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興味はあるけど、農業ってどんな仕事？
実家等の農業を継ぐ、農業法人に就職する、

自分で起業して農業を始める。農業の始め方
は大きく３通り。

どこで、何を作るのかによっても仕事の内
容は様々です。
まずは、気軽に参加できる農業体験や先輩

農業者等の事例を見て、自分の理想のイメー
ジを描いてみましょう。農業を実践的に学べ
る学校や、就職について何でも相談できる窓
口、様々な支援施策もあります。

このハンドブックでは、「農業に関心があ
る」「農業を始めたい」方向けの支援施策等
の情報を紹介します。

[１]
自分で起業
[２]
農業法人等に
就職
[３]
親の経営に
参加・継承

・ 自分がやりたい農業経営を目指す就農スタイ
ル

・ 技術の習得から資金の準備、農地や設備の確
保等に初期投資が必要

・ 農業法人等で従業員として働く就農スタイル
・ 毎月決まった給与をもらうという点でサラ
リーマンと同様の勤務形態

・ 働きながらスキルを身につけ、将来的に独立
するルートも

・ 親のサポートを受けて（手伝いをして）、栽
培技術や経営ノウハウを学べる

・ 農地や施設・機械を譲り受けることで、初期
投資を抑えられる

・ 新部門を立ち上げて経営を発展させる道も

新規就農のスタイル



農業を始めたい方向けのポータルサイト
「農業をはじめる.JP」を開設しました！

体験する
・農業インターンシップ
・農泊
・自治体や民間企業等の農業体験情報

相談する
・全国新規就農相談センター
・各都道府県にある就農相談窓口の紹介
（ＪＡ・都道府県）

・自治体等が開催するの就農相談会情報

研修・学ぶ
・農業が学べる教育研修機関
（農大、農業専門学校等）

・自治体やＪＡ等の研修情報
・民間企業等が開催する農業研修情報

求人情報
・新規就農相談センター求人ＤＢ
・ハローワークインターネットサービス
・ＪＡや民間企業等の農業求人サイト

支援情報
・都道府県・市町村の就農支援DB
・ＪＡグループの新規就農支援
・農地・空き家を探す
・移住支援（「いいかも地方暮らし」等）

就農に向けた段階に応じて必要となる情報を網羅
就農を知る
・農業って、どんな仕事？
・就農適性診断
・先輩農業者の就農ストーリー
・支援が充実している地域の紹介

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。

https://www.be-farmer.jp/

ＡＣＣＥＳＳ

https://www.be-farmer.jp/
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新規就農の現状

| 農業を新しく始めることを「新規就農」と言います。近年、40代以下の
新規就農者が２万人前後で推移しています。中でも、農業法人に就職する
「雇用就農」、新たに起業する「新規参入」の割合が増えています。
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情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

49歳以下の新規参入者数

データで見る就農の変化

49歳以下の新規就農者数の推移

農業就業体験参加人数

雇用者側のニーズ

平成20年
860人

令和元年
2,270人 平成21年

403人

正社員を雇用するにあたり、どのような人を
優先して採用したいですか？（複数回答可）

学歴を問わない･･･67%

○ 自動車免許はほぼ必須だが、特殊免許の取得は問わない
○ IT、栽培、経理等に関する知識よりも、志望動機や社会性、堅実性を重視

出典：農林水産省「農の雇用事業に関するアンケート調査」（令和元年）

出典：農林水産省「新規就農者調査」

出典：農林水産省「新規就農者調査」
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出典：農林水産省「農業就業体験事業実績報告書」



農業の魅力

| 若手農業者に農業の魅力を複数回答で尋ねたところ、「裁量の自由度の
大きさ」が46.5％で最も高く、「時間の自由度の大きさ」、「自然や動物
相手の仕事」が次いでそれぞれ42.1%、41.3%となってます。
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☑起業 ☑就職 ☑ 継承

若手農業者向けアンケートの結果より

農業の魅力（複数回答）

出典：農林水産省「若手農業者向けアンケート」平成29年

農業女子プロジェクトメンバーへのアンケート結果より

出典：農業女子プロジェクトメンバー267名の回答（平成28年）

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nougyou_shigoto2_2.html

新規就農者や研修生の事例紹介

| 農業を始めたい方向けのポータルサイト「農業をはじめる.JP」や農林水産
省のホームページでは、就農を目指して研修し、就農した方々や実際に農業
に取り組み始めて間もない先輩農業者の姿を御紹介しています。
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☑起業 ☑就職 ☑ 継承

農業をはじめる「リアル」ストーリー（農業をはじめる.JP）

就農研修生や新規就農者の事例（農林水産省HP）

仕事として農業を選んだ理由や農業をはじめるにあたっての苦労話、農業を営む
楽しさと難しさ、将来の夢など、若手農業者の「リアル」な実体験ストーリー

次世代人材投資事業の準備型（ ）や経営開始型（ ）を活用して、就農に向
けた研修を行っている方、農業経営を行っている方の事例を紹介しています。

新規就農を志した経緯・背景

研修中に工夫したポイント

就農に向けた推移

資金の活用例

今後の取組み

URL：https://www.be-farmer.jp/story/

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nougyou_shigoto2_2.html

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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新規就農までの経緯・背景

経営発展のポイント

経営の推移と今後

資金の活用例

今後の取組み

研修生事例の紹介ポイント 新規就農者事例の紹介ポイント



都心で働いていた高橋さんと農業との出会いは、勤務先が新
規事業として農業生産をはじめ、その担当者となったこと。系
列の飲食店で提供する有機野菜の栽培や管理を行う中で、農業
という仕事に魅力と手応えを感じ、実家のある滋賀県でUター
ン就農しました。

前職での経験を活かし、レストランのシェフのリクエストに
応えて、珍しい西洋野菜やカラフルな野菜などをオーダーメー
ドで作る農業スタイルで取引先を増やしていきました。

現在は、年間２００品目の野菜などを、化学合成農薬・肥料
を使わない方法で栽培しています。

そして、消費者に近い農家でありたいとの思いから、元料理人の夫と共に、 2017年に週
末だけの農家レストランを開業。お客さんから直接感想を聞けることで、農家としてのモチ
ベーションにもつながっているとのことです。

週末は夫婦で農家レストランを営み、最近では畑から動画配信をおこなうなど自分らしく
楽しみながら農業に取り組んでいます。

新規就農者の事例4

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

「食べ手に近い農家でありたい」高橋佳奈さん／みのり農園

「楽しく農業をする姿を見せたい」笠原慎矢さん／（株）ベジアーツ

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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| 農業を始めたい方向けのポータルサイト「農業をはじめる.JP」では様々な
新規就農者の事例をご紹介していますが、その中の１例をご紹介いたします。

畑で農作業をしていた祖父の姿に憧れ、雇用就農という形
で地域や仲間と協力して良いものを作る充実感、色々な方と
共に汗を流す達成感を日々感じている株式会社ベジアーツの
笠原さん。

はじめは「自分の畑を持つ」スタイルを思い描いていまし
たが、仲間と同じ目標をもってやることで、地域や農業を盛
り上げることもできる雇用就農のスタイルに魅力を感じるよ
うになりました。

今はレタス班農場長を任され、日々同じ水準で出荷する難しさを感じながらも、色々な人
がいることで農業以外の知識も深まり自分自身の視野も広がりも感じています。

会社では地域農家との関係性も深く、温暖化や自然災害で従来の栽培方法ではうまくいか
ないときは、地域の農家さんと集まって生育状況や、新しい事例を紹介しあい協力すること
もあります。

このように皆と一緒に楽しく農業をしながら地域農業を守っていきたいと思い、日々取り
組んでいます。



☑起業 ☑就職 ☑ 継承

半農半Xの事例① 半農半蔵人（島根県邑南町）

半農半Xの事例② 半農半民宿 (徳島県勝浦町）

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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活用し営農を開始しました。
夏は酒米と野菜(キャベツ・スイートコーン等)を145aで栽培し、10月から３月までは蔵

人として、地域の酒造会社に勤務しています。沼田さんは農閑期の収入確保ができるほか、
酒蔵側も人手のかかる冬季のみ雇用することができるため、双方にメリットがあります。

「半農半蔵人」で、活躍
している島根県邑南町の沼
田さんです。

沼田さんは民間企業で働
いていましたが、東日本大
震災をきっかけに就農を決
意し、平成24(2012)年に島
根県の半農半Ｘ支援事業を 写真：農業と酒蔵で働く沼田さん

し、さらに平成３０(２０１８)年には、自宅である築１００年以上の古民家の改修を行
い、民宿「みかん農家の宿あおとくる」や古本屋「古書ブン」の営業を開始しました。
現在では、農業、民宿、古本屋のほかに床張りワークショップ、テントサウナといった
５つの事業を行い、農業以外で約１００万円の収入を得ており、今後は経営安定のため
に更に農地の経営面積を拡大することを考えています。

「半農半民宿」で、活躍している徳島県勝浦町の
石川翔さんと美緒さんです。

石川翔さんと美緒さんは、民間企業に勤務してい
ましたが、移住相談会の「移住マッチングフェア」
で跡継ぎのいないミカン農家の事業継承の提案を受
けたことから、平成２８(２０１６)年に徳島県に移
住し、４０aの農地で営農を開始しました。

農業次世代人材投資資金の交付を受けて新規就農 写真：石川翔さんと美緒さん

| 農村で副業・兼業などの多様なライフスタイルを実現するための、農
業と他の仕事を組み合わせた「半農半Ｘ」という働き方があります。



に抑えながらも、目標の売上を安定して達成しています。スタッフと意識を統一して、作業
効率の向上策を実践し、徹底したデータ記帳と経営の見える化で感性の擦り合わせを行って
います。
「人を育てる」という志を持ち、絶えず挑戦し続けており、女性農業経営者のロールモデ

ルとして、更なる活躍が期待されています。

南圭輔さん、絵美さんは、平成18年に夫婦で就農し、いちご
生産を行っています。就農７年後、第二子の出産もあり、家族
経営協定を締結しました。
協定では、月一回の経営作戦会議を持つことや、決定に関

しては二人の賛成を必要とすること等、常に二人で話し合い
ながら経営していくことを明文化。日々の役割分担についても、
作業ごとに二人の作業内容を明確にしました。
子育てについては、圭輔さんも主担当に位置付け、学校行事

や子供の習い事、子供の世話等生活面をサポートし、積極的に
育児参加をしています。
協定締結前は、圭輔さん一人で決断してしまうこともありましたが、締結によって常に

二人で相談しながら決定できる環境となりました。育児も二人で協力して行い、子供の生
活スタイルに応じて休日を設定するなど、就業環境も改善され、家族が楽しく暮らしてい
ける経営を築くことができました。

| 家族で話し合って農作業と子育てを分担して農業を行っている方、経営者
として農業経営をマネジメントされている方など、農業で活躍している女性
達をご紹介致します。

農業における女性の活躍事例

家族経営協定の締結で農作業や子育てを分担

夢を実現した非農家出身の女性農業経営者

5

非農家出身の栗本さんは、高校生の時
に抱いた「農業をやりたい」という夢を
実現するため、東京農大卒業後、一般企
業で農業の現状やマネジメント等を学び、
県の新農業人支援事業を活用していちご
農家として就農しました。
４年目には経営規模を15a から22a へ

と拡大し、スタッフの雇用を開始しまし
た。就農以前に習得したマネジメント力
により、年間労働時間を1,800 時間以下

6

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

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

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


【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
農業を始めたい方向けのポータルサイト「農業をはじめる.ＪＰ」
URL：https://www.be-farmer.jp/

※農地情報については、「全国農地ナビ」をご覧ください
URL：http://www.alis-ac.jp/

就農相談をしたり、自治体の支援制度や
農地・家屋等に関する情報を収集したい

各都道府県にも相談窓口が設置されていますが、就農希望地など具体的なことが
決まっていない場合の相談はこちらをお勧めします。

また、ポータルサイトでは以下のような情報を幅広く得ることが出来ます。

| 就農に関する総合相談窓口や、新規就農ポータルサイトがあります。
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☑起業 ☑就職 ☑ 継承

全国新規就農相談センター

移住に関する情報

農業を始めるまで
のステップ

農業の職業体験、
農地や住宅の確保

自治体や地域の
就農支援情報

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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東京駅八重洲口近くに常時開設しています。居住・就労・生活支援等に係る
情報提供や相談についてワンストップで対応する窓口になっておりますので、
移住等を検討されている方は、ぜひご来場ください。

URL：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/
c-gyousei/zenkokuijyu_ijyukouryu.html

移住先の地方自治体の
窓口の紹介

しごと情報や就農支援
情報の提供

相談会やセミナー等の
開催

移住・交流情報ガーデン（東京都中央区）



農林漁業に就職することを希望する方に対し、全国のハローワーク窓口等において職
業相談、職業紹介及び農林漁業の就業等に関する情報提供を行っています。

また、東京、愛知、大阪の大都市圏ならびに農林業の盛んな地域のハローワークに設
置された「農林漁業就業支援コーナー」において、求人情報の提供、職業相談、職業紹
介及び農林漁業の就業等に関する専門的な支援を行っています。

農業法人等に就職するための情報を
収集したい

全国新規就農相談センターのホームページで求人情報を提供しているほか、各都
道府県の新規就農相談センターで求人情報の紹介等を行っています。（問合せ先は

項参照）

| 「新規就農相談センター」や「ハローワーク」等で求人情報を紹介して
います。また、全国の農業法人等の話を聞ける「新・農業人フェア」を
開催しています。

7

□起業 ☑就職 □ 継承

全国新規就農相談センター

就農相談会（新・農業人フェア）

農業就職・転職LIVE

農業EXPO

人材を募集する、全国の農業法人、農業経営者
が出展する合同会社説明会です。

就農に必要な資金、技術習得、農地の取得等も
含めて就農に関する総合的な相談ができます。
【お問い合わせ先】

株式会社ツナグ・マッチングサクセス
URL：https://www.shin-nogyojin-yumex.com/  

ハローワーク

【ハローワークインターネットサービス】
求人情報や職業訓練（ハロートレーニング）の検索ができます
URL：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/location_list.html

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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６

農業に関心のある方・就農を希望している方と、
農業法人・自治体などが一同に会するイベントを
開催しています。

新・農業人フェア 農業就職・転職LIVE

7/17（土） 東京 TKPガーデンシティPREMIUM池袋

10/9（土） 東京 TKPガーデンシティPREMIUM池袋

12/11（土） 大阪 梅田スカイビル

2/26（土） 東京 TKPガーデンシティPREMIUM池袋

新・農業人フェア 農業EXPO

6/27（日） 東京 東京国際フォーラム

9/12（日） 東京 池袋サンシャインシティ

11/13（土） 大阪 ハービスホール

1/29（土） 東京 池袋サンシャインシティ

令和３年度「新・農業人フェア」開催予定日

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/location_list.html


後継者がいない農業者の農業経営を
引き継ぎたい

後継者がいない農業者に就農希望者を紹介します。
また、経営の引継ぎに向けた、就農希望者への短期間の農業就業体験の実施も支

援しています。

| 後継者がいない農業経営体と、就農希望者のマッチングを行っています。

８

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

全国新規就農相談センター

後継者がおらず、経営の移譲を希望する個人経営者（移譲希望者）が第三者の就農
希望者を一定期間雇用し、新たな農業法人を設立するために実施する農業技術・経営
ノウハウを習得させるための研修に要する経費を移譲希望者に助成します。（年間最
大120万円、最長４年間、ただし３年目以降は年間最大60万円。就農希望者が障がい
者、生活困窮者、刑務所出所者等の場合、当初２年間は年間最大30万円加算）

一般社団法人全国農業会議所
TEL：03ｰ6265ｰ6891
URL：https://www.be-farmer.jp/farmer/employment/original/

第三者に経営を継承する場合の研修を支援
農の雇用事業（新法人設立支援タイプ）

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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【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

農業を始めたい方向けのポータルサイト「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



| 一般的な支援策に加え、就職氷河期世代の方に活用いただける支援策を
用意しています。

就職氷河期世代の方に活用いただける支援策

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

就農を希望する社会人向けの研修
農業大学校などの研修機関では就農を希望する社会人（他産業

者、離職者、求職者）を対象とした各種研修（農業機械研修、農
業技術研修等）を開設しています。

研修の詳細は下記URLを御覧ください。

URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/
attach/pdf/kyoiku_syoukai-8.pdf

研修期間に必要な資金の交付
農業大学校や都道府県が指定する先進農家・先進農業法人等で就

農に向けた研修を受ける場合に、年間150万円（最長2年間）を受け
取ることができます。
（令和２年度補正予算:就職氷河期世代の新規就農促進事業）

・独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
・都道府県等が認めた研修機関で概ね１年以上かつ概ね年間1.200
時間以上研修すること
・常勤の雇用契約を締結していないこと
・研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
・生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業
の交付を受けていないこと
・原則、前年の世帯所得が600万円以下の者
支援の詳細は下記URLを御覧ください。

URL：https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/
syusyokuhyougaki/index.html

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

９

10

主な要件



農業を体験してみたい

| インターンシップや農泊により、農業法人等で農作業を体験することが
できます。

10

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

農業法人等でのインターンシップ

【お問い合わせ先】
公益社団法人日本農業法人協会
TEL：03-6268-9500
インターンシップの概要
URL：https://www.be-farmer.jp/experience/intern/

【研修場所】 ：受け入れを行う全国の農業法人等
【コース・内容】：宿泊体験コース、社会人向け週末体験コースがあります。（期間は
2日間から６週間まで、１日だけの日帰りコースはありません）

宿泊を伴う体験が事情により不可能な場合は、通勤体験コースもありますので、ご相
談ください。

法人の経営を間近で見て、より実務的に学ぶことができます。

以下のページでは受入れ可能な農業法人や先輩の体験談をチェックできます。受入れ
先一覧に無い法人を紹介してもらえることもありますので実施主体に御相談ください。

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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農泊を通じた農業や農村生活の体験
農林水産省では、『農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や

体験等を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」』である『農泊』を推進しています。
令和２年度末時点で、全国554の農泊地域に対して、支援をしています。
「農村に行ってみたい」「農業を体験してみたい」「農村の生活を体験してみたい」と

思ったら、一度、農泊に行ってみてはいかがでしょうか。
気軽にちょっと体験してみたい、そんな方におススメです。

【お問い合わせ先】
公益社団法人【農泊ポータルサイト】 URL： https://nohaku.net/

【農林水産省ホームページ（「農泊」の推進について）】
URL： https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/nouhaku_top.html

どんなところで、どんな体験ができるかなどについては、以下をご覧ください。

https://nohaku.net/
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/nouhaku_top.html


農業の学校等で実践的に学びたい

農業を実践的に学ぶことができる学校です。全国42道府県に設置されています。
以下の３つの課程があります。

| 道府県立の農業大学校や民間の農業教育機関など、全国には農業を実践的
に学ぶための様々な学校等があります。

11

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

道府県立農業大学校

主な対象者 標準的な履修時間 学習方法

養成課程 高校卒業者 2年間 2,400時間（80単位）
以上

実習と講義などが、
おおむね半分ずつ

研究課程 農業大学校養成課程
卒業者

1～2年間 2,400時間（80単
位）以上

実習と講義などが、
おおむね半分ずつ

研修課程 就農希望の社会人、
キャリアアップを目
指す農業者

～数カ月 新規就農、新規就農者の
定着、農業者のキャリア
アップ、経営発展のため
の研修

就農を希望する社会人向けの研修

URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/
nougyou_jinzaiikusei_kakuho/attach/pdf/kyoiku_syoukai-20.pdf

【お問い合わせ先】

農林水産省経営局就農・女性課 教育グループ
TEL：03-6744-2160

農業大学校の御案内
URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/

nougyou_jinzaiikusei_kakuho/kyoiku_syoukai.html

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

12

農業大学校などの研修機関では就農を希望する社会人を対象とした各種研修を実
施しています。

過去の研修は、下記URLをご覧ください。



農業法人等で研修を受けたい

自営就農の前に、農業法人で従業員として働きながら生産技術、加工販売、経営管理
などのノウハウを学ぶことも有効です。就農希望地の農業法人で働き、積極的に地域の
人間関係を築くことにより、独立・自営就農に役立つ情報が手に入る場合もあります。

農業法人によっては、独立就農を支援しているところもあります。

| 研修先として、➀農家・農業法人等、➁自治体の農業公社等やJA・JA法人
出資等があります。詳細については以下のwebサイトを参照したり、最寄り
の新規就農相談センターへお問合せください。

12

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

➀農業法人等で働きながら学ぶ

②自治体の農業公社やJA等で研修

独立支援を行っている法人の求職情報はこちらから調べられます。
URL：https://www.be-farmer.jp/recruitment/search/

農業をはじめる.ＪＰ 求人情報

全国各地の都道府県・市町村・農業公社・JAなどでは、新規就農希望者に対して独
立就農するための研修を行い、地域農業の新たな担い手を育成しているところがあり
ます。

研修地域での就農が前提となることが多いため、作目などが限られていますが、研
修を受けた人が実際に就農できる可能性は高いため、自分の希望する就農スタイルと
合致した場合は非常に魅力的な制度です。

【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

研修を行っている都道府県や市町村な
どはこちらから調べられます。
URL：https://www.be-farmer.jp/

support/search/

就農支援情報

研修を行っているJAについてはこち
らから調べられます。
URL：https://agri.ja-group.jp/

support/start/

JAの新規就農支援

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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研修中の所得を確保したい

| 農業次世代人材投資資金（準備型）を活用いただけます。

13

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

農業次世代人材投資資金（準備型）

【お問い合わせ先】
都道府県・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（農業次世代人材投資資金）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、就農前の研修を後押しする
資金を交付します。（年間150万円、最長２年間）

※平成29年度以降の新規交付対象者から、国内での２年間の研修に加え、将来の営農
ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を１年延長

農業大学校や都道府県が指定する先進農家・先進農業法人等で研修を受ける方で、
要件を全て満たす方が対象です。

① 原則として就農予定時の年齢が49歳以下の方
② 都道府県等が認める研修機関でおおむね１年以上研修する方
③ 研修終了後１年以内に就農する以下のいずれかの方

・ 独立・自営就農し、就農後５年以内に認定農業者又は認定新規就農（ 項
参照）になる方

・ 農業法人に雇用されて就農する方
・ 親元就農し、就農後５年以内に経営を継承するか農業法人の共同経営者に

なる方
④ 原則として前年世帯全体の所得（親子及び配偶者の範囲）が600万円以下の場合
⑤ 研修期間中に傷害保険に加入している方

※ 常勤の雇用契約を締結している場合は原則対象になりません。

※ 以下の場合は返還となります
① 適切な研修を行っていない場合
② 研修終了後、１年以内に就農しなかった場合
③ 交付期間の1.5倍（最低２年間）の期間、

就農を継続しない場合 等

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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主な要件



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。

14

☑起業 ☑就職 ☑継承

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） 農業次世代人材投資資金（経営開始型）の交付（ 項参照）
（２） 青年等就農資金（無利子融資）の貸付け（ 項参照）
（３） 強い農業・担い手づくり総合支援交付金（ 項参照）
（４） 農業経営基盤強化準備金制度の利用（ 項参照）
（５） 経営所得安定対策（ゲタ対策・ナラシ対策）への加入

※（５）経営所得安定対策については、政策統括官付経営安定対策室
（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

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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認定新規就農者になると受けられる支援策



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。

15

☑起業 □就職 □継承

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

①全国農地ナビ

全国農業会議所が運営する「全国農地
ナビ」では、インターネットを利用して、
新規就農希望者が全国から借りたり、
買ったりできる農地情報を得られます。

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】

「全国農地ナビ」
URL：http://www.alis-ac.jp/

情報収集 体験・研修 就農開始 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

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）とは、農地を貸したい人から農地を機構が借り受け、
新しく農業を始めたい方や規模拡大を進める農家へ農地を機構が貸し付ける「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ので、安心して農地を借りることが
できます。

※基本的に都道府県農業公社です。多くは新規就農相談センターの役割も担っています。

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。

※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

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、14経営体17名が新規就農）。

【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

事例

情報収集 体験・研修 就農開始 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。
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☑起業 ☑就職 □ 継承

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・空き地情報がワンストップで検索可能です。

「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

情報収集 体験・研修 就農開始 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。
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☑起業 ☑就職 □ 継承

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都道
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
に都道府県・市町村が共同で移住支援金を支給
する事業です。
（最大100 万円 ※単身の場合は最大60 万円）

東京都23区
在住者又は
通勤者

地方創生起業支援事業
都道府県が、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。

※農業次世代人材投資資金（ 11 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。

情報収集 体験・研修 就農開始 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

| 農業次世代人材投資資金（経営開始型）を活用いただけます。
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☑起業 □就職 ☑継承

農業次世代人材投資資金（経営開始型）

【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

（農業次世代人材投資資金）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交付します。

交付期間は、最長５年間、交付金額は、前年の所得によらず定額（経営開始１～３
年目：150万円、経営開始４～５年目：120万円）です。

農業を始めてから経営が安定するまでの方で、要件を全て満たす方が対象です。

① 市町村で農業経営基盤強化促進基本構想に規定する青年等就農計画の認定を受
けた認定新規就農者（ 項参照）の方

② 原則として49歳以下で独立・自営就農する方
③ 就農する市町村の「人・農地プラン」（ 項下欄参照）に位置付けられて

る方（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方
④ 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600万円以下の方

※ 独立・自営就農とは、以下の要件を全て満たすことを指します。
① 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。
② 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。
③ 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。
④ 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。

※ 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）を負って経営を開始
していると市町村に認められることが必要です。

※ 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。
※ 経営開始３年目終了後に、所得水準等の共通の評価基準に基づき中間評価を実施し、経営開始４年目以降の

支援方針を決定します。
※ 以下の場合は返還となります

① 適切な営農活動を行っていない場合
② 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

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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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。
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☑起業 □就職 ☑継承

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。

情報収集 体験・研修 就農開始 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2年1月1日から経営発展計画の提出時までに経営を継承す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。

４. 応募手続
補助金事務局である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20

☑起業 □就職 ☑継承

情報収集 体験・研修 就農開始 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。

21

○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。
◎令和３年１月からは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１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４年１月より。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

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

☑起業 □就職 ☑継承
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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３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２年 令和３年 令和４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）

情報収集 体験・研修 就農開始 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。

情報収集 体験・研修 就農開始 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。
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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（TEL：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。

22

「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」

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

（項目の例）

☑起業 □就職 ☑継承

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23

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。
※H22～R元の運用利回りの平均は3.47％です。ただし、これは過去のものであり、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）を下回る可能性もあります。
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、令和４年１月１日以降、保険料の下限を１万円に
引き下げる方針で調整しています。

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）
H22～R元の運用利回りの平均は3.47％

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）

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

☑起業 □就職 ☑継承
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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み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。

24

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

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、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。

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

☑起業 □就職 ☑継承
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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25

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：0.16～0.30％（令和３年６月18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？

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

29

☑起業 □就職 ☑継承

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 0.30% （令和３年６月18日現在）

認定農業者 0.16～0.30％
（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



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26

強い農業・担い手づくり総合支援交付金
（地域担い手育成支援タイプ及び先進的農業経営確立支援タイプ）

【お問い合わせ先】
市町村又は都道府県の農政担当窓口

実質化された人・農地プラン（下欄参照）に位置付けられた中心経営体や農地中間
管理機構から貸借権の設定を受けた者等が融資を受け、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（補助率は事業費の３/１０以内）します。

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
「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」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

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立

☑起業 □就職 ☑継承
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就農後も経営力を磨きたい27

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

農業経営塾

【お問い合わせ先】
各都道府県の農政担当窓口

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。

農の雇用事業（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/next/

情報収集 体験・研修 就農開始 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。
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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（農業経営相談所)
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農業経営相談所の取組事例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/

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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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

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


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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令和３年６月 農林水産省経営局就農・女性課

農業を始める方が使える支援策
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