
農業経営基盤強化準備金制度について
知りたい

| 計画的に規模の拡大や機械整備の高度化を図る取組を税制面から支援す
る、「農業経営基盤強化準備金制度」を活用いただけます。

d.1

農業経営基盤強化準備金制度

【お問い合わせ先】
最寄りの地方農政局等・県域拠点

青色申告を行っている認定新規就農者である個人が、青年等就農計画に従って、経
営所得安定対策等の交付金を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、所得の
計算上、この積立額を必要経費に算入できます。

積み立てた準備金を５年以内に取り崩して、農用地や農業用の建物・機械等の固
定資産を取得した場合には、圧縮記帳ができます。

１．対象者
認定新規就農者 （ 項参照）（※）

２．対象となる資産
（１）農用地

農地、採草放牧地
（２）農業用の建物・機械等

・農業用の建物（建物附属設備）
・農業用の構築物
・農業用設備（器具備品、機械装置、ソフトウエア）

（例）大型の温室、農機具庫、農産物貯蔵庫、果樹棚、ビニールハウス、
用排水路、暗きょ、トラクター、ロータリー、田植機、収穫機、乾燥機、
精米機、飼料細断機、農業用低温貯蔵庫、フィールドサーバー、
農作業管理ソフト など

※ 認定新規就農者のほか、認定農業者が対象です。
対象者の要件として、個人の方は令和５年分の所得税から、法人の方は令和４
年４月１日以降に開始する事業年度分の法人税から、人・農地プランの中心経
営体であることが追加されます。

【注意】
中古品は対象となりません。

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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経営発展のために、機械・施設の導入
等の資金を借りたいd.2

スーパーL資金（長期低利融資）

意欲と能力を持つ農業を営む者等に対して、経営改善に必要な施設資金等を長期
低利で借りられます。

１．対象者
認定農業者（下欄参照）

２．借入条件等
（１） 資金使途：農地、施設、機械の取得等
（２） 借入金利：0.16～0.50％（令和４年６月20日現在）
（３） 借入限度額：個人３億円（複数部門経営等は６億円）

法人10億円（民間金融機関との協調融資の状況に応じ30億円）
（４） 償還期限：25年以内（うち据置期間10年以内）

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）

→ 「認定新規就農者（ 項参照）」の次のステップとして、農業者が経営発展
を図るため、５年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、市
町村等から認定を受けた方のことです。

「認定農業者」とは？

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

農業近代化資金（長期低利融資）

１．対象者
農業を営む者等(認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農組織など)
（※認定農業者については下欄参照）

２．借入条件等
（１） 資金使途：施設、機械の取得等
（２） 借入金利：主業農業者等 0.50% （令和４年６月20日現在）

認定農業者 0.16～0.45％
（３） 借入限度額：農業を営む者 個人18百万円、法人・団体２億円
（４） 償還期限：使途に応じて７～20年以内（うち据置期間２～７年以内）

３．取扱金融機関
農協、信用農協連合会、農林中金、銀行、信用金庫、信用組合

認定農業者が、規模拡大など経営改善のために農地・機械・施設を購入する場合
などに必要な資金を長期低利で借りられます。

【お問い合わせ先】
農業近代化資金：最寄りの農協、信用農協連合会等
スーパーL資金：株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、最寄りの農協等
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① アンケートの実施
対象地区内の耕地面積の少なくとも過半について、農業者（耕作者又は地権者）の
年齢と後継者の有無等をアンケートで確認。

② 現況把握
①を地図化し、５年～10年後に後継者がいない農地の面積を「見える化」し、話合
いの場で活用。

③ 今後地域の中心となる経営体（中心経営体）への農地の集約化に関する将来方針
の作成

①、②を基に、農業者、自治体、農業委員会、JA、土地改良区等の関係者が徹底
した話合いを行い、５年～10年後の農地利用を担う経営体（中心経営体）の在り方
を原則集落ごとに決めていく。

経営開始後に機械・施設等を導入したいd.3

農地利用効率化等支援交付金

【お問い合わせ先】
市町村又は都道府県の農政担当窓口

人・農地プランに位置付けられた者、地域における継続的な農地利用を図る者とし
て市町村が認めた者等が融資を受け、生産の効率化の取組等に必要な農業用機械・施
設を導入する際の融資残について支援します（補助率：事業費の10分の3以内等、補
助上限額：300万円等）。

なお、認定新規就農者には、予算配分の決定の際に用いる配分基準ポイントが加点
されます。

実質化された人・農地プラン

| 農業用機械・施設の導入等を行う際、融資残について補助金を交付する
「農地利用効率化等支援交付金」を活用いただけます。

次の①～③までの地域の話合いのプロセスを経て作成された5年から10年を見通し
た地域農業ビジョン

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立
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就農後も経営力を磨きたいd.4

農業経営塾

【お問い合わせ先】
各都道府県の農政担当窓口

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

主な対象者 内容

農業者 経営管理、マーケティング、労務・財務管理など

都道府県において、営農しながら農業経営のノウハウを体系的に学ぶことが
できる農業経営塾を開講しているところがあります。

開講予定の都道府県については、下記のURLをご覧ください。

農業経営塾の御案内
URL：
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_kyoiku/kennsyuu.html#keieijuku

農業法人等が次世代の経営者を育成するため、職員を国内外の先進的な農業法人や異業種
の法人へ派遣して実施する実践的な研修（OJT研修）に係る経費（月最大10万円、３ヶ月以
上最長２年間）を支援します。
※研修終了後、1年以内に派遣研修生を役員等へ登用することが要件となっています。

雇用就農資金（次世代経営者育成タイプ）

【お問い合わせ先】
一般社団法人全国農業会議所
TEL：03-6265-6891
URL：https://www.be-farmer.jp/farmer/employment_fund/next/
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| 経営が発展していくといずれ人を雇う必要も出てきます。従業員の方、御
自身が気持ちよく働けるよう、農業も「働き方改革」に取り組む必要があり
ます。以下で参考となる資料等を紹介していますので是非御活用ください。

農業の「働き方改革」

農業におけるワークライフバランスの実現 ～家族経営協定～
家族経営協定は、家族みんなが意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的な農

業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、
家族間で話しあって取り決めるものです。

家族経営協定を使って、農業経営を家族みんなに魅力的でやりがいのあるものにしま
しょう！

URL： https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/kyoutei.html

農業の「働き方改革」経営者向けガイド
働き方改革を具体的に進めるための、課題の洗い出し、経営

理念・目標の共有、年間作業の平準化、業務のマニュアル化、
人材の募集・育成等、段階的なアプローチについて、農業現場
の実例を紹介しています。
URL：https://be-farmer.jp/hatarakikata/files/180330guide.pdf

農業経営に関する相談
農業経営者が抱える農業経営の諸課題や新規就農者が就農から定着までに抱える課題に対

して専門家チームがアドバイスを行う窓口とその取組等を紹介しています。
URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/soudanjyo.html

農業の「働き方改革」実行宣言特設サイト
農業経営者の皆さんの宣言（取組と達成目標）を紹介する

サイトです。求人情報や自社のSNS等の情報も載せることが
できます。
URL：https://be-farmer.jp/hatarakikata/

StepWap 農業の働き方改革
女性目線での農業の働き方改革の参考となるポータル

サイトです。
URL：https://step-wap.jp/

a.情報収集 b.体験・研修 c.就農開始 d.経営確立

d.5

農業の「働き方改革」経営者向けガイド
実践ワークブック

ガイドの内容について、書き込みながら考えることができる
ワークブックです。
URL：https://be-farmer.jp/hatarakikata/files/workbook.pdf
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御紹介した各種の支援策について、質問等がございましたら下記まで
お気軽に御連絡ください。

相談窓口 電話番号 FAX番号

北海道農政事務所担い手育成課 011-330-8809 011-520-3062

東北農政局経営支援課 022-221-6217 022-722-7378

関東農政局経営支援課 048-740-0394 048-740-0081

北陸農政局経営支援課 076-232-4238 076-234-3076

東海農政局経営支援課 052-223-4620 052-201-1703

近畿農政局経営支援課 075-414-9055 075-414-7345

中国四国農政局経営支援課 086-224-8842 086-224-7713

九州農政局経営支援課 096-300-6375 096-211-9825

内閣府沖縄総合事務局経営課 098-866-1628 098-860-1179

農林水産省経営局就農･女性課 03-3501-1962 03-3593-2612

農林水産省ホームページでも支援策について御案内しています。
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/index.html

経営局では、 2017年４月よりFacebookで農林水産省全体の農業者
が活用できる事業情報を一元的に配信しています。是非、トップ
ページの「いいね！」を押して、情報をチェックしてみてください。
https://www.facebook.com/nogyokeiei

【経営局公式facebookページ】

農水省・農業者net

「一農（いちのう）ネット」は、農業でがんばる若い皆さんと
農林水産省が直接つながるネットワークです。以下のＵＲＬまた
は右のＱＲコードからメルマガ配信登録をお願いします。
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/1nou.html

一農ネット

農業女子プロジェクトの活動や成果品情報の他、女性農業者のコラ
ム等を発信しています。農業女子プロジェクトに参加して、全国の女
性農業者とつながりませんか？

ＨＰ https://nougyoujoshi.maff.go.jp
Facebook https://www.facebook.com/nougyoujoshi.project

ＨＰ Facebook

農林水産省の相談窓口一覧

受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の10時から18時(12時から13時を除く)です。

受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の9時から17時(12時から13時を除く)です。

農業に興味を持たれた方やこれから農業を始めたい方が、農業を
知り。就農に向けて具体的な行動を起こしていくために必要となる
情報を一元的に閲覧できる就農情報のポータルサイトです。是非、
情報をチェックしてみてください。
https://www.be-farmer.jp/
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都道府県農業会議・農業公社など 電話番号 都道府県農業会議・農業公社など 電話番号

全国新規就農相談センター 03(6910)1133
公益社団法人長野県農業担い手育成基金

一般社団法人長野県農業会議
026(236)3702
026(217)0291

公益財団法人北海道農業公社
（北海道農業担い手育成センター）

011(271)2255 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金 077(523)5505

公益社団法人あおもり農林業支援センター 017(773)3131
農林水産業ジョブカフェ

（京都ジョブパーク農林水産業コーナー）
075(682)1800

一般社団法人岩手県農業会議
公益社団法人岩手県農業公社

019(622)5825
019(623)9390

大阪府就農相談窓口 06(6210)9598

一般社団法人宮城県農業会議
公益社団法人みやぎ農業振興公社

022(275)9164
022(275)9192

一般社団法人兵庫県農業会議 078(391)1222

公益社団法人秋田県農業公社 018(893)6212 一般社団法人奈良県農業会議 0742(27)7419

一般社団法人山形県農業会議
公益財団法人やまがた農業支援センター

023(622)8716
023(641)1117

一般社団法人和歌山県農業会議
公益財団法人和歌山県農業公社

073(432)6114
073(433)5547

一般社団法人福島県農業会議
公益財団法人福島県農業振興公社（就農支援センター）

024(524)1201
024(521)9848

公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構 0857(26)8350

公益社団法人茨城県農林振興公社 029(350)8686 公益財団法人しまね農業振興公社 0852(20)2872

公益財団法人栃木県農業振興公社
一般社団法人栃木県農業会議

028(648)9515
028(648)7270

一般社団法人岡山県農業会議
公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団

086(234)1093
086(226)7423

一般社団法人群馬県農業会議
公益財団法人群馬県農業公社

027(280)6171
027(251)1220

広島県就農支援課 082(513)3531

一般社団法人埼玉県農業会議
公益社団法人埼玉県農林公社

048(829)3481
048(559)0551

一般社団法人山口県農業会議
公益財団法人やまぐち農林振興公社

083(923)2102
083(902)6696

一般社団法人千葉県農業会議
公益社団法人千葉県園芸協会

043(223)4480
043(223)3008

一般社団法人徳島県農業会議
公益財団法人徳島県農業開発公社

088(678)5611
088(624)7247

一般社団法人東京都農業会議
公益財団法人東京都農林水産振興財団

03(3370)7145
042(528)1357

一般社団法人香川県農業会議
公益財団法人香川県農地機構

087(812)0810
087(831)3211

神奈川県立かながわ農業アカデミー
一般社団法人神奈川県農業会議

046(238)5274
045(201)0895

公益財団法人えひめ農林漁業振興機構 089(945)1542

公益財団法人山梨県農業振興公社（山梨県就農支援センター）

一般社団法人山梨県農業会議
055(223)5747
055(228)6811

一般社団法人高知県農業会議 088(824)8555

一般社団法人岐阜県農畜産公社 058(276)4601
一般社団法人福岡県農業会議

公益財団法人福岡県農業振興推進機構
092(711)5070
092(716)8355

一般社団法人静岡県農業会議
公益社団法人静岡県農業振興公社

054(255)7934
054(250)8991

一般社団法人佐賀県農業会議
公益社団法人佐賀県農業公社

0952(20)1810
0952(20)1590

一般社団法人愛知県農業会議
愛知県農業水産局農政部農業経営課

052(962)2841
052(954)6409

公益財団法人長崎県農林水産業担い手育成基金
一般社団法人長崎県農業会議（雇用就農相談）

0957(25)0031
095(822)9647

公益財団法人三重県農林水産支援センター 0598(48)1226
一般社団法人熊本県農業会議

公益財団法人熊本県農業公社（新規就農支援センター）

096(384)3333
096(385)2679

一般社団法人新潟県農業会議
公益社団法人新潟県農林公社

025(223)2186
025(281)3480

一般社団法人大分県農業会議
公益社団法人大分県農業農村振興公社

097(532)4385
097(535)0400

一般社団法人富山県農業会議
公益社団法人富山県農林水産公社

076(441)8961
076(441)7396

公益社団法人宮崎県農業振興公社 0985(51)2011

一般社団法人石川県農業会議
公益財団法人いしかわ農業総合支援機構

076(240)0540
076(225)7621

一般社団法人鹿児島県農業会議
公益社団法人鹿児島県農業・農村振興協会

099(286)5815
099(213)7223

一般社団法人福井県農業会議
公益社団法人ふくい農林水産支援センター

0776(21)8234
0776(21)8311

一般社団法人沖縄県農業会議
公益財団法人沖縄県農業振興公社

098(889)6027
098(882)6801

新規就農相談センター
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農業を始める方が使える支援策
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