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  調査の概要 

Ⅱ 農業者に対する調査 
 
 ・ 調査対象 
  補助事業を活用して農業機械を導入した農業者 
  （産地パワーアップ事業、畜産クラスター事業、 
   経営体育成支援事業） 
 

 ・ 調査項目 
補助事業活用時の見積もりの方法等 

 

 ・ 回収率 
  80%（調査件数：1,355件、有効回答数1,079件） 

 

Ⅰ 農機販売店に対する調査 
 

 ・ 調査対象 
  農業機械販売店 
 

 ・ 調査項目 

  補助事業で導入実績のあった機種の定価及び 
実売価格 

 

 ・ 回収率 
  58%（調査件数：4,267件、回答数2,484件） 

 

Ⅲ 調査結果の分析 
 
 ○ Ⅰ及びⅡで得られた結果と、当省で把握している補助事業活用時の価格を用いて、以下の項目について

分析 
  ・ 「実売価格」、「補助事業活用時の価格」及び「定価」の比較 
  ・ 「相見積もりの方法」と「補助事業活用時の価格」との関連 等 



 調査結果のポイント（１） 

〔補助事業活用時の価格と実売価格との関係〕                                N=４９０件 

補助事業活用時の価格
の方が１割以上高い 

大差なし 補助事業活用時の価格
の方が１割以上安い 

全体（４９０件） ２２％ ６３％ １５％ 

○ 「補助事業活用時の価格」が「実売価格」より１割以上高いものの割合は全体の２割程度で、
１割以上安いものの割合をやや上回った。 

〔補助事業活用の明示の有無と価格との関係〕                                N=４９０件 

補助事業活用時の価格
の方が１割以上高い 

大差なし 補助事業活用時の価格
の方が１割以上安い 

補助事業活用を明示 
（４２８件） 

２１％ ６４％ １５％ 

補助事業活用を明示せず 
（６２件） 

２７％ ５８％ １５％ 

○ 相見積もり等の際に補助事業の活用を明示した場合と明示しなかった場合の「補助事業活
用時の価格を比較すると、明示した方が高いという傾向は見られなかった。 



 調査結果のポイント（２） 

○ 「補助事業活用時の価格」は、農業者本人が相見積もり等を実施した場合が最も安く、農機
販売店等を経由すると高くなる傾向が見られた。 

○ 「補助事業活用時の価格」は、メーカー・機種の指定によりスペックを限定するほど高くなる
傾向が見られた。 

 
 

○ 農業機械をより低価格で調達するためには、農業者自らがコスト意識をもってしっかりと相見
積もり等を実施することが重要である。 

〔相見積もり等の実施者（経由者）と価格との関係〕   〔相見積もり等の際の機種・メーカー指定と価格との関係〕 
                             N=４９０                                 N=４９０ 
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  調査結果を踏まえた課題と対応方針案 

１ より低価格となる見積もり方法等の徹底 
 

 より低価格となる見積もり方法（自身で相見積もりを実施する等）について、補助事業の実施要綱等への追
記により徹底する。 

 こうした取組を通じて、ＪＡや農業機械販売店がより低価格での応札に向けて農業機械の調達先、機種等
について十分な比較検討を行うよう促す。 
 

２ 農業生産資材価格比較ウェブサイトの活用促進 
 

 農業機械販売店はもちろん、リース会社についても、ウェブサイトへの登録を呼びかけるとともに、補助事
業を活用する農業者に対しても当該サイトも活用して農業機械価格やリース料金の比較を行うよう周知する。 



（参考）補助事業による農業機械の導入例 

① 東海地方Ａ氏 
      （産地パワーアップ事業を活用） 
 
【導入機械】 

 ・乗用管理機（農薬の散布等の管理作
業に使用する機械） 

 
【価格】 
 ・定価   ：3,451,000円  
 ・実売価格：2,821,017円（81.7%） 
 ・導入価格：2,592,592円（75.1%） 
 
【相見積もり等の方法】 
 ・農機販売店を通じて見積もりを実施 
 ・メーカー・機種を指定せず 
 
 
 
【安くなった要因（経営体への聴き取り）】 

 ・メーカー・機種を指定せず見積もりを
行った 

 ・相見積もり後、価格交渉を行った 

 ・リース会社に対しても、リース手数料
引き下げ交渉を行うなど、支払い総額
を減少させたい意図を明確にした 

② 東海地方Ｂ氏 
      （経営体育成支援事業を活用） 
 
【導入機械】 
 ・トラクター（65ps） 
 
 
【価格】 
 ・定価         ： 6,700,223円 
 ・実売価格： 5,010,746円（74.8%） 
 ・導入価格： 4,342,550円（64.8%） 
 
【相見積もり等の方法】 

 ・自分で農機販売店（普段から取引のあ
る３者）に実施 

 ・メーカー・機種を指定せず 

 

【安くなった要因（経営体への聴き取り）】 

 ・相見積もりにより、業者間の競争が働
いた 

 ・普段から販売店に今後の経営の展開
方向を伝えており、販売店においては
早くから機種の検討が可能であった 

〔実売価格より安く導入した事例〕 

③ 九州地方Ｃ氏 
      （畜産クラスター事業を活用） 
 
【導入機械】 

 ・ロールカッター（梱包された稲わらや牧
草 を細断する機械） 

 
【価格】 
 ・定価   ：2,800,000円 
 ・実売価格：2,410,000円（86.1%） 
 ・導入価格：2,190,000円（78.2%） 
 
【相見積もり等の方法】 

 ・自分で見積もりを実施（ＪＡ系、メー
カー系、農機販売店） 

  
 
 
【安くなった要因（経営体への聴き取り）】 

 ・見積り結果により同一販売店から機械
を導入する場合は、協議会が更に値
引き交渉を行った 

 ・リース会社についても複数社のリース
手数料を確認して最も割安なリース会
社を選定し、リース手数料の引き下げ
交渉を行った 



（参考）補助事業による農業機械の導入例 

③ 東北地方Ｆ氏 
       （畜産クラスター事業を活用） 
 
【導入機械】 

 ・ホイルローダー（飼料作物をバンカー
サイロでサイレージに調製・取り出しす
る機械） 

 
【価格】 
 ・定価   ：8,273,000円 
 ・実売価格：4,950,000円（59.8%） 
 ・導入価格：5,400,000円（65.3%） 
 
【相見積もり等の方法】 

 ・協議会が見積もりを実施（メーカー系、
農機 販売店２者） 

 ・管内ですぐ修理に対応してもらえる業
者から見積りを実施 

 
【高くなった要因（経営体への聴き取り）】 

 ・故障時の迅速な修理対応、部品供給
体制が整っていることを重視したため、
更なる価格交渉は行わなかった 

 

〔実売価格より高く導入した事例〕 

② 北陸地方Ｅ組合 
（経営体育成支援事業を活用） 

 
【導入機械】 
 ・コンバイン（３条） 
 
 
 
【価格】 
 ・定価   ：5,530,638円 
 ・実売価格：4,441,351円（80.3%） 
 ・導入価格：5,050,000円（91.3%） 
 
【相見積もり等の方法】 
 ・自分でJA系、農機販売店（２者）に実施 

 ・日頃のメンテナンスに慣れているメー
カーと機種を指定 

    
 
【高くなった要因（経営体への聴き取り）】 

 ・メーカー・機種を指定したため、競争が
起きにくかった 

① 北海道Ｄ法人 
（産地パワーアップ事業を活用） 

 
【導入機械】 
 ・コンバイン（１０条） 
 
 
 
【価格】 
 ・定価   ：12,525,000円 
 ・実売価格：10,142,329円（81.0%） 
 ・導入価格：11,300,000円（90.2%） 
 
【相見積もり等の方法】 
 ・自分で見積もりを実施 
 ・機種を指定 
 
 
 
【高くなった要因（経営体への聴き取り）】 

 ・近隣に営業所のあるリース会社を選
定し、リース料の引き下げ交渉は行
わなかった 



  （参考）リース料金について 

○ リース料金には、税金（相当額）、保険料、金利等が含まれる。 
 

○ 同額の農業機械であっても、機械の種類や、リース方式、リースを受ける者の与信によって
リース料金は変化する。 

〔リース方式による違いの例〕 

リース方式 特        徴 

Ａ社、Ｃ
社 

所有権移転外ファイ
ナンスリース 
（賃貸借処理） 

リース期間終了後の物件の所有権はリース会社 
固定資産税はリース会社が納税（農業者がリース手数料として負担） 
動産保険はリース会社が加入（農業者がリース手数料として負担） 
税制上は賃貸借処理（農業者は経費として処理） 

Ｂ社 所有権移転ファイナ
ンスリース 
（売買処理） 

リース期間終了後に物件の所有権を農業者に移転 
（譲渡代金はリース料とは別途必要） 
固定資産税はリース会社が納税（農業者がリース手数料として負担） 
動産保険はリース会社が加入（農業者がリース手数料として負担） 
税制上は売買処理（農業者の固定資産として償却） 

（参考） 

購入の
場合 

 
－ 

物件の所有権は農業者 
固定資産税は農業者が納税 
動産保険は農業者が加入 
農業者は固定資産として償却 



  （参考）リース料金について 

〔リース助成の場合の農業者の実質負担の比較〕 
 ・本体価格１００万円のトラクターを前ページの条件で７年間リースする場合で試算 
  （補助率：本体価格の１／２） 
 ・トラクターを車両登録しない形で試算 
 ・消費税は考慮せず 

本体価格 
固定資産税 動産保険料 リース手数料 合計 農業者負担 

国庫助成 自己負担 

自費購入 － １００ ３ ３ － １０６ １０６ 

購入助成 
(補助率50%) 

５０ ５０ ３ ３ － １０６ ５６ 

Ａ社リース ５０ ５０ － － ８～１２ １０８～１１２ ５８～６２ 

Ｂ社リース ５０ ５０ － － １１～１２※ １１１～１１２ ６１～６２ 

Ｃ社リース ５０ ５０ － － １１～１２ １１１～１１２ ６１～６２ 

※ リース期間終了後の譲渡代金を含む。 


