマガジン

82 農作業の受託や機械のシェアリング（共同利⽤）
等の農業⽀援サービス事業を活⽤したい P.135 農業⽀援サービス事業育成対策

農政に関する現場でのご相談先 【地⽅参事官】
83 農政に関する相談や事業や制度についての質問が

したい P.136 農林⽔産省 地⽅参事官ホットライン

⾼付加価値化・輸出の取組

58 農林⽔産物等の加⼯・販売のために必要な機械・
施設を導⼊したい

P.98 農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち産業⽀援
型）

P.99 農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交
流対策型）

59 新商品を開発し、販路の開拓を⾏いたい P.100 農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち農⼭漁村発イノベーション創出⽀援型）

60 農林⽔産物・⾷品を輸出したい

P.101 GFP（農林⽔産物・輸出プロジェクト）について
P.102 ＧＦＰグローバル産地づくり推進事業
P.103 戦略的輸出拡⼤サポート⽀援事業のうち、ジェトロによる事業者サポート

P.104
戦略的輸出拡⼤サポート⽀援事業のうち、ＪＦＯＯＤＯによるプロモーショ
ン
戦略的輸出拡⼤サポート事業のうち、分野・テーマ別海外販路開拓対策事
業

P.105 「⽇本の⾷品輸出EXPO」について
P.105 輸出環境整備推進事業
P.106 施設認定等検査⽀援事業
P.107 輸出環境整備推進事業のうち国際認証資格取得等⽀援事業
P.109 ⾷品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業


