
 
 
 

    
 
    

地域の抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」となる「人・
農地プラン」の見直しや、プランの実現に向けた取組を支援します。 

＜事業名：人・農地問題解決加速化支援事業＞ 

  
  

 

最寄りの市町村、都道府県 
農林水産省担当課：経営局経営政策課組織経営グループ （TEL：03-6744-0576） 

市町村等が、農地中間管理機構を活用した担い手への農地の集積・集約化、地域農業の

あり方等を記載した人・農地プランについての継続的な話合いと見直しを行うための活動

等に対して支援します。 

 人・農地プランに位置付けられると、 

◎ 青年就農給付金（経営開始型） 

（原則45歳未満の認定新規就農者で独立・自営就農する方） 

◎ 経営体育成支援事業 

（適切な人・農地プラン作成地区で経営改善を目指す 

中心経営体等） 

◎ スーパーＬ資金の当初５年間実質無利子化 

（認定農業者） 

といった支援を受けることができます。 

※ 一年経てば、状況は変わります。その状況を踏まえて、地域の将来展望が描ける
よう、作成した人・農地プランを定期的（１年に１回程度）に見直しましょう。 

人・農地プランの見直しや、集落営農の組織化・法人化、新規就農者の定着のための

経営・技術指導を効率的・効果的に進められるよう、普及指導員のＯＢ、リタイアした

高齢農業者等のノウハウを活用した地域連携推進員の活動を支援します。 

支援内容 

対象となる方 都道府県、市町村 

１ 人・農地プランの見直し支援（補助率：1/2、定額） 

２ 地域連携推進員の活動支援（補助率：1/2） 

＜「人・農地プラン」には、様々なメリットがあります＞ 

地域の抱える「人と農地の問題」の解決策を話し合いたい 1 

「人と農地の問題」の解決 

補助・ 
交付金 

1 

（9ページ） 

（30ページ） 

（23ページ） 18 

   「人・農地プラン」の検討会メンバーの概ね３割以上は女性とします。 

お問い合わせ先 

随時申請受付中 

地域 
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２ 

経営規模の拡大や農地の分散錯圃状態を解消したい（農地を借りたい） 2 

お問い合わせ先 

個人 法人 集落
営農 

地域 補助・ 
交付金 

税制 

 
 
 

 

最寄りの都道府県、市町村、地方農政局または 
農地中間管理機構ホットライン ０３－６７４４－２１５１ 
＜農地中間管理機構・農地集積支援＞   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農地中間管理機構の仕組み 

貸付け 

公的機関だから安心して貸せます。 

機構に貸し付けた人・地域に 
協力金が交付されます。 

農業機械の導入など、経営 
発展の支援も活用できます。 

農地を 
貸したい人 

都道府県 
農地中間管理機構 

(都道府県の第3セクター) 

必要なら、大区画化等の 

条件整備も行います。 
Ａ 

Ｂ Ｃ 
農地の集積・集約化 

農地を 
借りたい人 

 
 

 
 

貸付け 
(転貸) 

ニーズに合わせて、まとまった使
いやすい農地が借りられます。 

（30ページ） 

農地中間管理機構を活用している地区において、売上高の拡大や経営コスト
の縮減などに取り組む担い手が、融資を活用して農業機械・施設を導入する
際に、融資残に対する支援を行います。 

        ＜事業名：経営体育成支援事業＞ 

お問い合わせ先 最寄りの市町村 

農林水産省担当課：経営局就農・女性課経営体育成支援室（TEL：03-6744-2148）   

・ 出し手農家と個別に交渉する必要はなく、農地中間管理機構と相談することで農 
 地が借りられます。 
 
・ 農地中間管理機構が担い手の使いやすい形にまとめて貸し付けるので、農作業の  
 効率化による生産性の向上を図ることができます。 
 
・ 借受者は、各都道府県の農地中間管理機構の公募に応募した者の中から、都道 
 府県知事の認可を得た公正・適正な「貸付けルール」に基づき決定されます。 
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お問い合わせ下さい 



 
 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

機構への農地の出し手等に対する支援を受けたい  
       ＜事業名：機構集積協力金＞ 

お問い合わせ先 

３ 

支援内容  地域における話し合い（人・農地プラン）に基づき機構にまと
まった農地を貸し付けた地域や、農地を貸し付けて担い手への農
地集積・集約化に協力する農地の出し手の皆さんを支援します。 
 詳細な内容（単価等）については、各都道府県が地域の実情に
応じて定めます。 
 
※ 「地域」とは、集落・学校区など、実際の話し合いの単位となった外縁が明確 
 になっている同一市町村内の区域をいいます。 

最寄りの都道府県、市町村                        
農林水産省担当課：経営局農地政策課（TEL：03-6744-2151） 

  地域における話し合い（人・農地プラン）により、地域で機構にまと
まった農地を貸し付けた場合、当該地域に対し、地域集積協力金を支払い
ます。 

 
 ※ 地域集積協力金は、地域が都道府県、市町村と相談の上、地域農業の発展に資すると考 

  えられる方法で自由に使用することができます。 

２．個々の出し手に対する支援（経営転換協力金・耕作者集積協力金） 

 

 ○ 経営転換協力金 

 

【交付対象者】 
 機構へ自作地を貸し付けた農業者等で、 
 ① 農業部門の減少により経営転換す 
  る農業者、 
 ② リタイアする農業者、 
 ③ 農地の相続人、 
に対し、経営転換協力金を支払います。 
   
※ 遊休農地の所有者については、所有する

全ての遊休農地について、機構への貸付け
の意思を表明した場合は、交付対象者とな
ります。 

 

 
 ○ 耕作者集積協力金 
 
 
【交付対象者】 
 機構の借受農地に隣接する農地又は面 
的集積要件を満たす原則２筆以上の農地 
（交付対象農地）の機構への貸し付けに 
協力した農業者に対し、耕作者集積協力 
金を支払います。 

 
 
 
 
 

１．地域に対する支援（地域集積協力金） 

 機構に農地を10年以上貸し付けた個々の出し手の皆さんを支援します。 



 
 
 

（２）機構に農地を貸し付けた場合の納税猶予の特例（特定貸付け） 

（３）機構と農地を売買した場合の特例（所得税・登録免許税・不動産取得税等） 

 
 
 
 

納税猶予の適用農地を
貸すことができます。 

納税猶予の特例 

［要件］ 

① 農地中間管理機構、農地利用集積円滑化事業、利用権設定等促進
事業による貸付けであること 

② 贈与税の納税猶予の農地について、農地中間管理事業以外の事業
により貸付けた場合、制度の適用から10年（65歳未満は20年）以
上経過していること（農地中間管理事業による貸付けの場合は、貸
付けまでの期間にかかわらず特定貸付けできます。） 

贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けている方が機構に農地を貸し付けた
場合には、納税猶予が打ち切られません。 

農地を売る方への支援 

 
 
 
 

控除額：1,500万円  
   又は800万円 

譲渡所得の特別控除 

［要件］ 

 農用地区域内の農地を以下の方法で売却す
ること 
１．控除額：1,500万円の場合 
  農業経営基盤強化促進法に基づく買入協 
 議による農地中間管理機構、円滑化団体へ 
 の譲渡 
 
２．控除額：800万円の場合 
 ① 農用地利用集積計画、② 農地中間管理

機構、円滑化団体への譲渡、③ 農業委員
会のあっせん 

 
 
 
 

税率：1.5％ → 0.8％ 

登録免許税の軽減 
［要件］ 

 以下の全ての要件を満たすこと 
① 農用地区域内の農地であること 
② 農用地利用集積計画で所有権を取

得すること 

 
 
 
 

課税標準：２/３ 

不動産取得税の軽減 

農地を買う方への支援 

農地の売り手（所有者） 

農地中間管理機構 

農地の買い手（担い手） 

機構への農地の出し手等に対する支援を受けたい         ＜農地税制＞ 

  機構に農地を貸し付け、又は売買した場合には、税制上の特例が

措置されています。 

お問い合わせ先 
最寄りの市町村農業委員会（http://www.nca.or.jp/location/index.html） 
農林水産省担当課：経営局農地政策課（TEL：03-6744-2150） 
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支援内容 

（１）機構に農地を貸し付けた場合の課税の軽減措置（固定資産税） 

 
 
 
 

課税標準：１/２ 

固定資産税の軽減 
［要件］ 

① 所有する全農地（10アール未満の自作地を残した全農地）を
新たにまとめて貸し付けること 

②貸し付けの年数に応じて以下の期間課税が軽減 
・15年以上の期間で貸し付けた場合は、５年間 
・10年以上の期間で貸し付けた場合は、３年間 

所有する農地を機構に貸し付けた場合、固定資産税を軽減します。 

http://www.nca.or.jp/location/index.html


 
 
 

荒廃農地の再生・利用のための活動を支援します。 
＜事業名：耕作放棄地再生利用緊急対策交付金＞ 

  
  

支援内容 

対象となる方 農業者や農地中間管理機構等 

荒廃農地を活用したい 3 

補助・ 
交付金 

5 

お問い合わせ先 

随時申請受付中 

個人 法人 集落
営農 

地域 

 荒廃農地を引き受けて作物生産を再開する農業者や農地中間管
理機構等が行う再生作業や土壌改良、作付・加工・販売の試行等
の取組を支援します。 

＜支援例＞ 
 ①再生利用活動 
 ・再生作業（障害物除去、深耕、整地等及び併せて行う土壌改良等） 
  ５万円/10a※ 

  ※ 再生作業に併せて中心経営体に集約化（面的集積）する場合：６万円/10a 
  ※ 重機を用いて行う等の場合：1/2（沖縄は2/3）以内、併せて行う土壌改良は 
   2.5万円/10a 
 ・土壌改良：2.5万円/10a  
 ・営農定着：2.5万円/10a 
 （「主食用米及び畑作物の直接支払交付金の対象作物」と「米及び水田活用の直接 
  支払交付金の交付対象農地」は支援対象外） 
   
 ②施設等補完整備 
 ・農業用用排水施設、農業用機械・施設等の整備：1/2（沖縄は2/3）以内 
 （農業用機械・施設の支援対象となる農地は再生した荒廃農地に限る） 
 ・小規模基盤整備：2.5万円/10a 

最寄りの地域耕作放棄地対策協議会
（ http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/h_madoguti/index.html ） 
又は市町村 
農林水産省担当課：農村振興局地域振興課日本型直接支払室（TEL：03-6744-2081） 



 
 
 

 農地中間管理事業の重点実施区域等において、農地中間管理機構と連携
しつつ、担い手への農地集積の推進や高収益作物への転換を図るための計
画策定や基盤整備、営農定着に必要な取組を一括支援します。 
 

＜事業名：農地耕作条件改善事業＞ 

  
  

最寄りの地方農政局 
農林水産省担当課：農村振興局総務課 （TEL：03-3591-6098） 

耕作条件を改善したい ３ 

補助・ 
交付金 

6 

お問い合わせ先 

随時申請受付中 

 農地中間管理機構、都道府県、市町村、土地改良区、農業法人等が事業
主体となって耕作条件の改善を行う場合、その事業費の一部を補助します。 

  
    
       

   
 

  

特徴 

採択申請 事業実施年度に入ってからの採択申請が可能！（複数回受付） 

都道府県だけではなく、農地中間管理機構から国への直接申請も可能！ 申請方法 

○  農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域等 
○ 農地中間管理機構との連携概要の策定 
○ 総事業費200万円以上  
○ 受益者数２者以上（高収益作物転換型においては15者以上）等 

個人 法人 集落
営農 

地域 

《地域内農地集積型 ～地域内の農地集積を計画的に実施する場合～ 》 

○定額助成：区画拡大：10万円/10a、暗渠排水：15万円/10a  等 
※中心経営体に集約化する農地については単価を２割加算 

○定率助成：土壌改良や営農環境の整備に関する支援 等 

《高収益作物転換型 ～集積を図りつつ、高収益作物への転換を図る場合～ 》 

「地域内農地集積型」の事業内容に加え、以下の取組が可能 
○定額助成：農産物の需給動向の把握、技術習得方法の検討・実践 等 
○定率助成：実証展示ほ場の設置、導入１年目の種子・肥料への支援 等 

実施要件 

畦畔除去 土層改良 現場での 高収益作物の導入 
（タマネギの収穫） 講習・研修会 

必要なハードとソフトを組み合わせて、最大５年（ハードは最大３年）！ 実施期間 

支援内容 

4 



 
 
 

基盤整備に係る事業費の一部を補助します。 
＜事業名：農業競争力強化基盤整備事業、農山漁村地域整備交付金、農業水利施設   

      保全合理化事業、水利施設整備事業（農地集積促進型）、農地耕作条件   
      改善事業、農業基盤整備促進事業＞ 

  
  

最寄りの地方農政局 
農林水産省担当課：農村振興局総務課 （TEL：03-3591-6098） 

支援内容 

基盤整備を行いたい 5 

補助・ 
交付金 

お問い合わせ先 

随時申請受付中 

個人 法人 集落
営農 

地域 

 

 

 

 

 都道府県、市町村、土地改良区等が事業主体となって基盤整備を行う場合、
その事業費の一部を補助します。 
 区画整理、農業用用排水施設、農道、暗渠排水、客土等が対象となります。 

《区画整理》 

7 
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土地改良事業等の農家負担金を軽減します。 
＜事業名：農家負担金軽減支援対策事業（水田・畑作経営所得安定対策等支援事業、

災害被災地域土地改良負担金償還助成事業）、経営体育成促進事業（担
い手育成農地集積事業）＞ 

 事業の採択時における担い手農地利用集積率に応じて、農地の利
用集積が達成できることが見込まれる地域の場合、土地改良事業等
の農家負担金について、総償還額の５／６を上限に無利子資金の貸
付または年償還額の利子相当分の助成を行います。 

助成（貸付）対象者は、土地改良区または市町村となります。 

補助・ 
交付金 

お問い合わせ先 最寄りの地方農政局 
農林水産省担当課：農村振興局農地資源課経営体育成基盤整備推進室 
        （TEL：03-3502-6277） 

融資 個人 法人 集落
営農 

随時申請受付中 

支援内容 

農地利用集積率の要件 
（水田・畑作経営所得安定対策等支援事業） 

利子助成のイメージ 
（水田・畑作経営所得安定対策等支援事業） 

年 度

年

償

還

額

利子

元金（有利子）

元金（無利子）

事業採択時 目　標

４０％未満 ５０％以上

４０～５０％未満 １０ポイント以上増加

５０～５５％未満 ６０％以上

５５～９０％未満 ５ポイント以上増加

９０～９５％未満 ９５％以上

９５％以上 シェア引き上げ

１００％ １００％を維持

基盤整備に伴う費用負担を減らしたい 6 
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