
【支援のしくみ】

農業者には様々な支援組織がある
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自己紹介
大石 正明（おおいし まさあき） 鹿児島出身 東京葛飾区在住

【所属】
一般社団法人東京都中小企業診断士協会 理事・城東支部長
一般社団法人農業経営支援センター 理事・事務局長
特定非営利活動法人 日本プロ農業総合支援機構（Ｊ－ＰＡＯ） 会員

【経歴】
2008年 21年間勤務した大手ＩＴ会社を退職
2009年〜 中小企業診断士として独立
2010年〜 とちぎ農業ビジネススクール 講師
2011年 埼玉県６次産業化プランナー ６次産業化支援
2012、13年 埼玉県６次産業化サポートセンター 企画運営委員
2014年〜 埼玉県の法人化推進スペシャリスト 法人化・経営支援
2016年〜 JAバンク山梨 ニューファーマー育成スクール 講師 等

【保有資格】
中小企業診断士 ITコーディネータ 事業承継アドバイザー（金融検定協会）
日本政策金融公庫農業経営アドバイザー／水産業経営アドバイザー試験合格者
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• 国と都道府県の支援の役割分担を理解する

役割分担と支援のしくみを理解したうえで、支援策の活用方法や情報収集方

法を把握する

• さまざまな支援組織について理解する

行政の出先機関から民間まで、さまざまな支援組織が存在する。それら支援

機関の役割を理解する

本講義のねらい
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農業者を支援する仕組みのポイント
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農業者支援における国と都道府県の役割分担

国の施策は全国的な観点で対応することが望ましいもの、都道府県の施策は地域
の実情に応じて必要なものについて措置している。いずれの施策についても基礎自
治体である市町村が相談窓口となるケースが多い。その際、市町村において、国や
県の施策に上乗せした施策を講じ、農業者にまとめて提示される場合もある。

国や都道府県が検討している施策の内容や方向性については、予算要求や審議
会の資料を見ることで確認することができる。

農業者を支援する組織・機関の役割を理解する

行政の出先機関から民間組織まで、さまざまな支援組織・機関が存在する。それぞ
れの役割を理解・認識しておくことが必要。



国と都道府県の支援の役割分担について

理解する
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国と都道府県の役割分担

農業者支援における国と都道府県の役割分担について
国の施策は全国的な観点で一律に対応することが望ましいもの、都道府県は地

域の実情に応じて必要なものについて措置している。同様に市町村においてもそ
の地域の実情にあった施策を措置する場合がある。

国の支援の主なもの
経営：経営所得安定対策
補助金：強い農業づくり交付金
税制：農業経営基盤強化準備金制度
融資：日本政策金融公庫による長期・低利融資など

都道府県が支援する主なもの

・ 協同農業普及事業

都道府県の職員である「普及指導員」が、直接農業者に接して、各都道府県
の農業事情を踏まえた農業技術の指導、経営相談、農業に関する情報の提供を
行う。

その他、農業技術情報、農業機械、企業等の農業参入の支援、農林業資金に
関することなど、さまざまな支援が行われている。
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交付金・補助金による支援の仕組み

交付金・補助金による支援の仕組み

農業における国の支援制度は、都道府県を通じて支援する間接補助の形式を取るこ
とが多い。この場合、

・ 国が主に地方公共団体に特定の目的をもって（用途を指定した）資金を交付し、

・ 地方自治体は交付された交付金・補助金の趣旨に添った事業を実施する。

（例）農業経営者サポート事業

→ 国は、農業経営法人化支援総合事業実施要綱に基づいて、提出された実施計
画を踏まえて都道府県に資金を交付し、

→ 都道府県は事業実施主体を選定し、当該事業実施主体に対して、取組に要し
た資金を交付する。

※なお補助金は、国の政策目的を達成するために、その目的にあった（主として）民
間組織の取組に対して、その経費を交付するもの。
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次年度の支援策はいつ決まるのか

国の予算成立までの基本的な流れ
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６月〜７月
各省庁において
概算要求に向けた準備

８月下旬
概算要求
※ この時点で概略
が公表される

１２月下旬
政府案 閣議決定

１月〜３月
政府が国会に予算案を提出
国会審議
予算成立

翌年４月〜

予算の執行

９月〜１２月中旬
予算編成の作業
財務省原案の策定

10月
予算編成方針
の通知

11月
予算要求調書
の提出

1月下旬
知事審査

2月
2月定例県議会へ
予算案提出

都道府県の予算成立までの基本的な流れ（例：30年度埼玉県）



支援策を活用するには

農業関係の補助金の場合、基礎自治体である市町村が申し込み受付窓口とな
ることが多い（農の雇用事業のように、市町村を経由しない補助事業もある）。国
の支援策や都道府県の支援策について、国（地方支部分局含む）及び都道府県
の担当部署から、要件などの詳細を聞くことができる。

農業者を訪問している普及指導員が国と都道府県の支援策についての内容説明
を担っている場合もある。

市町村では、地域の状況や市町村の計画に応じて国や県の施策に上乗せした
措置を講じ、提示される場合もある。

別の支援窓口が設けられている場合もある

都道府県を経由しない支援策の場合、別途相談・支援窓口を設けている場合も
ある（例：農の雇用事業の場合、全国農業会議所及び各都道府県の農業会議が
申請等の窓口）。
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一般的な補助金の公募情報と申請手続き
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農林水産省等のホームページで情報収集・要件や手続について確認知る

申請する
申請したい補助金を見つけたら窓口となる申請先と相談。
（申込受付期間が短かったりするケースもあるので留意が必要）
募集要項・申請書を入手し、必要な内容を記入して申請先に提出。

決定する

事業の実施

補助金の交付

終了後５年間

選定結果を受け取り、補助金が交付される事業者に決定したら「交付申
請書」を申請先に提出。

交付決定された内容で事業をスタート！
（途中で実施状況についてチェックを受けるケースもある）

実施した事業の内容やかかった経費を報告。きちんと実施されたと確認さ
れると補助を受けられる金額が確定し、補助金を受け取ることができる。

補助金の対象となる領収書や証拠書類は、（検査が行われた場合等に
備えて）補助事業の終了後も5年間は保管しておくことが必要。



支援策の情報収集

国の支援策の情報収集方法

国の支援策については、農林水産省ホームページに掲載される
・ 予算要求、予算概算決定資料
・ 広報資料（「逆引き辞典」、「農業経営支援策活用カタログ

2018」、「農業経営に使える税制・補助金について」等）
などで情報収集することが可能。

詳細については、必要に応じて農林水産省・地方農政局の担当課に
問い合わせることも可能。

都道府県の支援策の情報収集方法

支援の詳細は、各都道府県の農政担当課のホームページにて確認。
必要に応じて問い合わせることも可能。
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さまざまな支援組織について

理解する
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支援組織①

行政の出先機関から民間まで、さまざまな支援組織が存在する。それら支援機関が
それぞれ何をしているのか、理解しておくことが必要。

普及指導センター
都道府県の出先機関で、専門技術・知識を有する者（普及指導員）が配属されて

いる。農家に、環境にやさしい栽培方法や省力栽培などの新しい生産技術導入の
手助けや、経営簿記の記帳・地域特産品の開発・地域の生活環境の整備など、農
家の経営・技術の支援を行なっている。

都道府県農業会議
「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村の農業委員会を支援する「農業

委員会ネットワーク機構」として知事から指定を受けている組織で、農地の有効利
用、担い手育成、新規就農支援などに関して様々な支援を実施している。

農業法人協会
農業法人を会員とする組織。会員である農業法人向け研修や共同事業などを実

施。各都道府県に農業法人協会があるほか、全国組織として、公益社団法人日本
農業法人協会がある。
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支援組織②

農業公社
都道府県や市町村が出資する社団法人や財団法人として設置。担い手の支援、

農地の整備及び農業普及啓発など、農業を振興する事業を実施している。
都道府県と市町村では農業公社の役割が異なっており、都道府県の農業公社は

農地中間管理機構として農地の中間的な受け皿の役割を担っていることが多い。

(例)埼玉県 公益社団法人埼玉県農林公社

農地中間管理機構（農地バンク）

担い手への農地集積・集約化を図るため、各都道府県毎に一つ指定。

農地の中間的な受け皿として、農地所有者と農業経営者の間に立ち、農地を貸
したい者から農地を借り受け、集約化や基盤整備を行った上で担い手に貸付。

６次産業化サポートセンター

加工や販路開拓、衛生管理、輸出、異業種との連携など、農林漁業者が６次産
業化に取り組む際の相談窓口として、専門家である６次産業化プランナーが課題解
決にむけたアドバイスを提供。

各都道府県に設置されているほか、全国段階で支援する６次産業化中央サポー
トセンターがある。 14



支援組織③ ＪＡ

ＪＡ（農業協同組合）

ＪＡは、組合員の互助組織として農
業生産に必要な肥料や農薬等の資材
を共同で購入したり、農畜産物を共同
で販売したりする他、貯金、資金の貸
付などの信用事業や、生命、建物、自
動車等の共済事業、高齢者福祉、健
康管理、旅行など幅広い事業を展開し
ている。
効率的な事業展開をはかるため、指

導・経済・信用・共済などの事業ごとに、
ＪＡとＪＡ連合会等による事業組織が形
づくられ「ＪＡグループ」として活動してい
る。
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出典 ＪＡグループホームページより引用



支援組織④ 日本政策金融公庫
日本政策金融公庫（日本公庫）

日本公庫は政府系金融機関として、民間金融機関のみでは対応が難しい

・ 国民生活事業（小規模事業者向け融資、教育ローン）

・ 農林水産事業（農林漁業者・食品産業向け融資）

・ 中小企業事業（セーフティネット貸付、信用保険の引受）

等の業務を担っている。

このうち農林水産事業では、農林漁業の「天候などの影響を受けやすく収益が不安
定」「投資回収に長期間を要する」といった特性を考慮した長期・低利の資金を供給
している。

その他以下の多様な経営支援サービスの提供を行っている。

・ 事業資金相談ダイヤル、定期相談窓口の設置

・ 農・林・水産業経営アドバイザー、外部ネットワークとの連携による経営支援

・ ビジネスマッチング支援

・ 情報誌「AFCフォーラム」や「農業景況調査」といった各種情報提供
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出典 日本政策金融公庫ホームページ



農業者を支援する仕組みには様々なものが用意され
ている。

相談を受ける場合には、国と都道府県の役割分担を
把握したうえで、身近なしくみを活用していくことがポイ
ント。

近くの支援機関とは連携を密にし、状況を把握してお
くことが望まれる。

まとめ
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• 本画面に記載されている情報の著作権は、農林水産省に帰属します。

• 当画面における無断複製、転載、転送、販売、出版、配布等は社内用、
社外用を問わずいかなる場合においても禁止されており、著作権法等の
罰則対象となります。

• 当画面情報は信頼できる情報や各種データに基づいて作成しております
が、その正確性について担当講師ならびに農林水産省が保証するもの
ではありません。

• 担当講師ならびに農林水産省は本情報に基づいて被ったいかなる損
失・損害等についても一切の責任を負いません。

当講義映像、及び資料に関するご注意
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