
 
 
 

 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、農業基盤整備促進事業、水利施設整備事業

（農地集積促進型） 、農山漁村地域整備交付金、農山漁村活性化プロジェク
ト支援交付金、農地耕作条件改善事業（新規）等＞  

  
  

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 

農地や農業水利施設等の基盤整備をしたい 29 

補助・ 
交付金 

41 

お問い合わせ先 

随時申請受付中 

農業インフラ等の整備 

 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。 

 
 
 

 基盤整備を契機に、地域の担い手に農地を集積する場合に支援
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、水利施設整備事

業（農地集積促進型）等＞  

  
  

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 

基盤整備と併せて規模拡大したい 30 

補助・ 
交付金 

お問い合わせ先 

随時申請受付中 

 区画整理や農業用用排水施設等の基盤整備を契機に地域の担い手に農地を
集積する場合、集積の実績に応じ、基盤整備に係る農家負担金などに充当す
ることができる促進費を交付します。 
 集積の実績に応じ、最大で事業費の12.5％分を促進費として支援します。 

《区画整理》 

個人 法人 集落
営農 

地域 

個人 法人 集落
営農 

地域 
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土地改良事業等の農家負担金の償還額を軽減します。 
＜事業名：農家負担金軽減支援対策事業（経営安定対策基盤整備緊急支援事業、 
     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）＞ 

 地域の中心となる経営体への農地利用集積率等が一定以上になる
ことが見込まれる場合、土地改良事業等の農家負担金について、 
年償還額の利子相当分の助成または無利子資金の貸付（総償還額の
５／６を上限）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 

基盤整備に伴う費用負担を減らしたい 31 

随時申請受付中 

支援内容 

農地利用集積率の要件 
（経営安定対策基盤整備緊急支援事業） 

事業採択時 目標 

１０％未満 １５％以上 

１０～２５％未満 ５ポイント以上増加 

２５～２７.５％未満 ３０％以上 

２７.５～４５％未満 ２.５ポイント以上増加 

４５～４７.５％未満 ４７.５％以上 

４７.５％以上 シェア引き上げ 

１００％ １００％を維持 

利子助成のイメージ 
（経営安定対策基盤整備緊急支援事業） 



 
 
 

果樹産地構造改革計画を策定している産地の担い手が、優良品目・品種へ
の転換、小規模な園地整備などを行う場合に支援が受けられます。 

＜事業名：果実等生産出荷安定対策事業＞ 

  
  

支援内容 

対象となる方 農業者等 

果樹園の栽培品目・品種転換や小規模な園地整備をしたい 32 

補助・ 
交付金 

43 

募集期間：未定 

個人 法人 

 果樹産地構造改革計画に基づき、担い手が優良品目・品種への転換、小規
模園地整備（園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良）、かん水施設設置
等を行う場合に、事業費の１／２（一部定額）の範囲内で助成します。（果
樹経営支援対策事業） 

・ 高収益が見込める優良品目・品種への改植・高接 
・ 園地での作業の省力化を図り生産性を向上するための 
  園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良 
・ 高品質果実の生産を図るための点滴かん水設備の設置 
 などが実施できます。 
 

※自然災害時の改植について、産地の 
 実情に応じて弾力的に運用します。 

果樹経営支援対策事業により、優良品目・品種への改植を実施した場合に
発生する未収益期間に対して支援が受けられます。 

＜事業名：果実等生産出荷安定対策事業＞ 

 果樹経営支援対策事業により、優良品目・品種への改植を実施した場合に発
生する未収益期間に要する農薬、肥料代等の果樹の育成経費の一部に対して助
成（※）します 。（果樹未収益期間支援事業） 

（※）補助率：定額 
  面積単価（5万円／10ａ）× 支援年数（改植の翌年から4年分）を初年度に一括交付 
 

  ※下限面積は5ａ  

最寄りの地方農政局 
農林水産省担当課：生産局園芸作物課（TEL：03-3502-5957） 

 農業者等 

お問い合わせ先 

・みかん等のかんきつ類：２２万円/１０ａ 
・りんご等の主要落葉果樹等：１６万円/１０ａ 
・りんごわい化栽培、なしジョイント栽培等：３２万円/１０ａ 

＜改植に要する経費に対する支援＞ 
 

＜高接、小規模園地整備等に要する経費に対する支援＞ 

 ・高接：１／２以内 
 ・小規模園地整備（園内道の整備、傾斜の緩和、土層改良）等：１／２以内 

募集期間：未定 

支援内容 

対象となる方 



 
 
 

個人 法人 
補助・ 
交付金 

茶の改植や茶の輸出、発酵茶の生産等に取り組みたい 33 
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支援内容 

対象となる方 農業者、農業者団体 等 
募集期間：未定 

茶の優良品種への転換及びこれにより生じる未収益期間に対して支援しま
す。                            ＜事業名：茶改植等支援事業＞ 

 茶の優良品種への転換や高品質化を加速化するため、産地ぐるみ
で改植等を実施した際の、改植に要する経費及び未収益期間に対し
支援します。 
 

○ 改植に要する経費に対する支援 12万円／10a 

○ 未収益期間に対する支援 

 ・ 改植  ：12万円／10a または16万円／10a 

      （注：16万円／10aについては、異なる品種への改植のみ対象） 

 ・ 棚施設を利用した栽培法への転換 

       ：４万円／10a  

 ・ 台切り ：7.0万円／10a 

※ 新植についても対象 

最寄りの地方農政局 
農林水産省担当課：生産局地域作物課茶業復興推進班（TEL：03-6744-2117） 

お問い合わせ先 

海外ニーズに対応した茶の生産・加工技術の導入や発酵茶等の加工機械
の導入を支援します。 

＜事業名：産地活性化総合対策事業（うち薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業）＞ 

（※）補助率： 
・ ソフト事業にあっては定額 
・ 機械等リース事業にあっては１／２ 

 輸出向け減農薬茶栽培のための管理技術や機械等の導入及び新た
な販路や需要の開拓、紅茶やウーロン茶等を製造するための加工機
械や省エネルギーに寄与する低コスト生産技術の導入、産地の気象
条件等の実情に応じた生産体制の強化等に対して助成（※）します。 

農業者、農業者団体 等 

支援内容 

対象となる方 

省エネ型粗揉機 釜炒り殺青機 ｻｲｸﾛﾝ式防除機 

本年度の募集は終了しました 



 
 
 

融資で農業用機械等を導入する場合、融資残の自己負担部分を助成します。 
＜事業名：経営体育成支援事業（融資主体型補助事業）＞ 

  例えば、1,000万円のトラクターを購入する際、600万円の融資を受け、自己負
担分が400万円の場合、取得額（1,000万円）の３／１０となる300万円の範囲内
で助成します。 

条件不利地域における共同利用機械等の導入費の一部を助成します。 
＜事業名：経営体育成支援事業（条件不利地域補助型）＞  

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） 

 経営規模が小規模・零細な地域とは、農家１戸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５割以上を占める地域等です。 

  人・農地プランに位置付けられた者等※1が融資を活用して、農業 
 用機械・施設等※2を導入する場合、融資残の自己負担部分に対し、 
 取得額の３／10※3までを上限として助成します。 

※１ 適切な人・農地プランに位置付けられている必要があります。 
※２ 残存耐用年数がおおむね５年以上であって２０年以下のもの  
 （中古農業用機械は２年以上）に限ります。  

※３ 助成率は、以下の①～③のいずれか最も低い額。 
  ①助成の対象となる経費に10分の3を乗じて得た額。 
  ②助成の対象となる経費のうち融資額。 
  ③助成の対象となる経費のうち融資額及び地方公共団体等に 
   よる助成額を除いた額。 

 経営規模が小規模・零細な地域において、共同利用機械・施設等※

を導入する場合、事業費の１／２（機械は１／３）以内を助成しま
す。  

※ 残存耐用年数がおおむね５年以上であって２０年以下のもの（中古農業用機械は２ 
 年以上）に限ります。  

個人 法人 集落
営農 

補助・ 
交付金 

お問い合わせ先 

お問い合わせ先 
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農業用機械等を新たに導入したい 34 

本年度の募集は終了しました 

本年度の募集は終了しました 

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） 

支援内容 

支援内容 



 
 
 

最寄りの市町村 
農林水産省担当課：生産局総務課生産推進室（TEL：03-3502-5945） 

お問い合わせ先 

国内農産物の安定供給・輸出拡大を図るため、生産から流通までの強い農
業づくりに必要な共同利用施設の整備等を支援します。 

＜事業名：強い農業づくり交付金＞ 

  ○耕種作物共同利用施設整備 
   共同育苗施設 
   穀類乾燥調製貯蔵施設 
   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 など 
 
 ○耕種作物小規模土地基盤整備 
   ほ場整備 
   園地改良 
   優良品種系統等への改植 など  
    
     

 ○畜産物共同利用施設整備 
   畜産物処理加工施設 
   家畜市場 
   家畜飼養管理施設 
   自給飼料関連施設 など 
    
  
 ○飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 
   飼料作物作付条件整備 
   放牧利用条件整備 
   水田飼料作物作付条件整備 

 【採択要件】 
   １．受益農家及び事業参加者が原則として、５戸以上であること 
   ２．実施要領に定める面積要件を満たすこと 
   ３．整備による全ての効用によって全ての費用を償うことが見込まれること 
   ４．総事業費が５千万円以上  など               
 【交付率】・・・事業費の1/2以内など 

対象となる施設 

要件等 

 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共同利用施設の整備や再編等を支援
します。 

 
○次のいずれかの場合、交付金の配分ポイントを加算します（１ポイント） 
 ・ 農業者（農業法人、農業者の組織する団体等）が事業実施主体の場合、

事業参加者の過半が人・農地プランに位置付けられていることまたは農
地中間管理機構からの農地の受け手であること 

 ・ 都道府県、市町村、ＪＡ等が事業実施主体の場合、事業の受益地区の
一部または全部で人・農地プランが作成されていること 

 

補助・ 
交付金 

カントリーエレベーターや選果場など共同利用施設を整備したい 35 

46 

集落
営農 

支援内容 

本年度の募集は終了しました 



 
 
 

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

お問い合わせ先 

低コスト・高収益な産地体制への転換を図るため、生産体制、流通加工体
制の効率化等に計画的に取り組む産地を総合的に支援します。 

＜事業名：攻めの農業実践緊急対策事業＞ 

補助・
交付金 

① 効率的機械利用体系を構築する取組 
（機械のリース導入や既存機械の再利
用等に要する経費） 

② 高収益品目に作付転換する取組 
（機械のリース導入や簡易な農地整備
等に要する経費） 

③ 集出荷施設等の再編合理化を行う取
組 
（施設の機能向上や有効活用のための
設備のリース導入等に要する経費） 

  
 
 

 低コスト・高収益な生産体制への
転換を加速化するため、機械利用体
系の効率化や高収益作物への作付転
換を支援します。 
 また、集出荷施設や加工処理施設
の再編合理化を推進するため、機能
向上等に必要な設備の導入等を支援
します。 

効率的な生産体制で 
攻めの農業を実践！ 

都道府県農業再生協議会（基金） 

 
 
 

地域農業再生協議会 

国 

基金造成 

・産地体制の転換を図る都道府県全体の事業計画の策定 

・生産体制の効率化等を図る地域農業再生協議会への助

成金の交付 

・集出荷・加工処理体制の効率化を図る再編事業者への

助成金の交付 

・生産体制の効率化等を

支援する事業計画の策定 
・農業者等の取組への支

援の実施 

都道府県農業再生協議会に一括で
基金を造成します。 

再編事業者 

・集出荷・加工処理体制

の効率化を図る事業計画

の策定 
・施設の再編合理化を実

施 
農業者等 

・機械利用体系の効率化

や高収益作物作付転換を

図るプランを作成 
・プランに基づく取組を

実施 

効率的な施設稼働で 
産地を支援！ 

※ 特定農産加工業者の方は補助
残に対して特定農産加工資金を活
用可能 

※ 県協議会への造成額は、当該県の農地
面積、地域農業再生協議会の数等に応じて
算定される金額の範囲内とします。 

低コスト・高収益な産地体制に転換したい 36 

47 

集落
営農 

申請期間：平成27年4月頃から 
（申請時期については、最寄りの地域
農業再生協議会にご相談ください。） 

事業内容 事業の流れ 

支援内容 

交付先 


