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その他 個人 

お問い合わせ先 

農業者年金について、特例保険料を適用して保険料を助成します。 
＜事業名：農業者年金事業＞ 

○ 保険料の補助対象者と国庫補助額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

区分 要   件 
国庫補助額 

35歳未満 35歳以上 

1  青色申告を行う認定農業者 10,000円 6,000円 

2  青色申告を行う認定就農者 10,000円 6,000円 

3  区分１または２の者と家族経営協定を締結し経営に参
画している配偶者または後継者 

10,000円 6,000円 

4  認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす
者で、３年以内に両方を満たすことを約束した者 

6,000円 4,000円 

5  35歳まで（25歳未満の場合は10年以内）に区分１の者
となることを約束した後継者 

6,000円 － 

(独)農業者年金基金（http://www.nounen.go.jp/） 
（TEl:03-3502-3199）、最寄りの農業委員会 
農林水産省担当課：経営局経営政策課年金業務班（TEL：03-6738-6163） 

農業者年金は、国民年金の第１号被保険者である農業者のための国民年

金（基礎年金）に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。 

農業者の老後生活の安定等を図るとともに、

農業者の確保に資することを目的として、認

定農業者等一定の要件を満たす意欲ある若い

農業者には、通常保険料の下限額（２万円／

月）を下回る特例保険料を適用し、下限額と

の差額（１万円～４千円／月）を助成します。 

その他の支援 
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老後資金の充実を図りたい 

支援内容 

http://www.nounen.go.jp/


 
 
 

経営者の皆様向けの退職金制度があります。＜事業名：小規模企業共済＞ 

 生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく
共済制度で、廃業時・退職時に共済金を受け取れます。なお、事業資金
等の貸付制度を利用することもできます。 

（独）中小企業基盤整備機構共済相談室（TEL:050-5541-7171） 
（公社）日本農業法人協会（TEL:03-6268-9500） 

＜対象者・要件等＞ 
 常時雇用する従業員が20人以下の法人の役員又は個人事業主が対象となります。 
 掛金は全額所得控除（月７万円、年84万円まで）対象です。 

取引先の倒産時にあなたの会社を守ります。 
＜事業名：経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）＞ 

 加入後６ヵ月以上経過して取引先事業者が倒産した場合、積み立て
た掛金総額の10倍の範囲内（最高8,000万円）で回収困難な売掛金債
権等の額以内の共済金の貸付けを受けることができます。 
 
＜対象者・要件等＞ 
 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の法人又は従業員数300人以下の法人
又は個人が対象となります。 

※ 農事組合法人は加入できません。 
 掛金は全額損金計上（月20万円、年240万円まで）できます。 
 

従業員が安心して働けるように、退職金の積み立てを支援します。 
＜事業名：中小企業退職金共済制度＞ 

 従業員のための退職金の積立金に対して国の助成を受けることができ
ます。なお、掛金は損金として全額非課税となり、パートタイマーの方
も加入することができます。 

＜対象者・要件等＞ 
 常時雇用する従業員数が300人以下又は資本金・出資金の額が３億円以下であ
れば対象となります。 

※ 事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は加入できません。 

法人 その他 

お問い合わせ先 

（独）中小企業基盤整備機構共済相談室（TEL:050-5541-7171） 
（公社）日本農業法人協会（TEL:03-6268-9500） 

お問い合わせ先 

（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 
（TEL:03-6907-1234（代表）） 

（公社）日本農業法人協会（TEL:03-6268-9500） 

お問い合わせ先 

43 共済制度や税制措置について知りたい 
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支援内容 

支援内容 

支援内容 

税制 



 
 
 

機械・装置等の対象設備・資産を導入した場合、税制の特別措置を受けるこ
とができます。                  ＜事業名：中小企業投資促進税制＞ 

 機械・装置、コンピュータ、高額なソフトウェア、普通貨物自動車等
を対象に、７％の税額控除または30％の特別償却を受けることができま
す（資本金が３千万円を超える法人は特別償却のみ）。 
 また、旧モデルと比べて、年平均１％以上生産性を向上させるなど、
一定の要件に該当する生産性向上設備を取得する場合は、特別償却割合
の上乗せ（即時償却）、税額控除割合の上乗せ及び税額控除適用対象法
人の拡大（資本金１億円まで）の措置があります。 

＜対象者・要件等＞ 
 青色申告書を提出する、個人または資本金の額または出資金の額が１億円以下
の法人が対象となります。また、適用対象資産には一定の要件があります（例え
ば、機械・装置は１台の取得価額が160万円以上のものが対象です）。 

雇用増加人数に応じて法人税等の税額控除が受けられます。 
＜事業名：雇用促進税制＞ 

 雇用増加人数に応じて、法人の場合は、法人税から雇用増加人数１人
当たり40万円の税額控除（個人事業主の場合は、所得税からの控除）を
受けることができます。 

＜対象者・要件等＞ 
 事業年度中に５人（中小企業は２人）以上、かつ、10％以上の雇用の増加等、
一定の要件を満たす法人及び個人事業主が対象になります。 
 ※ 控除できる税額は、当期の法人税額の10％（中小企業は20％）相当額が 
  限度です。 

最寄りの国税局又は税務署の税務相談窓口
（http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm） 

お問い合わせ先 

公共職業安定所（ハローワーク） 
(https://www.hellowork.go.jp/index.html） 
又は都道府県労働局 
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） 

お問い合わせ先 

60 

支援内容 

支援内容 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm


 
 
 

担い手の方向けのFacebookページやメールマガジンがあります。 

その他 個人 法人 集落
営農 

全国の農業者や農業関係者の皆様 

  農林水産省経営局では農業経営に関する情報をタイムリーにお
届けする為に、公式Facebookページ『農業経営者新時代ネット
ワーク』や『農業担い手メールマガジン』を配信しています。 
 農業経営に関する事業のご紹介、各種関連イベント情報のご案
内、好取組事例のご紹介等、農業経営者の皆様に役立つ情報を定
期的に配信しています。是非ご覧ください！ 

 １ 予算事業等の農業政策に関する最新情報 
   ・ 各種事業の申込みに関するご案内 
 
 ２ 各種農業関連イベントに関する情報 
   ・ 新規就農者、女性農業者向けのイベント情報  
   ・ 企業との連携に関するイベント情報 等 
 
 ３ 先進的農業経営事例 
   ・ 各地で先進的な経営を行っている農業者 
   ・ 各種表彰制度で受賞された農業者 
   ・ 企業と連携した取組を行っている農業者 等 

44 農業経営に関する情報をタイムリーに知りたい 
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対象となる方 

支援内容 

随時申請受付中 



 
 
 

 

名 称 : 農業経営者新時代ネットワーク  
閲覧URL: https://www.facebook.com/nogyokeiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業経営者新時代 検索 「農業経営者新時代」で検索！ 

ＱＲコード 

農林水産省経営局経営政策課経営広報グループ（TEL:03-6744-0576） お問い合わせ先 

 
名 称 : 農業担い手メールマガジン  
登録URL:  
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_hyousyou/hyousyou_merumaga.html 

公式Facebook 

もしくは各種検索エンジンで「農業担い手メールマガジン」と検索して下さい。 

メールマガジン 

週３回程度配信 

月１回程度配信 
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