
質　　　問 回　　　答

1

　作業時期に対応して農業機械が製造されていることや輸
入機械については年度内の購入が困難であること、また、
TPP対応に向けた経営戦略を検討してから必要な機械･施
設を整備することを考慮し、予算の一部を２９年度に繰越
し、自治体が予算措置できる期間をとった上で、事業を実
施していただきたい。

２８年度補正予算は原則として２８年
度中に執行するものであることをご理
解いただきたい。

2

　事業実施地区については、経営体育成支援事業と同様
に、事業の目的に即していれば、人・農地プランの地域の
一部又は隣接する複数の地域を事業実施地区として構わ
ないでしょうか。

隣接する他の適切な人・農地プランが
作成されている地域を事業実施地区
とすることは可能ですが、人・農地プラ
ンの地域の一部を実施地区とすること
はできません。また、隣接する人・農
地プランの地域でも農地中間管理機
構を活用している必要があります。

3

　認定農業者は｢新たな農業経営指標」を活用し、市町村
に提出することとされているので、本事業とは別に指導す
ることで対応していただきたい。現場の体制では審査が困
難であり、速やかな事業実施や会計検査などへの配慮を
お願いします。

適切な指導推進を行ううえで必要であ
れば、事業実施主体の判断で事業担
当以外の部署と連携して指導を行っ
て下さい。

4
　独自の様式により経営分析しているが、農林水産省版の
新たな農業経営の指標の経営データの記入フォームを利
用していない場合は、助成対象とならないのでしょうか。

都道府県、市町村で「新たな農業経営
の指標」に準じた指標を用いてフォ
ローアップできるのであればそれらを
用いることは可能です。

5

　農地中間管理機構を活用している地区については、計画
承認時点で農地中間管理事業の推進に関する法律第18
条第１項に規定する賃借権の設定等がされた農地が存在
する地区とされていますが、農地保有合理化事業（特例事
業）により売買された農地のある地区は対象となるのでしょ
うか。
　また、過年度に農用地利用配分計画が認可されていれ
ば、活用している地区とみなしてよろしいでしょうか。

農地中間管理機構が実施するもので
あれば、どちらも対象となります。

6

  助成対象者の「農業経営基盤強化促進法第７条の規定
により農地中管理機構が行う農地等売買等事業による権
利の設定等を受けた者」には、農地保有合理化事業により
過去に農地を購入したことがある者及び現時点で一時貸
付を受けている者が含まれると考えてよろしでしょうか。

農地中間管理機構が実施するものに
限ります。

7

　農地中間管理事業の推進に関する法律第２６条第１項に
基づく公表は、平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
の間に行われなければならないのでしょうか。また、関係者
による協議等は年度内に実施されていなければならない
のでしょうか。

原則、事業年度の年度末までに公表
されているものとしますが、翌年度の
４月に公表することが定例化されてい
るような場合であれば、公表すること
が確実なものであるとみなしてかまい
ません。
なお、関係者による協議等は年度内
に実施されている必要があります。

【未定稿】
担い手確保・経営強化支援事業に係る質疑応答



8

　経営コストの１０％以上の縮減を成果目標とする場合、本
事業により導入する機械等の減価償却費も経費に算入し、
現状と比較し１０％以上縮減しなくてはならないのでしょう
か。

減価償却費については、コストではあ
るが、実際には支出を伴わないもので
あり、機械等の導入に伴う経費節減
効果を的確に把握する観点から、本
事業により導入する機械等を含め、全
ての減価償却費を除いて、現状及び
目標を設定して下さい。

9
　既に経営体育成支援事業を実施している場合、両事業で
成果目標が重複しても構わないでしょうか。

事業の概要別記の第１の６の（２）の
（オ）のとおり

10
　成果目標項目の売上高については、新たな農業経営指
標の「販売金額（売上）計」から設定するとされていますが、
農業関連事業の売上も含めるのでしょうか。

農業関連事業の売上げも含めます
が、交付金、農外事業収入は除きま
す。

11
　成果目標項目の「経営の効率化」は、「経営コストの縮
減」や「農産物の高付加価値化」と取組内容が類似すると
思われますが、設定方法の具体例を教えてください。

選択項目は、必須目標項目を達成す
るための手段の一つとして選択してい
ただくものです。
「経営の効率化」は、機械導入により
どういった効果でどんな効率化を図る
のかといった目標を設定します。

12
　標準的な畜舎等の施設は耐用年数が２０年を超過します
が、対象施設の耐用年数に制限はありますか。

事業の概要別記の第１の４の（１）の
ウの（イ）のｃのとおり、概ね５年以上２
０年以下のものが対象です。

13
　本年度に新規就農した者については、売上高や経営コス
トの把握ができない場合がありますが、成果目標設定に当
たっての現状値の考え方を教えてください。

事業の概要別記の第１の６の（２）の
（オ）のとおり（２）の（ウ）のとおり、現
況に関するデータが存在しない場合
は、就農計画に記載された年間農業
所得目標から換算して目標を設定し
て下さい。

14 　整理合理化通知の基準は適用されるのでしょうか。
整理合理化通知の基準は適用されま
せん。

15
　導入する農業用機械・施設の性能及び規模についての
算定基準は定められますか。

機械、施設の規模算定根拠は経営体
調書に記載することとしています。
またその根拠とした資料も合わせて保
存しておいてください。

16
　市町村の円滑な事業実施に必要なため、市町村交付規
則例を早急に示していただきたい。

事業の実施にあたっての手続きは従
来の経営体育成支援事業と同様です
ので、経営体育成支援事業の交付規
則例を参照して下さい。

17
　２８年度に経営体育成支援事業を実施している助成対象
者を担い手確保・経営強化支援事業の対象として構わない
でしょうか。

対象としてかまいません。

18
　人・農地プランについて、話し合いの結果等が２８年度中
に公表することとされているが、どの様な様式で、どの様な
項目が公表されていれば良いのでしょうか。

　人・農地問題解決加速化支援事業
実施要綱に基づいた公表の様式及び
項目となります。



19

　助成対象者の成果目標については、経営体育成支援事
業と同様に、導入する機械等と直接結びつく目標を設定す
る必要がありますか。
　例えば、成果目標に経営全体のコストの１割の縮減を設
定した助成対象者が、馬鈴しょの収穫機械を導入する場
合、馬鈴しょの収穫機械と直接関連する経費で１割のコス
ト縮減しなくてはならないでしょうか。それとも他の作物等
（野菜、小麦など）におけるコストの縮減を目標達成のため
の効果に含めて構わないでしょうか。

　必ずしも補助を受けた機械や施設の
効果のみで目標を達成するのではな
く、自らが行う他の設備投資、栽培管
理技術の改善や販路拡大などの取組
も含め、目標達成の効果として考慮し
て構いません。

20
　新たに成果目標となった⑥経営の効率化について、経営
体育成支援事業におけるコスト縮減ように、金額や金額
ベースで算定した割合などで設定するのでしょうか。

　目標水準（栽培及び管理技術の改
善、作業の効率化、単収の向上、生
産資材の効率化等）の趣旨に合致し
ていれば、金額に換算して設定しなく
ても構いません。

21
　必須目標である①売上高の拡大については、生産物等
の販売金額のみの比較で良いでしょうか。経営所得安定
対策等の交付金は含めるのでしょうか。

　各交付金は含めないで算定してくだ
さい。

22
　目標設定項目の現状は、いつ時点の数値（２７年度の確
定実績又は２８年度の予想値）を用いるのでしょうか。

　本事業においては、目標設定に当
たっては,現状値及び目標年度までの
各年度目標の設定根拠が明確となっ
ている必要がありますので、現状は直
近の確定値（２７年度が直近のデータ
であればその数値）で設定してくださ
い。

23 　中古農業機械は事業の対象となりますか。

　中古農業機械であって、耐用年数が
２年以上のものは本事業の対象となり
ます。
　なお、中古の施設（既存施設の取
得）は対象外です。

24

 地区配分基準表の②農地集積割合の増加において、「事
業実施前年度から増加した農地集積面積のうち３割以上
が農地中間管理機構を活用している場合は平均ポイントに
２点を加点する」とされていますが、３年度前より地区の中
心経営体等への農地集積率が１割以上増加している場合
に限り、更に１点（合計２点）が計上できると考えてよろしい
でしょうか。
　また、「事業実施前年度から」について、具体的な期間を
ご教示ください。

お見込のとおりです。
なお、期間については、平成２７年４
月１日から平成２８年8月３１日までと
なります。

25

　担い手確保・経営強化支援計画書の「Ⅳ農地中間管理
機構を活用した農地の集積状況」の「１　地区内の担い手
への農地集積の状況」については、農地中間管理機構を
活用している農地の面積等を記載するのでしょうか、実施
地区内の全農地面積等を記載するのでしょうか。
　また、「２　農地中間管理機構の活用状況」については、
（１）に該当し、記載している場合は、（２）は記載しなくても
よろしいでしょうか。

「１　地区内の担い手への農地集積の
状況」については、事業実施地区内の
全農地面積及び担い手に集積した全
農地面積を記載してください。
また、「２　農地中間管理機構の活用
状況」の（１）に該当がある場合は、
（２）は記載しなくて構いません。



26

　農業経営基盤強化促進法第７条の規定による農地売買
等事業（特例事業）を活用した場合、担い手確保・経営強
化支援計画書の「Ⅳ農地中間管理機構を活用した農地の
集積状況」の「２　農地中間管理機構の活用状況」の（１）の
設定年月日は、何の手続等を行った日付けを記入するの
でしょうか。

一時貸付けのため、賃借権等が担い
手に設定された日又は、売買が成立
して、担い手に所有権移転された日を
記入して下さい。

27

　農地中間管理機構以前の組織から、農地保有合理化事
業による一時貸付けを受け、現在も借受を継続しており、
今後、中間管理機構と売買契約を締結する予定の土地が
存在している場合は対象地区となるでしょうか。

農地中間管理機構以外が農地保有
合理化事業を実施したというだけでは
対象とはなりませんが、農地中間管理
機構が目標年度までに農地売買等事
業により売り渡しを行うのであれば、
農地中間管理機構を活用することが
確実な地域として、本事業の対象地
区となります。

28

　計画位置図に賃借権等の設定等を受けている範囲を示
すこととされていますが、該当する農地については、地番ご
とに着色し示すなど、詳細に記載する必要はあるでしょう
か。

該当する農地の存在する場所を、お
おまかに○で囲んで示すなど、実施
地区内に農地中間管理機構から賃借
権等の設定等を受けた土地があるこ
とが判るように表示いただければ結構
です。

29

　成果目標については過去事業と重複しないこととされて
いるので、過去事業でコスト縮減（総経営費／総収入）に取
り組んでいる場合は、必須目標は「①売上高の拡大」しか
設定できないでしょうか。

原則、「①売上高の拡大」を設定する
ことになります。ただし、過去事業の目
標年度は経過していないが、既にコス
ト縮減の目標が達成見込みであり、更
に１割以上の削減を図るケースなどで
あって、目標が明確に区分できる場合
は、「②経営コストの縮減」も設定する
ことができます。
（要綱 別記 第１の４の（１）のウの（イ）
のｉ及び６の（２）のイの（オ））

30

　「経営の効率化」については、配分基準では最終的にコ
スト縮減に効果があることが条件ですが、成果目標では
「コスト縮減」の記述がないので、コストは上昇するが、単
収が向上し、売上高が増加する取組なども成果目標として
設定して構わないでしょうか。

目標として設定できます。

31
　地区配分基準における「地域の担い手」とはどのような者
ですか。

本事業の対象である「適切な人・農地
プランに位置づけられた中心経営体」
が該当します。
なお、「農地中間管理機構から賃借権
等の設定を受けた者」は該当しませ
ん。

32

　助成対象者について、人・農地プランに位置付けられた
中心経営体、認定農業者、認定新規就農者及び集落営農
組織の要件は、計画承認時点で満たしていれば構いませ
んか。

計画承認時に該当していれば構いま
せん。ただし、計画承認まで期間があ
りませんので留意ください。



33

　実施地区について、中間管理事業法第２条第５項に規定
する農地中間管理権の設定のため市町村において農用地
利用集積計画の作成等がされた農地又は賃借権等の設
定等のため市町村において農用地利用配分計画（案）の
作成等がされた農地が存在する地区に該当する場合は、
計画承認時点までに要件を満たしていれば構いませんか。

計画承認時に該当していれば構いま
せん。ただし、計画承認まで期間があ
りませんので留意ください。

34

 事業実施地区について、中間管理事業法第１８条第１項
に規定する賃借権の設定又は基盤強化法第７条の規定に
より農地中間管理機構が行う農地売買等事業による権利
が設定された土地が存在する地区に該当する場合、いつ
時点で要件を満たす必要があるでしょうか。

計画承認時に該当していれば構いま
せん。ただし、計画承認まで期間があ
りませんので留意ください。

35

　農業経営基盤強化促進法第７条の規定による農地売買
等事業について、農地中間管理機構が農用地を買入れた
が、売渡し又は貸付を行っていない場合は、本事業の対象
地区となりますか。

農地売買等事業により、農地中間管
理機構が買入れした農用地がある場
合は農地中間管理機構を活用するこ
とが確実な地域として、本事業の対象
地区となります。

36

　経営体調書のⅣの（１）の目標設定の考え方の根拠資料
については、目標値の設定根拠となる資料（生産技術等の
観点からの説明資料）を記載するのか、又は、目標達成し
ているかの確認資料（売上高の拡大であれば、決算関係
書類）を記載するのでしょうか。

両方について記載が必要です。

37

　経営体調書のⅣの（２）の必須目標達成に向けた取組の
ポイントについて、３点程度箇条書きとありますが、ひとつ
の取組で達成が見込まれる場合は、１点でも構わないで
しょうか。また、整備する機械等と直結しない作物に係る取
組など、独自の取組について記載しても構わないでしょう
か。

　ひとつの取組で説明可能な場合は、
１点でも構いません。また、整備する
機械等と直結しない取組を記載しても
構いませんが、少なくとも１点は直結
する取組について記載ください。

38

　本事業による機械等の導入に伴う効果は、目標年度であ
る平成３０年度において発現することとし、平成２９年度（２
年度目）に何らかの効果が発現するよう目標設定しなくて
も構わないでしょうか。

　導入した機械を使用するのであれ
ば、２年度に何らかの効果が生じると
思われるが、２年度目に効果が発現し
ない合理的な理由があれば、目標年
度から効果が発現するように目標を
設定して構いません。
　なお、その場合は、経営体調書のⅣ
の（１）の設定の考え方に理由を記載
して下さい。

39

　人・農地プランを作成している地域の経営体であっても、
農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けていれ
ば、要綱 別記 第１の２の（４）及び４の（１）のイの（イ）に基
づき事業を実施できるでしょうか。

人・農地プランを作成していない地域
に限り適用する規定なので、左記の
場合は実施できません。

40

　「①売上高の拡大」については、交付金、農外収入は除く
とされていますが、国では主食米から飼料用米への転換を
推進しています。交付金を算定に加えない場合、著しく売
上高に差が生じると思われますが、この場合も同様の取扱
でしょうか。

交付金、農外収入は含めないので、
同様の取扱になります。



41

　成果目標に「③経営面積の拡大」を設定する場合、現状
値は、２８年度の作付け面積でしょうか、それとも年度が完
了した２７年度の面積でしょうか。
　また、２７年度を現状値とした場合、２８年度に拡大した面
積を、目標達成の効果に含めて構わないでしょうか。

　経営面積の拡大の現状値について
は、２８年度の要望調査提出時点の
面積としてください。
　また、全ての目標について、機械等
の整備前の取組については、目標達
成の効果に含めることはできません。

42

　売上高の１０％の増を目標として設定する場合、２８年度
の売上が２７年度の売上実績を上回ることが明らかな場合
であっても、データの存在する２７年度実績を現状とし、目
標年度の３０年度で１０％増するよう目標設定して構わない
か。

全ての目標について、機械等の整備
前の取組については、目標達成の効
果に含めることはできません。２８年
度の実績を勘案し、更に１０％増とな
るよう目標を設定してください。
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　成果目標を必須目標「②経営コストの縮減」と選択目標
「⑥経営の効率化」とした場合、計画書及び調書の設定の
考え方や達成に向けた取組のポイントは、どの様に記載す
るのか。記載の根拠資料や考え方が重複しても構わない
か。

選択目標は、必須目標を達成するた
めの手段の一つなので、「⑥経営の効
率化」の効果等が「②経営コストの縮
減」の効果等の一部に含まれても構
いません。したがって、調書等の記載
における根拠資料や趣旨が考え方が
重複しても構いません。
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　成果目標の「経営コストの縮減」については、「全ての減
価償却費を除いて、現状及び目標を設定」するとされてい
ますが、固定資産の所得経費及び土地改良費はコストか
ら除外しなくても良いでしょうか。すなわち、減価償却費以
外はすべての経営コストとして計上することになるでしょう
か。

減価償却費以外の経費は、コストから
除外しないことが基本です。
しかしながら、本事業による機械等の
導入に伴う経費節減効果を的確に把
握する観点から除外すべきかについ
ては、
個々の取組により判断することになり
ますので、個別にご相談ください。
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　要綱 別記 第１の６の（２）のイの（ウ）に認定新規就農者
等の農業経営の現況に関するデータが存在しない場合の
目標設定の考え方が示されていますが、具体的にはどの
様に設定するのでしょうか。

　経営に関する実績がない場合は、就
農計画或いは経営改善計画に定めて
いる年間農業所得を本事業の成果目
標に置き換えることとしています。例え
ば、経営改善計画の目標が５年後で
あれば、目標年度である３年後に換算
した３／５の金額（又はそれを上回る
金額）を目標として設定します。
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　地区配分基準の「②農地集積割合の増加」については、
平成２５年４月１日からの中心経営体への集積率の増加で
判断することとされていますが、当市で人・農地プランを平
成２６年３月１日に策定しております。この場合は算定の起
点は、いつになりますか。

　平成２５年４月１日以降に人・農地プ
ランを策定している場合は、策定時点
（左記の場合は２６年３月１日）から算
定してください。
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　地区配分基準の「④地区の状況」については、要望調査
時点と記載が変わっていますが、要望調査と同様に８法
（北海道では５法）指定地域と考えてよろしいでしょうか。

地区配分基準の「④地区の状況」の
対象は、中山間地域等直接支払交付
金実施要領第４の１の対象地域（８法
指定地域と「地域の実態に応じて都道
府県知事が指定する自然的・経済的・
社会的条件が不利な地域（特認地
域））であり、かつ、中山間地域等直
接支払交付金実施要領第４の２の対
象農用地が存在する地域となります。
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成果目標（経営コストの縮減や農産物の高付加価値化等）
に用いる現状値は、前年度末のものを用いることが原則だ
と思いますが、天候不順や資材価格の変動などにより前年
度の値が例年より大きくかけ離れている場合はどうするべ
きでしょうか。

そのような場合は、過去５年間のう
ち、最高値、最低値を除いた３年間の
平均の値を使用してしてください。
なお、その場合は、現状を平均値とし
た理由を経営体調書のⅣの「設定の
考え方」に記載してください。


