
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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～ コラム３ ～
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

コラム1において紹介した経営白書のデータをもう一つご紹介します。女性の基幹的
農業従事者のいる経営体は、農産物の加工や観光農園などの６次産業化に取り組む傾向
が強いという結果が得られました。
女性の視点からの取組や、女性ならではのきめ細かな対応が、売上の増加や経営の多

角化にプラスの効果を及ぼすという傾
向が明らかになりました。
農林水産省としても、このように経

営者として活躍する女性たちを応援し
ていきたいと考えています。

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

72%

50%
65%

76%
60%

80%

28%

50%
35%

24%
40%

20%

0%

25%

50%

75%

100%

農産物

の加工

消費者に

直接販売

貸農園・体験農園等 観光農園 農家民宿 海外への輸出

女性の基幹的農業従事者の有無別、農業生産関連事業の事業種類別農家数

（全国）

女性がいる経営体 女性がいない経営体

資料：農林水産省統計部「2010世界農林業センサス」（組替集計）により作成
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リレー出荷により加工・業務用野菜を周年供給する契約取引を支援します。

野菜生産者が外食・加工業者や量販店などと契約取引を行う際のリスクを
軽減するため、契約数量の不足時に市場等から確保する場合、不足分の充当
に要する経費の一部を補てんします。

六次産業化・地産地消法に基づき作成する総合化事業計画の認定を受けることに
より、野菜指定産地内外を問わず複数産地の農業者等が連携して、リレー出荷に
より指定野菜の周年供給に取組む場合について支援します。

野菜の価格が低落した時に、補てんが受けられます。

指定産地の生産者に対し、指定野菜（14品目）の価格が著しく低落した場
合に、保証基準額と平均販売価格（ただし、最低基準額を限度とする。）と
の差額の一部を、補てん金として受けることができます。

○基本的な仕組み

○資金造成の方法
出荷団体（経済連等）又は大規模生産者(作付面積2ha以上の生産者)が、

国、都道府県の補助金を加えて、（独）農畜産業振興機構に資金を造成。
（負担割合＝国60%：都道府県20%：出荷団体等20%）

＜指定野菜（14品目）＞
キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、
はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、ほうれんそう

寄りの地方農政局、（独）農畜産業振興機構
＜事業名：野菜価格安定対策事業＞

１４ 野菜を安定的に生産したい 補助 女性

お問い合わせ先

価格

保証基準額
９０％

低基準額
６０％

平均販売価額

平均価格
１００％

この一部につき
交付金を交付

・保証基準額

平均価格（野菜の品目､出荷期間､
ブロック（全国10ブロック)毎に、過去

６カ年の卸売市場の価格データを基
に算出)の90％。

・ 低基準額
平均価格の60％を標準とし、50％、

55％、65％、70％の特例を設定。

対象となる方 指定産地の生産者

支援内容

対象となる方

支援内容

野菜生産者
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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。

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助成（★）します 。

（★）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

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。

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）

寄りの地方農政局
＜事業名：果樹・茶支援対策事業＞

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 女性

お問い合わせ先

・ 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。

産地計画に位置づけ
られた振興品目・品種

現在植栽されている
果樹

品目・品種
転換

園内道

園地整備により生産性を向上

＜改植に要する経費に対する支援＞
・22万円／10a（みかん）
・32万円／10a（りんごわい化栽培）
・16万円／10a（りんご普通栽培）
・１／２以内（その他果樹）

＜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

対象となる方

支援内容

農業者等

対象となる方

支援内容

農業者等
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女性の参画促進

地域で活躍する女性経営者の飛躍的な発展を支援するため、女性経営者相
互のネットワークの形成や異業種・民間企業との交流・情報交換の場となる
ワークショップ等の開催等の取組に対して支援します。
全国的な取組及び都道府県域での取組に対して支援します

女性経営者のステップアップに役立つ、ワークショップ等の開
催やネットワークづくりを支援します。

支援内容

地域で活躍する女性経営者のネットワークに入りましょう！

女性農林漁業者、農林漁業以外の分野の企業経営者、消費者等

経営局就農・女性課 女性・高齢者活動推進室
０３－３５０２－６６００
＜事業名：女性・高齢者等活動支援事業のうち女性経営者発展支援事業＞

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 女性

お問い合わせ先

女性経営者のステップアップに役立つ、ワークショップ等の開催やネットワーク
づくりを支援しています。また、取組に参加することで経営の発展に役立てられます。

女性への支援

全国域の取組では、２４年１０月に｢女性農林漁業者とつながる全国ネット｣という
ネットワークを立ち上げ、愛称を｢ひめこらぼ｣としました。
ひめこらぼは、農林漁業に携わる女性経営者や、若手女性農林漁業者の経営発展を

目指すネットワークです。女性農林漁業者だけでなく、農業以外の異業種分野や民間
企業、消費者の方にもご参加いただき、ビジネスパートナーとしての関係づくりや情
報交換・交流・連携を進めていくこととしています。
具体的には、メルマガfacebookページでの情報交換や、ひめこらぼとしてのイベン

トへの出展やセミナー開催などを行います。まずはメルマガへの登録で参加してみて
下さい。参加方法は、４２ページのチラシをご覧下さい。

☆女性農林漁業者とつながる全国ネット「ひめこらぼ」☆
ホームページ http://www.weli.or.jp/zenkokunetwork/
FACEBOOKページ http://on.fb.me/Svmt6b 

【こちらから参加できます】

対象となる方
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女性農林漁業者の経営・社会参画を促進するためのブロックレベルの研修
会を開催します。

支援内容

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

対象となる方

支援内容

対象となる方

寄りの地方農政局
＜事業名：農地制度実施円滑化事業費補助金＞

経営局就農・女性課 女性・高齢者活動推進室
０３－３５０２－６６００
＜事業名：女性・高齢者等活動支援事業のうち男女共同参画加速化事業＞

女性農林漁業者 等

男女共同参画に関する理解や気運醸成を図り、女性農業者等の経営・社会
参画を一層促進するため、意識啓発等に係るのブロックレベルの研修会やシ
ンポジウムの開催等の取組を支援します。

平成２５年度の内容については、決まり次第、ホームページ・メールマガ
ジン等でお知らせします。

農業委員会等による農地の利用関係の調整、遊休地解消に向けた取組、農
地相談員の設置等に必要な経費を支援します。

農業委員 等

１７ 女性農林漁業者の経営・社会参画を進めます
セミナー

イベント 参加

１８ 農業委員への女性の登用を進めます その他 地域

お問い合わせ先

お問い合わせ先

女性を対象とした研修会を開催します。

女性への支援

農業委員等の資質向上のための研修において女性の登用に関する周知・啓発活動
を実施します。

女性への支援

農業委員等の研修において女性の登用に関する周知・啓発活動を
実施します。
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１ 地域の手づくり活動
子ども農山漁村宿泊体験や「食」を活用し観光と連携したグ

リーン・ツーリズムなど、都市と農山漁村の共生・対流を進め
るための創意工夫に富んだ地域ぐるみの取組を支援します。

支援内容

対象となる方

農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する地域の
手づくり活動や人材の活用、施設等の整備を総合的に支援します。

地域協議会（集落が市町村、ＮＰＯ等多様な主体と連携する集落

連合体）、農業法人、ＮＰＯ等

寄りの地方農政局
＜事業名：都市農村共生・対流総合対策交付金＞

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 地域

お問い合わせ先

<補助率> 定額 上限800万円/地区 等

<実施期間> 上限２年

次の３つの取組を総合的に支援します。
（２と３は、１を実施する地域において実施可能）

２ 人材活用
地域の手づくり活動に必要な専門家や若者など外部人材の活

用経費を支援します。

<補助率> 定額 上限250万円/地区 等

<実施期間> 上限３年

３ 施設等の整備
地域の手づくり活動に必要な農林水産物処理加工施設や販売

強化促進施設、農家レストランなど交流拠点施設等の整備や定
住・移住等の環境整備を支援します。

<補助率> 1/2等 上限2,000円/地区 等

<実施期間> 上限２年

子ども体験学習

専門家の活用

農産物販売強化促進施設

女性グループ等の皆様方が地域協議会に参画いただき、都市と農山漁村の共生・
対流に向けた次のような取組を支援します。

（例）地域の農林水産物を活用した新商品や特産品の研究・開発、郷土料理や創作料
理のメニュー開発、農家レストランの経営体制の整備など、女性の感性や食文化

に根ざした地域活性化の取組と、これに必要となる施設等の整備

女性への支援
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定住や二地域居住、都市との地域間交流を促進することにより
農山漁村の活性化を図るため、地域の創意工夫による以下の整備
内容について事業費の１／２等の交付金により支援します。
１．生産基盤及び施設の整備
２．定住環境の整備
３．地域間交流の促進

支援内容

対象となる方

農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活
性化計画の実現に必要な施設整備を中心とした総合的な取組を支援します。

市町村、農林漁業者等の組織する団体、農業協同組合、土地改良区、水産
業協同組合、森林組合、ＮＰＯ法人 等

寄りの地方農政局
＜事業名：農山漁村活性化プロジェクト支援交付金＞

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 地域

お問い合わせ先

滞在型市民農園

農
山
漁
村
へ
の
理
解
の
増
進

Ｉ
Ｊ
Ｕ
タ
ー
ン
へ
の
可
能
性

雇用の創出

体験を通した地域への関心

子ども体験受入拠点

教育活動、地域の活性化
廃屋改修交流施設

伝統行事による交流促進

「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」活用イメージ

農産物加工体験施設

農業用用水路 暗きょ排水 農林水産物集出荷施設 特用林産物生産施設

基盤整備と併せ行う生
活環境の整備

農業集落道

簡易給排水施設

快適な生活環境づくり

女性等の農林漁業経営、地域文化の伝承等能力発揮や地域住民の活動促進に必要と
なる施設及び附帯施設の整備（地域住民活動支援促進施設）を支援します。

生産基盤及び施設の整備等

基盤整備等を基礎とした、定住・交流等
の促進を図るための施設整備を実施

交 流

二地域居住

定 住

女性への支援
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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」の作成を支援します。

寄りの市町村、地方農政局・農政事務所・地域センター
＜事業名：人・農地問題解決推進事業＞

市町村等が、集落・地域レベルでの話し合いに基づき、地域の中心となる経営体、

そこへの農地の集積、中心となる経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり

方等を記載した「人・農地プラン」を作成するための取組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歳未満で独立・自営就農する方）

◎ 農地集積協力金

（中心となる経営体に農地を提供する方）

◎ スーパーＬ資金の当初５年間無利子化

（認定農業者）

◎ 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の方）

といった支援を受けることができます。

※ 「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。

１ 人・農地プラン作成活動等

※ 一度作成した人・農地プランも、定期的に又は随時に見直すことが必要です。

２２ （２７ページ）

２５ （３１ページ）

（３０ページ）２４

「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 地域

お問い合わせ先

２ 地域農業支援組織連携強化活動支援
適切な「人・農地プラン」の作成・実行に向け、地域内の合意形成を効率的・効果

的に進められるよう、市町村段階の地域農業支援組織の連携・分担による推進体制を

強化します。具体的には、連携・分担を明確にすることを前提として、地域連携推進

員の設置等の取組を支援します。

３ 「人・農地プラン」には、様々なメリットがあります。

１ （５ページ）

支援内容 集落・地域が抱える「人と農地の問題」を解決するための地域・集
落における話し合いや、適切な「人・農地プラン」を作成・実行する
ための取組にかかる経費を支援します。
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就農前の研修期間及び経営が不安定な就農直後の所得を確保する給付金
の給付により、青年新規就農者・経営継承者を支援します。

支援内容

準備型 ：就農前の研修期間（最長2年間）
経営開始型：農業経営を始めて間もない時期（最長5年間）
給付額

※経営開始型については、「人・農地プラン」に位置づけられること等が要件
です。また、親元就農の場合は、親からの経営継承（親元就農から5年以
内）や親の経営から独立した部門経営を行う場合に、その時点から対象と
なります。

青年就農給付金
就農前後の所得を確保する給付金を給付します。

年間150万円

２２ 新たに農業を始めたい 補助 女性

機械等経費の補助を支援します。

経営体育成支援事業
農業機械や施設を導入する際に、経費の一部を１／２以内（上限400万
円）で助成します。

支援内容

対象となる方

対象となる方 新規就農者・経営継承者

新規就農者

お問い合わせ先

お問い合わせ先

（準備型）研修先の都道府県、（経営開始型）就農先の市町村
＜事業名：青年就農給付金＞

寄りの地域農業再生協議会又は地域担い手育成総合支援協議会等
＜事業名：経営体育成支援事業（新規就農者補助）＞

夫婦共に就農する場合で、夫婦が共同経営者であることが規定されている家族経
営協定が結ばれていること等を要件に、夫婦合わせて１．５人分の年間２２５万円
が給付されます。

女性への支援
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支援内容

寄りの都道府県、普及指導センター、青年農業者等育成センター
＜資金名：就農支援資金＞

就農支援資金
就農準備や農業経営を開始するのに必要な機械・施設の購入に必要な資

金を無利子で貸付けます。

お問い合わせ先

無利子資金の貸付けで、新規就農者を支援します。

対象となる方 就農計画を作成し、都道府県知事から認定を受けた者

～ コラム４ ～
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！

日本政策金融公庫では、「農業経営の現場での女性活躍状況調査」により６次産業化
や大規模経営に取り組む融資先の農業者を対象とした調査を行い、その調査結果が平成
２５年１月に公表されました。
この中では、融資後３年間の売上高を比較し、「女性の役員・管理職がいる」経営

は、「いない」経営と比べて、売上高増加率がよい傾向にあるという結果が出ていま
す。

９．４％

２３．０％

0% 5% 10% 15% 20% 25%

女性役員・管理
職がいる
（ｎ＝７０）

女性役員・管理
職がいない
（ｎ＝１６４）

１３．６ポイントの乖離

融資後３年間の売上高増加率（女性役員・管理職の有無別）

（備考）１．株式会社日本政策金融公庫「農業経営の現場での女性活躍状況調査」（平成25年１月）による。
２．調査対象は、日本公庫融資先のうち６次産業化・大規模経営に取り組む農業者。
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新規就農者を雇用する農業法人等を支援します。

○農業法人等での就業体験希望者を対象に短期間の就業体験の受入を支援
します。雇用に向けたマッチングにも有効です。

全国農業会議所 ０３－６９１０－１１２６
【ホームページ】 http://www.nca.or.jp/Be-farmer/
＜事業名：農の雇用事業＞

農業法人等による合同会社説明会に出展できます。

○全国及び各都道府県に設置する就農相談窓口に求人情報を登録していた
だければ、就農希望者に求人情報を提供します。

○従業員を募集している農業法人等と就農希望者のマッチングを行うため
の合同会社説明会に出展することができます。

経営局就農・女性課 ０３－３５０２－６４６９
＜事業名：新規就農等相談支援事業＞

助成額

※研修実施に対する助成金を受けるためには、就農希望者を正社員として雇用
し、保険（雇用・労災）に加入することなどの要件を満たす必要があります。

年間 大120万円 （ 長2年間）

助成額 就業体験実習生1名当たり２万円 （定額）

経営局就農・女性課 ０３－３５０２－６４６９
＜事業名：新規就農等相談支援事業＞

○農業法人等が、就農希望者を新たに雇用し、就農に必要な技術や経営ノ
ウハウ等を習得させるために実施する実践的な研修に対して助成します。

２３ 新たな人材を確保したい 相談・
情報

地域

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

支援内容

支援内容

新規就農者を対象とした相談会（新・農業人フェア）において、女性の新規就農
者による体験を紹介するセミナーを実施します。

女性への支援

対象となる方

対象となる方

農業法人等

農業法人等
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農地を出すことへの踏み切りを支援します。

支援内容

「人・農地プラン」に向けた話し合いの中で、地域の中心となる経営体への
農地集積や分散化した農地の連坦化が円滑に進むようにするため、そうしたプ
ランを定めた市町村において、市町村等が農地集積に協力する者に対して農地
集積協力金を交付します。

「人・農地プラン」の作成地域において農地の６年以上の貸付け
等について10年以上の白紙委任を農地利用集積円滑化団体等に行っ
た者に対して以下の協力金を支払います。

寄りの市町村
＜事業名：担い手への農地集積推進事業のうち農地集積協力金＞

① 経営転換協力金

0.5ha以下
0.5ha超2.0ha以下
2.0ha超

[貸付等を行う面積] [交付単価]（※）

： 30万円／戸
： 50万円／戸
： 70万円／戸

※１：市町村への交付単価です。

 交付対象は、販売農家で、農地利用集積円滑化団体等へ１０年以上の白紙委任（※２）が必要。
 25年度から土地利用型農業に加え、樹園地、野菜畑等（土地利用型農業以外）の円滑な経営継承も交付対象。

［交付対象者］
土地利用型農業からの経営転換などをきっかけ
に「人・農地プラン」に位置づけられる中心経
営体への農地集積に協力していただく
① 土地利用型農業から経営転換する農業者
② 農業部門の減少により経営転換する農業者
③ リタイアする農業者
④ 農地の相続人

［交付対象者］
「人・農地プラン」に位置づけられた中心経営
体の農地の連坦化に協力していただく
① 中心経営体の経営耕地に隣接する農地の所

有者
② 中心経営体の経営耕地に隣接する農地を借

りて耕作していた農業者

農地集積協力金

[交付単価](※)

５千円／10ａ

② 分散錯圃解消協力金

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 女性

お問い合わせ先

※２： あらかじめ受け手を誰にするかの希望を農地利用集積円滑化団体等に伝えても白紙委任となります。
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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。

経営局金融調整課 ０３－６７４４－２１６５
＜資金名：農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
＜事業名：農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業＞

２５ 取組みに必要な資金を借りたい 融資 女性

お問い合わせ先

人・農地プランに地域の中心経営体として位置付けられた認定農業者（※）

取扱融資機関 株式会社日本政策金融公庫（沖縄にあっては、沖縄振興開発金融公庫）

対象となる方

＜借入限度額＞
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２０億円まで）

＜償還期限＞
２５年以内（うち据置期間１０年以内）

＜２５年度融資枠＞
１０００億円（２５年度予算７００億円、２４年度補正予算３００億円）

＜金利負担軽減措置＞
貸付当初５年間実質無利子化

※ 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。

貸付条件等
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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。

(独)農業者年金基金、 寄りの農業委員会
【 ホームページ 】 http://www.nounen.go.jp/
＜事業名：農業者年金事業＞

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（月額２万円）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）を助成
します。

２６ 老後資金の充実を図りたい その他 女性

お問い合わせ先

支援内容

○保険料の補助対象者と国庫補助金

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 －

このほか農業経営に役立つ支援
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２７ 農産物の品質管理に取り組みたい 補助 地域

食品の安全性を向上し、需要者や消費者の信頼を確保するため、農業
生産工程管理（ＧＡＰ）の普及を推進します。

農林漁業者団体、市町村、農業協同組合 等対象となる方

支援内容 対象地区において、ＧＡＰの策定・実践を推進するため、研修会の開催や
取組に必要な調査等を実施します。

生産局農産部技術普及課 ０３－６７４４－２４３５
＜事業名：農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及推進＞

お問い合わせ先

お問い合わせ先

２８ 農作業安全に取り組みたい 補助 地域

協議会、民間団体等対象となる方

農作業安全推進協議会が策定する農作業安全推進計画に基づき実施する安
全研修実施体制の整備及び農業者を対象とした事故事例に基づいた研修会や
安全な作業環境整備に係る講習会の開催を重点的に支援します。

支援内容

農作業事故の防止に向けた地域の取り組みを支援します。

生産局農産部技術普及課 ０３－６７４４－２１１１
＜事業名：産地活性化総合対策事業のうち農作業安全緊急推進事業＞

地域の農作業安全推進委員協議会の構成員に女性農業者を加えることを配慮事項
とし、女性の視点も活かした計画づくりを進めます。

女性への支援
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女性林業グループ等を対象に全国レベルの交流会や優良活動事例等の情
報提供を行います。

支援内容

対象となる方

林野庁研究・保全課 ０３－３５０２－５７２１
＜事業名：「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち女性林業者等定着支援＞

女性林業者や女性林業グループ 等

女性林業者の定着を支援するため、民間団体等（事業実施主体）が女性林
業グループ等を対象に全国レベルの交流会や優良活動事例等の情報提供を実
施します。

２９ 女性林業者向けの情報がほしい
相談・
情報

参加

林業分野での支援

お問い合わせ先

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

本事業に基づく活動組織の実施内容を協議する地域協議会に女性が参
画することを要件とします。

支援内容

対象となる方

林野庁計画課 ０３－３５０２－００４８
＜事業名：森林・山村多面的機能発揮対策交付金＞

地域協議会

森林の持つ多面的機能を発揮させるため、地域の活動組織が実施する里山
林など森林の保全管理や広葉樹未利用材の利活用活動、森林環境教育など山
村活性化に資する取組を支援します。

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

地域

お問い合わせ先

地域環境保全タイプ 森林資源利用タイプ

里山林景観を維持
するための活動

侵入竹の
伐採・除去活動

集落周辺の広葉樹の伐
採・搬出

〈支援対象となる活動組織の活動内容例 〉

森林環境教育の実践

森林空間利用タイプ
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森林所有者や森林組合等が行う集約化に必要な活動を行います。

支援内容

女性を含む森林施業プランナーのレベルアップを目指します。

対象となる方

支援内容

対象となる方

林野庁経営課 ０３－６７４４－２２８８
＜事業名：森林施業プランナー実践力向上対策事業＞

森林施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界確認等の活動に対して支
援します。また、森林の経営の委託を受けて森林経営計画を作成し、計画的
に集約化施業を行う取組を重点的に支援します。

市町村

森林経営計画の作成から森林整備の提案までを行い、提案型集約化施業を
着実に実践できる能力を有する森林施業プランナーの実践力の向上を図るた
めの取組を支援します。

民間団体

３１ 森林施業の集約化を図ります 補助 地域

３２ 森林施業プランナーの実践力の向上を図ります 補助 地域

お問い合わせ先

お問い合わせ先

林野庁経営課 ０３－６７４４－２２８８
（４月以降電話番号が変更となります）
＜事業名：森林整備地域活動支援交付金＞

３３ 木育の推進を行いたい セミナー
イベント 地域

地域の団体に対して、研修や木育セットを提供して、子供を対象とした木
育を実施します。

対象となる方

支援内容

木育の活動を行います。

お問い合わせ先 林野庁木材利用課 ０３－６７４４－２２９８
＜事業名：日本の森林づくり・木づかい国民運動総合対策＞

民間団体
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「産地水産業強化計画」に基づいた施設整備に係る費用を補助します。

支援内容

対象となる方

水産庁防災漁村課 ０３－６７４４－２３９１
＜事業名：強い水産業づくり交付金（産地水産業強化支援事業）＞

市町村、漁業協同組合 等
※産地協議会の構成員である必要があります。

産地協議会が策定した「産地水産業強化計画」に基づいて実施する地域漁
業の課題克服（所得の向上、６次産業化等）へ向けた新たなマーケットの開
拓等の取組に加え、その取組に必要な共同利用施設の整備について支援しま
す。

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 地域

漁業分野での支援

お問い合わせ先

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

漁村の女性による加工・販売等の活動を支援します。

支援内容

対象となる方

水産庁研究指導課 ０３－６７４４－２３７４
＜事業名：沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業＞

民間団体 等

漁村女性グループによる漁獲物の加工・販売や漁村コミュニティにおける
活動を支援します。（例：低利用魚を活用した加工品の開発・販売、地域資
源を活用した魚食普及・都市漁村交流活動、等）

また、漁村の女性を対象とした経営管理等に関する全国規模の研修会や交
流会を開催します。

３５ 漁獲物の加工・販売を行いたい 補助 女性

お問い合わせ先

女性の活動支援のための、子供待機室、調理実習室、会議室等により構成される
「女性等活動拠点施設」の整備を支援します。

女性への支援
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漁船のエンジン等の機器購入に必要な資金や漁家の女性が共同して行う生
産活動に必要な資金を無利子で貸付けます。

支援内容

お住まいの都道府県の水産事務所、所属している漁協
＜事業名：沿岸漁業改善資金＞

沿岸漁業従事者等（※１）対象となる方

ご利用方法

○ 貸付けは、お住まいの都道府県が行います。
○ 貸付けのご相談については、都道府県の水産事務所、水産業普及指導員や所属して

いる漁協等にご連絡ください。
○ 貸付けの手続きは所属している漁協（もしくは、水産事務所等）で行っています。
○ 貸付けを受ける際には、担保又は連帯保証人が必要です。

※１ 沿岸漁業（漁船を使用しない漁業、２０ｔ未満の漁船漁業、定置網漁業、養殖漁業)
の従事者、その組織する団体及び沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業員の
数が２０人以下である者。

◎ 以下を含む沿岸漁業者のための資金を無利子で貸付けます（※２）

※２ 貸付内容により貸付限度額や償還期間及び据置期間等が異なります。

支
援

沿
岸
漁
業
従
事
者
等

漁
業
協
同
組
合
等

都
道
府
県

水
産
庁

補助金

①貸付申請

④貸付金を交付

②貸付申請書を
提出

③貸付けの決定
貸付金を交付

沿岸漁業改善資金（無利子）の貸付け

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 女性

お問い合わせ先

・沿岸漁業の経営もしくは操業状態を改善するために行う、エンジン等の機器購入や加
工機器の設置等に必要な資金。

・家事労働の合理化、生活の合理化のための住居の改善や衛生施設の設置、漁家の女性
が共同して行う水産動植物の採捕・養殖・加工等の生産活動に必要な機器の設置等に必
要な資金。
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新たに起業・創業や第二創業を行う女性等に対して、地域需要を興すビジネ
ス等を支援します。

支援内容

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

起業意欲のある女性等を対象に、必要な資金を低利で融資します

女性、若者（３０歳未満）又は高齢者（５５歳以上）のうち、新規開業し
て概ね５年以内の者

対象となる方

支援内容

対象となる方

他省庁の女性支援

３８ 起業に必要な資金を借りたい 融資 女性

３７ 新たに起業・創業、第二創業を行いたい。（補助、女性） 補助 女性

起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者

新たに起業・創業や第二創業を行う女性・若者に対して事業計画を募集し、
計画の実施に要する費用の一部（２／３）を助成します。
★事業計画策定・実行に際して、認定支援機関たる金融機関等（※）の支

援をうけることが必要です。

※中小企業経営力強化支援法に基づいて認定された経営革新等支援機関を指
します。経営革新等支援機関は全国に５，４８１機関（平成２５年２月１日
時点）あります。

【経営革新等支援機関一覧】
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm

お問い合わせ先

新規事業や雇用の創出を図ることを目的として、起業意欲のある女性・若
者、高齢者を対象に必要な資金（設備資金及び運転資金）を低利で融資しま
す。
※事業計画等の審査により、無担保・無保証人とする特例措置があります。

貸付期間：設備資金は１５年以内。運転資金は７年以内。
貸付限度額：７２００万円。運転資金は４８００万円。

お問い合わせ先

中小企業庁経営支援部創業・技術課 ０３－３５０１－１８１６
＜事業名：地域需要創造型等起業・創業促進補助金（経済産業省）＞

日本政策金融公庫
寄りの支店又は事業資金相談ダイヤル（０１２０－１５４－５０５）まで

お問い合わせください

＜事業名：女性、若者／シニア起業家支援資金（経済産業省）＞
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男女共同参画の視点を活かした地域課題解決の仕組みづくりを支援します

支援内容

対象となる方

内閣府男女共同参画局総務課（０３－３５８１－２５４９）
＜事業名：地域における男女共同参画連携支援事業（内閣府）＞

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 その他 地域

地方公共団体、関係団体等が連携してネットワークを作り、検討会の開催
や具体的活動を実施・周知することにより、男女共同参画の視点を活かした
地域課題解決の仕組みづくりを行うことを支援します。

地方公共団体又は民間団体等（事業実施の際には、地方公共団体と連携し
て取り組むことが必要）

お問い合わせ先

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会は、農山漁村女性の支援を行っている団体です。
フードビジネスや労務管理に関する講座の実施や、起業や女性農業者支援に関する冊子・パ
ンフレット等の作成、ＨＰやメルマガによる情報提供などを行っています。ＨＰから、セミナー等
の情報を入手して下さい。

○お問い合わせ先：０３－５７７７－５３８３
○ホームページ：http://www.weli.or.jp/index.html

女性のチャレンジを応援します
（（社）農山漁村女性・生活活動支援協会のご案内）
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農林水産省の「お問い合わせ先」一覧

女性支援施策全般に関する本省のお問い合わせ先は、
経営局 就農・女性課（ＴＥＬ ０３－３５０２－６６００）

※農林水産省の女性支援施策に関する情報は、
【 http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/index.html】に掲載しております。

北海道農政事務所 〒０６０－０００４
北海道札幌市中央区北4条西17丁目19－6
電話番号：０１１－６４２－５４６１（代表）

東北農政局 〒９８０－００１４
宮城県仙台市青葉区本町3丁目3－1
仙台合同庁舎
電話番号：０２２－２６３－１１１１（代表）

関東農政局 〒３３０－９７２２
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1
さいたま新都心合同庁舎2号館
電話番号：０４８－６００－０６００（代表）

北陸農政局 〒９２０－８５６６
石川県金沢市広坂2丁目2－60
金沢広坂合同庁舎
電話番号：０７６－２６３－２１６１（代表）

東海農政局 〒４６０－８５１６
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2－2
農林総合庁舎1号館
電話番号：０５２－２０１－７２７１（代表）

近畿農政局 〒６０２－８０５４
京都府京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町
電話番号：０７５－４５１－９１６１（代表）

中国四国農政局 〒７００－８５３２
岡山県岡山市北区下石井1丁目4－1
岡山第2合同庁舎
電話番号：０８６－２２４－４５１１（代表）

九州農政局 〒８６０－８５２７
熊本県熊本市西区春日2丁目10－1
熊本地方合同庁舎
電話番号：０９６－２１１－９１１１（代表）

沖縄総合事務局 〒９００－０００６
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1－1
那覇第2地方合同庁舎2号館
電話番号：０９８－８６６－００３１（代表）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨
県、長野県、静岡県

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

新潟県、富山県、石川県、福井県

岐阜県、愛知県、三重県

沖縄県

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

北海道

いずれも代表につながりますので、お問い合わせの際は事業名をお知らせ下さい
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メールマガジン、ホームページについて
お問合せ先：経営局就農・女性課共同参画推進班

（TEL：03-3502-6600）

○ 男女共同参画に関する情報は
ＵＲＬ： http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/index.html

農林水産省では、農山漁村と農林水産業における男女共同参画を推進するため、二か月
に一回、直接電子メールで情報提供するメールマガジン「農山漁村男女共同参画ミニmini
ニュース」を発行しています。
メルマガでは、各地で行われる男女共同参画の取組イベント、女性農業者にぜひご活用し
ていただきたい施策情報等、女性農林漁業者のみならず、男性農林漁業者、消費者、農業
以外の民間企業、地方公共団体の皆さまに知っていただきたい情報をお知らせします。ど
なたでもご利用いただけますので、奮って御登録下さい。

初めて農林水産省が発行するメールマガジンを登録する方（新規登録）

http://www.maff.go.jp/j/pr/e‐mag/reg.html

農林水産省が発行する他のメールマガジンを登録されている方（追加登録）

http://www.maff.go.jp/j/pr/e‐mag/chg.html

２ヶ月に１度（奇数月）、「農林水産省いきいきパートナーシップの日」である22日に
あわせて発行しております。（状況により、発行日が前後することがございます）また
発行日以外にも臨時号を発行し、迅速に情報をお届けします！

「農山漁村男女共同参画

ミニminiニュース」を発行しています

配信登録は
こちら！

女性の活躍 応援します！

農林水産省ホームページのトッ
プページのこのバナーをクリック
してください！

メールマガジンのほかにも、農林水産省ホーム
ページにおいて、男女共同参画に関する情報や女
性農林漁業者の活躍事例、調査結果、女性にご活
用いただきたい事業等を分かりやすく紹介してい
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。「女
性の活躍応援します」ページの情報をご活用くだ
さい。

４１



４２



４３



４４



４５


