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【事業名︓農地利⽤効率化等⽀援交付⾦】

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。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

経営改善に必要な農業⽤機械・施設を導⼊したい

機械・施設の導⼊

お問い合わせ先 ・最寄りの市町村、都道府県
・農林⽔産省担当課︓経営局経営政策課担い⼿⽀援第１班・第２班（03-6744-2148）

◆ 農家１⼾当たりの平均農地⾯積がおおむね0.5ha（北海道は2ha）未満、かつ、農地⾯積が0.5ha（北海道は2ha）未満の農家が
おおむね5割以上を占める地域等が対象となります。

経営規模が⼩規模・零細な地域において意欲ある経営体を育成するため、共同利⽤機械・施設の導⼊を
⽀援します。

補助率︓融資残額（事業費の３/１０以内）
配分上限額︓個⼈1,000万円、 法⼈1,500万円

〇 融資主体⽀援タイプのうち先進的農業経営確⽴⽀援タイプ

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･施設の導⼊について、
補助上限額を引き上げて⽀援します。

⽀援内容

補助率︓融資残額（事業費の３/１０以内）
配分上限額︓１経営体当たり 300万円

（必要な要件を満たす場合は600万円）

補助率︓事業費の１/２以内 ただし、農業⽤機械は１/３以内（沖縄県で実施する場合等を除く。）
配分上限額︓１経営体当たり 4,000万円

農業者等の組織する団体等

〇 条件不利地域⽀援タイプ

〇 融資主体⽀援タイプ

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します。

⽀援内容

特徴

⽀援内容

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

対象となる⽅

対象となる⽅

◆ 農家３⼾以上が構成員に含まれており、農家が全体の議決権の過半を占める等、事業活動を実質的に⽀配すると認められる団体

ドローンコンバイン

⼤型トラクター 穀物乾燥機特徴
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【事業名︓産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち収益性向上対策】

収益⼒強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が⾏う⾼性能な機械・施設の
導⼊や栽培体系の転換等に対して総合的に⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

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

機械・施設の導⼊

お問い合わせ先

対象となる⽅

⽀援内容

地域農業再⽣協議会等が作成する「産地パワーアップ計画（収益性向上タイプ）」に 参加する農業者、農業者団体（農
業協同組合、農事組合法⼈、農地所有適格法⼈、その他の農業法⼈、その他農業者が組織する団体）等

１ 整備事業（補助率︓1/2以内等）
乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加⼯施設、
⽣産技術⾼度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等の整備

・最寄りの地域農業再⽣協議会、都道府県
・農林⽔産省担当課︓農産局総務課⽣産推進室（TEL︓03-3502-5945）

① コスト削減に向けた⾼性能な農業機械のリース導⼊・取得
② ⾬よけハウス等、⾼付加価値化に必要な⽣産資材の導⼊ 等

２ ⽣産⽀援事業・効果増進事業（補助率︓1/2以内等）

【施設野菜団地の育成】
・パイプハウスや⾼度環境制御装
置の導⼊等による施設野菜団地
の育成により、収益性の⾼い施
設野菜産地を形成する取組

以下のような取組に活⽤できます。

・農業の体質強化を図るため、省⼒
化機械の導⼊等により、果樹栽培
における省⼒化・効率化を推進す
る取組

【省⼒的・効率的な栽培体系の導⼊】
・集出荷貯蔵施設、農産物処理加⼯
施設の整備を通じた集出荷機能の
改善、⾼付加価値化による産地の
収益⼒強化に向けた取組

特徴

実施要件

・成果⽬標（⽣産コストの10％以上の削減、販売額の10％以上の増加、労働⽣産性の10％以上の向上等）の基準
を満たしていること

・⾯積要件等を満たしていること
・整備事業や農業機械の取得にあたっては費⽤対効果分析を実施すること（1.0以上であること） 等

【効率的な施設整備の推進】
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【事業名︓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】

集出荷施設等の産地の基幹施設の整備等を⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

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

機械・施設の導⼊

対象となる⽅

⽀援内容

特徴

都道府県、市町村、農業者の組織する団体（農業協同組合、農事組合法⼈、農地所有適格法⼈、その他の農業法
⼈、その他農業者が組織する団体）、公社 等

産地競争⼒強化⽀援（補助率︓1/2以内等）
⾼付加価値化や⽣産コストの低減など、産地の収益⼒強化や合理化を図る取組に必要な施設の整備・再編を⽀援

以下のような施設の整備が可能です。

お問い合わせ先 ・最寄りの都道府県
・農林⽔産省担当課︓農産局総務課⽣産推進室（TEL︓03-3502-5945）

育苗施設、乾燥調製施設、農畜産物処理加⼯施設、
集出荷貯蔵施設、⽣産技術⾼度化施設、家畜飼養管理施設 等

農畜産物処理加⼯施設 ⽣産技術⾼度化施設
（低コスト耐候性ハウス）

集出荷貯蔵施設
（選果施設）

実施要件

・受益農業従事者（農業の常時従事者（原則年間150⽇以上））が５名以上であること
・成果⽬標の基準を満たしていること
・⾯積要件等を満たしていること
・受益地の全て（受益地が広域に及ぶ場合は概ねとする）において、実質化された⼈・農地プラン⼜は地域計画が策定
されていること （畜産関連施設等は除く）

・産地基幹施設を整備する場合にあっては、原則として、総事業費が５千万円以上であること
・費⽤対効果分析を実施していること（1.0以上であること） 等

乾燥調製施設
（ライスセンター）



54

32

【事業名︓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】

輸出拡⼤に必要な集出荷施設等の産地の基幹施設の整備等を⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

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

機械・施設の導⼊

対象となる⽅

⽀援内容

特徴

都道府県、市町村、農業者の組織する団体（農業協同組合、農事組合法⼈、農地所有適格法⼈、その他の農業法
⼈、その他農業者が組織する団体）、⺠間事業者 等

産地競争⼒の強化及び輸出拡⼤に向けた広域集荷環境の整備⽀援 （補助率︓1/2以内）

以下のような施設の整備が可能です。

お問い合わせ先 ・最寄りの都道府県
・農林⽔産省担当課︓農産局総務課⽣産推進室（TEL︓03-3502-5945）

農産物処理加⼯施設、集出荷貯蔵施設（CA貯蔵施設等）、⽣産技術⾼度化施設
乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設 等

実施要件

・受益農業従事者（農業の常時従事者（原則年間150⽇以上））が５名以上であること
・成果⽬標の基準を満たしていること
・⾯積要件等を満たしていること
・GFP（農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト）の会員であること
・輸出事業計画を作成していること
・原則として、総事業費が５千万円以上であること
・費⽤対効果分析を実施していること（1.0以上であること） 等

輸出先国の需要時期に合わせた供給を
可能とする青果物の長期保存体制を構築

集出荷貯蔵施設（ＣＡ貯蔵施設）
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【事業名︓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】

新市場獲得に向けた施設整備等の取組を総合的に⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

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

機械・施設の導⼊

対象となる⽅

⽀援内容

・最寄りの地⽅農政局等
・農林⽔産省担当課︓農産局総務課⽣産推進室（TEL︓03-3502-5945）

協働事業計画の概要

協働事業計画※に位置付けられた拠点事業者と連携者（農業者、農業者の組織する団体、⺠間事業者 等）
※需要者とのつながりの核となる事業者と農業者・産地が協働する中で、それぞれの能⼒を発揮して安定供給や⽣産の安定化・効率化等に取り組む先駆的な⽣
産事業に係る計画を承認し、多様な取組を後押し。

１ 推進事業（補助率︓定額、1/2以内）
⽣産安定・効率化機能、供給調整機能、実需者ニーズ対応機能の具備・強化に必要な取組
例）⽣育予測システムの導⼊、新たな栽培技術の導⼊、GAP等の導⼊、新品種等現地適応性試験の実施、農業

機械等の導⼊及びリース導⼊、効果増進・検証事業 等

農産物処理加⼯施設、集出荷貯蔵施設、⽣産技術⾼度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等の整備
２ 整備事業（補助率︓1/2以内）

実施要件

・協働事業計画の内容が、海外市場や加⼯・業務⽤等の新たな市場のロット・品質に対応できる事業者の育成及び
連携産地の体制強化が期待される構成となっていること

・協働事業計画において輸出向け出荷額⼜は加⼯業務向け出荷量の増加の到達⽬標を掲げていること
・成果⽬標の基準を満たしていること
・整備事業や農業機械の取得にあたっては費⽤対効果分析を実施すること（1.0以上であること） 等

お問い合わせ先

②供給調整機能①生産安定・効率化機能 ③実需者ニーズ対応機能

自社生産＋連携生産者・産地の作
業支援、安定生産技術の導入等

生産の変動と需要とをマッチさせるた
めの加工・貯蔵施設、集荷量調整に

係るシステムの運営等

求める荷姿での加工・調製、GAP等
の実践・指導、物流の効率化等

加工・貯蔵施設等

生産者 産地
・作付時期や不作時の調整
・農業機械・労働力の融通 等

地縁にとらわれない協業

ニーズに合ったロット・品質で安定的に供給

・作柄安定技術指導
・農作業・出荷作業代行
・農業支援サービスの提供 等

・ニーズ情報伝達
・工程管理指導
・各種規格の簡素化 等

拠点事業者
（農業法人、川下企業、JA関連法人、サービス事業体等）

協働事業計画の下、各機能の
具備・強化を支援

事業モデルの例
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【事業名︓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】

核となる事業者が連携する⽣産者の作業⽀援など様々な機能を発揮しつつ、安定的
な⽣産・供給を実現しようとする⽣産事業モデルの育成を⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

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

機械・施設の導⼊

対象となる⽅

⽀援内容

協働事業計画※に位置付けられた拠点事業者（農業者、農業者の組織する団体、⺠間事業者 等）
※需要者とのつながりの核となる事業者と農業者・産地が協働する中で、それぞれの能⼒を発揮して安定供給や⽣産の安定化・効率化等に取り組む先駆的な⽣
産事業に係る計画を承認し、多様な取組を後押し。

お問い合わせ先 ・最寄りの地⽅農政局等
・農林⽔産省担当課︓農産局総務課⽣産推進室（TEL︓03-3502-5945）

実施要件
・協働事業計画の内容が、⽣産事業体としての特徴を明確に有し、かつ、モデル事業として波及性・再現性が期待
される構成となっていること

・協働事業計画において取扱数量、取扱⾦額⼜は⽣産⾯積の増加の到達⽬標を掲げていること
・成果⽬標の基準を満たしていること
・費⽤対効果分析を実施していること（1.0以上であること） 等

１ 推進事業（補助率︓定額、1/2以内）
⽣産安定・効率化機能、供給調整機能、実需者ニーズ対応機能の具備・強化に必要な取組
例）⽣産予測システムの導⼊、新たな栽培技術の導⼊、GAP等の導⼊、新品種等現地適応性試験の実施、農業

機械等の導⼊及びリース導⼊、効果増進・検証事業 等

農産物処理加⼯施設、集出荷貯蔵施設、⽣産技術⾼度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等の整備
２ 整備事業（補助率︓1/2以内）

②供給調整機能①生産安定・効率化機能 ③実需者ニーズ対応機能

自社生産＋連携生産者・産地の作
業支援、安定生産技術の導入等

生産の変動と需要とをマッチさせるた
めの加工・貯蔵施設、集荷量調整に

係るシステムの運営等

求める荷姿での加工・調製、GAP等
の実践・指導、物流の効率化等

加工・貯蔵施設等

生産者 産地
・作付時期や不作時の調整
・農業機械・労働力の融通 等

地縁にとらわれない協業

安定供給

・作柄安定技術指導
・農作業・出荷作業代行
・農業支援サービスの提供 等

・ニーズ情報伝達
・工程管理指導
・各種規格の簡素化 等

拠点事業者
（農業法人、川下企業、JA関連法人、サービス事業体等）

協働事業計画の下、各機能の
具備・強化を支援

事業モデルの例
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【ものづくり・商業・サービス補助⾦】
新製品・サービス開発や⽣産プロセス改善等のための設備投資等を⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

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

機械・施設の導⼊

対象となる⽅

⽀援内容

資本⾦３億円以下または常時使⽤する従業員の数が300⼈以下となる法⼈または個⼈
※ 農事組合法⼈、農業協同組合は対象外となります。

https://portal.monodukuri-hojo.jp/ 「ものづくり補助⾦」（事務局HP）
ものづくり補助⾦の詳細については以下をご覧ください。

お問い合わせ先 ・農林⽔産省担当課︓経営局経営政策課 （TEL︓03-6744-2143）

新製品・サービス開発や⽣産プロセス改善等のための設備投資等を補助率１/２（⼩規模事業者※¹の場合は２/３）
で最⼤5,000万円の範囲内で⽀援します。※²
※¹ 常勤従業員が20⼈以下の法⼈または個⼈を⾔います。
※² 補助上限額は、従業員数により異なります。また、補助対象経費ごとに上限額が決まっています。

申請類型 補助上限額(※1) 補助率 対象経費

通常枠

750〜1,250万円

1/2(※3)
機械装置・システム構築費(単価50万
円(税抜き)以上の設備投資を⾏うこと
が必須)、
技術導⼊費、専⾨家経費、
運搬費、クラウドサービス利⽤費、
原材料費、外注費、
知的財産権等関連経費、
海外旅費(※5)、
通訳・翻訳費(※6)、
広告宣伝・販売促進費(※6)

回復型賃上げ・雇⽤
拡⼤枠(※2)

2/3デジタル枠

グリーン枠 750〜4,000万円（温室効果ガス排出削
減取組に応じて 3 段階の上限を設定）

グローバル市場開拓枠 3,000万円 1/2(※4)

⼤幅な賃上げをする事業者は、最⼤1,000万円の補助上限を上乗せ(回復型賃上げ・雇⽤拡⼤枠
などを除く)

(※1) 従業員規模毎に設定
(※2) 前年度の課税所得がゼロ以下かつ常時使用する従業員がいる事業者が対象
(※3) 小規模事業者・再生事業者は2/3
(※4) 小規模事業者は2/3
（※5） グローバル市場開拓枠のみ
（※6） グローバル市場開拓枠のうち、海外市場開拓（ＪＡＰＡＮブランド）類型のみ
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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

機械・施設の導⼊

お問い合わせ先

https://www.it-hojo.jp/ 「ＩＴ導⼊補助⾦」 （事務局HP）
IT導⼊補助⾦の詳細については以下をご覧ください。

対象となる⽅

⽀援内容

資本⾦３億円以下または常時使⽤する従業員の数が300⼈以下となる法⼈等または個⼈
※ 農事組合法⼈、農業協同組合も対象となります。

【通常枠】⽣産管理や作業管理など、⽣産性向上に繋がるITツールの導⼊経費※を補助率１/２以内で⽀援します。
※ 補助対象経費は、IT導⼊⽀援事業者によりあらかじめ事務局に登録されたITツールの導⼊費（ソフトウェア費、導⼊関連費等）

【デジタル化基盤導⼊類枠】インボイス制度対応に活⽤可能
デジタル化基盤導⼊類型︓会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトの導⼊を⾏う際には、最⼤３/４補助

率での⽀援を受けることができ、PC・タブレット、レジ等の導⼊も対象となります。

複数社連携IT導⼊類型︓10者以上が連携して会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトの導⼊を⾏う際に
は、最⼤３/４補助率での⽀援を受けることができ、PC・タブレット、レジ等の導⼊も対象
となります。連携のための事務費、専⾨家費も対象となります。

【IT導⼊補助⾦】
ITツール導⼊による業務効率化等を⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

デジタル化基盤導⼊枠

デジタル化基盤導⼊類型 複数社連携IT導⼊類型

補助額

ITツール
（会計、受発注、決済、ECソフト） PC・タブレット等 レジ等 (1)デジタル化基盤導⼊類型の対象

経費（左記同様）

(2)消費動向等分析経費(※1)
（上記(1)以外の経費）

50万円×参画事業者数
補助上限︓
(1)+(2)で3,000万円

(3)事務費・専⾨家費
補助上限︓200万円

〜50万円以下 50万円超
〜350万円 〜10万円 〜20万円

補助率 3/4以内 2/3以内(※2) 1/2以内 (1)デジタル化基盤導⼊類型と同様
(2)・(3) 2/3以内

対象経費 ソフトウェア購⼊費、クラウド利⽤費（クラウド利⽤料最⼤２年分）、
ハードウェア購⼊費、導⼊関連費（ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)

(※1) 消費動向等分析経費のクラウド利⽤料は、１年分が補助対象となります。
(※2) 交付の額が50万円超の場合の補助率は、当該交付の額のうち50万円以下の⾦額については3/4、50万円超の⾦額については2/3。

・サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業 コールセンター （TEL︓ 0570-666-424）
・農林⽔産省担当課︓経営局経営政策課 （TEL︓03-6744-2143）
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【中⼩企業経営強化税制等】
新たに機械や設備を取得（設備投資）する場合、税制特例で⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

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

機械・施設の導⼊

対象となる⽅

⽀援内容

⻘⾊申告をしている中⼩企業等(資本⾦または出資⾦の額が１億円以下の法⼈、または常時使⽤する従業員の数が1,000⼈以下の個⼈等)
※ 中⼩企業投資促進税制以外については、農事組合法⼈、農業協同組合は対象外となります。

機械や設備等の取得に際し、以下の要件を満たす場合に税制の特例を受けることができます。（中古品の取得は対象外）

→ 認定農業者、認定新規就農者が計画的に資⾦を積み⽴てて機械を取得する場合はこちらも活⽤いただけます。
◆農業経営基盤強化準備⾦制度 60ページへ

お問い合わせ先 ・税制の適⽤に当たり、固定資産税は市町村、法⼈税・所得税は管轄の税務署にご相談ください。
・農林⽔産省担当課︓経営局経営政策課 （TEL︓03-6744-2143）

税制 要件・対象者 対象となる設備 特例内容

中⼩企業
経営強化
税制(※1) 

⻘⾊申告をしている中⼩企業等
（農業者（個⼈・法⼈含む））
※農協、農事組合法⼈は対象外
【要件（A類型の場合）】
① 認定申請に際してメーカー等を通じて

⼯業会等発⾏の証明書を⼊⼿する。
② 地⽅農政局等において 「経営⼒向

上計画」の認定を受ける。

・160万円以上の機械装置
・30万円以上の器具備品・⼯具
・60万円以上の建物付属設備
・70万円以上のソフトウェア

(注)選択する類型によって対象となる設備の要件は
異なります。

法⼈税・所得税について即時償却また
は10%の税額控除(※2)。

2025年3⽉末までに取得した設備が対象です。

先端設備
等導⼊計
画に係る
固定資産
税の特例
措置(※1) 

中⼩企業等
（農業者（個⼈・法⼈含む））
※農協、農事組合法⼈は対象外
【要件】
① 認定経営⾰新等⽀援機関（税理⼠、

商⼯会等）において、設備導⼊により、
労働⽣産性が年率３％以上向上す
る⾒込みがあること、当該設備の導⼊
に係る投資計画の投資利益率が年平
均５％以上となる⾒込みがあることの
確認を受け、それぞれ確認書を⼊⼿。

② 市町村において 「先端設備等導⼊計
画」の認定を受けた後、設備を取得。

年平均の投資利益率が５％以上となるこ
とが⾒込まれる投資計画に位置付けられ
た以下の設備
・160万円以上の機械装置
・30万円以上の⼯具
・30万円以上の器具備品
・60万円以上の建物付属設備

（注１）固定資産税の特例措置を受けられるのは、
『導⼊促進基本計画』を策定した市町村に限定されま
す。
（注２）また、対象となる設備は、市町村によって異
なりますので、詳細は市町村までお問い合せ下さい。

固定資産税が３年間１/２に軽減。
さらに、雇⽤者全体の給与が1.5％以
上増加することを従業員に表明した場
合は、以下のとおり、より⼤きな軽減を
受けることができます。
①2024年3⽉末までに取得した設備
→5年間、3分の1に軽減

②2025年3⽉末までに取得した設備
→4年間、3分の1に軽減

2023年4⽉から2025年3⽉末までに取得した設
備が対象です。

中⼩企業
投資促進
税制(※1) 

⻘⾊申告をしている中⼩企業等
（農業者（個⼈・法⼈含む））
※農協、農事組合法⼈も対象

・160万円以上の機械装置
・3.5トン以上のトラック等
・120万円以上の測定⼯具、検査⼯具
・70万円以上のソフトウェア

法⼈税・所得税について30%の特別
償却または７％の税額控除(※3)。

2025年3⽉末までに取得した設備が対象です。

(※1) 農業経営基盤強化準備⾦制度は、中⼩企業経営強化税制及び中⼩企業投資促進税制とは併⽤不可、先端設備等導⼊計画に係る固定資産税の特例
措置とは併⽤可

(※2) 資本⾦3,000万円超の法⼈は7％の税額控除
(※3) 税額控除は個⼈及び資本⾦3,000万円以下の法⼈が選択可能

中⼩企業経営強化税制の適⽤を受ける場合の⼿続き等については以下をご覧下さい。
農⽔省ＨＰ︓https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/keieiryoku_koujou.html
中⼩企業庁HP︓https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

先端設備等導⼊計画に係る固定資産税の特例措置の詳細については以下をご覧ください。
中⼩企業庁HP︓https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

中⼩企業投資促進税制の詳細については以下をご覧ください。
中⼩企業庁HP︓https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm
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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、農業⽤の機械・施設等の取得）を図る取組を税制⾯で⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

【農業経営基盤強化準備⾦制度】

機械・施設の導⼊

対象となる⽅

⽀援内容

⻘⾊申告により確定申告を⾏う認定農業者（個⼈・農地所有適格法⼈）⼜は認定新規就農者（個⼈）で
以下のいずれかに該当する農業者
○農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する地域計画において農業を担う者として位置づけられていること
○地域計画が策定されていない場合は、従来の⼈・農地プランにおいて中⼼経営体として位置づけられていること

※集落営農においても法⼈化することによって制度を活⽤できます。

認定農業者等が農業経営改善計画等に従って経営所得安定対策等の交付⾦を農業経営基盤強化準備⾦として積
み⽴てた場合、所得の計算上、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、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、農⽤地や農業⽤の機械・施設等の固定資
産を取得した場合には、圧縮記帳ができます。

お問い合わせ先 ・最寄りの地⽅農政局・農政事務所・県拠点
・農林⽔産省担当課︓経営局経営政策課経営税制グループ （TEL︓03-6744-0576）

【対象となる資産】

【注意︕】
トラックやフォークリフトなどの「⾞両及び運搬具」に該当するものや中古品は対象になりません。

○農⽤地
農地、採草放牧地

○農業⽤の機械・施設 等（取得価額が30万円以上の資産に限ります。）
・機械及び装置 ・器具及び備品
・建物及びその附属設備（農振法の農業⽤施設⽤地に建設⼜は設置されるもの）
・構築物 ・ソフトウエア

（例）⽥、畑、樹園地、採草放牧地、トラクター、ロータリ、あぜ塗機、ブルドーザー、パワーショベル、農業⽤ドローン、
播種プラント、⽥植機、移植機、乗⽤管理機、かん⽔装置、コンバイン、乾燥機、選果機、選別機、運搬機、
⿃獣害防⽌⽤威嚇機、ビニールハウス、低温貯蔵庫、集出荷施設、農機具収納施設、温室、⽤⽔路、
農作業管理ソフト など


