
認定新規就農者制度について知りたい

| 認定新規就農者になると、独立して農業を始める際に必要な機械・設備へ
の投資資金や所得確保支援等の支援策が優先して受けられるなどのメリット
があります。

c.1

認定新規就農者

申請様式はこちらからダウンロードできます。
URL：http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html

新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町村から自らの農業経営の目標
などを記した「青年等就農計画」の認定を受けた方のことです。

（１） 経営開始資金の交付（ 項参照）
（２） 経営発展支援事業（ 項参照）
（３） 青年等就農資金（無利子融資）の貸付け（ 項参照）
（４） 農業経営基盤強化準備金制度の利用（ 項参照）
（５） 農地利用効率化等支援交付金（ 項参照）
（６） 経営所得安定対策（ゲタ対策・ナラシ対策）への加入

※（６）経営所得安定対策については、農産局穀物課経営安定対策室
（03-3502-5601）までお問い合わせください。

御自身で
「青年等就農計画」

を作成
市町村へ申請 市町村が認定

認定の流れ

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

認定新規就農者になると受けられる支援策
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農地を確保したい

全国新規就農相談センターでは、就農希望者の農地の確保を支援するために農地の借
り方や確保に向けた取組の紹介・相談を行っています。

農地中間管理機構（次ページ参照）と新規就農相談センターが連携を取り、就農希望
者の条件に合う農地のあっせんを行う仕組みが出来ています。

| 農業経営を自ら始めるためには、農地を借りる・買う必要があります。
まずは情報収集から始めましょう。

c.2

全国新規就農相談センター

【お問い合わせ先】
全国新規就農相談センター（一般社団法人全国農業会議所）
TEL：03-6910-1133
農業をはじめる.ＪＰ
URL：https://www.be-farmer.jp/
又は各都道府県の新規就農相談センター

農地を確保する便利な仕組みの紹介

①eMAFF農地ナビ

「eMAFF農地ナビ」では、インターネット
上で、どなたでも無料で農地情報を見ること
が可能です。

検索機能を活用して、農地の権利関係の状
況確認や参入する地域の検討が可能です。

【お問い合わせ先】

「eMAFF農地ナビ」
URL：https://map.maff.go.jp/SelectPrefecture

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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行政、農業団体、農業者団体から成る支援チームを組織し、新規就農
者への農地の確保を積極的に推進している地域もあります

岐阜県高山市では、県、市、農地バンク、農業委員会、ＪＡ
に加えて、農業者である指導農業士会、認定農業者連絡協議会
など様々な組織が連携して高山市就農支援協議会を組織してい
ます。

「新規就農者モデル団地化構想」を策定し、団地内で新規
就農者に優先的に農地を貸し付けることを出し手も含めて合意しました。

新規就農者の確保に向けて、就農フェアも活用しつつ、面談、就農体験、短期研修、
長期研修という長期のステップを踏むことで受け入れ先とマッチングを行っています。
また、農業だけでなく、生活面での支援も含め、関係機関が一体となってサポートし
ています。

県営基盤整備事業により優良農地に整備し、新規就農者の経営単位に見合う面積
（概ね50a（ハウス30a））のまとまった農地を農地バンクを通じて新規就農者に貸し
付けています（平成26年～30年度までに、21経営体26名が新規就農）。

事例

②農地中間管理機構（農地バンク）

農地中間管理機構（農地バンク）は、農地を貸したい人から農地を借り受け、新しく
農業を始めたい方や規模拡大を進める農業者に農地を貸し付ける「農地の中間的受け皿」
組織です。

農地の出し手と受け手の間に公的機関が仲介することで、安心して農地を借りることが
できます。

【お問い合わせ先】
各都道府県の農地中間管理機構（農地バンク）
URL：http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/kikou_ichran.html

※このような各地域の優良事例は、下記URLに掲載されていますので是非御覧ください。
URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/#jirei

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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住宅を確保したい

農地・住宅情報の提供、家賃補助など、自治体ごとの支援があります。こちらから
調べられます。URL：https://www.be-farmer.jp/support/search/

この他にも独自の支援策を行う自治体がありますので
移住先候補の自治体に御相談ください。

| 都道府県や市町村が行っている住宅の情報提供、家賃補助等の支援があり
ます。全国の空き家情報を検索できる「全国版空き家・空き地バンク」も御
活用いただけます。

c.3

地方自治体による就農＆住宅取得支援策

全国版空き家・空き地バンク
全国の空き家・空き地情報について、自治体を横断して簡単に検索できます。

「農地付き空き家」についても、掲載しています（下記２社のサイトで運用）。

【お問い合わせ先】
全国版空き家・空き地バンクについて：国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
TEL：03-5253-8111
URL：http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html

【フラット３５】
地域活性化型について：
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター TEL：0120-0860-35
新規就農に関して：農林水産省経営局就農・女性課 TEL：03-3502-6469

■株式会社LIFULL HP : https://www.homes.co.jp/akiyabank/
■アットホーム株式会社 HP： https://www.akiya-athome.jp/
また、独自の空き家バンクを整備している自治体もあります。

住宅金融支援機構と協定を締結している自治体の空き家バンクに登録された住宅の取
得時に、住宅金融支援機構の住宅ローン（フラット３５）の金利を引き下げます（当初
５年間▲0.25%）。
■詳しくはこちらで御確認ください（【フラット３５】地域活性化型）

https://www.flat35.com/loan/flat35kosodate/index.html
※御利用いただける自治体はこちらで御確認ください。

https://www.flat35.com/loan/flat35kosodate/organizations.html

空き家バンクの住宅取得支援

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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移住して就業・起業する際に受けられる
支援策が知りたい

| 東京から地方に移住して就業等する方向けの「移住支援金」や、
地方で起業する方向けの「起業支援金」があります。

c.4

地方創生移住支援事業

【問い合わせ先】
事業を実施する都道府県が公表する情報及び地方創生HPを御覧ください。
地方創生HP： https://www.chisou.go.jp/sousei/shienkin_index.html

東京23 区に在住又は通勤していた方が地方へ移住し、
地方創生移住支援事業を実施する道府県が選定した中小
企業等に就業する場合や移住先市町村に関係人口として
認められた場合等に道府県・市町村が共同で移住支援金
を支給する事業です。
※世帯の場合は100 万円以内（18歳未満の世帯員を帯同して
移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算）、
単身の場合は60 万円以内で都道府県が設定する額

東京都23区
在住者又は
通勤者

地方創生起業支援事業
道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業等する方を対象に、起業

等のための伴走支援と事業費への助成（最大200万円）を通して、効果的な起業等を促
進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。

※起業支援金は就農準備資金・経営開始資金（ 項、 項を参照）などの起業に係る
他の国の補助金と重複して支援を受けることはできません。

☆地方へ移住して社会的事業による起業等をする場合、移住支援金、起業支援金の両方
がもらえる場合があります（最大300万円）。

※地方創生移住支援事業・地方創生起業支援事業は、地方公共団体が主体となって実施
するものです。このため、事業の実施予定、支給額、要件等の制度の詳細は地方公共団
体ごとに異なります。

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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経営を始めて間もない時期の所得を確
保したい

| 経営開始資金を活用いただけます。

c.5

経営開始資金

【お問い合わせ先】
市町村の農政担当窓口
※交付手続の流れや申請様式等については農林水産省HP

（就農準備資金・経営開始資金）を御覧ください。
URL：http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、独立・自営就農直後の経営確
立を支援する資金を月12.5万円交付します。 （年間最大150万円、最長3年間）

農業を始めて間もない方で、要件を全て満たす方が対象です。

① 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者（ 項参照）であること
② 独立・自営就農であること

・ 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・ 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・ 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

③ 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事して
から５年以内に継承して農業経営を開始し、かつ新規参入者と同等の経営リスク
（新規作目の導入や経営の多角化等）を負うと市町村長に認められること

④ 就農する市町村の「人・農地プラン」（ 項下欄参照）に中心経営体として
位置付けられていること（見込みも可）、又は農地中間管理機構から農地を借り
受けていること

⑤ 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体（親子及び配偶者の範囲）の所得が
原則600万円以下であること

※ 園芸施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入することが必要です。
※ 夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。複数の新規就農者が法人を

新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付します。
※ 以下の場合は返還となります。

・ 適切な営農活動を行っていない場合
・ 交付終了後、交付期間と同期間の営農を継続しない場合 等

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

主な要件
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新規就農時に機械・施設等を導入したい

| 就農後の経営発展のために、「経営発展支援事業」を活用いただけます。

c.6

経営発展支援事業

【お問い合わせ先】
市町村の農政担当窓口
※交付手続の流れや申請様式等については農林水産省HP

（経営発展支援事業）を御覧ください。
URL：https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために、
機械・施設等導入を支援します。

支援額：補助対象事業費上限1,000万円
（経営開始資金（ 項参照）の交付対象者は上限500万円）

補助率：都道府県支援分の２倍を国が支援（国の補助上限１／２）
〈例：国１／２、県１／４、本人１／４〉

対象経費：機械・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植等

令和４年度に新しく農業を始める方で、要件を全て満たす方が対象です。

① 就農予定時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者（ 項参照）であること
② 独立・自営就農であること

・ 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・ 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・ 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

③ 親等の経営を継承する場合は、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから
５年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上または付加価値額を１０
％以上増加させる、もしくは生産コストを10％以上減少させる計画であると交付主
体に認められること

④ 就農する市町村の「人・農地プラン」（ 項下欄参照）に中心経営体として位
置付けられていること（見込みも可）、又は農地中間管理機構から農地を借り受け
ていること

⑤ 本人負担分の経費について、金融機関から融資を受けること（青年等就農資金を
活用可）

※ 夫婦ともに就農する場合は、補助対象事業費上限が1.5倍になります。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに１人に対

して補助対象事業費上限となります。

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

主な要件
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新規就農時に機械・施設の導入等の資金
を借りたい

| 青年等就農資金により、青年等就農計画に即して農業経営を開始するため
に行う機械・施設の購入等に必要な資金を無利子で貸りることができます。

c.7

青年等就農資金（無利子融資）

【お問い合わせ先】
最寄りの都道府県、普及指導センター、市町村、
株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫

１．対象者
認定新規就農者（ 項参照）

２．借入条件等
（１） 資金使途：施設、機械の取得等（農地等の取得は除く）
（２） 貸付利率：無利子
（３） 借入限度額：3,700万円（特認限度額１億円）
（４） 償還期限：17年以内
（５） 据置期間：５年以内
（６） 担保等：実質無担保・無保証人

３．取扱金融機関
株式会社日本政策金融公庫
（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫）

※１ 農協等民間金融機関による転貸も可。
※２ 予算の範囲内で実施されるため、融資の実行時期によっては、

御希望に添えない場合があります。

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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経営継承・発展支援事業
１．補助対象者の要件
地域農業の担い手（個人又は法人）の経営を継承した後継者（親子、第三者など）であって、
経営発展計画を策定し、経営発展に向けた取組を行う者が対象となります。
※令和3年1月1日から経営発展計画の提出時までに経営の主宰権の移譲を受けるなどの要件を満たす必要があり

ます。
※経営発展計画の提出先は市町村になります。

２．補助額
補助上限額：100万円（国と市町村が２分の１ずつ負担）

３．補助対象となる経営発展に向けた主な取組
・経営の法人化 [例：登記費用]
・新たな品種・作物・部門の導入 [例：資材費用、先進地視察費用]
・認証の取得 [例：GAPの取得費用]
・データを活用した経営の実践 [例：経営・栽培管理ソフトの導入費用]
・就業規則の策定 [例：社労士等の専門家費用]

この他にも様々な取組を支援します。
※事業費を要しない取組は補助対象になりません。

４. 応募手続
補助金事務局である（一社）全国農業会議所が定める公募要項に基づいて、市町村が補助対
象者を募集いたしますので、補助を受けたい農業者は最寄りの市町村にご確認下さい。
また、本事業の詳細は、下記の補助金事務局のホームページを御覧ください。

経営継承した後の経営を発展させたいc.8

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

【お問い合わせ先】
経営継承・発展等支援事業補助金事務局（一般社団法人全国農業会議所）
TEL：03-6910-1124 【受付時間：平日9:30~17:00】
URL：https://keisyou-hatten.maff.go.jp/

※ 本事業による国の支援（負担）は、市町村が後継者の経営発展に向けた取組に必要な事業費の
２分の１（上限50万円）を負担する場合に限って実施できます。

|地域農業の担い手の経営を継承した後継者による、経営発展に向けた取組を支援します。
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万一の収入減少や自然災害による被害等
に備えたい

| 自然災害や価格低下など農業経営に伴うリスクに対し、「備えあれば憂い
なし」となるよう、「収入保険」又は「農業共済」に加入できます。

c.9

○青色申告を行っている農業者（個人・法人）
※加入申請時に青色申告（簡易な方式を含む）の実績が１年分

あれば加入できます。
※収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度な

どの類似制度は、どちらかを選択して加入します。
※ゲタ対策につきましては、同時に加入できます。
◎現在、当分の間の特例として、野菜価格安定制度の利用者が
収入保険に加入する場合、最初の2年間に限り収入保険と野菜価
格安定制度を同時利用することができるようにしています。

○農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体
※簡易な加工品（精米、もちなど）は含まれます。
※一部の補助金（畑作物の直接支払交付金等の数量払）は

含まれます。
※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は、マルキン等の対象な

ので除きます。

全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けら
れない様々なリスクによる収入減少を補償します。

自然災害や病虫害、
鳥獣害などで
収量が下がった

倉庫が浸水して
売り物に
ならない

市場価格が
下がった

取引先が
倒産した

災害で
作付不能になった

盗難や
運搬中の事故に
あった

けがや病気で
収穫ができない

輸出したが
為替変動で
大損した

収入保険

○加入できる方 ○対象収入

○補塡の仕組み
○保険期間の収入が基準収入の９割（５年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限）を下回っ
た場合に、下回った額の９割を上限に補塡します。
※基準収入は、農業者ごとの過去５年間の平均収入（５中５）を基本とし、規模拡大など保険期間の営農計画も考慮して設定します。
※「掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」も組み合わせるかどうかは選択できます。補償限度額は基準収入の９

～５割の中から選択できます。
※保険方式の支払率は９～５割、積立方式の支払率は９～１割の中から選択できます。

○農業者は、保険料、積立金等を支払って加入します。（任意加入）
※保険料は掛捨てになります。保険料率は、1.23％（令和5年1月より1.18%。50％の国庫補助後）で、自動車保険と同様に、保険

金の受取がない方は、段階的に保険料率が下がっていきます。
※積立金には、75％の国庫補助があります。これは自分のお金であり、補塡に使われない限り、翌年に持ち越されます。
※保険料、積立金は分割払（最大９回）や制度資金の活用ができます。
※税務申告上、保険料及び付加保険料（事務費）は、必要経費（個人）又は損金（法人）に計上します。積立金は、預け金として

取り扱います。

ほ て ん

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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加入申請
保険料・積立金・

付加保険料（事務費）
の納付

保険期間 保険金・特約補塡金
の請求・支払

収入保険の補塡方式 基本のタイプ

○例えば、基準収入1,000万円の方の場合、 （※５年以上の青色申告実績がある者の場合）
支払率（９割を上限として選択）

保険料8.9万円、積立金22.5万円、付加保険
料（事務費）2.2万円で、最大810万円の補塡
が受けられます。

○このタイプは、保険期間の収入がゼロになっ
たときは、810万円（積立金90万円、保険金
720万円）の補塡が受けられます。

「基準収入」は、過去５年間の平均収入（５中５）を基本に
規模拡大など、保険期間の営農計画も考慮して設定

収
入
減
少

自己責任部分

積立方式で補塡

保険方式で補塡

保険期間の収入

基準収入

100％

90％

80％

収入がゼロに
なっても補塡

例えば、基準収入の70％を補償の下限として選択した場合
○これは、保険期間の収入が基準収入の９割を下回ったときに、基準収入の70％までの額の９割
を上限に補塡を受けるタイプです。

○例えば、基準収入が1,000万円の方の場合、保険料4.9万円、積立金22.5万円、付加保険料1.9
万円で、保険期間の収入が700万円になったときは、最大180万円（積立金90万円、保険金90
万円）の補塡が受けられます。
ただし、700万円を下回った分の補塡はありません。

基本収入の70％を
補償の下限とした場合の
補塡方式

（※５年以上の青色申告実績がある者の場合）

収
入
減
少

自己責任部分
積立方式で補塡
保険方式で補塡

補償対象外

保険期間の
収入

基準収入

支払率（９割を上限として選択）

100％
90％
80％

70％

この部分の補塡は
ありません

「基準収入」は、過去５年間の平均収入（５中５）を基本に規模拡大など、
保険期間の営農計画も考慮して設定

基準収入の70％まで
の収入減少を補塡

加入・支払等手続のスケジュール
※保険期間が令和4年１月～12月の場合のイメージです。
※保険期間は税の収入の算定期間と同じです。法人の保険期間は、事業年度の１年間です。事業年度の開始月によって、スケジュールが変わります。

令和3年 令和4年 令和5年

12月末まで １月～12月 確定申告後（３～６月）
（税の収入の算定期間）

※保険料・積立金は分割支払もできます。 ※保険期間中に災害等により資金が
（最終の納付期限は保険期間の８月末） 必要な場合は、つなぎ融資（無利子）

を受けることができます。

補償の下限を選択することで、最大約4割安い保険料で加入することができます。

【お問い合わせ先】
最寄りの農業共済組合、全国農業共済組合連合会、農林水産省経営局保険課(03-6744-7147)

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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農業共済

○ 自然災害で作物の収穫量が減少したり、園芸施設に損害が出た場合や家畜が死亡
したり、診療を受けた場合に補償します。

○ 以下の作物を栽培、家畜を飼養、園芸施設を所有又は管理している農業者が加入
できます。

農業共済の種類 対象となる作物等
農作物共済 水稲、陸稲、麦

果樹共済
うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ※、りんご、ぶど
う、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフ
ルーツ、パインアップル

畑作物共済 ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、スイートコーン、
たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、茶（一番茶）、そば、蚕繭

家畜共済 牛、馬、豚
園芸施設共済 ガラス温室、ビニールハウス等の園芸施設

※  指定かんきつとは、はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、
清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第28号、
甘平をいいます。

補償内容

【お問い合わせ先】
最寄りの農業共済組合

○ 加入者の負担を軽減するため、掛金の原則50％を国が負担します。
また、自動車保険と同様に、共済金の受取実績に応じて、翌年の掛金率が変動します。

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

【農作物共済、果樹共済、畑作物共済】
自然災害（風水害、干害、冷害、雪害、その他の気象上の原因（地震及び噴火を含む

む）による災害）、火災、病虫害及び鳥獣害により収穫量が減少した場合、果樹の樹体が
損傷した場合に共済金が支払われます。

【家畜共済】
家畜が死亡・廃用となった場合、疾病や傷害の診療を受けた場合に共済金が支払われま

す。

【園芸施設共済】
自然災害､火災､破裂､爆発､航空機の墜落及び接触､航空機からの物体の落下､車両及びそ

の積載物の衝突及び接触並びに鳥獣害により､園芸施設が損害を受けた場合に共済金が
支払われます（農業者の選択により、最大で施設の新築時の資産価値まで補償）。
※農業者の選択により、附帯施設、復旧費用、撤去費用、施設内農作物（病虫害による
損害も含む）の補償を追加することができます。

○ これらの他、農業共済組合では、自主的事業として、農機具や倉庫内の農産物（米、
麦、大豆、りんご等）に損害が出た場合に補償する任意共済を実施しています。
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BCP（事業継続計画）とは、自然災害や感染症、大事故が発生した場合においても、中核となる事
業を継続させたり、可能な限り短時間で事業を復旧させたりするための方法、手段などをあらかじめ
取り決めておく計画のことです。

BCPは決して難しいものではなく、経験として既に備わっていることも少なくありません。それら
を「見える化」することで、自然災害への備えとなるだけでなく、平常時における自らの経営の見直
し、改善にも繋がります。

農林水産省では、自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストを作成しています。
チェックリストには「リスクマネジメント」と「事業継続」の２種類のシートがあり、「事業
継続」の項目ごとに必要な内容を記載すると、ご自身で簡易的な農業版ＢＣＰが作成できるよ
うになっています。

チェックリストの各チェック項目に、ご
自身の経営に合わせた具体的な内容を当て
はめていくと、BCPが作成されます。

BCPを上手く機能させるため、少なくと
も年に１回は見直しを行い、備えが十分か
確認しましょう。

① チェックリストによる確認

② 農業版ＢＣＰの作成

③ 定期的・継続的な見直し

○チェックリスト 「リスクマネジメント」
自然災害等のリスクに対して、防災・
減災の観点から備えておくべき項目に
ついてチェックします。

○チェックリスト 「事業継続」
被災後の事業継続の観点から、ヒト・
モノ・カネ・セーフティーネット等、
事前に想定しておくべき事項について
チェックします。

 収入保険の補償内容を理解するととも
に加入していますか？

 MAFFアプリをインストールし、災害
対策等の情報を活用していますか？

（項目の例）

【お問い合わせ先】
農林水産省 経営局保険課(03-6744-7148)
ダウンロードはこちら▶https://www.maff.go.jp/j/keiei/maff_bcp.html

自然災害による被害から経営を早期に立
て直したい

| 防災減災や被災後の事業継続の観点から「自然災害等のリスクに備えるため
のチェックリスト」を活用し「農業版BCP」を策定してみましょう。

c.10

「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP」

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

（項目の例）

チェックリスト「事業継続」

チェックリスト 「リスクマネジメント」

※ チェックリスト及び農業版ＢＣＰの写真はイメージです。
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農業者年金について知りたいc.11

農業者年金

【お問い合わせ先】
農業者年金基金か最寄りの農業委員会もしくはJAまでお問い合わせください。
独立行政法人農業者年金基金専門相談員 （直通） 03-3502-3199
URL：https://www.nounen.go.jp/

〇 政策支援を受けない場合でも、納付された保険料は、農業者年金基金が安全性と一定の利回りの確保を目指して運用
します。
※H23～R2の運用利回りの平均は4.54％です。ただし、これは過去の運用実績であり、将来の運用成果を保証するもの
ではありません。運用結果により、年金資源が保険料納付総額（元本）を下回る可能性がありますが、元本まで補填
する仕組みがあります。

〇 年間60日以上農業に従事し、60歳未満の国民年金第１号被保険者（国民年金の保険料納付免除者は除く）であれば、
誰でも加入できます。

〇 保険料は月額２万円（※）～６万７千円の間で千円単位で自由に決めることができます。
（※）35歳未満の方で、上記（１）から（５）のいずれにも該当しない方は１万円から選択ができます。

〇 税制面で大きな優遇措置があります。
※世帯員全員の保険料が社会保険料控除の対象となります。

| 農業者年金は、少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型でメリットいっ
ぱいの終身年金です。青色申告を行う認定新規就農者は、保険料の一部につ
いて国庫補助が受けられます。

20歳から40年間単純に積み立てた場合

２万円×12ヶ月×40年間＝960万円
20歳 60歳

以下の要件を満たせば、毎月の積立２万円が１万円の自己負担で済みます！

国庫補助があるため960万円の積立が 744万円 の自己負担で実現
国庫補助（１万円）

744万円

保険料（自己負担）
１万円

国庫補助
（６千円）

保険料（自己負担）
１万４千円

保険料（自己負担）
２万円

20歳 35歳 40歳 60歳

＋
運用期間：20歳～65歳

運用益
（保険料と国庫補助分を基金が運用）
H23～R2の運用利回りの平均は4.54％

支援要件と月額保険料
※支援期間は通算で最長20年間（うち35歳以上の期間は最長10年間）

216万円も
お得！

39歳までに加入し、農業所得が900万円以下で、以下のいずれかに該当する方は、通常２万円の保険料のところ、実際払う保険料は、
それぞれ以下のとおりとなります。

（１）認定農業者で青色申告している者
（２）認定就農者で青色申告している者
（３）（１）又は（２）の者と家族経営協定を結んで経営参画している配偶者・後継者
（４）認定農業者又は青色申告者で３年以内に（１）になることを約束した者
（５）35歳まで（25歳未満は10年以内）に（１）になることを約束した後継者

１万円（35歳未満）、１万４千円（35歳以上）

１万４千円（35歳未満）、１万６千円（35歳以上）
１万４千円（35歳未満）

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

（国民年金任意加入者は、
65歳まで加入可）
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