
  （※）面積単価×支援年数を初年度に一括交付 

      果  樹 ： 5万円／10ａ × 改植の翌年から４年分 

      茶（改植）： 4万円／10ａ × 改植の実施年から３年分 

支援内容 

【本省担当部局】 
 （１）のうち果樹及び（２）、（３）については 
    生産局 生産流通振興課 果樹生産・需給チーム TEL:03-3502-5957（直通） 
 （１）のうち茶については 

  生産局 生産流通振興課 特産農産物対策室 TEL:03-6744-2117（直通） 

  Ⅲ-１-（１）   果樹・茶支援対策事業 

対象 

ご利用方法 

1 

   農業者、農業者団体、民間団体 等 

   事業内容の詳細については、下記にお問い合わせ下さい。 

   （１）果樹・茶における未収益期間対策 

果樹・茶の産地競争力強化に向けた取組や、果実の新商
品開発等を支援します！！ 

補助率（定額 (※)） 

  果樹及び茶の優良品目・品種への転換、高品質化を加速化するため、 改植等を 

 実施した際の未収益期間に対する支援を実施します。 

  優良品目・品種への転換や園地整備、 
大苗育苗ほの設置、新技術導入、輸出 
促進の実証等を支援します。 

優良品目・品種 

   （２）果樹産地の構造改革や果実の需給安定対策 

   ・果樹経営支援対策 

補助率（定額、1/2） 

＜品目・品種転換＞ ＜小規模園地整備＞ 

   ・果実需給安定等対策 

   果実の計画生産出荷の推進や、一時的な出荷集中時に生食用果実
を加工原料用に仕向ける措置等を支援します。 

  生食用と果汁原料価格の間を埋める新た
な新商品の開発に対する支援を実施します。  

  加工原料を想定した低コスト・省力化栽培
技術の実証に対する支援を実施します。 

   （３）果実の加工流通対策 

補助率（定額（上限200万円）） 

【新商品の開発例】 
   カットフルーツ セミドライフルーツ  ・新需要開発 

 ・品質向上・産地安定出荷システム 補助率（定額） 

  生食用価格の一部で加工原料へのとも補償や品質取引に取り組む産
地への出荷奨励金等の交付等を実施します。 

御利用方法 



支援内容 

【本省担当部局】 

 生産局 生産流通振興課 価格班 

 TEL:０３-３５０２-５９６１（直通） 

   URL: http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika.html 

 Ⅲ-１-（２）  野菜価格安定対策事業のうち 
          契約指定野菜安定供給事業 

対象 

御利用方法 

2 

  農林漁業者又は農林漁業者が組織する団体であって、六次産業化法に基づく総合化
事業計画を農林水産大臣に提出し、認定を受けた者 

 ○六次産業化法に基づく総合化事業計画の審査・認定は、各地方農政局等において実施 

     します。認定に係る手続き等の詳細は、下記農林水産省ホームページに随時掲載します。  

 ○事業内容の詳細については下記連絡先にお問い合わせ下さい。 

 ○総合化事業計画の認定を受けた後、実際の本事業の利用に当たっては、独立行政法人 

     農畜産業振興機構へご相談いただくことになります。 

○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、 

   数量の不足時に市場等から確保する場合にかかる費用の一部を支援します。 

○六次産業化法に基づき作成する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り組む 

   場合についても上記の支援が受けられます。 

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！！ 

国費負担率５０％ 



支援内容 

産地の水産業を強化するための計画に基づき、地域が行う
取組に対し総合的に支援します！！ 

Ⅲ-１-（３） 強い水産業づくり交付金（産地水産業強化支援事業） 

対象 

ごご利用利用i 

①産地協議会 ②市町村、水産業協同組合 等 

① 漁村において、漁業者団体、市町村、関係者から構成される協議会が策定する  

    「産地水産業強化計画」に基づき、所得の向上、地先資源の増大、漁業の６次産業   

    化等に資する取組に対し支援します。 

② ①に加え、「産地水産業強化計画」の実現のために必要となる施設の整備につい 

    て支援します。 

交付率：①定額（１／２以内）、②定額（１／３、１／１０、１／２、５．５／１０、２／３以内） 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

【本省担当部局】 

 水産庁 防災漁村課、加工流通課、栽培養殖課 

  TEL:03-6744-2391（直通）    

                   

御利用方法 



支援内容 

【本省担当部局】 
 

１及び２の支援については、生産局 総務課生産推進室  TEL:03-3502-5945（直通） 

３の支援については、生産局 農業生産支援課  TEL:03-3591-4958（直通） 

対象 

御利用方法 

4 

   協議会、農業者が組織する団体等 

  募集時期や詳細情報の参照先（ＵＲＬ）など支援対象や内容、募集期間等の詳細について
は、募集開始にあわせ農林水産省のホームページに掲載します。 

   http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html 

１．産地の収益力向上への取組に対する支援 

  産地の収益力を向上させるため、産地の関係者が組織する協議会により策定されたプロ
グラム等に基づき、販売企画力、生産技術力、人材育成力の強化、有機農業の推進、国内
産いもでん粉の高品質化技術等の確立、サプライチェーンの構築、地域バイオマスの利活用、
乳業の再編、食肉等流通の合理化の取組を支援します。 
 

２．食料自給率向上に向けた生産拡大の取組に対する支援 

    麦、大豆、新規需要米等については、産地が大幅に生産拡大するための体制づくりや多
収性稲種子の確保等を、粗飼料については広域流通体制の整備や放牧の拡大等による飼
料生産拠点の形成等を支援します。あわせて、これらの取組に必要な共同利用施設の再編・
整備を支援します。 
 

３．広域的な鳥獣被害対策の取組に対する支援 

    県域を越える複数の市町村が連携して行う広域的な鳥獣被害対策を支援するもので、捕
獲鳥獣を食肉として有効活用するための取組についても支援します。 

産地における収益力の向上、食料自給率の向上、鳥獣被
害の防止に向けた取組を総合的に支援し、産地の活性化
を図ります！！ 

補助率（定額、１／２、１／３、１／10以内等） 

手続きの流れ   

 Ⅲ-１-（４）  産地活性化総合対策事業 

事業実施
主体 

農林水産省 
（地方農政局等） 

協議会等が策定したプログラム等とあわ
せて事業実施計画を申請 

補助金を交付 



支援内容 

【本省担当部局】 

１．産地活性化型は、生産局 総務課生産推進室 TEL:03-3502-5945（直通） 

２．地域作物支援型は、生産局 生産流通振興課 TEL:03-3501-3814（直通） 

３．飼料生産拠点育成型は、生産局 畜産部 畜産振興課 TEL:03-6744-2399（直通） 

４．施設園芸省エネ設備導入型は、生産局 農業環境対策課 TEL:03-6744-2114（直通） 

５．畜産新規就農支援型は、生産局 畜産部 畜産企画課 TEL:03-3501-1083（直通） 

対象 

御利用方法 

5 

   協議会、民間団体、農業者団体、農業者グループ等 

  募集時期や詳細情報の参照先（ＵＲＬ）など支援対象や内容、募集期間等の詳細について
は、募集開始にあわせ農林水産省のホームページに掲載します。 

   http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html 

１．産地活性化型 

    産地の収益力の向上や戦略作物等の生産拡大を図るため、協議会が策定したプログラム
に基づく取組に必要となる農業機械等のリース導入を支援します。 

２．地域作物支援型 

    さとうきび産地において、効率的かつ持続的なさとうきびの生産体制を確立するために必
要となる農業機械等のリース導入を支援します。 

３．飼料生産拠点育成型 

    飼料生産を担うコントラクター等飼料生産組織の経営の高度化及び国産粗飼料の流通拠
点における広域流通の推進に必要な農業機械等のリース導入を支援します。 

４．施設園芸省エネ設備導入型 

    施設園芸における温室効果ガス排出削減対策を促進するために必要となる省エネルギー
設備のリース導入を支援します。 

５．畜産新規就農支援型 

    畜産部門の経営継承等を促進するため、新規就農者が必要とする農業機械等のリース導
入を支援します。 

産地の活性化、地域作物支援、飼料生産拠点育成、施設
園芸における省エネルギー設備導入、畜産業新規就農の
促進等に必要な農業機械等をリース方式で導入する場合
の負担を軽減します！！ 

補助率（定額（リース料のうち物件購入相当の１／２以内等）） 

 Ⅲ-１-（５）  農畜産業機械等リース支援事業 



支援内容 

【本省担当部局】 

 生産局 総務課 生産推進室 

  TEL:03-3502-5945（直通）      

対象 

御利用方法 

6 

   都道府県、市町村、農業者の組織する団体、青年農業者等育成センター、ＮＰＯ法人等 

   本交付金については、国は都道府県に交付金を交付し、事業実施地区の採択に当たって
は、都道府県が採択することとしております。事業の実施を計画している事業実施主体に
あっては、都道府県、市町村にご相談下さい。 

１．食料供給力の強化と生産の持続性の確保 

    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整備や小規
模土地基盤整備等を支援します。 

 

２．新規就農者の育成･確保 

    道府県農業大学校等での研修教育や職業訓練の推進に要する施設の整備、研修カリ
キュラムの策定等の取組を支援します。 

 

３．安全で効率的な流通システムの確立 

    中央卸売市場における低温卸売場などの施設の整備や、卸・仲卸業者等が組織する事業
協同組合等による市場活性化のための施設の整備等を支援します。 

国産農産物の安定供給のため、生産・経営から流通までの
強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備等を支援！！ 

交付率（都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）） 

  Ⅲ-１-（６）  強い農業づくり交付金 

手続きの流れ 

事業実
施主体 

①事業実施
計画を申請 

市町村 都道府県 
農林水産省 

（地方農政局等） 

②内容を取り
まとめ申請 

③内容を取り
まとめ申請 

④交付金を 

交付 

⑤補助金を 

交付 

⑥補助金を 

交付 



１．一般型 
（１）新規就農者補助事業 
    新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業用機械等導入の初期投資の軽減を支援。 
  

（２）融資主体型補助事業 
     意欲ある経営体が融資を主体として農業用機械等を導入する場合、融資残の自己負担部分につ 
    いて補助金を交付することにより、主体的な経営展開を補完的に支援。 

  
（３）追加的信用供与補助事業等 
   融資主体型補助事業に係る融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会への補助金の積増 
  による金融機関への債務保証（経営体の信用保証）の拡大等を支援。 

 
（４）集落営農補助事業 
   集落営農の組織化・法人化に必要な農業用機械等の導入を支援。 

 

 
２．条件不利地域型 
    経営規模の零細な地域等における意欲ある経営体の育成に必要な共同利用機械等の導入を支    
  援。 
  

支援内容 

【本省担当部局】 

 経営局 構造改善課（経営構造対策室 経営構造対策班） 

  TEL:03-6744-2148（直通） 

  http://www.maff.go.jp/j/keiei/keikou/kouzou_taisaku/index.html 

    Ⅲ-１-（７）  経営体育成支援事業 

対象 

御利用方法 

7 

   新規就農者、意欲ある経営体、集落営農組織 

          ※事業実施主体は、｢地域協議会等」となります。 

  ○支援対象や内容、募集期間等については、募集開始に合わせて農林水産省のホーム 

   ページに掲載します。  

  ○事業実施主体である「地域協議会等」から補助金が交付されます。 

  新規就農者、意欲ある経営体、集落営農組織など多様な経営体が経営規模の拡
大や経営の多角化を図っていくために必要な農業用機械の整備等の経費を国が直接
支援します。 

意欲ある多様な経営体を育成･確保するため農業機械の
整備等を国が直接支援します！！ 

補助率：１／２以内 

補助率：定額 

補助率：融資残額（3/10上限） 

補助率：１／２以内（400万円上限） 

補助率：１／２以内 



支援内容 

【本省担当部局】 

 経営局 構造改善課（経営構造対策室 地域対策班） 

  TEL:03-3502-6444（直通） 

  http://www.maff.go.jp/j/keiei/keikou/kouzou_taisaku/index.html       

    Ⅲ-１-（８）  特定地域経営支援対策事業のうち 
沖縄農業対策事業 

対象 

御利用方法 

8 

   市町村、土地改良区、農業協同組合、農業者等の組織する団体等 

  ○ 事業の募集は、県が行います。 

  ○ 事業計画は市町村が作成し、県が国と協議した後に承認します。    

  ○ 事業計画の承認後、国は県知事からの補助金交付申請に基づき交付を決定し、 

    県、市町村を経由して事業実施主体に補助金を交付します。 

   沖縄農業の持続的な発展を図るため、意欲ある多様な経営体の育成に必要な生産施 

     設、加工施設等の整備を支援します。 

沖縄県において、意欲ある多様な経営体の育成に必要な
農業用施設等の整備を支援します！！ 

補助率（２／３以内） 

○ 主な支援対象メニュー 

国 
沖
縄
県 

市
町
村 

事
業
実
施
主
体 
○ 手続きの流れ（事業計画の承認） 

① 施設等の整備を要望 ② 事業計画を作成し申請 ③ 事業計画の内容を協議 

④ 協議結果の回答 ⑤ 事業計画の承認通知 
⑥ 事業計画が承認された 
   旨通知 

・土地基盤整備 
・農業用機械 
・温室 
・集出荷貯蔵施設 
・農畜産物処理加工施設 
・産地形成促進施設 等 


