
担い手確保・経営強化支援事業Q&A（未定稿）

（問１）平成28年度補正予算の「担い手確保・経営強化支援事業」と「経営
体育成支援事業」の事業内容の違い等を教えてください。

（答）
担い手確保・経営強化支援事業は、ＴＰＰによる新たな国際環境の下で、今

後の農業界を牽引する経営感覚を備えた担い手の経営発展に向けた取組を支援
するものです。
また、経営体育成支援事業は、中心経営体等の経営改善の取組を支援するも

のです。
具体的な両事業の違いは以下のとおりです。

担い手確保・経営強化支援事業 経営体育成支援事業

【事業概要】
・売上高の拡大や経営コスト縮減な ・農業経営の改善を図るため、融資
ど農業経営の発展に意欲的に取り を活用して農業用機械等を導入す
組むため、融資を活用して農業用 る際に支援
機械等を導入する際に支援

【事業実施地区】
・適切な人・農地プランが作成さ ・適切な人・農地プランが作成され
れ、農地中間管理機構を活用して ている地域
農地の集積・集約化に取り組む地
域

【助成対象者】
①ア 適切な人・農地プランに位置 ・適切な人・農地プランに位置づけ

づけられた中心経営体であっ られた中心経営体等
て、かつ認定農業者、認定新規
就農者、集落営農組織であるこ
と、又は

イ 農地中間管理機構から賃借権 ・農地中間管理機構から賃借権の設
の設定等を受けた者 定等を受けた者

② 売上高の10％以上の拡大又は経
営コストの10％以上の縮減の目標
を立てていること

【補助率】
・１／２以内 ・３／１０以内
【配分上限額】
・１経営体当たり ・１経営体当たり300万円

個人1,500万円
法人3,000万円



（問２）担い手確保・経営強化支援事業は、補助率が２分の１以内となって
いますが、融資額と補助金はどのような関係となっていますか。

（答）
本事業では、農業者の融資を活用した主体的な経営発展の取組を支援するこ

とから、融資の活用を要件としており、融資を主体とするいわゆる融資主体型
補助事業としていることから、融資額以上に補助金を支出することはできませ
んので、事業費に対する融資の割合が補助率の上限となります。

（問３）法人化している集落営農組織は、認定農業者（若しくは特定農業法
人）でなくても助成対象者になりますか。

（答）
本事業の助成対象者については、事業実施要綱において、助成対象者となる

集落営農組織については、①代表者の定めがあり、定款又は規約が定められて
いること、②共同販売経理を行っていること、③目標年度までに法人化するこ
とが確実であると見込まれることとしています。
このため、法人化している集落営農組織については、認定農業者（若しくは

特定農業法人）である必要があります。

（問４）売上高の拡大や経営コストの縮減に意欲的に取り組む地域の担い手
が対象となりますが、具体的にはどのような農業者ですか。

（答）
本事業の助成対象者は、

（１）適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体であって、かつ認定農
業者、認定新規就農者、集落営農組織であること、又は農地中間管理機構か
ら賃借権の設定等を受けた者であること、

（２）売上高の10％以上の拡大又は経営コストの10％以上の縮減のいずれかを成
果目標として設定していること、

の両方の要件を満たす者となります。



（問５）「農地中間管理機構を活用することが確実な地域」として事業を行
う場合、農地中間管理権等の設定等は事業承認までに行う必要がある
のですか。また、実際の農地中間管理機構から担い手に対する賃借権
等の設定等は、いつまでにすれば良いのですか。

（答）
（１）「農地中間管理機構を活用することが確実な地域」については、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農用地利用配分計画
（案）の作成等がされた農地が存在している地区であり、事業承認時点まで
に農地中間管理権等が設定等されている必要はありません。

（２）ただし、農地中間管理権等の設定等及び農地中間管理機構から担い手への
貸付については、活用が確実であると判断して事業計画の承認を受けている
以上、速やかに設定することが望ましく、農地中間管理機構から担い手への
貸付については、遅くとも、本事業の目標年度（事業実施年度から３年度
目）までには設定する必要があります。

（問６）経営体育成支援事業を実施し目標年度が経過しているが、目標が未
達成の場合でも担い手確保・経営強化支援事業を実施することはでき
ますか。

（答）他事業目標の目標年度を経過しても達成していない目標がある場合、本事
業でその達成していない目標と重複する目標を掲げることはできませんが、全
く重複しない別の目標を掲げれば実施することは可能です。

（問７）経営体育成支援事業を実施中（目標年度内）の地区において、本事
業を実施しようとする際に、「今回設定する目標と明確に区別でき、
かつ、その目標の達成が見込まれる場合」とは、具体的にどのような
場合ですか。

（答）
（１）明確に区別できる場合とは、両事業で設定する目標の内容が個々の事業毎

にその達成状況を判断できるかどうかにより判断することとなります。具体
的には、例えば、経営体育成支援事業では、土地利用型作物に関連する目標
を設定しており、本事業では、園芸作物に関する目標を設定する場合には、
品目毎に明確に区別できると考えられます。

（２）また、その目標の達成が見込まれる場合とは、本事業の事業計画承認時点
において、経営体育成支援事業における当該年度目標を達成あるいは概ね達
成等しており、目標年度においても目標達成が容易に想定される場合などで
す。

（３）なお、これまで、「今回設定する目標と明確に区別でき、かつ、その目標
の達成が見込まれる」理由について、記載する様式となっておりませんでし
たが、「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」の「Ⅵ 関連事業
の実施状況」の「目標の具体的な内容等」欄に記載するように改正しました。



（問８）事業実施年度に就農する新規就農者が事業を実施する場合、現状値
がありませんが、売上高の拡大や経営コストの縮減をどのように設定
すれば良いですか。

（答）
（１）現状値の設定ができない新規就農者（及び新規参入法人）については、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目標から換算した売上
高かコストを本事業の成果目標とすることとしています。
なお、この場合、就農計画等に定めている所得目標から売上高を１割以上

拡大することを求めるものではなく、就農計画等に定めている目標から換算
した売上高を、「現状値より１割拡大した目標」とみなすことになります。

（２）また、個々の農業者や集落営農組織が法人化した場合には、前年の個別経
営或いは集落営農組織時点の売上高や経営コストと比較していただくことと
しています。

（問９）成果目標のうち売上高の拡大は経営全体で考えるのですか。個々の
栽培品目で考えても良いでしょうか。

（答）
経営全体で設定していただきます。

（問10）経営コストの１割以上の縮減を設定する場合、経費として減価償却
費を算入するのですか。

（答）
減価償却費は、コストですが、実際には現金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いた
だくこととしています。

（問11）成果目標のうち経営コストの縮減は経営全体で考えるのか。また、
その場合、単位面積・生産量などにより設定することでよいか。

（答）
経営全体で設定していただきますが、10aあたりや１kgあたりに換算して経

営コストを10％以上縮減する目標を設定することは可能です。



（問12）必須目標（売上高の拡大、経営コストの縮減）の設定に当たって、
現状値とは、前年度（27年度）末現在で考えれば良いですか。

（答）
基本的には、前年度末現在で考えていただくこととしています。
ただし、要望調査時点では、決算の資料を整理中であったものが、計画承認

時点で直近のデータが揃っているような場合などについては、計画承認にあた
り直近のデータで事業計画を作成していただくこととなります。

（問13）売上高の１割以上の目標を設定する場合に、収入として交付される
国の補助金等を算入しても良いのですか。

（答）
本事業は、今後の農業界を牽引する優れた経営感覚を備えた担い手の育成・

確保を図るものであり、導入する機械等による効果を的確に把握する観点から、
収入については、新たな農業経営指標の財務データの収入のうち販売金額及び
その他雑収入（農作業受託料収入等）で算定していただき、国からの補助金等
は除外することとしています。

（問14）農事組合法人が成果目標のうち経営コストの縮減を設定する場合に
従事分量配当を経費として算定しても良いか。

（答）
従事分量配当については、基本的には経費に入りうるものと考えますが、い

ずれにせよ、従事分量配当の取扱いについて、計画承認時点と事業の評価時点
で統一されている必要があります。

（問15）助成対象者ごとの配分上限額は、法人は3,000万円、法人以外は1,5
00万円とされていますが、別地区で同一の経営体が事業を実施する場
合は、それぞれの地区で配分上限額が適用されるのですか。

（答）
助成対象者ごとの配分上限額は、同一の経営体が複数の地区で事業を実施す

る場合にも適用されますので、法人は3,000万円、法人以外は1,500万円を超え
て同一の経営体に配分されることはありません。



（問16）配分基準表と地区配分基準表はどのように予算配分の際に用いるのか
具体的に教えて下さい。

（答）
配分ポイントの算出は、

① 地区ごとに、各助成対象者の取組を配分基準表を基にポイント化し、その合
計値を助成対象者の数で除して、一助成対象者当たりの平均ポイントを算
出、

② 地区配分基準表から地区の取組ポイントを算出、
③ ①で算出した平均ポイントと②の取組ポイントを合計し、当該地区の配分ポ

イントを算出
することとなります。
予算の配分は、③の配分ポイントの高い地区から順に並べて、予算額の範囲内
で各都道府県への配分額を決めることとなります。
ただし、③の配分ポイントが同点の場合には、当該地区の実要望国費が低い方
が優先されます。

（問17）配分基準表の現状の水準として「事業実施前３年度内」とありますが、具
体的な期間の考え方を教えて下さい。

（答）
例えば平成28年度の事業実施に当たり、平成28年10月から要望調査を開始し

た場合には、要望調査を開始する前３年度前が25年度であることから、平成25
年4月1日から平成28年8月31日までが事業実施前３年度内の期間となります。

（問18）配分基準表の「経営面積の拡大」で、農地中間管理機構から賃借権等
の設定等を受けて３年度内に経営面積が拡大している場合に３点の点
数となっていますが、下限面積はないのですか。

（答）
農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けて経営面積が拡大している場合
には、下限面積はありません。
なお、農地中間管理機構を活用していない場合には、事業実施前３年度内に

経営面積の拡大に取り組み、３年前より経営面積が拡大していることを前提に、
目標年度に４ha以上拡大を行うこととしている場合は３点、２ha以上拡大を行
うこととしている場合は２点、それ以外の経営面積の拡大の場合は１点となり
ます。



（問19）配分基準表では、「雇用」について「過去５年以内に増加した常時雇用者
（臨時雇用者を除く。）の２分の１以上が、３年以上雇用を継続している者で
ある場合」に加点する仕組みに変わりましたが、どのような趣旨です
か。

（答）
これまでは、雇用について、外部からの常時雇用や農の雇用事業を活用して

いる経営体である場合に加点していましたが、これらの雇用人材については、
農業への定着率が低いのが課題となっています。
このような状況をふまえて、農の雇用事業の活用のいかんに関わらず、雇用を
継続しているる農業法人等について、配分ポイントを加点することとしたとこ
ろです。

（問20）配分基準表の「雇用」について、過去５年以内に機械・施設の整備
に必要な融資（補助金を受けている場合を除く。）を受けて雇用を拡
大している場合に雇用ポイントを加点できますが、どのような趣旨で
すか。
また、融資も受けていなかった場合は加点できますか。

（答）
当該加点については、これまで補助金（機械・施設の整備に必要なもの）を

受けずに融資を活用して経営を発展させてきた農業者に対して加点するもので
す。このため、５年以内に補助金を受けたことが１度でもある場合には加点の
対象にはなりません。
また、本事業は、融資の活用を前提としたいわゆる融資主体型補助事業とし

て実施していることを踏まえ、融資を活用した取組に対する加点措置を設けて
いるため、融資を受けていない場合にも加点の対象にはなりません。

（問21）配分基準表の「新規就農」の加点について、５年度以内に就農し、当
時は45歳以下だった者は、現在は45歳を超えていても加点対象になりま
すか。

（答）
就農時点で45歳以下であれば加点できます。



（問22）配分基準表の「新規就農」の加点について、「青年就農給付金（経営開
始型）の給付期間中に経営を発展させて給付を受けなくなった者である場
合」に加点する仕組みとなっていますが、どのような趣旨ですか。

（答）
青年就農給付金（経営開始型）は、年間150万円、最長５年間支援するもの

ですが、前年の所得が350万円を超えると給付が終了することになっています。
新規就農者であって、当該給付金を受給した者が給付期間中に給付が終了す

ることとなった者については、短期間のうちに優良な経営体にまで発展したこ
とを評価し、配分ポイントを加点することとしたところです。

（問23）配分基準表の「新規就農」について、法人が就農する場合のポイン
ト加算及び加点する場合の考え方を教えてください。

（答）
事業に申請する者が法人の場合、当該法人が事業実施年度に農業経営を開始

する又は農業経営開始後５年度以内であり、かつ、当該法人が認定新規就農者
又は認定農業者である場合にポイントが加算できます。
法人の代表者や構成員が認定新規就農者等である場合であっても、法人自体

が認定新規就農者等でなければ、当該法人へのポイント加算はできません。
また、家族経営や集落営農組織が法人化した場合や、法人の代表者の単なる

代替わりの場合は、新たに農業経営を開始したものとはなりませんので、ポイ
ント加算はできません。
なお、45歳までに就農した者である場合の加点については、当該法人の役員

の過半数が45歳以下である場合に加点できます。

（問24）配分基準表の「農業者の育成」の加点について、「就農に向けて必要な
技術等を習得できる経営体として都道府県が認めた者である場合」に加点す
る仕組みとなっていますが、「都道府県が認めた者」とは具体的にどのよ
うな者ですか。

（答）
具体的には、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱（別記１）青年就農

給付金事業 第５の１の（１）のイにより都道府県が認めた先進農家又は先進
農業法人等を想定しています。



（問25）都道府県配分基準表の「農業者の育成」の項目ができる以前は、
「雇用」の項目で雇用契約のある農業研修生のポイント加算が認めら
れていましたが、現在も、雇用契約のある農業研修生は、「雇用」と
「農業者の育成」の項目のそれぞれでポイントの算定ができますか。

（答）
現在は、「雇用」と「農業者の育成」については別項目でそれぞれ算定する

こととしていますので、両項目でカウントすることはできません。

（問26）都道府県配分基準表の「女性の取組」に該当する女性とはどのような
者ですか。

（答）
① 女性農業者（自らが農業経営を行っている者又は部門間で区分経理を行って
いる場合に当該部門の責任者である者）

② 代表者が女性であるか、又は役員若しくは構成員のうち女性が過半を占め
る法人若しくは任意組織

が事業を実施する場合に配分ポイントを計上できます。
単に法人の中に女性部があるというだけでは女性の取組には該当しないため、
配分ポイントを計上することはできません。

（問27）都道府県配分基準表の「女性の取組」について、申請する農業者が
個別経営の男性の場合であっても加点できるのですか。

（答）
男性が申請者の場合には、ポイント加算はできません（申請者が女性であっ

ても、実質的に男性の取組である場合も同様です。）。

（問28）地区配分基準表の「農地集積割合の増加」について、事業実施前３
年度内に農地集積の取り組みを進め、３年度前より１割以上集積率が
増加している必要がありますが、３年度前とはいつ時点を指すのです
か。

（答）
28年度に事業を実施する場合には、平成25年4月1日が３年度前の起点となり

ます。
ただし、３年度前に人・農地プランが作成されていなかった場合には、集積

の対象となる中心経営体等の地域の担い手が明確になっていないため、人・農
地プランが作成された日を起点として算定していただくことになります。



（問29）地区配分基準表の「農地集積割合の増加」の点数配分の考え方を教え
て下さい。（通常のポイントと加点ポイント）

（答）
まず、３年度前より農地集積率が１割以上増加している場合に１点を加点で

きます。また、３年度前より農地集積率が１割以上増加しており、かつ、事業
実施前１年度内に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
活用して集積されている場合には、更に１点が加点され、地区ポイントは２点
となります。
このため、農地中間管理機構を活用していても、３年度前より農地集積率が１
割未満しか増加していない場合には、加点の対象とはなりません。

（問30）事業の評価等の考え方を教えて下さい。

（答）
基本的に平成27年度経営体育成支援事業と同様の事業評価となります。
ただし、目標年度までの達成状況等については、新たな農業経営指標に基づ

く自己チェック結果も加えて、目標達成等に向けてフォローアップすることに
しています。
また、目標年度において目標未達成の場合、「目標未達成理由等報告書」に

おいて、市町村（事業実施主体）にはしっかりとした原因分析と改善措置等
（今後の対応方向等）を報告してもらい、目標年度の翌々年度まで都道府県の
助言・指導等を実施します。

（問31）目標達成状況報告書に添付する農業経営指標に基づく自己チェック
結果とは「指標による評価結果シート」のことですか。

（答）
農業経営指標分析プログラムにより「経営改善のためのチェックリスト」

と「経営データの記入フォーム」で入力した内容に基づき、「経営改善のた
めのチェックリスト」、「経営データの記入フォーム」、「指標による評価結
果シート」が自動で出力されます。
農業経営指標に基づく自己チェック結果とは、この中の「指標による評価

結果シート」を指します。
しかしながら、事業実施主体は助成対象者の成果目標の達成状況の把握の

ため、売上げや経営コストを個別にチェックする必要があり、また、目標達
成状況の報告及び事業評価の根拠となる資料を整理保存しておくこととなっ
ています。
このため、助成対象者の協力のもとに、「指標による評価結果シート」に

あわせて「経営改善のためのチェックリスト」、「経営データの記入フォー
ム」の提出を受け、これらを整理してください。



（問32）事業評価において新たな農業経営指標を利用することとしています
が、都道府県や市町村が独自に活用している農業経営指標に準じた指
標を用いてフォローアップすることは可能ですか。

（答）
新たな農業経営指標に準じた指標等を用いてフォローアップすることは可能

です。

（問33）事業実施地区全体で必須目標の達成に取り組む場合の事業評価はど
うするのですか。

（答）
事業実施地区全体で必須目標の達成に取り組む場合でも、事業評価に変更

はなく、個別の経営体がそれぞれ設定した目標値の達成状況を評価し、事業
実施地区の成果目標を評価していくことになります。


