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農業者が経営発展を図るため、５年後の経営改善目標を記載した農業経営改
善計画を作成し、市町村の認定を受けることで、各種の支援を受けられます。 

その他 個人 法人 

○ 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（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。 

～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、年齢や経営規模の大小を問わず、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。 

最寄りの市町村 
農林水産省担当課：経営局経営政策課経営育成グループ（TEL:03-6744-0576） 

お問い合わせ先 

経営発展に向けた取組 
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支援内容 

随時申請受付中 

   

 
○ 経営所得安定対策（→Ｐ33） 
 ・ 生産条件不利補正交付金（ゲタ対策） 
   諸外国との生産条件の格差により不利がある農産物について、生産コストと販売額

の差に相当する額を直接交付。 
 ・ 収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策） 
   収入減少による農業経営への影響を緩和し、安定的な農業経営ができるようにする

ための農業者拠出に基づくセーフティネット。 
○ スーパーＬ資金（(株)日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫） （→Ｐ23） 

農地取得、施設整備等、経営改善に必要な取り組みに要する長期資金を低利で融通。 
○ 農業経営基盤強化準備金（→Ｐ29） 

認定農業者が、経営安定のための交付金を積み立て、農用地や農業用機械等の固定
資産を取得した場合、この積立額や取得額を必要経費又は損金として算入できる制度。 

認定農業者になりたい 
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農業者がインターネット上で「新たな農業経営指標」を活用して、経営改善に
必要な取組の実施状況や経営データの自己点検を行うことを支援します。 

その他 

支援内容 

個人 法人 

 農林水産省では、農業者の方の経営改善をサポートするため、 
『農業経営指標』(経営の自己チェックができる仕組み)を提供しています。 
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随時利用できます 

経営改善に向けた自己チェックをしたい 



 
 
 

農林水産省経営局経営政策課経営育成グループ（TEL:03-6744-0576） 
システムの使い方についてのヘルプデスク：（TEL:080-6059-1347） 

お問い合わせ先 

とっても簡単！ 
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指標の活用はwebシステムが簡単です  
農業経営指標 検 索 

① かかる時間は３０分程度。 
② 入力したデータは、農林水産省のホームページ上 
 で管理（入力、保存、引き出し等）できます。 
   ※個人情報保護の体制を整えております。 
③ 全国平均やトップクラスの経営との比較で、ご自身の経営状況や改善点 
 が分かります。 
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集落営農等の組織化・法人化を進めたい 13 

お問い合わせ先 最寄りの市町村 
農林水産省担当課：経営局経営政策課組織経営グループ （TEL：03-6744-0576） 

集落営農が組織化するために必要な経費を助成します。 
＜事業名：農業経営力向上支援事業＞ 

  助成額 20万円 （定額） 

「集落営農の組織化支援補助金交付申請書」に、定款又は規約の写し、設立総会の
議事録、構成員名簿、集落営農名義の通帳のコピー、法人化の意向を確認できる書
類を添付し、市町村に提出してください。助成金は市町村から支払われます。 

 集落営農の法人化の前提となる組織化の際に必要となる規約の
作成等にかかる必要な経費の助成を行います。 

支援内容 

随時申請受付中 

支援内容 

集落営農が法人化するために必要な経費を助成します。 
＜事業名：農業経営力向上支援事業＞ 

  助成額 40万円 （定額） 

「法人化支援補助金交付申請書」に、登記事項証明書、定款の写し、構成員名簿を
添付し、市町村に提出してください。助成金は市町村から支払われます。 

 集落営農を持続性のある経営体へ育成する取組を進めるため、
集落営農が法人化した場合に、必要な経費の助成を行います。 

随時申請受付中 

支援内容 

複数個別経営を法人化するために必要な経費を助成します。 
＜事業名：農業経営力向上支援事業＞ 

  助成額 40万円 （定額） 

「法人化支援補助金交付申請書」に、登記事項証明書、定款の写し、構成員名簿等
を添付し、市町村に提出してください。助成金は市町村から支払われます。 

 地域農業に貢献する複数個別経営の法人化や法人同士が統合し
て新たに法人を立ち上げる場合に、必要な経費の助成を行います。 

随時申請受付中 

補助・ 
交付金 個人 法人 集落

営農 



 
 
 

お問い合わせ先 

20 

法人経営のための研修を受けたい 14 

法人経営に必要となる労務・財務管理等に関する研修を支援します。 
＜事業名：農業経営力向上支援事業＞ 

 将来において地域の中心となる法人経営体を育成するため、法
人化を目指す者等を対象として行う研修等の取組を支援します。 

＜研修等の対象者＞ 

法人化を目指す者等を対象とします。 

＜研修等の内容＞ 

①経理（税務）研修、②生産管理研修、③労務管理研修、④マーケティング研修、 
⑤機械等技術習得研修、⑥経営診断 等 

最寄りの都道府県または市町村 
農林水産省担当課：経営局経営政策課農業法人・経営新政策グループ  
             （TEL：03-6744-2143） 

補助・ 
交付金 

支援内容 

個人 法人 集落
営農 

実施の有無、時期等は市町村ごとに異なります。
下記お問合せ先へご確認ください。 

 
 
 

お問い合わせ先 

担い手の円滑な経営継承等を促進します。 
＜事業名：農業経営力向上支援事業＞ 

 円滑な経営継承を行うためには、計画的な取組が不可欠です。
経営継承のための事業承継計画を作成しましょう。経営継承のモ
デル的な取組を広めるため、以下の取組を支援します。 

（１）専門家による相談・指導活動支援（補助率：定額） 

・経営継承問題を抱える農業経営者へ、税理士や中小企業診断士等の経営
の専門家を派遣します。 
・派遣された専門家等が「事業承継計画」の作成を支援します。 

最寄りの都道府県 
農林水産省担当課：経営局経営政策課農業法人・経営新政策グループ 
              （TEL：03-6744-2143） 

補助・ 
交付金 

個人 法人 集落
営農 

（２）農業経営者等を対象とする研修・セミナー開催支援（補助率：1/2） 

・経営継承の計画作りや農業経営を学ぶための研修・セミナーを開催します。 
 

（事業実施主体は(１)(２)ともに都道府県） 

 

支援内容 

実施の有無、時期等は都道府県ごとに異なります。
下記お問合せ先へご確認ください。 

円滑な経営継承を行いたい 15 



 
 
 

中山間地域等の経営を安定化・改善したい 16 
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補助・ 
交付金 個人 法人 集落

営農 

中山間地域等において収益力向上を目指す担い手の取組を支援します。 

＜事業名：中山間地域等担い手収益力向上支援事業＞ 
  

  

支援内容 

対象となる方 
認定農業者、認定新規就農者、集落営農、人・農地プランの中心
経営体、農地中間管理機構から農地を借り受ける農業者 等 

お問い合わせ先 

随時申請受付中 

担い手が作成し、市町村が認定する「収益力向上計画」に基づき、
①収益力の高い作物を導入する取組や②作物の価値向上の取組を
面積に応じて支援します。 

最寄りの市町村 
農林水産省担当課：農村振興局 地域振興課 （TEL：03-3502-6005） 

※詳細はHPでも確認できます  http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/ninaite.html 

10a当たり５万円以内 

 
  

 収益力向上計画 

①新たに借り受ける農地への作物の導入や、既存の経営農地において収益
力の高い作物への転換等により、収益力向上を図る担い手の取組 

 
 
 
 
 

②既存の経営農地において作物の価値向上を行い、収益力向上を図る担い
手の取組 （上限額200万円） 

（例） 
 ・適正施肥を行うための土壌分析調査 
 ・土壌改良資材や堆肥散布等による土づくり 
 ・試験栽培に必要な育苗、マルチング  等 

（例） 
 ・販路開拓に向けたアドバイザーの招へい 
 ・作物の価値向上に向けた成分分析や品質の向上 
 ・ロゴやラベルデザイン等の作成、商標等の申請  等 

アドバイザーの 
招へい 

収益力の高い
作物の導入 

土づくり 

認定制度等による 
作物の価値向上 

対象地域 中山間地域等（特定農山村法等の地域振興８法で指定された地域） 

目 標 
今後３年間で本事業に取り組む担い手の取組面積当たりの作物の
販売額が10％以上向上することが見込まれること 



 
 
 

農林水産省担当課：経営局経営政策課農業法人・経営新政策グループ 

         （TEL：03-6744-0577） 
お問い合わせ先 

意欲のある農業法人と先端技術を有する経済界の企業等が連携して行う
先端モデル農業の確立に向けた取組を支援します。事業により得られた
成果を地域に広く普及することで、日本農業全体の競争力強化を図りま
す。 

＜事業名：農業界と経済界の連携による先端モデル農業確立実証事業＞ 

 連携プロジェクトの実施主体は、農業を営む法人・個人（農業法人等）と農業以
外の業種の企業等のそれぞれ１者以上が参加し、必要に応じて研究機関や地方自治
体等の関係団体・企業の参画を得て構成する者で、次のいずれかに該当するものと
します。 
 ① 農業法人等と企業等が連携して形成する組織（コンソーシアム） 
 ② 農業法人等と企業等が共同で出資して設立する法人 

 ＜連携プロジェクトとは＞ 
 連携プロジェクトの内容は、これまで農業界では実用化されておらず、３年程
度で実用化を試みようとするものであって、事業終了後にはその成果を広く普及
しようとするものです。 

 ＜支援のスキーム＞ 
 ○ 初年度は、実証事業の実施に係る費用の

１／２を補助（２・３年目は、農業生産に
係る費用に限る。） 

 ○ 補助の上限は、初年度3,000万円、２・３
年度目は1,500万円 

費用 

機
械
・
施

設
等
整
備

費 

技
術
者
等

の
人
件
費 

農
業
生
産
に

係
る
費
用

（
人
件
費
・

資
材
費
等
） 

50
％ 

補助 
（１／２） 

上限 
3,000
万円 

上限 
1,500
万円 

費用 
補助 

（１／２） 

農
業
生
産
に

係
る
費
用

（
人
件
費
・

資
材
費
等
） 

１年目 ２、３年目 

 ＜取組事例＞ 
 ○ 作業体系の最適化手法の確立  
 ○ 高度な圃場管理を可能とする扱いやすいGPS技術 
 ○ センサー技術の活用による野菜・果樹生産の高度化  
 ○ 低コスト高耐久性農業機械の開発  等 
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企業と連携して新しい農業を確立し、日本農業全体へ普及したい 

個人 法人 補助・ 
交付金 

本年度の募集は終了しました 

支援内容 

対象となる方 

17 
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