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補助内容
自動操舵システムを内蔵した農業機械、土壌センター搭載型可変施肥田植機、栽培管理システ
ム等のＩＣＴ農業機械、これらのＩＣＴ農業機械の導入とあわせて導入する直播機、播種機、
防除機、除草機、乗用管理機、堆肥散布機、溝堀機、畦塗機等の機械　他

採択要件
事業実施から3年目までに経営面積40ha以上の経営が確実であり、以下のいずれかの取組を
実施すること。
①現状から経営面積が20ha以上の規模拡大
②高収益作物（ネギ、ナス、里芋等）を導入もしくは規模拡大し、露地園芸の場合は1ha以上
　施設園芸の場合は3a以上の作付け
③農地の団地及び独立する一筆の圃場当たりの平均面積が事業実施前年度に比べて２倍以上

補助率
事業費の1/2以内（補助金上限：1650万円）
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補助内容
トラクター、田植機、直播機、コンバイン、播種機、防除機、除草機、乗用管理機、堆肥散布
機、溝堀機、畦塗機等の機械およびこれらの格納に必要な施設の他、栽培管理機械・装置、収
穫機械・装置、融雪装置、集荷場、選果場、選別・調製施設、貯蔵施設等

採択要件
事業実施から3年目までに新規就農者を雇用するとともに、経営面積40ha以上の経営が確実
であり、以下のいずれかの取組を実施すること。
①現状から経営面積が10ha以上の規模拡大
②高収益作物（ネギ、ナス、里芋等）を導入もしくは規模拡大し、露地園芸の場合は1ha以上
　施設園芸の場合は3a以上の作付け
③農地の団地及び独立する一筆の圃場当たりの平均面積を事業実施前年度に比べて2倍以上に
※但し、新規に設立する集落営農組織等にあっては、事業実施年度から３年目までに、20ｈ
ａ以上の経営が確実に見込めることとし、上記の要件については適用しない。

補助率
事業費の1/2以内（補助金上限：1350万円）
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補助内容

トラクター、田植機、直播機、コンバイン、播種機、防除機、除草機、乗用
管理機、堆肥散布機、溝堀機、畦塗機等の機械

採択要件

①経営面積の拡大要件は無し。目標年度（実施年度から５年目）まで現状よ

　りも経営面積を減らさないこと。

②規模拡大を行うことが困難であるが、営農の継続が必要と市町長が認めた

　農業者であり、経営面積が概ね3ha以上20ha以下であること。

補助率

事業費の1/3以内（補助金上限：200万円）
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補助内容
ハウス、栽培装置、栽培管理機械・装置、専用運搬機械施設、収穫機械・装置、
融雪装置、暖房装置　防除機、土壌消毒機、スピードスプレーヤ等の機械の他、
集荷場、選果場、選別・調製施設、貯蔵施設、専用運搬機械施設、直販施設、
加工場等の施設

採択要件
①園芸経営プランを作成し、審査会にて認定されていること。
②事業実施から３年目（果樹の場合は５年目）までに、施設園芸の場合は施設
　面積を５a以上拡大すること、露地園芸の場合は栽培面積を50a以上拡大し
　た上で、１ha以上にすること。
　※園芸経営プランとは、園芸による農業経営の今後の具体的な取組や目標等
　　を定めた物。

補助率
事業費の1/2以内（補助金上限：1500万円）
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補助内容
トラクター、田植機、直播機、コンバイン、播種機、防除機、除草機、乗用
管理機、ブロードキャスター、堆肥散布機、溝堀機、畦塗機、ハウス、栽培
装置、栽培管理機械・装置、専用運搬機械施設、収穫機械・装置、融雪装置、
暖房装置　防除機、防蛾施設、土壌消毒機、付帯施設　等

採択要件
中山間地域等の生産条件が不利な地域であること。
集落の農業者の概ね過半が参加し、集落営農の組織化等将来の農業の維持に
ついての話し合いがなされた上で策定された集落農業活動計画があること。
経営面積の拡大要件は無し。

補助率
事業費の1/2以内
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補助内容

ラジコン式草刈り機、ハンマーナイフモア、農薬散布用ドローン等の機械、
除草目的のヤギの導入及びヤギの畜舎や牧柵の設置等

採択要件

①中山間地域等の生産条件が不利な地域であること。

②急傾斜（1/20以上）の農地を含む中山間地域で農作業を行い、今後拡大す
　る意欲のあるもの。

③経営面積の拡大要件は無し。

補助率

事業費の1/2以内
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補助内容

地域特産物の導入、体験農園の開業や加工品の開発等、農家が行う新たな
チャレンジに要する経費

備品購入費、消耗品費、報償費、賃金、旅費、使用料、会場整備費、印刷製
本費、通信運搬費、委託料等

採択要件

農家の販売金額が増加すること、新規性・革新性があること、実現の可能性
があること、地域への波及効果があること

補助率

事業費の1/2以内
（補助金上限：個人の場合100万円、営農集団等の場合200万円）
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補助内容

畜舎の増築等経営規模拡大に必要な施設機械の整備、経営の多角化に取り組
むために必要な施設機械の整備、労働時間削減のための省力機械の整備等

採択要件

若手畜産農家（55歳以下）または後継者（55歳以下）が確保されている畜産
農家であること。

経営の規模拡大や多角化、省力化等による費用対効果が見込めること。

補助率

事業費の1/2以内
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補助内容
自らの経営において使用するために行う「付加価値額の拡大」等の目標達成に
必要な整備事業に対する経費（農業用機械購入費、消耗品費等）

補助要件
①人・農地プランに位置付けられた中心経営体であること。
②「温室効果ガスの削減又は化学農薬、化学肥料使用量の削減」または「有機
JASの認証を受けている面積の拡大」のいずれかを目標に設定すること。
③整備事業費が50万円以上であること。
④耐用年数が概ね5年以上20年以下のものであること。（中古の場合、残存耐
用年数が2年以上のもの）
⑤農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。

補助率
３／１０以内
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経営を発展させるための機械や施設等の導入を支援

事業費上限　1,000万円（経営開始資金の交付対象者は事業費上限500万円）
※導入費の1/4は本人負担で、全額融資を受ける必要があります

経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付
月12.5万円（年150万円）　交付期間：最長3年間　

前年の世帯全員の
所得が600万円以下

   

前年の世帯全員の
所得が600万円以下

※認定新規就農者①新規参入者②親元就農者(家族間経営協定締結日または専従者給与や雇用給与の振込日等してから５年以内に継承した者)

認
定
新
規
就
農
者

研
修
生

就農に向けて、研修機関等において研修を受ける者に対し資金を交付
月12.5万円（年150万円）　交付期間：最長2年間　

雇
用 就農希望者を新たに雇用する農業法人や技術を習得させる機関等に対し資金を交付
年60万円　交付期間：最長4年間　 12
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補助事業を希望する場合は、事前に県（もしくは国）に事業要望を行い、採択されれば次年度
に補助事業を実施できます。

スケジュール表（令和4年度に要望する場合）

このため、補助を受けてトラクター等を購入したい場合、最短でも来年度になります。

•農業者の方から実施計画書等を市農林課へ提出。令和4年8月8日まで

•市農林課で取りまとめた要望を県（奥越農林）へ提出。令和4年8月中旬

•県で各市町からあった要望を比較検討、採択か否かを決める。令和4年度中

•県から市に補助金の内報が届く。令和5年3月下旬
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提出書類
要望書・実施計画書・見積書・カタログ・経営状況が分かる資料等

提出期限
令和4年8月8日（月）（市農林課担当係まで）

今回説明させていただいた補助事業は主なものを抜粋したものであり、
細かな部分までは説明しきれていないことがあります。
また、提出物の準備には時間がかかる場合があります。
補助事業を要望される方は、早めに市農林課 TEL：88-8106 までご
相談ください。
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名称 市単土地改良事業補助金 県単土地改良事業

事業の
流れ

業者より見積もりを取り、市に申請。
工事完了、業者へ支払後に市へ報告。
市負担分を補助対象者へ補助金支出。

市が県に補助金の申請。
市が入札・工事施工を行う。
工事完了後、市から負担金を請求。

補助率
施設　市7/10：地元3/10
農地　市5/10：地元5/10

施設　県市  5/6 ：地元  1/6
農地　県市  6.5/10：地元3.5/10

補助額 事業費 30万以上、300万円まで 事業費 500万円／地区まで

補助内容

補助要件

・暗渠排水工、客土工　　20a以上
・農道改良　幅3ｍ以上、100m以上
・農道舗装　幅2ｍ以上、100m以上
・用水・排水　受益者2人以上
・ほ場の区画拡大　10a以上の団地

　多面的機能支払交付金、県単土地
　改良事業で対応できる場合は不可

・農排水施設、農道、水難防止対策
・暗渠排水（農地の湧水処理）、
・客土、区画整理、農地開発

　農振地域内の農地　
　対象施設の受益面積が１㏊以上
　地区ごとに単年度事業である事
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名称
中山間地域土地改良施設等保全事業補助金

（通称：棚田基金）

事業主体
・中山間直接支払交付金の実施団体
・中山間直接支払の対象地区のうち、急傾斜(1/20)が地域の　
　農地の半分以上の地区

補助率・補助額 　県市10/10　上限30万円／地区

補助内容

補助要件

【補助対象】資材・機械の購入費　　※（例）水路の蓋設置

・前年度の８月ごろまでに要望書を市に提出。
・地元→市→県の流れで購入品の見積書を添えて補助金の申請。
・県の補助金が８月頃、その後に地元にて材料を購入し施工。
・地元→市→県の流れで報告書を提出。
・県の現場検査の後に補助金の支払い。

　例年１、２件しか交付されていない。
　設置手間等の人件費は不可
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補助内容

　地域内の農地の一定割合以上を、農地中間管理機構を通じて担い手が集積・
集約化した場合に、その面積に応じて協力金を交付する。

4％超15％以下 1.0万円/10a

15％超30％以下 1.6万円/10a

30％超50％以下 2.2万円/10a

50％超80％以下 2.8万円/10a

80％超 3.4万円/10a

補助率
＜機構活用率＞　

採択要件

• 人・農地プランに位置づけられている
• 集積面積の10％以上が、前年に自作
していた農地の新たな借受である

• 6年以上の借り受けである
• 令和5年2月末までに勝山市農業委員
会の議決を受ける

※農地の貸し借りのご相談は農業公社へ
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勝山市は⑨の中山間地
に該当するため推進活
動を行う必要はありま
せん。
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（令和４年度時点）
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自然災害 地球温暖化 生産者
減少

地域コミュニ
ティ衰退

課題

農林水産業の生産性向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどり
の食料システム戦略」を令和３年５月に農林水産省が策定。
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２０５０年までに目指す姿

・化学農薬の使用量（リスク換算）を５０％低減

・化学肥料の使用量を３０％低減

・耕地面積に占める有機農業の割合を２５％に拡大　など１４の取組

⇒こういった意見も…

有機農業は手間
がかかる。

有機農業の割合は
現在１％未満。

※2018年時点で0.5％
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国の予算措置（令和４年度当初）

環境保全型農業直接支払交付金　２７億円（２億円増額）

みどりの食料システム戦略推進総合対策　８億円

今後の流れ（予定）

7月1日　　みどりの食料システム法施行
9月    　   　国の基本方針公表
10月以降　地方自治体の基本計画作成開始
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・メールアドレスの登録について

・ふるさと納税の返礼品について

・全国農業担い手サミットinふくいについて

・消費税のインボイス制度について
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