
支援策活用ガイド
～女性の皆さんの役に立つ支援策を準備しています！～

女性農林漁業者の皆さんへ

農林水産省は、地域農業の活性化や６次産業化等にチャレンジする女性農林漁
業者の皆さんを応援します。

本活用ガイドでは、平成２５年度予算に盛り込まれた各施策を中心として、
女性の皆さんに積極的にご活用いただきたい支援策をご紹介します。

平成２５年３月版



★★★ 農林水産省は、チャレンジする女性を応援します★★★

魅力ある農林水産業づくりや６次産業化の推進には、地域でいきいきと活躍してい
る女性たちの斬新なアイデアや自由な発想が不可欠です。
農林水産省では、女性による事業活用を促進し、女性の能力を積極的に活かした、

新たな農林水産業や地域づくりをめざします。
女性の皆さんのご活躍に、農林水産省の施策をお役立てください。

～地域農業の活性化や６次産業化に女性の能力を活かすために～

◇ 事 業 区 分 ◇

補助 補助事業による支援
相談・
情報

相談・情報提供の
実施

出資 出資による支援

融資 融資による支援
セミナー
イベント

セミナー・イベント
の開催

その他 その他の支援

◇ 利 用 者 区 分 ◇

女性

女性農林漁業者又は
女性グループが自ら事
業実施主体として取り
組める支援策等

参加
女性に参加してい
ただけるセミナー・
イベント等

地域

地域の団体等のメン
バーなどとして女性が
参画又は利用いただけ
る支援策等

☆ 本ガイドブックは、農林漁業者の皆様にご利用いただける農林水産省の施策のうち、特に
女性に活用していただきたいものを中心に、各施策の概要をご紹介するものです。女性のみ
を対象としたり、女性を優先的に扱うものではありませんが、女性農林漁業者の皆様に農水
省の施策を知っていただくとともに、積極的にご活用いただくことを期待しております。

☆ 本ガイドブックの内容は、平成25年度予算の成立を前提として、平成25年2月末現在（注記
がある場合を除く。）で編集しています。今後、内容等に変更があり得ることをあらかじめご了
承ください。

☆ 事業により、公募等の時期や応募方法が異なります。事業内容及び利用方法の詳細は、
各事業ごとに掲載している「お問い合わせ先」にご確認ください。

凡 例

ご利用に当たっての留意点



取組内容
事業
区分

利用区分

頁
女
性

参
加

地
域

農業経営の発展・改善に向けた取組支援

１ 経営に必要な機械・施設を導入したい 補助 ○ 5

２ 地域で共同で利用する施設を導入したい 補助 ○ 6

３
商品開発に向けたスキルアップのための研修を受けた
い

情報・
相談

○ 7

４ 農業用機械・施設の整備に必要な資金を借りたい 融資 ○ 7

６次産業化等の取組支援

５ 商品開発や販路の開拓に取り組みたい 補助 ○ 8

６ ６次産業化に必要な機械・施設を導入したい 補助 ○ 9

７
新事業創出・６次産業化に向けたスキルアップのための
研修を受けたい

セミナー
イベント

○ 10

８ ６次産業化に必要な資金を借りたい 融資 ○ 10

資金の確保

９
農業用機械・施設の整備など経営に必要な資金を借り
たい

融資 ○ 11

１０ 資金繰りのための短期運転資金を借りたい 融資 ○ 13

１１ ６次産業化の取組に対して資金の出資を受けたい 出資 ○ 14

１２
農業法人の経営強化の取組に対しての資金の出資を受
けたい

出資 ○ 15

目 次
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取組内容
事業
区分

利用者

頁
女
性

参
加

地
域

安定した農産物の生産

１３ 米、麦、大豆などを安定的に生産したい 補助 ○ 16

１４ 野菜を安定的に生産したい 補助 ○ 20

１５
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

補助 ○ 21

女性の参画促進

１６
女性どうしや他産業と情報交換・連携して活動を発展さ
せたい

補助 ○ 22

１７ 女性農業者の経営・社会参画を進めます
セミナー
イベント

○ 23

１８ 農業委員への女性の登用を進めます その他 ○ 23

地域コミュニティの再生・地域活性化に向けた取組

１９
交流を通じた地域活性化と地域コミュニティの再生を図
りたい

補助 ○ 24

２０ 地域活性化のための生産施設や交流施設をつくりたい 補助 ○ 25

「人と農地の問題」の解決

２１
地域の抱える「人と農地の問題」の解決策について話し
合いたい

その他 ○ 26

２２ 新たに農業を始めたい 補助 ○ 27

２３ 新たな人材を確保したい
相談・
情報

○ 29

２４ 経営規模の拡大や農地の分散錯圃状態を解消したい 補助 ○ 30

目 次
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取組内容
事業
区分

利用者

頁
女
性

参
加

地
域

２５ 取組みに必要な資金を借りたい 融資 ○ 31

このほか農業経営に役立つ支援

２６ 老後資金の充実を図りたい その他 ○ 32

２７ 農産物の品質管理に取り組みたい 補助 ○ 33

２８ 農作業安全に取り組みたい 補助 ○ 33

林業分野での支援

２９ 女性林業者向けの情報がほしい
相談・
情報

○ 34

３０ 森林保全管理や山村活性化に向けた取組を行いたい
相談・
情報

○ 34

３１ 森林施業の集約化を図ります 補助 ○ 35

３２ 森林施業プランナーの実践力の向上を図ります 補助 ○ 35

３３ 木育の推進を行いたい
セミナー
イベント

○ 35

漁業分野での支援

３４
産地水産業の強化のために共同で利用する施設を整備
したい

補助 ○ 36

３５ 漁獲物の加工・販売を行いたい 補助 ○ 36

３６ 漁業関連機器等を購入するための資金を借りたい 融資 ○ 37

目 次
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目 次

お問い合わせ一覧

お問い合わせ先 40

ご案内

農林水産省メールマガジン「農山漁村男女共同参画ミニminiニュース」、
農林水産省ホームページ「女性の活躍を応援します」のご案内

41

女性農林漁業者とつながる全国ネット（愛称「ひめこらぼ」）のご案内 42

コラム

女性の能力を十分に活かした経営体は、販売金額が大きくなる傾向に！ 7

六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の認定について 10

女性が参画している経営体は、６次産業化に取り組む傾向が高い 19

女性役員や管理職がいる経営ほど売上・収益力が高まる傾向に！ 28

取組内容
事業
区分

利用者

頁
女
性

参
加

地
域

他省庁の女性支援

３７ 新たに起業・創業、第二創業を行いたい 補助 ○ 38

３８ 起業に必要な資金を借りたい 融資 ○ 38

３９
男女共同参画の視点を活かして地域の課題を解決した
い

補助 ○ 39

４



融資で農業用機械・施設を導入する場合、融資残の自己負担部分を助成し
ます。

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。

主に融資を活用して、農業用機械・施設（※１）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（※２）までを上限として助成します。

※１ 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。農産物の加工・販売に必要となる機械等も対象となります。

※２ 補助率は、3/10、助成対象となる経費のうち融資額、助成対象となる経費から融資
額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額のうち最も低い額となります。

経営規模の零細な地域等において、共同利用機械・施設を導入する場合、
事業費の１／２（機械は１／３）以内を助成します。

寄りの都道府県又は市町村
＜事業名：経営体育成支援事業＞

１ 経営に必要な機械・施設を導入したい 補助 女性

農業経営の発展・改善に向けた取組支援

支援内容

支援内容

お問い合わせ先

対象となる方

対象となる方

適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体等

農業者等の組織する団体、農協等

女性農業者グループについては、人・農地プランの「今後の地域農
業のあり方」に明記された内容（６次産業化への取組など）を実現
する上で必要であると市町村が認める場合は、中心経営体でなくと
も事業を活用することできます。

人・農地プランに位置付けられた中心経営体のほか、人・農地プランの「今後
の地域農業のあり方」に明記された内容（６次産業化への取組など）を実現する
上で必要であると市町村が認める場合は、女性農業者グループ等についても事業
を活用することができます。

女性への支援

お問い合わせ先 寄りの都道府県又は市町村
＜事業名：経営体育成支援事業＞

５



支援内容

寄りの都道府県又は市町村
＜事業名：強い農業づくり交付金＞

農業者の組織する団体、都道府県、市町村 等対象となる方

産地における加工・業務用需要への対応等による販売量の拡大、高付加価
値化等による販売価格の向上、生産・流通コストの低減に向けた取組に必要
な共同利用施設の整備等を支援します。

○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

施設整備に係る費用を補助します。

【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

２ 地域で共同で利用する施設を導入したい 補助 女性

お問い合わせ先

女性が活躍しやすい部門である農産物加工に必要な施設整備について、「受益
農家又は事業参加者の過半を女性農業者が占め、かつ、受益農家又は事業実施主
体の代表者が女性である場合」には、要件緩和を実施します。

【要件緩和】下限事業費及び作物ごとの面積要件を適用しない。

女性への支援

６



３ 商品開発に向けたスキルアップのための研修を受けたい 相談・
情報

参加

農業経営力育成講座を開催し、リーダーとなる人材を育成します。

対象となる方

支援内容

農林水産省経営局就農・女性課 ０３－６７４４－２１６０
＜事業名：農業者育成支援事業のうち技術習得支援＞

お問い合わせ先

一流の農業経営者や大学教授による講義・グループワーク、先進経営体へ
の視察等を内容とする講座を開催します。

平成２５年度の内容については、決まり次第、ＨＰ・メルマガ等でお知ら
せします。

農業者等

～ コラム１ ～
女性の能力を十分に活かした経営体は、販売金額が大きくなる傾向に！

平成24年12月に農林水産省経営局が公表した「農業経営構造の変化（経営白書）」に
おいて、農林業センサスのデータを組替集計して女性の経営参画と経営状況の関係を分
析しました。
その結果、家族経営協定の締結により、女性が農業経営に参画し、女性の能力が十分

に活かされている経営体は、販売金額が大きくなる傾向が見られました。
近年、経済社会の中で、女性の活

躍を進めることが、結果的に経済活
性化につながるという意見がよく聞
かれるようになりましたが、農村で
は、古くから、女性が農業経営や起
業活動を通じた地域農業の振興など
において、重要な役割を果たしてい
ます。

【農林水産省ホームページ】
http://www.maff.go.jp/j/kei
ei/keiei/kouzou.html

４ 農業用機械・施設の整備に必要な資金を借りたい 融資 女性

借受予定者やその資金使途に応じて、制度資金が利用できます。

農業用機械・施設の整備など経営に必要な資金を借りたい（１１ページ）９
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300万円

未 満

300～500 500～1,000 1,000～2,000 2,000～3,000 3,000～5,000 5,000～１億 １億円以上

主業農家のうち、家族経営協定の有無別農産物販売金額規模別農家数

（全国）

家族経営協定あり 家族経営協定なし

資料：農林水産省統計部「2005農林業センサス」（組替集計）により作成
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＜①新商品を開発したい＞
国産農林水産物等と加工技術を活用した新商品の試作やパッケージデザイ

ンの開発、衛生・安全性・成分分析の費用の一部（１/２以内＊）を補助しま
す。

＜②販路を開拓したい＞
試作品の試食会やアンケート調査といった市場評価の費用や、民間事業者

が開催する商談会に出展するための費用の一部（１/２以内＊）を補助します。

＊ 六次産業化・地産地消法による認定総合化事業計画及び農商工等連携促進
法による認定農商工等連携事業計画の取組については、補助率が２/３以内
にアップ！

女性農業者の方、女性起業者グループの皆さんも事業の活用が可能で
す。

支援内容

対象となる方

新商品の試作やパッケージデザインの開発費用、商談会への出展費用を
補助します。

農林漁業者、民間事業者、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、
農林漁業者の組織する団体、農林漁業に従事する者の組織する団体、商工業
者の組織する団体 等

寄りの地方農政局等
＜事業名：６次産業化支援事業＞

６次産業化等の取組

５ 商品開発や販路の開拓に取り組みたい 補助 女性

お問い合わせ先

８



６次産業化に必要な機械・施設等の整備費の一部を補助します。

支援内容

寄りの地方農政局等
＜事業名：６次産業化支援事業＞

農林漁業者団体、中小企業者等

※六次産業化・地産地消法（注１）又は農商工等連携促進法（注２）の
認定を受けた方が対象となります。

対象となる方

農林漁業者団体等が行う、次の整備に対して補助します。
（補助率１/２以内）

① 農林漁業者団体が、農業生産だけでなく、加工・流通・販売にわたる経
営の多角化に取り組む際に必要な、農林水産物等の加工・販売用施設やこ
れらと併せて行う農業用機械等の整備

② 中小企業者と農林漁業者団体等が連携して行う新商品の生産に取り組む
際に必要な機械・施設の整備

(注１) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水
産物の利用促進に関する法律

(注２) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

６ ６次産業化に必要な機械・施設を導入したい 補助 女性

お問い合わせ先

９



大学等において、新事業創出の際の基礎知識を学習する講座を開催し、新
事業創出に携わる人材を育成します。

対象となる方

支援内容

お問い合わせ先 食料産業局新事業創出課 ０３－６７４４－２０６２
＜事業名：新事業創出人材育成事業＞

農林漁業関係者、自治体関係者、企業関係者、学生等

全国複数の大学等において、１・２・３次産業の基礎から、経営、商品開
発、ビジネスプラン作成等に関する講座（６０コマ、９０時間）を開催し、
農林水産分野において、新事業創出に携わる人材の育成を行います。
平成２５年度の内容については、決まり次第、ＨＰにてお知らせします。

～ コラム２ ～
六次産業化・地産地消法について

借受予定者やその資金使途に応じて、制度資金が利用できます。

８ ６次産業化に必要な資金を借りたい 融資 女性

９ 農業用機械・施設の整備など経営に必要な資金を借りたい（１１ページ）

７
新事業創出・６次産業化に向けたスキルアップのための研修
を受けたい

セミナー
イベント

参加

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用の促進に関する法律（六次産業化・地産地消法）」とは、農林漁業者等による農林水
産物及びその副産物（バイオマス等）の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業
計画を認定し、各種資金等により支援することを通じて、６次産業化等を促進すること
を目的とした法律です。

地方農政局経営・事業支援部事業戦略課（北海道は北海道農政事務所農政推進部経
営・事業支援課、沖縄は沖縄総合事務局農林水産部食品・環境課）及び地域センターで
申請を受け付けています。

～ コラム２ ～
六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の認定について

○六次産業化・地産地消法について

○六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の認定を受けるには、
どこに相談したらいいの？
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借受予定者やその資金使途に応じて、制度資金が利用できます。

㈱日本政策金融公庫の各支店、沖縄振興開発金融公庫、
寄りの農協、信用農業協同組合連合会、農林中央金庫の各支店、銀行、信用金庫、信

用組合、各都道府県、各市町村、普及指導センターなど

資金 貸付対象者 貸付金利（注３） 償還期限 貸付限度額

日
本
政
策
金
融
公
庫

農業経営基盤強化資金
（スーパーＬ資金）

認定農業者
（注１）

（借入期間に応じ）

0.35～1.20％
25年以内

（据置10年以内）

個人 ３億円
（複数部門経営等は６億円）

法人 10億円
（常時従事者数に応じて20億

円まで）

経営体育成強化資金 主業農業者
（注２）

1.20％ 25年以内
（据置３年以内）

個人 1.5億円
法人 ５億円

農
協
等

農業近代化資金

認定農業者
（注１）

（借入期間に応じ）
0.35～0.95％

15年以内
（据置７年以内）

個人 1,800万円
法人 ２億円

主業農業者
（注２）

1.20％ 15年以内
（据置３年以内）

個人 1,800万円
法人 ２億円

(注１) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画（酪農及び肉用牛生産の振興に関する
法律の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法の果樹園経営計画を含む。）の認定を受けた者です。

(注２) 主業農業者とは、以下の者です。
① 個人にあっては、総所得に占める農業所得が過半又は農業粗収益が200万円以上の者
② 法人にあっては、総売上高に占める農業に係る売上高が過半又は1,000万円以上の者

(注３) 金利は平成25年２月21日現在です。

取扱金融機関

㈱日本政策金融公庫（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫）、農協系統金融機
関、銀行、信用金庫、信用組合

資金の確保

９ 農業用機械・施設の整備など経営に必要な資金を借りたい 融資 女性

お問い合わせ先

対象となる方 貸付条件等
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少額の資金であれば、融資の可否の判断を迅速に行います。

スーパーＬ資金、農業近代化資金について、500万円までの資金であれば、
無担保・無保証人での融資の可否が最速１週間（クイック融資）で判断され
ます。

寄りの日本政策金融公庫、JA、都道府県、市町村、普及指導センター
＜資金名：スーパーＬ資金、農業近代化資金（クイック融資制度）＞

お問い合わせ先

経営状況等を評価した上で、一定額まで無担保・無保証人で融通します。

スーパーＬ資金について、認定農業者の経営能力や経営状況等を積極的に評
価して、一定額まで無担保・無保証人で融通します。

お問い合わせ先 寄りの日本政策金融公庫
＜資金名：スーパーＬ資金（円滑化融資制度）＞

人・農地プランに位置付けられた認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金に
ついて、貸付当初５年間の金利負担を軽減します。

２５ 取組みに必要な資金を借りたい（３１ページ）

対象となる方

支援内容

＜貸付限度額＞
500万円

＜貸付要件＞
融資機関のスコアリングシステム（企業経営診断手法）により経営実

績が一定水準以上と判断される必要があります。
※その他一定の要件を満たす必要があります。

認定農業者 （スーパーＬ資金）
認定農業者及び一定の要件を満たす集落営農組織 （農業近代化資金）

対象となる方

＜貸付限度額＞
個人：2,000万円
法人：直近決算の売上高に応じた限度額又は資本勘定のいずれ
か低い額（ 高１億円）

＜貸付要件＞
農業経営改善計画の目標水準に到達していることや過去５年間に既貸

付制度資金の償還が確実に行われている必要があります。
※その他一定の要件を満たす必要があります。

支援内容

認定農業者

貸付条件等

貸付条件等
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制度資金としては、以下の資金が利用できます。

寄りの農協、信用農業協同組合連合会、各市町村、普及指導センター など
＜資金名：農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）＞

＜貸付金利＞
1.5％ （平成25年２月21日現在（変動金利制））

＜貸付限度額 ※畜産・施設園芸については、それぞれ４倍＞
認定農業者 : 個人500万円、法人２千万円
六次産業化・地産地消法認定者 : 個人１千万円、法人４千万円

＜その他＞
都道府県農業信用基金協会による債務保証が、無担保・無保証人（※）

で受けられます。
※ 本人保証は必要です。

取扱融資機関 農協系統金融機関、銀行、信用金庫、信用組合

１０ 資金繰りのための短期運転資金を借りたい 融資 女性

お問い合わせ先

対象となる方

支援内容

認定農業者（※１）、六次産業化・地産地消法認定者（※２）

※１ 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等（酪
農及び肉用牛生産の振興に関する法律の経営改善計画又は果樹農業振興
特別措置法の果樹園経営計画を含む。）の認定を受けた者です。

※２ 六次産業化・地産地消法認定者とは、地域資源を活用した農林漁業者
等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律

の総合化事業計画の認定を受けた者です。

認定農業者及び六次産業化・地産地消法認定者に対して、それぞれの計画
に即して規模拡大その他の経営改善を図るのに必要な低利運転資金を融通し
ます。

貸付条件等
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官民共同出資の株式会社農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）により創
設される農林漁業成長産業化ファンドが、農林漁業者のみなさんの６次産業
化の取組に対して出資、経営支援等を行います。

寄りの地方農政局等
＜事業名：農林漁業成長産業化ファンド＞

［対象事業］ 次の①～④をすべて備えた事業が対象事業となります。
① 農林漁業者が、パートナー企業の資金、人材、ノウハウなどを活用して取り組む事業

② おいしさ、安全、健康、エコ、癒しなど、農林漁業・農山漁村の価値を活かした事業

③ 加工、販売、輸出、飲食・給食、健康・福祉、農家民宿・グリーンツーリズム、体験
農園・貸し農園など、２次・３次産業の事業活動

④ 地産地消、都市、海外、シニア市場など、新たな販路・市場を開拓する事業

※なお、出資等の支援を受けるためには、６次産業化事業体の将来性・採算性・地域貢献等について、
（株）農林漁業成長産業化支援機構（機構）・サブファンドによる審査が必要です。

［対 象 者］ 農林漁業者と２次・３次の事業者（パートナー企業）が連携して取り組む
会社で、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定を受けた
会社（６次産業化事業体）

出資対象者・対象事業

○出資金は、使途の制約が少なく、期日ごとの返済義務がないなど自由度の高い資金であり、
これを活用して様々な事業に取り組むことができます。また、財務体質が強化され、金融
機関からの融資が受けやすくなるなど大きな事業に取り組むことが可能となります。

○機構・サブファンドが経営に協力し、農林漁業者とパートナー企業の対等な関係を支え、
両者の連携の相乗効果を高めます。

○農林漁業成長産業化ファンドを活用して合弁会社(６次産業化事業体)を設立することによ
り、他産業のノウハウの活用や農林水産物等の新たな販路の獲得が可能となります。

また、６次産業化事業体における農林水産物等の価格決定に参画し、予見可能性をもって
作付計画等を策定できるようになります。

○連携するパートナー企業や農林漁業者が見つからない場合、機構・サブファンドが相方探
し（マッチング）の相談を受けます。

機構・サブファンドは出資によって
会社の株式を取得・保有します。最大
15年間の支援期間終了までに、この株
式を売却します。希望に応じて、６次
産業化事業体が買取ることも可能です。

農林漁業者

加工、
販売業者

６次産業化
事業体

（合弁事業）

支援

成長市場

高収益販路

開拓

皆さんの事業の
発展・成長を
応援します。機構・サブファンド

活用メリット

その他留意点

１１ ６次産業化の取組に対して資金の出資を受けたい 出資 女性

お問い合わせ先
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＜出資の要件＞
・農業法人の場合、認定農業者（※１）であること
・法人設立後、３年以上の実績があること
・過去３年平均の経常利益は黒字であること
・会計は複式簿記により行っていること など

＜出資の限度＞
出資後の総発行株式・持分の２分の１以内（※２）

※１ 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた者です。
※２ 農業生産法人への出資にあたり、アグリビジネス投資育成(株)が取得する株式は、議決

権がないもの（無議決権株式）となります。

農業法人が自己資本を充実させたい時には、アグリビジネス投資育成(株)
が出資します。

農業法人（農業生産法人を含む。）、農業に関連する事業（※）を営む法人
※ 農畜産物の加工、流通、農作業の受託 など

アグリビジネス投資育成(株) （TEL：03-5283-6688）
(株)日本政策金融公庫の各支店、 寄りの農協、信用農業協同組合連合会、
農林中央金庫の各支店など

１２ 農業法人の経営強化の取組に対して資金の出資を受けたい 出資 女性

お問い合わせ先

対象となる方

出資要件等

＜アグリビジネス投資育成株式会社＞

農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法に基づく農業法人投資育成事業に関
する計画の大臣承認を受け、農業生産法人等へ外部から出資することができる、現時点で
は、全国唯一の農業法人投資育成事業会社。
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安定した農産物の生産

畑作物の直接支払交付金（24年産の「畑作物の所得補償交付金」と同じ枠組み）

支援内容

販売価格が生産費を恒常的に下回っている米、麦、大豆等の作物を対象に、
その差額を交付することで、農家の皆さんの経営の安定を支援します。

平成25年産の「経営所得安定対策」は、24年産の農業者戸別所得補償制度
等と基本的に同じ枠組みで実施します。

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの生産数量目標
に従って生産を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価
格」の差額分に相当する交付金を直接交付します。支払いは数量払を基本とし、
営農を継続するために必要最低限の額を面積払で交付する仕組みです。

寄りの地域農業再生協議会、地方農政局・農政事務所・地域センター
＜事業名：経営所得安定対策＞

１３ 米、麦、大豆などを安定的に生産したい 補助 女性

お問い合わせ先

（１）対象作物
麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、
そば、なたね

（２）交付単価
① 数量払

全算入生産費をベースに算定した「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」との差額
分を単位重量当たりの単価で直接交付します。また、品質に応じて単価を設定します。
※ 営農継続支払を受けた者は、その交付額を控除して支払います。

注：小麦については、パン・中華麺用品種を作付けた場合は、数量払に2,550円/60kgを加算

②営農継続支払
農地を農地として保全し、営農を継続するために最低限の経費が賄える水準を「営農

継続支払」として、10ａ当たりの単価で直接交付します。

※ 営農継続支払を受けない者には、当年産の出荷・販売数量の確定後に、数量払の単
価により算定した交付金が支払われます。

対象作物 　平均交付単価

小麦【水田・畑地】 6,360円/60㎏
二条大麦【水田・畑地】 5,330円/50㎏
六条大麦【水田・畑地】 5,510円/50㎏
はだか麦【水田・畑地】 7,620円/60㎏
大豆【水田・畑地】 11,310円/60㎏

対象作物 　平均交付単価

てん菜 6,410円/㌧
でん粉原料用ばれいしょ 11,600円/㌧

そば【水田・畑地】 15,200円/45㎏
なたね【水田・畑地】 8,470円/60㎏

2.0万円 ／ 10a （畑作物共通）

対象となる方 対象作物ごとの生産数量目標に従って、販売目的で生産（耕作）する販売農
家・集落営農
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水田活用の直接支払交付金（24年産の「水田活用の所得補償交付金」と同じ枠組み）

水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等を生産する農業者に対して、主食用米
並みの所得を確保し得る水準の交付金を面積払で直接交付します。

米の直接支払交付金（24年産の「米の所得補償交付金」と同じ枠組み）

米の生産数量目標に従って生産（耕作）を行う農業者に対して、「標準的な
生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付します。

（１）交付対象面積
交付対象面積は、主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律

10a控除して算定（種子、醸造用玄米は10a控除の対象外）

（２）交付単価（全国一律）

(１) 交付単価・助成対象等
① 戦略作物助成

② 二毛作助成 1.5万円／10a
水田における主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助成

の対象作物同士の組み合わせによる二毛作に対して助成します。
③ 耕畜連携助成 1.3万円／10a

耕畜連携の取組（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環）を行う
農業者に対して助成します。

(２) 産地資金
地域の実情に即して、①水田における麦・大豆等の戦略作物助成の対象作

物の生産性向上等の取組、②地域振興作物や備蓄米の生産の取組等を支援し
ます。
この資金の活用に当たっては、都道府県の判断で畑地で生産される畑作物

の直接支払交付金の対象作物及び休閑緑肥を対象とすることも可能とします。

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a

米粉用米、飼料用米、ＷＣＳ用稲 8.0万円/10a

そば、なたね、加工用米 2.0万円/10a

1.5万円 ／ 10a

寄りの地域農業再生協議会、地方農政局・農政事務所・地域センター
＜事業名：経営所得安定対策＞

お問い合わせ先

支援内容

支援内容

販売目的で対象作物を生産（耕作）する販売農家・集落営農
※ 米の生産数量目標の達成にかかわらず交付の対象となります。

米の生産数量目標（面積換算値）に従って、販売目的で生産（耕作）する
販売農家・集落営農

対象となる方

対象となる方
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再生利用交付金（24年産の「再生利用加算」と同じ枠組み）

耕作放棄地を解消して麦、大豆、そば、なたねを作付けする場合に、その
作付面積に応じた加算金を最長で５年間交付します。

平地 条件不利地

交付単価 2.0万円/10a 3.0万円/10a

米価変動補塡交付金（24年産の「米価変動補塡交付金」と同じ枠組み）

「当年産の販売価格」が「標準的な販売価格」を下回った場合に、その差額分
を10ａ当たりの単価で直接交付します。

寄りの地域農業再生協議会、地方農政局・農政事務所・地域センター
＜事業名：経営所得安定対策＞

お問い合わせ先

水田・畑作経営所得安定対策（収入減少影響緩和対策）

農業経営への影響を緩和するため、米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計
が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を補塡します。

※ 従来の「緑肥輪作加算」は、25年産については「水田活用の直接支払交付金」の「産地
資金」に統合します。

※ 従来の「規模拡大加算」（農地利用集積円滑化事業により、面的集積した場合、利用
権設定した面積に２万円/10ａを交付）は、25年産については「担い手への農地集積推進
事業」の中で「規模拡大交付金」として実施します。

※ 従来の「集落営農の法人化等に対する支援」（集落営農が法人化した場合に、40万円
を定額で交付）は、25年産については「担い手・農地総合対策」の中で実施します。

支援内容

支援内容

支援内容

米の所得補償交付金の交付を受けた者

「認定農業者」又は「一定の要件を満たす集落営農」で一定の経営規模（面積
又は所得）を有する者

（注）経営規模の要件については、地域の実態に即した様々な特例・特認も準
備されています。

対象となる方

対象となる方
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