
【農業経営に関する農業特有の制度】
農業者を支援する制度について理解する
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自己紹介
髙田 裕司（たかだゆうじ）
特定非営利活動法人 日本プロ農業総合支援機構（Ｊ－ＰＡＯ） 上席コンサルタント

昭和61 年4 月（社）全国農協観光協会（現(株)農協観光）入会
本社、福岡、九州営業本部などで主に農協（JA）の旅行事業開業支援と社内経理
業務に従事
平成18 年4 月より、働く人のカウンセリングとコーチングを開始
平成20 年8 月より、NPO 法人日本プロ農業総合支援機構（Ｊ－ＰＡＯ）に勤務
プロ農業者等に対する事業化支援、農畜産物販売支援、人材育成の各事業を担当

国家資格：中小企業診断士、キャリアコンサルタント、一般旅行業務取扱主任者
その他資格等：産業カウンセラー、森林セラピスト
地理的表示保護制度活用支援窓口関東ブロック総括アドバイザー
日本政策金融公庫 林業経営アドバイザー試験合格者
これまでに農業者の経営改革プランや6次化計画の作成支援・計画達成支援、商品
提案づくりから商談会支援等を全国で実施している。特に、人材育成に関するワーク
ショップの運営、グループワークの実施による活性化策策定支援に多くの経験があ
る。カウンセラー・コーチとして800人以上に関わった経験もあり、「一人ひとりの強み
を活かして少しでも前へ」をモットーとしている 2



 農業に関する保険その他の制度を理解する

 農業共済制度とはどのようなものなのか

 収入保険制度とはどのようなものなのか

 その他の収入減少を補てんする制度とはどのようなものなのか

 農業者向けの公的資金（制度資金）のポイントを理解する

 農業金融の特徴と主な資金ニーズはどういうところにあるのか

 農業者向けの制度資金と信用保証保険制度

 農業経営向け融資残高について

本講義のねらい
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農業に関する保険その他の制度
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農業に関する保険その他の制度
のポイント

農業関係では、自然災害、病虫害、鳥獣害等によって農業者が受ける損失や農産物
の価格の低下などで収入／利益が減少する場合に備えて、各種の制度が措置されて
いる。

 保険・共済

農業共済制度：農業保険法に基づき、農業者の経営安定を図るため、自然災害等
による収穫量の減少等の損失を保険のしくみにより補てんする。

収入保険制度：農業保険法に基づき、全ての農産物を対象（肉用牛、肉用子牛、
肉豚、鶏卵を除く）に、自然災害だけでなく、価格低下などを含めた
収入減少の一部を補てんする。

 その他の収入減少を補てんする制度

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）、指定野菜価格安定制度、
加工原料乳生産者経営安定対策、肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキ
ン）、肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン）、肉用子牛生産者補給金制度、鶏
卵生産者経営安定対策 など
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農業共済制度とは

 制度の目的

農業保険法（昭和22年制定）に基づき、農業者の経営安定を図るため、自然災
害、病虫害等によって収穫量が減少し、農家が受ける損失を補てんするもの。

 制度の仕組み

農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場
合にはその共同準備財産から共済金を支払うことで被災した農業者の損失を補
てんする。（農業者が支払う掛金の原則50%を国が支援）

農業共済制度の対象となる事故
【農作物共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済】

風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因（地震、噴火を含む）による
災害、火災、病虫害、鳥獣害 等

【家畜共済】

家畜の死亡、廃用、疾病、傷害
※ なお、農作物共済についてはこれまで当然加入制であったが、平成31年産から任意加入制

に移行。
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収入保険制度とは①

 収入保険制度とは ＊平成31年１月１日から実施

収入保険は、全ての農産物を対象（肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵を除く）に、自
然災害だけでなく、価格低下などを含めた収入減少の一部（基準収入の９割を下
回った額の最大９割）を補てんするもの。

 制度の概要

 青色申告実績（簡易な方式で可）が１年以上ある農業者であれば加入可能。

※ 青色申告実績が長いほうが収入減少に対する補てん割合が大きくなる。

 自然災害による不作だけでなく、価格低下などによって生じる収入減少も補て
んの対象となる（農業共済の場合、自然災害等による損失が補てんの対象）。

 収入保険と類似の収入減少を補てんする制度（農業共済、ナラシ対策、野菜価
格安定制度等）とは選択加入制となり、どちらか一方を選択して加入。

※ 畜産品目と他の品目の複合経営の場合は、畜産品目はマルキン等に、他の
品目は収入保険に加入できる。
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収入保険制度とは②

 制度の概要（つづき）

 農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入（過去５年間の平均収入が基本）
の９割を下回った場合に、下回った額の最大９割（支払率）を補てんする。

• 「掛捨ての保険方式」と、「掛捨てとならない積立方式」の組合せで補てん

• 保険料には50%、積立金には75%、事務費には50%の国庫補助

• 保険料(掛金)率は、1.08%(50%の国庫補助後)
また、自動車保険と同様に、保険金の受取実績に応じて、翌年の保険料率
が変動

 収入保険の実施主体は、全国農業共済組合連合会（加入相談・申込は都道府
県農業共済組合）

http://nosai-zenkokuren.or.jp/
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その他の収入を補てんする制度①

 収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計が、標準的収入額を下回った場合、そ
の差額の９割を補てん。

 野菜価格安定制度

指定野菜の市場価格の著しい低落があった場合に、補償基準額と販売価額の差
額を補てん。補てんの財源は農業者：道府県：国が２：２：６の割合で負担。（一部
野菜については農業者及び道府県の負担軽減措置あり）

 加工原料乳生産者経営安定対策

加工原料乳価格が需給変動等により基準価格を下回った場合に、基準価格との
差の８割を補てん。

 肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）

標準的販売価格（粗収益）が標準的生産費（生産コスト）を下回った場合に、肉用
牛の生産者に対し、その差額の９割を交付金として交付。
※ 事業が牛肉輸入自由化を契機に緊急対策として創設したことからマルキンという呼称が定着

※ ＴＰＰ11の発効日（2018年12月30日）をもって、牛マルキンは畜産経営の安定に関する法律に基づく新たな法
律制度として実施された 9



その他の収入を補てんする制度②

 肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン）

標準的販売価格（粗収益）が標準的生産費（生産コスト）を下回った場合に、肉
豚の生産者に対し、その差額の９割を交付金として交付。
※ ＴＰＰ11の発効日（2018年12月30日）をもって、豚マルキンは畜産経営の安定に関する法律に基づく新た

な法律制度として実施された

 肉用子牛生産者補給金制度

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに算定）が保証基準価格を下回った場合
に、その差額の10/10を国から生産者に対し生産者補給金を交付。

さらに平均売買価格が合理化目標価格を下回った場合には、その差額の9/10
を生産者積立金から生産者補給金として交付。
※ＴＰＰ11の発効日（2018年12月30日）をもって、肉用牛繁殖経営支援事業と一本化して適用された

 鶏卵生産者経営安定対策

鶏卵価格が基準価格を下回った場合に差額の9割を補てんするとともに、更に
低落した場合、成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設けて需給改善を図
る取組に対し奨励金を交付することで需給改善を推進。
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農業者向けの公的融資
（制度資金）
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農業者向けの公的融資のポイント

 農業金融の主な特徴

農業は、天候などの自然条件や病虫害等による高いリスクがあり、投資回収までに長
期間を要することから、法令・条例・予算に基づき、長期・低利など市中金融では対応
できない条件で融資を行う「制度資金」が措置されている。民間金融機関からの融資
は、制度資金では措置されていない短期の運転資金が中心。

 農業金融の種類等

農業金融において措置されているものとしては、

・ 日本政策金融公庫による長期・低利の融資のほか、

・ 利子補給を受けて民間金融機関が長期・低利で融資する「農業近代化資金」、

・ 農業者の民間金融機関からの資金借入に際して債務を保証することにより農業者
の信用力を補完する「農業信用保証保険制度」、

・ 出資により農業法人の財務の安定化・対外信用力の向上を図る「農業法人投資
育成制度」

等がある。
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農業金融の特徴

 農業金融の主な特徴

・収益に比して多額の資金需要がある

・天候などの自然条件や病虫害等による高いリスクがある

・投資回収までに長期間を要するため、据置期間を長く設定して元金返済を開始す

る時期を遅らせたり、返済期間を長期とせざるを得ない

・収穫・出荷までに時間がかかるため経営改善にも時間がかかる

そのため、法令・条例・予算に基づき、長期・低利など市中金融では対応できない
条件で融資を行う「制度資金」が措置されている。

 取引先の金融支援例

・農協では、肥料・農薬や営農資材などの支払を生産物の販売代金との相殺や、コ

メの概算金払い制度（出荷時に概算金を支払い、実際の販売代金との差額を精

算金として後日支払うもの）等により、実質的な金融支援を実施

・畜産関連では、取引関係にある飼料会社や食肉会社による飼料代の支払期限

延長、販売代金の前渡しなどの金融支援もみられる 13



資金需要が発生する主なタイミング

 稲作

規模拡大に伴うもの（農地、大型のコンバインやトラクター等の取得）

市場外流通への対応などのため、自前で乾燥・調整施設の導入

 野菜

規模拡大に伴うもの（ハウス、加温設備、大型トラクター、農地などの取得）

ハウスの被覆フィルムの張替え

播種・定植から収穫・販売代金入金までの肥料・農薬費、光熱費、人件費等の支
払

 養豚・肉用牛

規模拡大に伴うもの（豚舎・牛舎の増棟、母豚・繁殖牛・肥育素牛などの導入）

肥育期間中の飼料費、水道光熱費等の運転資金

一時的な出荷頭数の減少や価格低下等による減収を補填

糞尿処理施設の取得
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農業信用保証保険制度

• 農業信用保証保険制度とは、農協その他の金融機関（※）から農業者等が資金を借
り入れる際に、その債務を農業信用基金協会（「基金協会」）が保証することにより、
農業者等の信用力を補完する制度。
※ ＪＡ（農協）、ＪＡ信農連、共済連、農林中央金庫、銀行、商工中金、信用金庫及び信用金庫連合会、信用協同組合及び信用

協同組合連合会（農業信用基金協会と債務保証契約を締結している融資機関が対象）

• 都道府県等の出資により設立された基金協会（全国47協会）が、金融機関から資
金の貸付を受ける農業者等の債務を保証し、更に当該債務保証について独立行政
法人農林漁業信用基金が保証保険を引き受けることにより補完。（一部大口の貸付
等については、農林漁業信用基金が直接保険を引き受ける融資保険も実施。）

• 借入者の負担する保証料率は、各資金毎に年2.0％以内の範囲で設定。

• 農業近代化資金等の制度資金の保証引受に当たっては、原則として、一定額までは
無担保・無保証人で保証を行っている。（融資対象物件及び同一経営の範囲内の保
証人を除く）
注 : 中小企業融資において活用される信用保証協会・中小企業信用保険は制度上、農林漁業は対象外。ただし、加工施設の整

備等、業種上農林漁業以外に整理されるものは信用保証協会の債務保証の対象とすることが可能。
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農業近代化資金とは

 農業近代化資金とは

都道府県等が民間金融機関に利子補給措置を講ずることにより融資する最も一般
的な長期・低利の制度資金（施設整備・長期運転資金）。

 資金使途

・施設や機械の取得 ・果樹その他の植栽又は育成 ・長期運転資金

・家畜の購入又は育成 ・農地又は牧野の改良、造成又は復旧

 借入限度額：農業を営む者（個人18百万円、法人・団体２億円）他

 借入金利：0.30％（平成30年４月18日現在） ＊認定農業者に対する特例あり
＊金利は貸付時の金融情勢により変動します。最新の金利は融資機関にご確認ください。

 償還期限：資金使途に応じ７～20年以内（据置期間２～７年以内）

 融資率：原則80％以内（認定農業者は特例として100％以内）

 借入対象者

認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農組織、農業を営む任意団
体など

16



日本政策金融公庫資金とは①

 日本政策金融公庫資金とは

償還期間が長い、資金規模が大きい、資金使途に農地取得を含んでいる場合など
民間金融機関では十分な対応ができない長期・低利の資金を融通する制度資金。

※日本政策金融公庫資金は、民間金融機関（公庫と契約締結先のみ）から融資を
受けることも可能。

 資金の使途（資金の種類により具体的な使途・借入対象は異なる）

・農地等の取得、改良または造成

・施設・機械の取得

・家畜、果樹の導入その他長期運転資金等

 借入対象者

認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農組織、農業を営む任意団
体など

 主な資金

スーパーＬ資金、経営体育成強化資金、青年等就農資金（詳細は次ページ以降）

※ なお沖縄県については、沖縄振興開発金融公庫が同様の資金を取り扱っている。 17



日本政策金融公庫資金とは②
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制度資金名 資金の使途 借入対象者 融資限度額 利率（年）
【平成31年4月18日現在】

返済期間
（うち据置
期間）

農業経営基盤強
化資金
（スーパーＬ資金）

農業経営改善計画達
成に必要な資金。

・認定農業者 【個人】３億円
（特認６億円）
【法人】10億円
（特認20億円、
要件を満たし
た場合には30
億円）

【一般】0.16％
～0.20％
【特例】0%（貸付
当初5年間）＊
人・農地プラン
枠、ＴＰＰ等対策
特別枠

25年以内
（10年以内）

経営体育成強化
資金

経営改善資金計画ま
たは経営改善計画に
基づいて行う農業経営
の改善を図るために必
要な資金（前向き投資
資金、償還負担の軽減
資金）

・農業を営む者
（主業農業者、
認定新規就農
者、集落営農組
織、農業を営む
任意団体など）

【個人】1億
5,000万円
【法人・団体】５
億円

0.20% 25年以内
（３年以内）



日本政策金融公庫資金とは③
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制度資金名 資金の使途 借入対象者 融資限度額
利率（年）

【平成31年4月18日現在】

返済期間
（うち据置
期間）

青年等就農資金 青年等就農計画の達成に
必要な機械や施設の取得等
に必要な資金。

・認定新規就
農者

3,700万円
（特認1億円

無利子 12年以内
（５年以内）

農林漁業セーフ
ティネット資金

自然災害や、社会的・経済
的環境変化等により、経営
の維持安定が困難な農林漁
業者に対し、緊急的に対応
するために必要な長期資金

・認定農業者
・主業農業者
・認定新規就
農者
・集落営農組
織

600万円
（特認：年間
経営費の
6/12）

0.16％ 10年以内
（3年以内）

 担保
 融資対象物件（建物の場合はその底地も含まれる。）を担保とすることが基本であ

るが、信用状況や事業リスク等によっては他の物件を求められる場合もある。
 公庫では担保や保証人に依存せず、個々の農業者の経営能力や投資内容の事業

性に重点を置く事業性評価融資に取り組んでいる。
 資金制度によっては、無担保・無保証のものもある。

＊金利は貸付時の金融情勢により変動します。最新の金利は融資機関にご確認ください。



その他の主な農業制度資金

 農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）

認定農業者が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、ＪＡ系
統等の民間金融機関を活用して融通

 極度額：認定農業者：個人５００万円、法人２千万円（畜産・施設園芸については、
それぞれ４倍）

 借入方式：極度借入方式（当座貸越又は手形貸付により極度額の範囲内で随時
借入、随時返済）または証書貸し付け、変動金利制
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農業法人投資育成制度について

 農業法人投資育成制度とは

農業法人投資育成制度とは、「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置
法」に基づき、農林水産大臣の承認を受けた株式会社または投資事業有限責任組合
（ファンド）が、農業法人への出資等（農業法人投資育成事業）を行う制度。

出資を受けることにより、農業法人は自己資本が増強され、対外信用力の向上、金
融機関からの融資が受けやすくなる等のメリットがある。

民間金融機関等が投資事業有限責任組合（ファンド）を設立、農林水産大臣の承
認を受けた場合、当該ファンドに日本政策金融公庫からの出資を受け、投資リスクを
分散した上で農業法人への出資が可能となっている。

 農林水産大臣の承認を受けた株式会社又は投資事業有限責任組合

株式会社：アグリビジネス投資育成株式会社

（日本政策金融公庫とＪＡグループの共同出資により設立）

投資事業有限責任組合：18組合（平成31年３月14日現在。地銀等が設立）

21



農業経営向け融資残高について
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• 農業経営向けの融資残高は、ＪＡ
系統金融機関（ＪＡ（農協）、ＪＡ信
連、農林中央金庫）が全体の38％、
日本政策金融公庫が37％、地方
公共団体が１％、一般金融機関が
24％となっている。

• 融資においては、ＪＡ系統金融機
関や一般金融機関は短期の運転
資金や中期の施設資金中心。日
本政策金融公庫が長期・大型の
施設資金中心。

• 農業経営向け融資は、近年の規
模拡大や人手不足を背景に公庫、
一般金融機関、ＪＡ系統のいずれ
も増加傾向。

ＪＡ系統

12,543 

38%

公庫 12,260 

37%

地方公共団

体,

193 1%

一般金融機関, 

7,790 24%

単位:億円

農業経営向け融資残高
（2016 .3）

３兆2,786億円

資料：農林水産省調べ

注：一般金融機関には林業向けの融資残高も含まれる。



まとめ
農業経営に関する農業特有の制度
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 農業に関する保険その他の制度の理解

• 農業関係では、自然災害、病虫害、鳥獣害等によって農業者が受ける損失や
農産物の価格の低下などで収入／利益が減少する場合に備えて、各種の制
度が措置されている。

• 平成31年１月から収入保険制度を実施。

 農業者向けの公的資金（制度資金）のポイントを理解する

•農業は、天候などの自然条件や病虫害等による高いリスクがあり、投資回収ま
でに長期間を要することから、法令・条令・予算に基づき、長期・低利など市中
金融では対応できない条件で融資を行う「制度資金」が措置されている。

•主な「制度資金」としては、民間金融機関が融資する「農業近代化資金」と償
還期間が長い、資金規模が大きい、資金使途に農地取得を含んでいる場合な
ど民間金融機関では十分な対応ができない長期・低利の資金を融通する「日本
政策金融公庫資金」がある。
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参考資料

 「農業共済制度の概要」 農林水産省（平成30年６月）

 「農業経営に使える税制・補助金について」農林水産省・中小企業庁（平成30年５月）

 「収入保険が始まります！」 農林水産省（平成30年６月）

 「収入保険に関するQ＆A」 農林水産省（平成30年６月）

 「日本政策金融公庫融資一覧」 日本政策金融公庫HP

 平成30年度経営所得安定対策等の概要 農林水産省

 独立行政法人農畜産業振興機構ホームページ

 「農業信用保証保険制度のご案内」 独立行政法人農林漁業信用基金



• 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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