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○ 集落営農とは、集落を単位として、地域ぐるみで農作業の共同化や機械の共同利用を行うこ
とにより、経営の効率化を目指す組織。

○ 集落営農数は、平成26年２月（概数）で１万４，７１７（うち法人数は、３，２５５）。
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資料：集落営農実態調査

注1：平成18年までは5月1日現在、平成19年以降は2月1日現在の結果である。

注2：平成24年調査より、東日本大震災の影響で営農活動を休止している宮城県及び福島県の集落営農については、調査結果に含めていない。

○ 特定農業団体、特定農業法人は、担い手が不足している地域において、地域の地権者の合意を得て、地域の自主的な農地の利用集積等の取組

を規定した特定農用地利用規定に位置付けられた組織であり、農地の受け皿を確保する手法として活用されてきたもの。当該法人、団体は、地域内

から農地の権利設定又は農作業委託の申し出があった場合、これを受ける義務を負う（農業経営基盤強化促進法 第23条第４項）。

○ 当該制度は、集落営農の組織化を図るための手法として、滋賀県、広島県、富山県など集落営農が多く存在する県で活用されている。

特定農業団体
 地域の農用地面積の３分の２以上について農作業を受託する相手方として、

特定農用地利用規程（※）に位置付けられた任意組織

【要件】

 農作業を受託する組織であること
 規約または定款が作成されていること

 農業経営を営む法人になることに関する計画を有すること（５年以内の法人
化）

 組織の主たる従事者の所得目標額が定められていること（目標額は市町村の
定める基本構想で定められた額と同等以上の水準であること）

 資材等の購入から農産物の販売、収益配分を一元的に行っていること

特定農業法人
 地域の農用地面積の２分の１以上について利用権を設定する相手方と

して、特定農用地利用規程（※）に位置付けられた農業経営を営む法人

※特定農用地利用規定

地域内の地権者等の３分の２以上で組織する団体が、作付の集団化
や担い手への農用地の利用集積等を行うための規程を定め、市町村
長の認定を受けたもの（農用地利用規程）のうち、特定農業団体・特定
農業法人を位置付けたもの
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平成25年の上位10県

特定農業団体 特定農業法人

滋賀県 251 山口県 154

宮城県 229 広島県 145

岩手県 145 島根県 107

富山県 116 滋賀県 95

山形県 95 富山県 74

秋田県 78 大分県 53

長崎県 73 福井県 25

大分県 68 秋田県 18

兵庫県 64 福島県 16

香川県 59 石川県 15

（出典）経営政策課調べ「認定農業者等の認定状況」

特定農業団体、特定農業法人について
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【２つの補てん対策を実施】
① ゲタ対策 ・・・・ 諸外国との生産条件格差から生じる不利を補正（生産コストと販売収入との差額に着目）
② ナラシ対策 ・・・ 毎年の収入の減少の影響を緩和するための補てん

【対象となる経営体】
「認定農業者」又は「集落営農」で一定の経営規模（面積）※を有すること
※ 都府県 ４ha以上、北海道 10ha以上、集落営農20ha以上。ただし、一定の経営規模以下でも加入できる市町村特認を用意（Ｈ20～）

①ゲタ対策（生産条件不利補正交付金） ②ナラシ対策（収入減少影響緩和交付金）

【対象品目】

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

【対象品目】 （米は対象でない）

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

標準的
収入

当年産
収入

固定払（７割）

数量払（３割）

標準的な
販売収入

補てん
部分

標準的な
生産コスト

収入減少
補てん金

収入減
の９割

国【３】

農業者【１】

・ ２種類の支払で、対象作物のコスト割れを補てん。

・ ①「過去の作付面積に対する面積払(固定払)」と、

②「当年産の生産数量に対する数量・品質払(数量払)」

に分けて支払。

・ 当年産収入額の合計（作物ごとの収支の合算）が過去
の平均収入である標準的収入額を下回った場合に、減
収額の９割を補てん（価格下落が継続すると標準的収入
額が下落。）

・ 対策加入者はあらかじめ一定額の積立金を拠出。

（生産者１：国３）

農業者１：国３
の割合で積立金を拠出

○ 産地づくり交付金（転作助成金）
主食用米と転作作物の所得差を補てん

（対象者）米の生産調整達成者
（対象品目・単価）水田で作付けされる作物に対し、地域が独自に交付金の対象作物、交付金の単価を設定

３

水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的対策）の概要

対象作物 　交付金額

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 　交付金額

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㎏

目的 対象作物 交付対象者

◇ 販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対
象に、その差額を交付することにより、農業経営の安
定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向
上と農業の多面的機能を維持する

◇ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そ
ば、なたね

◇ 水田については、水田活用の所得補償交付金とし
て、これに加えて、飼料作物、米粉用・飼料用米、ＷＣ
Ｓ用稲、加工用米、地域特産物も対象

◇ 対象作物の生産数量目標に
従って販売目的で生産（耕作）
する販売農家・集落営農

畑作物の所得補償交付金
（2,123億円） 【水田・畑地共通】 水田活用の所得補償交付金 （2,284億円）

【水田の活用による自給率向上】

【生産数量目標を守った農業者が対象】

加算
措置等

営農継続
支払（２万円）

平均単収

数量払

収量

交
付
金

＜畑作物の所得補償交付金のイメージ＞

注１：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/60㎏を加算
注２：交付単価の10ａ当たりの面積換算値では、現行の品目横断対策に比べて、小麦は約３千円、大豆は約１万円の増額

【米の所得補償交付金】（1,929億円）

１．５万円／10ａ

【米価変動補てん交付金】（1,391億円（24年度予算計上））

当年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合、その差額を補てん

【産地資金】
地域の実情に即して、麦・大豆等の戦略作物の生産性向上、地域振興作物や備蓄米

の生産の取組等を支援

加算措置
150億円

推進事業等
116億円

【二毛作助成】 1.5万円/10a

【耕畜連携助成】 1.3万円/10a

米に対する助成

規模の大小にかかわらず農地利用集積円滑化事
業により、面的集積（連坦化）した場合、利用権設
定した面積に２万円/10ａを交付

規模拡大加算

畑作物について数量払の交付単価を品質に応じ
て増減

品質加算

畑の耕作放棄地を解消し、麦、大豆、そば、なたねを作
付けた場合に、一定額（２～３万円/10a）を最長５年間交
付

再生利用加算

畑地に地力の維持・向上につながる作物を栽培してすき
込む場合（休閑緑肥）に、１万円/10aを交付

緑肥輪作加算

集落営農が法人化した場合に、40万円を定額で交
付

集落営農の法人化支援

生産数量目標の設定や作付確認等を行う都道府
県、市町村等に対して必要な経費を助成

推進事業等

農業者戸別所得補償制度の概要（平成23年度）

【面積払（営農継続支払）】
前年産の生産面積に基づき交付 ２．０万円／10ａ

【数量払】

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

【戦略作物助成】

４



畑作物の直接支払交付金（ゲタ）
（2,093億円） 【水田・畑地共通】

水田活用の直接支払交付金
（2,770億円）

【米の生産数量目標を守った販売農家又は集落営農が対象】
営農継続支払（２万円）

平均単収

数量払

収量

交
付
金

＜畑作物の直接支払交付金のイメージ＞

注１：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/60㎏を加算
注２：てん菜の基準糖度は、16.3度
注３：でん粉原料用ばれいしょの基準でん粉含有率は、19.5％

（806億円） 7,500円／10ａ

【産地交付金】

【二毛作助成】 1.5万円/10a 【耕畜連携助成】 1.3万円/10a

米の直接支払交付金

経営所得安定対策等の概要（平成26年度）

【面積払（営農継続支払）】
前年産の生産面積に基づき交付 ２万円／10ａ（そばについては、1.3万円／10ａ）

【販売農家又は集落営農が対象】
【数量払】

交付単価は品質に応じて増減

【販売農家又は集落営農が対象】
【戦略作物助成】

◇ 【推進補助金等】 （92億円） 対策の運営に必要な経費を措置するとともに、対策の推進、作付面積の確認等を行う都道府県・市町村等に対して、必要な経費を助成等
◇ 【再生利用交付金】 （10億円） 畑の耕作放棄地を解消し、麦、大豆、そば、なたねを作付けた場合に、一定額（２～３万円/10a）を交付（26年度限り）

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a

WCS用稲 8.0万円/10a

加工用米 2.0万円/10a

飼料用米・米粉用米 収量に応じ、5.5万円～10.5万円/10a

【認定農業者又は集落営農で一定の経営規模を有すること等が要件】

◇ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょを対象に、収入が減少した場合に標準的
収入額との差額を下回った場合に、減収額の９割を補填（対策加入者と国が１対３の割合で
拠出）

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ）

【25年度に米の直接支払交付金の交付を受けた者が対象】

（200億円（25年産））

25年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合、その差額を補塡

米価変動補塡交付金

◇ 26年産から廃止

◇ 激変緩和のための経過措置として、26年産米から単価を7,500円/10ａに削減
した上で、29年産までの時限措置として実施（30年産から廃止）

注：そば・なたね
は、産地交付金
からの交付に変
更

◇ 地域が策定する「水田フル活用ビジョン」に基づく、①水田における麦、大豆等
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。

＜飼料用米・米粉用米の交付単価のイメージ＞

注１：数量払による助成は、農産物検査機関
による数量確認を受けていることが条件

注２：※は全国平均の数値であり、各地域へ
の適用に当たっては、当該地域に応じた
単収（配分単収）を適用

数量払の単価（傾き）：約167円／kg助成額
（万円）

10.5万

8.0万

5.5万

単収（kg/10a）680※530※
(標準単収値）

380※

（751億円）

直接支払推進事業等
（103億円）

対象作物 平均交付単価

小麦【水田・畑地】 6,320円/60㎏

二条大麦【水田・畑地】 5,130円/50㎏

六条大麦【水田・畑地】 5,490円/50㎏

はだか麦【水田・畑地】 7,380円/60㎏

大豆【水田・畑地】 11,660円/60㎏

対象作物 平均交付単価

てん菜 7,260円/ ｔ

でん粉原料用ばれいしょ 12,840円/ ｔ

そば【水田・畑地】 13,030円/45㎏

なたね【水田・畑地】 9,640円/60㎏

５

生産条件不利補正交付金（ゲタ対策） 収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）

対
象
農
業
者

交
付
金
の
仕
組
み

現行法 改正後

諸外国との生産条件の格差により不利がある農産物について、生産
コストと販売額の差に相当する額を直接交付
（低い輸入価格が原因でコスト割れとなっている麦、大豆等が対象）

収入減少による農業経営への影響を緩和し、安定的な農業経営
ができるようにするための農業者拠出に基づくセーフティーネット
対策 （米と麦・大豆等が対象）

【平成26年度予算：2,093億円】 【平成26年度予算：751億円】

担い手経営安定法の改正のポイント

認定農業者、集落営農のうち一定規模以上の者

都府県４ha、北海道10ha、集落営農20ha以上等

認定農業者、集落営農、認定新規就農者
（いずれも規模要件は課さない）

ゲタ対策のイメージ （変更後）

交付額

単位面積当たり収量

数量払

面積払 収穫前に内金として支払い

農業者１：国３
の積立金を財源

標準的
収入

当年産
収入

過去の５年
のうち、最
高・最低を
除く３年の
平均収入

収入減少

ナラシ対策のイメージ （変更なし）

意欲と能力のある農業者
であれば幅広く対象

単位面積当たり収量が多いほど
交付額が上がる仕組みに変更

９割を補てん

６



人・農地問題解決推進事業（平成25年度）

人・農地プラン作成活動等

人・農地プランを作成するための取組等に対
して支援。

○ 人と農地の問題に継続的に取り組むため、25年度の施策をベースとして各種取組を強化・拡充

人・農地問題解決加速化支援事業（平成26年度）

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、市町村段階に地域農業連携推
進員を設置する取組等を支援。

○ 原案作成のための打合せ経費
○ 地域での合意形成・周知活動
○ プランの印刷費
○ 市町村及び都道府県の事務費

○ 地域連携推進員の設置・派遣
○ 農地情報整備経費

人・農地問題解決加速化支援事業（平成26年度）（1,188百万円）

２．地域連携推進員の活動支援（487百万円）

人・農地プランの見直しや、集落営農の組織化・法人化、新規就
農者の定着のための経営・技術指導等を効率的・効果的に進められ
るよう、市町村が設置する普及員のＯＢ、リタイヤした高齢農業者
等のノウハウを活用した地域連携推進員の活動を支援します。

１．人・農地プランの見直し支援（240百万円）

市町村等が、担い手への農地の集積・集約化、地域農業のあり方
等を記載した人・農地プランの継続的な話合いと見直しを行うため
の活動等に対して支援します。

４．経営改善実践システムの運用（20百万円）

農業者が自らの経営改善を行っていくための新たな農業経営改善
指標の円滑な活用及び更なる利便性の向上のため、当該指標に係る
システムを運用・改修します。

３．農業経営の法人化等の支援（440百万円）

集落営農の組織化・法人化及び複数個別経営の法人化等の取組を
支援します。併せて、法人経営に必要となる労務・財務管理や障害
者雇用についての啓発活動等を支援します。

26年度予算額 【12億円】

７

地域連携推進員の活動支援 26年度予算額 【4.9億円】

○ 人・農地プランの継続的な見直し等を効率的・効果的に進められるよう、市町村が設置
する普及員のＯＢ、リタイヤした高齢農業者等のノウハウを活用した地域連携推進員の
活動等を支援する。

○ 人・農地プランの継続的な見直し、各
地域の合意形成・実行を的確に進めるた
めに必要な人員を市町村※が雇用。
（※市町村段階で実施できない場合は都道府県段階で行
うことも可）

① プランの必要性の説明や農地の受け
手と出し手に対する意向調査の実施

② 各種支援施策の活用提案

③ 集落営農の組織化・法人化

④ 新規就農者の定着のための経営・技
術指導

⑤ 各地域における課題・問題点の収集
並びに地域農業支援組織への提供 等

連携推進員の活動地域連携推進員の設置

【地域連携推進員として期待される人材】

・ 普及指導員のＯＢ
・ リタイヤした農業者 等

８



農業経営の法人化等の支援 26年度予算額 【4.4億円】

○集落営農の組織化・法人化及び複数個別経営の法人化等の取組を支援します。

① 集落営農の法人化に当たっては、定款作成、登記申請手続などの費用がかかること
から、集落営農が法人化した際に定額（40万円）で助成。

② 集落営農の法人化に加え、地域農業に貢献する複数個別経営の法人化や法人同士が
統合して新たに法人を立ち上げる場合等についても、定額（40万円）で助成。

① 集落営農の法人化に当たっては、定款作成、登記申請手続などの費用がかかること
から、集落営農が法人化した際に定額（40万円）で助成。

② 集落営農の法人化に加え、地域農業に貢献する複数個別経営の法人化や法人同士が
統合して新たに法人を立ち上げる場合等についても、定額（40万円）で助成。

農業経営の法人化支援

○ 集落営農の法人化の前提となる組織化の際に必要となる会計経理知識の習得や規約の
作成、設立準備会等に費用がかかることから、集落営農の組織化に対して定額（20万
円）で助成。

○ 集落営農の法人化の前提となる組織化の際に必要となる会計経理知識の習得や規約の
作成、設立準備会等に費用がかかることから、集落営農の組織化に対して定額（20万
円）で助成。

集落営農の組織化支援

26年度
拡充

26年度
拡充

26年度
拡充

○ 法人経営に必要となる労務・財務管理や障害者雇用に関する知識等を取得するため
の啓発活動等を支援。

○ 法人経営に必要となる労務・財務管理や障害者雇用に関する知識等を取得するため
の啓発活動等を支援。

法人経営の支援

９

法人経営・大規模家族経営の推進

スーパーＬ資金（日本政策金融公庫の低利資金）

○ 人・農地プランの中心経営体等として位置付けられた認定農業者が借り入れるスー
パーＬ資金は、貸付当初５年間 実質無利子化 （償還期限：25年以内）

○ 26年度融資枠：1000億円
○ 貸付限度額 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て20億円）

○ 経営規模拡大等に意欲的に取り組む農業法人の資金調達を円滑にするため、農業
法人投資育成制度により大臣承認を受けた株式会社又は投資事業有限責任組合が
農業法人に対して出資

○ 経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、所得の計算上、
この積立額を、個人は必要経費に、法人は損金に算入可能

○ 積み立てた準備金を５年以内に取り崩して、農用地や農業用機械等の

固定資産を取得した場合、圧縮記帳が可能

融
資

農業経営基盤強化準備金制度
税
制

農業法人投資育成制度
出
資
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任意組織としての集落営農 法人化した場合

法人格

なし

○ 作業受託はできても、農地利用権の設定は不可能

○ 農業経営基盤強化準備金（税制特例）の利用は不可能

○ 安定雇用することも難しい

あり

○ 農地利用権の設定が可能となる
（規模拡大加算を受給できるようになる）

○ 農業経営基盤強化準備金（税制特例）が利用できるようになる

○ 青年就農者などを安定雇用することが可能となる

経営判断
できる体制

法律に基づかない、メンバーの合意による役員体制

○ 合意次第で役員の決定権限は様々であるが、一般的には
メンバーの総意がないと新たな経営判断は難しい

○ 役員はメンバー内から選ぶしかなく、高齢化が進行した時、
役員がいなくなるおそれ

法律に基づく役員体制

○ 役員の権限は明確であり、生産物販売先や生産資材調達先
の変更など、経営発展・所得向上のための経営判断を役員が
機動的に行えるようになる

○ 役員に職員や外部の人を登用することもでき、組織として継
続できる

投資財源
の確保

内部留保はできない

○ 将来の経営展開のための投資財源の確保はできない

○ 農業経営基盤強化準備金（税制特例）の利用も不可能

組織としての融資や出資は受けられない

内部留保できる

○ 将来の経営展開のための投資財源を確保できる

○ 農業経営基盤強化準備金（税制特例）も利用できる

融資や出資も受けられる

雇用の確保

難しい

○ 雇用保険・労災保険などの福利厚生はなく、青年の就職
先として適切でない

○ 農の雇用事業の対象にならない

可能

○ 雇用保険・労災保険などの福利厚生が整い、青年を雇用しや
すくなる

○ 農の雇用事業の対象となる

備考
任意組織としての集落営農は、法人化に向けての準備・調整期間と

考えるべきもの

２４年４月版

○ 集落営農が任意組織のままでは、法人格、経営体制、投資財源や雇用の確保等の面で、経営・地域農
業の発展を図っていくのに限界。この意味で、任意組織としての集落営農は、法人化に向けての準備・
調整期間と考え、法人化を実現していくことが重要。

法人化のメリット

11

○コントラクターによる労働負担の軽減及び飼料生産作業の効率化・低コスト化を促進することが重要。
○コントラクターの組織数は、平成１５年の３１７組織から平成２５年には５８１組織に増加。
○作業受託を新たに開始する場合の受託面積に応じた助成や青刈りとうもろこし等の作付・利用拡大面積に応じた助
成、コントラクターが経営の高度化を図るのに必要な施設の整備及び機械のリース導入を支援。

【26年度】 飼料増産総合対策事業

・ 新たに作業受託を始めるコントラクター等に対し、作業受託開始当初３

年間に限り、受託面積に応じての支援。

・ コントラクター等による青刈りとうもろこし、アルファルファ等の栄養価

の高い良質な粗飼料の作付・利用拡大等に対して支援

・ コントラクター等の飼料生産技術者の資質向上を図る取組を支援。

（補助率：定額）

【25年度補正・26年度】 強い農業づくり交付金

飼料調製・流通・保管施設の整備等の取組を支援。
（補助率：１／２以内）

【26年度】 産地活性化総合対策事業

飼料生産組織の法人化や規模拡大等による経営の高度化に必要な農

業機械等のリース導入を支援。 （補助率：１／２以内）

【24年度補正の実施期間延長】 飼料自給力強化支援事業

・ コントラクター等が草地への転換、草地更新に要する経費の一部を補

助。

・ コントラクター等がトウモロコシ等の高エネルギー飼料作物を新たに

作付けする場合、拡大面積の作付けに要する経費の一部を補助。

・ コントラクター等の経営の高度化に必要な機械のリース方式による導

入を支援。 （補助率：１／２以内）

・ 国産粗飼料の広域流通に取り組むコントラクター等に対し、広域流通

する粗飼料の前年からの拡大数量に応じて支援。 （補助率：定額）

全 国 Ｈ１５年度 Ｈ２０年度 Ｈ２５年度

組織数 ３１７ ５２２ ５８１

コントラクター組織数の推移 作業別受託面積（H22）

○総受託面積の約５割が
飼料収穫作業面積

※その他飼料関連作業とは、改良資材散布等
※飼料以外の農作業とは、水稲・大豆・麦等の
移植・播種・収穫作業等

飼料収穫作業

53%

たい肥

散布作業

14%

耕起等作業

4%

稲わら等収穫作業

１%

その他飼料関連作業

17%

飼料以外の農作業

12%

飼料コントラクターについて
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○ TMRを畜産経営に供給するTMRセンターは、飼料生産労働力不足への対応や、良質飼料の供給を推進する上で

重要であり、施設整備等の取組を支援。

○ 平成１５年には３２箇所であったTMRセンターは、平成２５年には１１０箇所に増加。

○ 北海道では、大規模なTMRセンターがコントラクター業務も行い、自給飼料を積極的に活用する事例が増加してお

り、都府県では、粗飼料と食品残さ等を組み合わせて利用する事例が増加。

TMR（total mixed rations）とは、粗飼料､濃厚飼料、ミネラル、ビタミン、添加物等を混ぜ合わせ、必要な栄養素をすべて含んだ混合飼料。
配合設計に基づき良質な飼料が安価で生産できるメリットがある。

【25年度補正・26年度】 強い農業づくり交付金

飼料調製・流通・保管施設の整備等を支援。
（補助率：１／２以内）

【26年度】 産地活性化総合対策事業

飼料生産組織の法人化や規模拡大等による経営の高度化
に必要な農業機械等のリース導入を支援。

（補助率：１／２以内）

TMRセンターの数

Ｈ１５年度 Ｈ２０年度 Ｈ２５年度

箇所数 ３２ ８５ １１０

（うち北海道） （７） （３５） （５１） 飼料貯蔵施設 撹拌機

ＴＭＲセンターの施設・機械

ＴＭＲ調製プラント

【24年度補正の実施期間延長】
飼料自給力強化支援事業

・ 経営診断や技術面での指導による運営の改善計画作成及
びＴＭＲセンターの機能向上に要する経費の一部を助成

（補助率：定額、１／２以内）
・ ＴＭＲセンター等の経営の高度化に必要な機械のリース方
式による導入を支援。 （補助率：１／２以内）

・ 国産粗飼料の広域流通に取り組むＴＭＲセンター等に対し、
広域流通する粗飼料の前年からの拡大数量に応じて支援。

（補助率：定額）

ＴＭＲセンターについて
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1,238  1,200  1,179  1,178  1,173  1,155 

1,271  1,181  1,139  1,066  1,035  1,027 

2,509 
2,381  2,318  2,244  2,208  2,182 

19 20 21 22 23 24

専任ヘルパー数 臨時ヘルパー数

17.5 17.5
18.2 18.5

19.7 20.2

19 20 21 22 23 24

○ 酪農ヘルパーは、毎日の搾
乳や飼養管理が不可欠な酪
農経営において、休日の確保
や傷病時の経営存続に重要。

○ また、ヘルパー業務を通じた酪
農後継者や新規就農希望者の
育成の役割も担っており、地域酪
農の生産基盤の維持の観点から
も極めて重要。

【現状】 【課題】

○利用農家1戸当たりの利用日数推移

○ヘルパー要員数推移（毎年8月1日現在） ○搾乳・飼養管理以外の作業を実施している組合数（H24年8月1日現在）

○ヘルパーからの新規就農者数

年度

324 99 22 22 88 27 10
(31%) (7%) (7%) (27%) (8%) (3%)

( ) 内は、全利用組合(324)に対する割合

うち搾乳・飼養管理以外の作業を実施している利用組合数利用組合数

牛群
検定

粗飼料
生産

肉用牛の
飼養管理

削蹄・
除角等

堆肥
生産

日

○ 酪農ヘルパー事業円滑化
対策事業（地方基金：国が
1/2）が平成25年度で終了す

ることを踏まえた酪農ヘル
パー制度の安定的な運営。

○ 近年、ヘルパー要員数が減
少する中でヘルパーの作業内
容が多様化していることを踏
まえ、ヘルパー要員（専任・臨
時）の確保・資質向上・定着に
向けた取組が必要。

※臨時ヘルパーとは、臨時にヘルパー業務を行うもの（酪農後継者等）

酪農ヘルパーについて

○ 酪農経営安定化支援ヘルパー事業
（事業実施期間：平成26～28年度、26年度予算額：771百万円）

＜主な新規・拡充事項＞
・ 酪農ヘルパーの人材育成に係る実践研修、臨時
ヘルパーの出役支援、業務拡大に必要な免許取得
への新たな支援
・ 傷病時のヘルパー利用の条件に「育児サポート」
を追加
・ 利用組合の強化に係る広域利用等を条件とした
運営経費助成

【対応】

５～１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 　２４年度

80人 6人 9人 8人 5人 10人
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人・農地問題解決加速化支援事業

【１，１８８（１，１０９）百万円】

対策のポイント

人・農地プランについての継続的な話合いと見直しを進め、担い手への農

地の集積・集約化が円滑に進むようにします。

＜背景／課題＞

・高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などで、地域農業の5年後、10年後の展望が

描けない集落・地域が多数存在している中で、「人・農地プラン」についての継続的

な話合いと見直しにより、担い手への農地集積・集約化や新規就農・経営継承、農業

法人・集落営農の育成を促し、農業の体質強化を図ることが重要です。

政策目標

○ 担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の８割となるよう農地

集積を推進

○ 青年新規就農者を毎年２万人定着させ、10年後に40代以下の農業従事者

を約40万人に拡大

＜主な内容＞

１．人・農地プランの見直し支援等 ２６１百万円

市町村等が、担い手への農地の集積・集約化、地域農業のあり方等を記載した人

・農地プランの継続的な話合いと見直しを行うための活動等に対して支援します。

※ 人・農地プランの検討会のメンバーの概ね３割以上は女性とします。

２．地域連携推進員の活動支援 ４８７百万円

人・農地プランの見直しや、集落営農の組織化・法人化、新規就農者の定着のた

めの経営・技術指導等を効率的・効果的に進められるよう、普及員のＯＢ、リタイ

ヤした高齢農業者等のノウハウを活用した地域連携推進員の活動を支援します。

３．農業経営の法人化等の支援 ４４０百万円

集落営農の組織化・法人化及び複数個別経営の法人化等の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県、市町村等

［お問い合わせ先：経営局経営政策課 （０３－６７４４－２１４３）］

［平成26年度予算の概要］
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