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農業農村整備事業の手引き　簡易版



国 県 市町村 地元等 規模 総事業費 その他

 水田の整備、水田の排水対策　（地下水位制御システム含む）　

※R2まで
経営体育成基盤整備事業

※R3から
水田畑地化推進基盤整備事業

農地集積に対する支援 農業経営高度化支援事業 農業競争力強化農地整備事業
50
(55)

別紙 別紙 － ・中心経営体への集積率が55％以上の場合、実績に応じ5.5～12.5％を助成 1-①-18

※R2まで
経営体育成基盤整備事業

※R3から
水田畑地化推進基盤整備事業

農地集積に対する支援 農業経営高度化支援事業 農地中間管理機構関連農地整備事業 62.5 別紙 別紙 － ・指導事業、調査・調整事業、耕地利用高度化推進事業が対象 1-①-19

水利施設等保全高度化事業
　畑地帯総合整備事業
　高収益作物転換型

60
(61)

29
(28.5)

11
(10.5)

0
(0)

5ha
以上

1　産地推進計画に本事業の実施が位置付けられていること。
2　導入促進整備計画に定める目標年度において、高収益作物の作付面積が、農業
　生産基盤整備事業の開始時に比べ次のとおり増加すること。
・水田の受益面積における高収益作物の作付面積割合が５割以上となること。
・高収益作物の作付面積割合が10％ポイント以上増加すること。

1-①-6

1-①-14
1-①-15

※R2まで
経営体育成基盤整備事業

※R3から
水田畑地化推進基盤整備事業

農地耕作条件改善事業 50
(55)

27.5
〈31.25〉
(27.5)

(〈29.75〉)

10
〈13.75〉

(10)
(〈12.25〉)

12.5
〈5.00〉
(7.5)

(〈3.00〉)

10ha
(5ha)

10百万円
以上

1　農地集積推進計画を作成していること。
2　定率助成の暗渠排水、区画整理又は農地造成を実施する場合には、受益地は概ね1ha
　　(樹園地及び中山間地域は0.5ha)以上のまとまりを有する農地で構成されること。
3　事業実施前から目標年度(事業完了予定年度の3年後までのいずれか)にかけて、担い手への
　　農地の集積率が概ね50％以上向上するとともに、すべての受益地を担い手に集積すること。
4　目標年度までに、担い手の農地の集団化率が向上し、概ね8割以上となること。
5　高収益作物転換推進費又は高収益作物導入支援を実施する場合には、定率助成ハード事業の
　　受益地内の作付面積のうち１／４以上を新たに高収益作物に転換すること。

≪県要件（水田畑地化促進型）≫
○水田地域が対象かつ収益性が事業完了後5年以内に20%以上向上すること
≪県要件（企業参入促進型）≫
○畑地域が対象かつ事業完了後、1年以内に営農開始を希望している企業等がいること
※事業主体は県、採択期間は令和２年度までとする

1-①-7

1-①-16
1-①-17

農業競争力強化基盤整備事業
　農業基盤整備促進事業

農山漁村地域整備交付金
　農業基盤整備促進事業

50
(55)

【100】

14
【-】

21以上
【-】

15以下
(10以下)

【-】

5ha以上
(補助金のみ)

2百万円
以上

・受益者　2者以上
【定額助成の場合】
区画拡大　13～25万円/10a （水路の変更を伴う）
　　　　　　　 4～12.5万円/10a （水路の変更を伴わない）
　　　　　　　※畦畔除去のみは3万円/100m
①暗渠排水　5.5～15万円/10a②湧水処理　10～15万円/100m③末端畑地かんがい施設：11～15.5万円/10a
（樹園地17.5～24.5万円/10a）④客土：6.5～11.5万円/10a ⑤除礫：14.5～20万円/10a　等

1-①-23

農地耕作条件改善事業
(地域内農地集積型、高収益作物転換型)

50
(55)

【100】

14
【-】

21以上
【-】

15以下
(10以下)

【-】
-

2百万円
以上

事業型に応じて下記の要件を満たすこと。
【地域内農地集積型】(団体営)　地域内農地集積促進計画を策定
【高収益作物転換型】(団体営)　高収益作物転換促進計画を策定
【定額助成の場合】※団体営事業のみ
①田畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの):4～12.5万円/10a※畦畔除去のみは3万円/100m
②田畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの):13～25万円/10a
③暗渠排水：5.5～15万円/10a　 ④湧水処理：10～15万円/100m
⑤末端畑地かんがい施設：11～15.5万円/10a（樹園地17.5～24.5万円/10a）
⑥客土：6.5～11.5万円/10a　　 ⑦除礫：14.5～20万円/10a　等

1-①-24

頁

1-①-1
1-①-2

1-①-9
1-①-10

1-①-4

1-①-11

備考

－

10以上
(10以上)

10

12.5以下
(7.5以下)

20ha
(10ha)
以上

県事業名

－

・農業用用排水施設整備
・農道整備
・区画整理
・客土
・暗渠排水
・除礫
・農用地造成　　など

※R2まで
経営体育成基盤整備事業

※R3から
水田畑地化推進基盤整備事業

簡易な基盤整備

地域の課題及び整備内容
採択基準

農業競争力強化農地整備事業
　（経営体育成型、　中山間地域型、中山間
傾斜地農地型）

50
(55)

27.5
(27.5)

国事業名
負担区分

27.5農地中間管理機構関連農地整備事業 62.5

・区画整理
・暗渠排水
・農道整備
・農業用用排水施設整備
・客土
・除礫

・区画整理
・暗渠排水
・農道整備
・農業用用排水施設整備
・除礫

１．集積・集団化等促進基盤整備計画が定められていること。
２．以下の要件を全て満たすこと
(1)事業対象農地の全てについて、農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること。
(2)事業対象農地面積は10ha以上（中山間地域等は５ha以上）であること。
　　 (事業対象農地を構成する各団地は１ha以上（中山間地域等は0.5ha以上）の連坦化した農地)
(3)農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から15年間以上あること。
(4)事業対象農地の８割以上を事業完了後５年以内に担い手に集団化すること。
(5)事業実施前から事業完了後５年以内にかけて、担い手農地利用集積率が概ね50％以上向上すること。※例
外あり。
(6)事業実施地域の収益性が事業完了後５年以内（果樹は10年以内）に20％以上向上すること。

※県独自の畑地化要件あり

10ha
(5ha)
以上

－

1　農業競争力強化基盤整備事業は以下の採択要件を満たすこと
　担い手への農地集積率が事業完了時に50％以上になること　など
2　農地整備事業（経営体育成型）は下記(1)～(3)のうちいずれかを満たすこと
　(1)　事業開始時の担い手農地集積率に応じて率が増加すること
　(2)　事業開始時の担い手農地集約化率に応じて率が増加すること
　(3)　農業生産法人等が育成されること、および50%以上の集積
　　　（中山間地傾斜地型は30％以上の集積）
3　区画整理と暗渠排水は単独での実施が可能
4　6法指定地域の場合は10ha以上での実施が可能（中山間地域型、中山間傾斜地型）

※県独自の畑地化要件あり

・農地中間管理
機構との連携概
要および農地耕
作条件改善計画
を策定しているこ
と。
・受益者2者以上
であること。

農業体質強化基盤整備促進事業

１．構造改革の更なる加速に向けた生産基盤整備の促進

○担い手への農地の集積・集約化と生産コストの削減に向けた基盤整備 ○園芸産地の確立と多様な担い手の確保・育成に向けた基盤整備 ○水管理の省力化と効率的な農業水利システムの構築に向けた基盤整備

※（ ）は 中山間地域型、中山間傾斜地農地型

※（ ）は6法指定地域、【】は定額補

※（ ）は6法指定地域、【】は定額補

※（ ）は6法指定地域

※（ ）は中山間地域

※（ ）は6法指定地域



国 県 市町村 地元等 規模 総事業費 その他

畑の整備、畑かん施設の整備

・農業用用排水施設整備
・農道整備
・区画整理
・客土
・暗渠排水
・除礫
・農用地造成　　など

経営体育成基盤整備事業

水利施設等保全高度化事業
　畑地帯総合整備事業
　畑地帯総合整備型
  畑地帯総合整備中山間地域型

50
(55)

27.5
(27.5)

10以上
(10以上)

12.5以下
(7.5以下)

20ha
※1(10ha)
※2【5ha】

以上

－

1　農業用用排水施設整備、農道整備、区画整理は単独での実施が可能
2　「畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画」及び「畑地帯農用地利用高度化促進土地改良整備計
画」が策定されること。農業経営高度化支援事業を実施する場合は、上記に併せて農業経営高度化計画が策
定されていること。
※1　中山間地域等にあっては事業の申請時に担い手が１戸以上ある場合に限り10ha以上
※2　樹園地の整備にあたっては、産地構造改革計画を策定している、もしくは、事業完了時点において、優良
品目・品種の作付面積が、地区全体の経営面積の20％以上となることが見込まれれれば、5ha以上（※水利施
設等保全高度化事業に限る。）

1-①-5

1-①-12
1-①-13

農地集積に対する支援 農業経営高度化支援事業
水利施設等保全高度化事業
　畑地帯総合整備事業
　（農業経営高度化支援事業）

 50(55) 別紙 別紙 －
【農業経営高度化促進事業】
・中心経営体への集積率が55％以上の場合、実績に応じ5.5～12.5％を助成

1-①-20
1-①-21

※R2まで
経営体育成基盤整備事業

※R3から
水田畑地化推進基盤整備事業

農地耕作条件改善事業 50
(55)

27.5
〈31.25〉
(27.5)

(〈29.75〉)

10
〈13.75〉

(10)
(〈12.25〉)

12.5
〈5.00〉
(7.5)

(〈3.00〉)

10ha
(5ha)

10百万円
以上

1　農地集積推進計画を作成していること。
2　定率助成の暗渠排水、区画整理又は農地造成を実施する場合には、受益地は概ね1ha
　　(樹園地及び中山間地域は0.5ha)以上のまとまりを有する農地で構成されること。
3　事業実施前から目標年度(事業完了予定年度の3年後までのいずれか)にかけて、担い手への
　　農地の集積率が概ね50％以上向上するとともに、すべての受益地を担い手に集積すること。
4　目標年度までに、担い手の農地の集団化率が向上し、概ね8割以上となること。
5　高収益作物転換推進費又は高収益作物導入支援を実施する場合には、定率助成ハード事業の
　　受益地内の作付面積のうち１／４以上を新たに高収益作物に転換すること。
≪県要件（水田畑地化促進型）≫
○水田地域が対象かつ収益性が事業完了後5年以内に20%以上向上すること
≪県要件（企業参入促進型）≫
○畑地域が対象かつ事業完了後、1年以内に営農開始を希望している企業等がいること
※事業主体は県、採択期間は令和２年度までとする

1-①-7

1-①-16
1-①-17

農業競争力強化基盤整備事業
　農業基盤整備促進事業

農山漁村地域整備交付金
　農業基盤整備促進事業

50
(55)

【100】

14
【-】

21以上
【-】

15以下
(10以下)

【-】

5ha以上
(補助金のみ)

2百万円
以上

・受益者　2者以上
【定額助成の場合】
区画拡大　13～25万円/10a （水路の変更を伴う）
　　　　　　　 4～12.5万円/10a （水路の変更を伴わない）
　　　　　　　※畦畔除去のみは3万円/100m
①暗渠排水　5.5～15万円/10a②湧水処理　10～15万円/100m③末端畑地かんがい施設：11～15.5万円/10a
（樹園地17.5～24.5万円/10a）④客土：6.5～11.5万円/10a ⑤除礫：14.5～20万円/10a　等

1-①-23

農地耕作条件改善事業
(地域内農地集積型、高収益作物転換型)

50
(55)

【100】

14
【-】

21以上
【-】

15以下
(10以下)

【-】
-

2百万円
以上

事業型に応じて下記の要件を満たすこと。
【地域内農地集積型】(団体営)　地域内農地集積促進計画を策定
【高収益作物転換型】(団体営)　高収益作物転換促進計画を策定
【定額助成の場合】※団体営事業のみ
①田畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの):4～12.5万円/10a※畦畔除去のみは3万円/100m
②田畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの):13～25万円/10a
③暗渠排水：5.5～15万円/10a　 ④湧水処理：10～15万円/100m
⑤末端畑地かんがい施設：11～15.5万円/10a（樹園地17.5～24.5万円/10a）
⑥客土：6.5～11.5万円/10a　　 ⑦除礫：14.5～20万円/10a　等

1-①-24

耕作放棄地の解消

・農業用用排水施設整備
・農道整備
・客土
・区画整理
・暗渠排水
・農用地造成　　など

経営体育成基盤整備事業
（耕作放棄地型）

農山漁村地域整備交付金
　農地整備事業（耕作放棄地型）

50
(55)

27.5
(27.5)

10以上
(10以上)

12.5以下
(7.5以下)

20ha
以上

－

・耕作放棄地や耕作放棄地となる恐れがある農地の合計が面積の割合の
　6％以上（担い手の農用地面積の割合が50％以上の場合は3％以上）
･耕作放棄地解消等基盤整備基本構想が策定されていること。
･耕作放棄地解消・集積促進事業を行う場合にあっては、耕作放棄地集約率が
　4％以上となること。

1-①-8

農地集積に対する支援
農業経営高度化支援事業
（耕作放棄型）

農山漁村地域整備交付金
　農地整備事業
　（農業経営高度化支援事業）

別紙 別紙 別紙 －
【耕作放棄地解消・集積促進事業】
・耕作放棄地への集約化率が4％以上の場合、実績に応じ2.0～7.5％を助成

1-①-22

頁備考

簡易な基盤整備

・農地中間管理
機構との連携概
要および農地耕
作条件改善計画
を策定しているこ
と。
・受益者2者以上
であること。

農業体質強化基盤整備促進事業

地域の課題及び整備内容 県事業名 国事業名
負担区分 採択基準

※（ ）は6法指定地域

※（ ）は6法指定地域、【】は定額

※（ ）は6法指定地域、【】は定額補

※（ ）は6法指定地域

※（ ）は6法指定地域



国 県 市町村 地元等 総事業費 その他

用排水路や取水施設の整備・更新

農業水利施設保全合理化事業

水利施設等保全高度化事業
　水利施設整備事業

農業水路等長寿命化・防災減災事業
　長寿命化対策

50
(55)

29.3
(29.3)

10.7以上
(10.7以

上)

10以下
(5以下)

水利施設等保全高度化事業（簡
易整備型）および農業水路等長
寿命化・防災減災事業（長寿命
化対策）で実施する場合、200万
円以上

水利施設保全高度化事業
・パイプライン化等の整備および、併せ行う事業として暗渠排水、区画整理が可能
・高付加価値化区分、農地集積促進区分、水管理省力化区分のいずれかの区分に応
じ、水利施設等保全高度化整備計画を策定していること。等

農業水路等長寿命化・防災減災事業　長寿命化対策
・長寿命化・防災減災整備計画を策定していること。
・工期が３ヶ年以内であること。

1-②-1
1-②-2
1-②-3

基幹水利施設保全対策事業

水利施設等保全高度化事業
　水利施設整備事業

農山漁村地域整備交付金
　水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）

農業水路等長寿命化・防災減災事業
　長寿命化対策

50
(55)

32
(29.3)

13以上
(10.7以

上)

5以下
(5以下)

農業水路等長寿命化・防災減災
事業（長寿命化対策）で実施す
る場合、200万円以上

・施設機能の向上を主な目的としないものであること

・国営及び県営事業により造成された施設

水利施設保全高度化事業
・パイプライン化等の整備および、併せ行う事業として暗渠排水、区画整理が可能
・高付加価値化区分、農地集積促進区分、水管理省力化区分のいずれかの区分に応
じ、水利施設等保全高度化整備計画を策定していること。等

農業水路等長寿命化・防災減災事業　長寿命化対策
・長寿命化・防災減災整備計画を策定していること。
・工期が３ヶ年以内であること。

1-②-7
1-②-8

地域農業水利施設保全対策事業

農山漁村地域整備交付金
　水利施設整備事業
　（地域農業水利施設保全型）

水利施設等保全高度化事業
　（実施計画策定事業）

50
(55)

14
(14)

21以上
(21以上)

15以下
(10以下)

－
・施設機能の向上を主な目的としないものであること

・団体営事業により造成された施設
1-②-11

土地改良施設の維持管理

土地改良施設維持管理適正化事業 土地改良施設維持管理適正化事業 30 30

2百万円
以上

(1百万円

以上※1)

※1安全管理施設整備対策事業の場合
・団体営規模以上の事業により造成された施設

1-②-4

国営造成施設管理体制整備促進事業
（管理体制整備型）

50 別紙 別紙 別紙 －

水利施設管理強化事業（一般型） 50 20 30 - －

基幹水利施設管理事業 30 30 40 － －

・ダム、頭首工、用排水機場、排水樋門、幹線用排水路であって次の条件を
　満たす施設
 (1)国により管理委託されたもの
 (2)基幹水利施設管理強化計画書への位置づけ
 (3)施設毎に一定の規模要件を満たすもの

水利施設管理強化事業（特別型） 50 25 25 － －

・農業用ダムの『既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針』に基づく治水協定
の締結及び治水協定に基づき実施する取組
（1）基本的取組
（2）追加的取組
（3）定期的な点検及び整備

土地改良施設の突発事故対応

突発事故対応
200万円以上/箇所
【県営】

基幹水利施設保全対策事業
50

(55)
32

18
（13）

-
機能保全計画等を策定・活用していること
県所有のダム
国所有のダム及び頭首工

県営

基幹水利施設保全対策事業
50

(55)
21

29
（24）

-
機能保全計画等を策定・活用していること
県所有のダム、国所有のダム及び頭首工を除く国営及び県営土地改良事業造成施設

団体営

※　地域農業水利施設保全対策事業
50

(55)
21

29
（24）

-

機能保全計画等を策定・活用していること
その他施設(国営及び県営土地改良事業造成施設を除く団体営土地改良事業造成施
設)

※　地域農業水利施設保全対策事業実施地区のみ突発事故の対応が可能

団体営 1-②-12

突発事故対応
200万円未満/箇所
【県営】

基幹水利施設保全対策事業 50 32 13以上 5以下 120万円以上/箇所

機能保全計画等を策定・活用していること
県所有のダム
国所有のダム、頭首工
※土地改良事業で造成されたものに限る。

県営

50 14 21 15 団体営　市町村

50 14 13 23 団体営　土地改良区

50

（55）

14

（14）

21

（21）

15

（10）

市町村が作成する実施方針に位置づけられたものであること。
その他施設(国営及び県営土地改良事業造成施設を除く団体営土地改良事業造成施
設)

※　地域農業水利施設保全対策事業実施地区のみ突発事故の対応が可能

団体営　市町村

50

(55)

14

(14)

13

(13)

23

(18)

市町村が作成する実施方針に位置づけられたものであること。
その他施設(国営及び県営土地改良事業造成施設を除く団体営土地改良事業造成施
設)

※　地域農業水利施設保全対策事業実施地区のみ突発事故の対応が可能

団体営　土地改良区

1-②-5

1-②-13

基幹水利施設管理事業

－

国営造成施設管理体制整備促進事業
・国営造成施設及びこれと一体不可分な附帯県営造成施設を
　管理する土地改良区等の管理体制整備を図るための計画推進事業、支援事業を実施

農山漁村地域整備交付金
　水利施設整備事業
　（地域農業水利施設保全型）

突発事故対応
200万円以上/箇所
【団体営】

農山漁村地域整備交付金
　水利施設整備事業
　（基幹水利施設保全型）

末端支配面積20ha以上

1-②-9

1-②-10

地域の課題及び整備内容 国事業名
負担区分

県事業名

40

頁備考

200万円以上/箇所土地改良施設突発事故復旧事業

採択基準

規模

合計受益面積20ha以上

末端受益面積20ha以上

末端受益面積10ha以上

－

－

－

末端支配面積20ha以上

末端支配面積20ha以上

末端支配面積20ha以上
（末端支配面積10ha以上）

1,000ha
以上

1-②-6

農業用用排水施設の整備・
更新

※　地域農業水利施設保全対策事業
突発事故対応
200万円未満/箇所
【団体営】

末端支配面積20ha以上

13万円以上/箇所

機能保全計画等を策定・活用していること
国営及び県営土地改良事業造成施設

※　地域農業水利施設保全対策事業実施地区のみ突発事故の対応が可能

-

２．農業水利施設等の適正な保全管理による長寿命化や防災・減災対策の推進

○農業水利施設の適時・適切な整備更新 ○災害に強い農村づくりに向けた防災・減災対策 ○土地改良区の運営基盤の強化による施設の適正な維持管理

※（ ）は中山間地域

※（ ）は6法指定地域

※（ ）は中山間地域かつ

農業水路等長寿命化・防災減災事業により実施する場

合

※（ ）は5法指定地域

※（ ）は5法指定地域

※（ ）は5法指定地域

※（ ）は6法指定地域

※（ ）は6法指定地域



国 県 市町村 地元等 総事業費 その他

ため池の整備

農村地域防災減災事業
（調査計画事業）

50～55
[100]

未
[0]

未
[0]

0
[0] － 別紙 1-②-22

農業水路等長寿命化・防災減災事業
100 0 0 0

－ 別紙 1-②-23

ため池調査計画事業
（地域ため池総合整備）

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業）
　（地域ため池総合整備事業）

50 未 未 - －
地域に所在する複数のため池を対象とする全体基本計画及び総合整備事業のための整
備事業計画が策定される見込みがあること。

1-②-24

ため池の改修
防災ダム整備事業
（防災ダム）

農村地域防災減災事業（防災ダム整備事業）

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業
　　　　　防災ダム池工事）

55 39 6 － －
農業以外の効果が見込まれる場合には、当該効果が全体の事業効果の50％未満のもの
に限る

1-②-14

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業
　　　　　防災ため池工事）

50
50

［55］
【55】
【55】

39
34

［34］
【39】
【34】

11
16

［11］
【6】
【11】

－
－
－
－
－

40ha以上
40ha未満
－
40ha以上
40ha未満

大規模
　防災受益100ha以上、かんがい受益40ha以上
　
小規模
　防災受益10ha以上、かんがい受益5ha以上

大規模
－

小規模
3千万円以上

大規模
洪水調整容量が10万m3以上、洪水調整による被害軽減額が1億円以上

小規模
洪水調整容量が5,000m3以上、洪水調整による被害軽減額が1,000万円以上

1-②-15

農業水路等長寿命化・防災減災事業
(防災減災対策自然災害等対策
　　　　　　　　　　　　　　アため池整備(ア))

50
[55]

34
[34]

16
[11]

－ 2百万円以上
 ・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること
 ・交付対象事業1地区当たりの受益者が、農業者2者以上
 ・交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則5ヶ年以内

1-②-16

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業
　　　　　地震対策ため池防災工事）

50
[55]
【55】

34
[34]
【34】

16
[11]
【11】

－
－
－

大規模
　-
　-
小規模
　8百万円以上

・地震防災緊急事業5ヶ年計画に記載されていること
大規模
　-
　農業外被害額が概ね3億円以上
小規模
　－

1-②-17

農業水路等長寿命化・防災減災事業
（防災減災対策自然災害等対策
　　　　　　　　　　　　　　アため池整備(イ)）

50
[55]

34
[34]

16
[11]

－ 2百万円以上
・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること
・交付対象事業1地区当たりの受益者が、農業者2者以上
・交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則5ヶ年以内

1-②-18

防災ダム整備事業
（ため池総合整備[豪雨対策型]）

農村地域防災減災事業
（ため池整備事業
　ため池総合整備工事(地震豪雨対策型)）

50
50

［55］
【55】
【55】

39
34

［34］
【39】
【34】

11
16

［11］
【6】
【11】

－
－
－
－
－

40ha以上
40ha未満
－
40ha以上
40ha未満

大規模
　防災受益70ha以上、かんがい受益40ha
　防災受益7ha以上、かんがい受益2ha
小規模
　かんがい受益2ha以上

大規模
　-
　-
小規模
　8百万円以上

・防災重点農業用ため池又は、施設が決壊した場合に農用地に被害を与えるため池で
あること
大規模
　-
　農業外被害額が概ね3億円以上
小規模
　防災受益7ha以上又は農業外被害額が概ね4千万円以上※１

※１
ため池加速化対策と
して実施する場合に
は、かんがい受益の
要件無し

1-②-19

防災ダム整備事業
（ため池総合整備[地震対策型]）

農村地域防災減災事業
（ため池整備事業
　ため池総合整備工事(地震豪雨対策型)）

50
［55］
【55】

34
［34］
【34】

16
［11］
【11】

－
－
－

大規模
　-
　-
小規模
　8百万円以上

・地震防災緊急事業5ヶ年計画に記載されていること
・防災重点農業用ため池又は、施設が決壊した場合に農用地に被害を与えるため池で
あること
大規模
　-
　農業外被害額が概ね3億円以上
小規模
　防災受益7ha以上又は農業外被害額が概ね4千万円以上※１

※１
ため池加速化対策と
して実施する場合に
は、かんがい受益の
要件無し 1-②-20

防災ダム整備事業
（ため池総合整備[ため池群整備]）

農村地域防災減災事業
（ため池整備事業
　ため池総合整備工事(ため池群整備工事)）

50
［55］
【55】

34
［34］
【34】

16
［11］
【11】

－
－
－

大規模
　-
　-
小規模
　-

・農用地災害防止ため池整備計画が策定されているもの
・防災重点農業用ため池を含むもの
大規模
　農業外被害額が10億円以上
　
小規模
　農業外被害額が1億円以上

1-②-21

農村地域防災減災事業
（ため池整備事業
　　　　　ため池総合整備(一般整備型)）
（防災重点農業用ため池緊急整備事業
　　　　　ため池総合整備(一般整備型)）

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業
　　　　　ため池整備工事）

50
50

[55]
【55】
【55】

29
33

[28]
【29】
【33】

14
11

[11]
【14】
【11】

7
6

[6]
【2】
【1】

40ha未満
40ha以上
ー
40ha未満
40ha以上

大規模
　かんがい受益100ha

小規模
　かんがい受益2ha

大規模
　８０百万円以上

小規模
　８百万円以上

大規模
　－

小規模
　－

1-②-26

農業水路等長寿命化・防災減災事業
(防災減災対策自然災害等対策
　　　　　　　　　　　　　　アため池整備（ウ）)

50
[55]

29
[29]

14
[14]

7
[2]

2百万円以上
・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
・交付対象事業1地区当たりの受益者が、農業者2者以上。
・交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則5ヶ年以内。

1-②-27

ため池調査計画事業
（地域ため池総合整備）

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業）
　（地域ため池総合整備事業）

50
【55】
［55］

35
【30】
［33］

14
【14】
［11］

1
【1】
［1］

30百万円以上

・ため池に関係する農家が2戸以上で且つ住民の生命に危険が予測されるもの
･早急に整備を要する農業用ため池の改修を1箇所以上実施
・大規模事業にあたっては、次の要件を満たすものとする。
　堤高が10m以上又は貯水量が10万m3以上（中山間地域は、5万m3）
　被害想定額が1億円以上で、かつ、農業関係以外の被害が5,000万円以上
　関係市町村住民100名以上の生命に危険が予測されるもの（中山間地域は、
　被害想定額が5,000万円以上、関係市町村住民の生命に危険が予測されるもの）

1-②-25

農村地域防災減災事業
（ため池整備事業
　　　　　ため池総合整備(一般整備型)）
（防災重点農業用ため池緊急整備事業
　　　　　ため池総合整備(一般整備型)）

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業
　　　　　ため池整備工事）

50
50

[55]
【55】
【55】

35
38

[33]
【30】
【33】

14
11

[11]
【14】
【11】

1
1

[1]
【1】
【1】

40ha未満
40ha以上
－
40ha未満
40ha以上

大規模
　かんがい受益100ha
　かんがい受益70ha（中山間）
小規模
　かんがい受益2ha

大規模
　８千万円以上
　３千万円以上(中山間)
小規模
　８百万円以上

・大規模事業にあたっては、次の要件を満たすものとする。
　堤高が10m以上又は貯水量が10万m3以上（中山間地域は、5万m3）
　被害想定額が1億円以上で、かつ、農業関係以外の被害が5,000万円以上
　関係市町村住民100名以上の生命に危険が予測されるもの（中山間地域は、
　被害想定額が5,000万円以上、関係市町村住民の生命に危険が予測されるもの）

1-②-33

農業水路等長寿命化・防災減災事業

(防災減災対策自然災害等対策
　　　　　　　　　　　　　　アため池整備（ウ）)

50
[55]

35
[30]

14
[14]

1
[1]

2百万円以上

・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
・交付対象事業1地区当たりの受益者が、農業者2者以上。
・交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則5ヶ年以内。

1-②-34

農村地域防災減災事業
ため池緊急防災環境整備事業

100 － － － －

・防災重点農業用ため池であって、想定被害額（農外）が500万円以上で
統廃合に伴い代替水源を確保するための施設整備を伴うもの。
・埋立てによる土地造成を行わないもの。ただし堤体の掘削により生じる発生土ののみで
埋立てる場合を除く。
・事業実施後の管理が適切に行われること。

農業水路等長寿命化・防災減災事業
（防災減災対策　自然災害対策
　アた池整備(ｳ)）

50
【55】

35
【30】

15
【15】

－
・工期が5ヶ年以内であること。
・事業実施後の管理が適切に行われること。

農業水路等長寿命化・防災減災事業
（防災減災対策　ため池防災環境整備
　イ地域防災上のリスク除去）

100 － － －

・工期が3ヶ年以内であること。
・防災重点農業用ため池であって、想定被害額（農外）が500万円以上で
統廃合に伴い代替水源を確保するための施設整備を伴うもの。
・埋立てによる土地造成を行わないもの。ただし堤体の掘削により生じる発生土ののみで
埋立てる場合を除く。
・事業実施後の管理が適切に行われること。

ため池の廃止

防災ダム整備事業
（防災ため池）

採択基準
備考

1-②-35
1-②-36

防災受益100ha以上

かんがい受益2ha未満

大規模
　防災受益70ha以上、かんがい受益40ha
　防災受益7ha以上、かんがい受益2ha
小規模
　防災受益7ha以上、かんがい受益2ha

かんがい受益2ha未満

大規模
　防災受益70ha以上、かんがい受益40ha
　防災受益7ha以上、かんがい受益2ha
小規模
　かんがい受益2ha以上

かんがい受益2ha未満

－

かんがい受益2ha未満

かんがい受益2ha未満

－

大規模
　かんがい受益100ha以上
小規模
　かんがい受益10ha以上

頁

大規模
　防災受益200ha以上、かんがい受益80ha
　
小規模
　　防災受益20ha以上、かんがい受益10ha

２百万円以上

負担区分
地域の課題及び整備内容

防災重点農業用ため池整備事業
（ため池廃止）

長寿命化・
防災減災整備計画を
作成していること。

国事業名

ため池調査計画事業
（老朽化ため池）

防災重点農業用ため池整備事業
（ため池整備）

ため池調査計画事業

調査計画事業

－

－

－

規模
県事業名

防災ダム整備事業
（地震対策ため池）

※[ ]は定額補助、令和７年度までに採択する

※[ ]は6法指定地域

※[ ]は6法指定地域

※[ ]は6法指定地域

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域

※【】は6法指定地域

※令和１２年度までに採択する場

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域

小規模、［］大規模、【】小規模・中山間

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域



国 県 市町村 地元等 総事業費 その他

災害の発生の恐れがある用排水路の整備

農村地域防災減災事業
（用排水施設等整備事業）
　（用排水施設整備事業）

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業
　　　　　用排水施設整備工事）

50
50

[55]

【55】
【55】

29
33

[28]

【29】
【33】

14
11

[11]

【14】
【11】

7
6

[6]

【2】
【1】

8百万円以上
8百万円以上

〔8千万円以上〕
〔3千万円以上〕
【8百万円以上】
【8百万円以上】

・農業以外の事業効果が見込まれる場合には、当該効果が全体の事業効果の50％未満
・受益面積の50％以上が農用地

小規模
小規模
〔大規模〕
〔中山間　大規模（補助率は大規模と同様）〕
【小規模】
【小規模】

1-②-28

農業水路等長寿命化・防災減災事業
　（防災減災対策　自然災害等対策
　エ農業用用排水施設整備(ｱ)(ｲ)
　オ土砂崩壊防止）

50
[55]

29
[29]

14
[14]

7
[2]

2百万円以上
・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
・交付対象事業1地区当たりの受益者が、農業者2者以上。
・交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則3ヶか年以内。

1-②-29

ため池調査計画事業
（農業用施設等災害管理対策）

農村地域防災減災事業
（災害管理施設等整備事業）
（農業用施設等災害管理対策事業）

50
[55]

29
[29]

14
[14]

7
[2]

- 別紙 1-②-30

農業水路等長寿命化・防災減災事業
（防災減災対策　危機管理対策
　ア危機管理システム等整備(ｱ)(ｲ)）

50
[55]

29
[29]

14
[14]

7
[2]

2百万円以上
・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
・交付対象事業1地区当たりの受益者が、農業者2者以上。
・交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則3ヶか年以内。

1-②-31

農村地域防災減災事業
（災害管理施設等整備事業）
（農業水利施設危機管理対策事業）

50
[55]
{100}

29
[29]

14
[14]

7
[2]

2百万円以上 別紙 1-②-32

農村地域防災減災事業
（農業用河川工作物等
　　　　　　　応急対策事業）

農山漁村地域整備交付金
（農地防災事業）
　（農業用河川工作物応急対策等事業）

50
50

[55]
【55】
【55】

32
42

[37]
【32】
【42】

18
8

[8]
【13】
【3】

－
－
－
－
－

8百万円以上5千万円未満
5千万円以上1億円未満

1億円以上
8百万円以上5千万円未満
5千万円以上1億円未満

小規模
小規模
[大規模]
【小規模】
【小規模】

1-②-37

農業水路等長寿命化・防災減災事業
（防災減災対策　自然災害等対策
　キ農業用河川工作物応急対策）

50
[55]

32
[32]

18
[13]

－
－

2百万円以上
・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
・交付対象事業1地区当たりの受益者が、農業者2者以上であること。
・交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則3か年いないであること。

1-②-38

農村地域防災減災事業
　（用排水施設等整備事業
                           湛水防除事業）
農山漁村地域整備交付金
　農地防災事業（湛水防除事業）

50
[55]
【55】

32
[37]
【32】

18
[8]

【13】

－
－
－

5千万円以上
5億円以上

5千万円以上

小規模
[大規模]
【中山間】

1-②-39
1-②-40

農業水路等長寿命化・防災減災事業
（防災減災対策　自然災害等対策
　イ湛水防除（ア）（イ）（ウ））

50
[55]

32
[32]

18
[13]

－ 2百万円以上
・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
・交付対象事業1地区当たりの受益者が、農業者2者以上であること。
・交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則3か年いないであること。

1-②-41

地すべり発生の防止 地すべり防止対策事業
農村地域防災減災事業
（地すべり対策事業）

50 50 - -
7千万円以上
7千万円以上
8百万以上

【共通】地すべり指定区域であること
地すべり防止工事
ぼた山崩壊防止工事
地すべり防止施設長寿命化対策工事

1-②-42

農山漁村地域整備交付金
（海岸保全施設整備事業）

50 43 7 -

1億円以上
5千万円以上
5千万円以上
5千万円以上

1千万円～１億円以上

【共通】海岸保全地域であること
海岸保全施設整備事業
海岸耐震対策
海岸堤防等老朽化対策
津波・高潮危機管理対策事業
海岸環境整備事業

※は別紙詳細を確認
のこと

1-②-43
1-②-44
1-②-45

農地保全に係る海岸保全施設整備事業等補助
金

50 43 7 - １億円以上

・海岸保全地域であること
・大規模地震が想定される地域において、甚大な浸水被害のおそれがある地域、又は朔
望平均満潮位以下の防護区域を有し、甚大な浸水被害のおそれがある地域
・事業計画等が策定されていること。

1-②-46

頁

－

受益30ha以上
受益400ha以上
受益30ha以上

別紙

－

防護面積5ha/1km又は防護人口50人以上等
※
※
※
※

-

かんがい受益20ha以上
かんがい受益20ha以上

〔かんがい受益400ha以上〕
〔かんがい受益200ha以上〕
【かんがい受益10ha以上】
【かんがい受益10ha以上】

規模

採択基準

-

-

別紙

-

-

備考
負担区分

地域の課題及び整備内容 県事業名 国事業名

海岸保全施設整備事業農地海岸の整備

用排水路の改修
ため池調査計画事業
（用排水施設）

河川工作物応急対策事業
頭首工等河川工作物の整

備

湛水被害発生の防止 湛水防除事業

危機管理対策

ため池調査計画事業
（農業水利施設危機管理対策）

※[ ]は6法指定地域

※[ ]は6法指定地域

※[ ]は6法指定地域

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域

小規模、［］大規模、【】小規模・中山間

小規模、［］大規模、【】小規模・6法指定地域

※[ ]は6法指定地域

※[ ]は6法指定地域

※[ ]は6法指定地域



国 県 市町村 地元等 規模 総事業費 その他

農道の整備

経営体育成基盤整備事業
（通作条件型）基幹農道整備

農山漁村地域整備交付金
　農地整備事業
　（通作条件整備 基幹農道整備 一般型）

50 39 11 － 　50（30
※１

）ha
以上

1億円以上
※１　（山）（過）（半）（棚）地域に限る

・車道幅員　4（3
※２

）m以上　　　　　※２　（離）（山）（半）（棚）地域に限る
1-③-1

経営体育成基盤整備事業
（通作条件型）基幹農道整備

農山漁村地域整備交付金
　農道整備事業
　（基幹農道整備事業）

50 39 11 － 　50（30
※１

）ha
以上

1億円以上
※１　（山）（過）（半）（棚）地域に限る

・車道幅員　4（3
※２

）m以上　　　　　※２　（離）（山）（半）（棚）地域に限る
1-③-2

広域営農団地農道整備事業
農山漁村地域整備交付金
　農道整備事業 広域営農団地農道整備事
業 （広域営農団地農道型）

50 40 10 －
1000（300

※１
）

ha
以上

20億円以上
※１　（離）（山）（過）（半）（特）（急）地域に限る

・車道幅員　5（4
※２

）m以上　　　　　※２　（離）（山）（過）（半）（特）（急）地域に限る
1-③-4

農道保全対策事業

農山漁村地域整備交付金
　農地整備事業
　（通作条件整備 基幹農道整備 保全対策型）
　（通作条件整備 一般農道整備 保全対策型）

農村整備事業　農道・集落道整備事業

50 15 35 － 　50（30
※１

）ha
以上

3千万円以上
※１　（山）（過）（半）（棚）地域に限る
・農業農村整備事業等により造成された路線であること。
･個別施設毎の具体の対応方針を定めた「個別施設計画」が策定されていること。

1-③-3

農村の生活環境の整備と生産基盤の整備

中山間地域総合整備事業
（集落型・広域連携型・生活環境
型）

農山漁村地域整備交付金
 農村整備
  農村集落基盤再編・整備事業
   中山間地域総合整備型
    （集落型事業・広域連携型事業・生活環
境型事業）

55 25
60ha
以上

－

・農業生産基盤整備事業と農村生活環境整備事業等を一体的に実施するもの。
・6法指定地域であること。
・林野率50％以上かつ農地の主傾斜1/100以上の農地面積割合が50％以上の場
合

※広域連携型事業の場合は市町村全域から複数市町村に及ぶ広域地域を対象と
して活性化を図る場合

1-③-6
1-③-7
1-③-8

県営

原則R3新規
地区まで

団体営

農村振興総合整備事業

農山漁村地域整備交付金
　農村整備
　　農村集落基盤再編・整備事業
　　　集落基盤再編型

50 25

60ha
以上　※１

－ ※2

－

※1　農業生産基盤の整備及び農村生活環境基盤の整備を一体的に行うもの
※2　農村生活環境整備事業を中心に行うもの 県営

原則R3新規
地区まで

1-③-5

国 県 市町村 地元等 規模 総事業費 その他

地域資源の活用

農業水利施設を活用
した小水力発電等の
設置

小水力発電施設整備事業

農山漁村地域整備交付金
　地域用水環境整備事業

農業水路等長寿命化・防災減災事業

50 25 － 5千万円以上
1　以下の施設を対象に電力を供給する施設であること。
(1)土地改良施設であって土地改良区が管理する施設
(2)農業農村振興に資する公的施設

1-③-10
1-③-11

地域の共同活動による農業・農村の多面的機能の適切な維持保全

地域の共同活動によ
る農業・農村の多面
的機能の適切な維持
保全

農業農村多面的機能支払事業
多面的機能支払交付金、
日本型直接支払推進交付金

50 25 25 － － －

・活動により管理される水路・農道等施設と一体となって効果的に保全が図ら
　れる区域に存する一団の農振農用地または、生産緑地法等で農地の保全が
　位置づけられ、市町村が必要と認める地域であること。
・必要事項を記載した活動計画書を作成すること。

1-③-12
1-③-13
1-③-14

頁

頁備考
採択基準

備考

県営

原則R3新規
地区まで

1-③-9
10ha
以上

－

・事業計画区域の農地面積に対して、受益地となる生産区域の農地面積の割合
が、概ね7割程度は確保できること。
・6法指定地域であること。
・林野率50％以上かつ農地の主傾斜1/100以上の農地面積割合が50％以上

・集落道の整備
・農業及び生活用水
の確保、防火水槽の
整備等
・農村の生活環境の
整備と生産基盤整備

地域の課題及び整備内容 国事業名
負担区分 採択基準

県事業名

既設農道の維持補修

20

25

農道の新設

中山間地域総合整備事業 中山間地域農業農村総合整備事業 55 25 20

県事業名

25

地域の課題及び整備内容 国事業名
負担区分

３．多面的機能の維持保全と快適な生活環境の整備

○地域の共同活動による農業・農村の多面的機能の適切な維持保全 ○快適で元気に暮らせる生活環境の整備

※農地維持支払交付金、 資源向上支払交付金の補助率



 

 

 

 

 

 

 

 

１．農業農村整備事業一覧（事業名及び負担割合） 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

① 構造改革の更なる加速に向けた 

生産基盤整備の促進 
  



県事業名 経営体育成基盤整備事業

国事業名 農業競争力強化農地整備事業 （経営体育成型、中山間地域型、中山間傾斜農地型）

事業主体 県

事業内容

実施要件

　(3)次に定める要件を全て満たすこと。
  (ｱ) 事業完了時点において、次のいずれかを満たす農地所有適格法人等が育成される
　ことが確実と見込まれること。
  ①農地所有適格法人が存在しない地区
    事業開始時に農地所有適格法人が設立されていない地区においては、生産基盤整備
　事業等の完了時において、経営所得安定対策の加入者となる農地所有適格法人が設立
　されることが確実と見込まれること。

　(2)生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める担い手の経営等
　　農用地のうち、別に定める集約化要件を満たす農用地面積の割合が、事業開始時に比
    べ増加することが確実と見込まれること。

１．生産基盤整備事業の事業種類の欄の(1)から(5)までに掲げるものの受益面積の合計が
　概ね20ha（中山間地域型及び中山間傾斜農地型は概ね10ha）以上であること。
　※中山間傾斜農地型の採択はR3年度迄とする。
２．次の(1)～(3)までのいずれかの要件を満たすこと。
　(1)生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める担い手の経営等
　　農用地面積の割合が、事業開始時に比べ次のとおり、増加することが確実と見込まれ
    ること。

１．生産基盤整備事業の事業種類の暗渠排水又は区画整理を実施するもの。

２．生産基盤整備事業のうち、以下の２以上を総合的に実施するもの。
　(1)農業用用排水施設整備 　(2)農道整備　 (3)客土　 (4) 暗渠排水 　(5) 区画整理
  (6)除礫

３．１又は２の生産基盤整備事業と下記の事業のうち、当該生産基盤整備事業と密接な
    関連のあるものと併せて一体的に実施するもの
　（農業生産基盤整備附帯事業）
　　土壌改良、高付加価値農業施設移転等、交換分合、耕作放棄地解消・発生防止のため
    の簡易な整備
　（営農環境整備事業）
　　農業集落道整備、農業集落排水施設整備、農業集落防災安全施設整備、農業集落環境
    管理施設整備、用地整備、環境整備、生態系保全空間整備、営農用水施設、
    農作業準備休憩施設、地域資源利活用基盤
　（農業経営高度化支援事業）
　　高度土地利用調整、耕作放棄地解消支援、農業経営高度化促進、
    耕地利用高度化推進、耕作放棄地活用推進
　（特認事業）
　　地方農政局長等が特に認める事業
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実施要綱･要領

負担割合 国 県 備考

50 27.5

(55) (27.5)

適用 ・上記（ ）は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、棚田）指定地域に適用。

10以上 12.5以下農業生産基盤整備事業、

（10以上） (7.5以下)農業生産基盤整備附帯事業

市町村 農家等

農業競争力強化農地整備事業実施要領
　農地整備事業に係る運用（別紙1）

区分

　②農地所有適格法人が存在する地区
　　事業開始時に特定農業法人以外の農地所有適格法人が設立されている地区において
    は、生産基盤整備事業等の完了時において、当該農地所有適格法人が特定農業法人
    に定められることが確実と見込まれるとともに、経営所得安定対策の加入者となる
    ことが確実と見込まれること。
 
　(ｲ) 生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める(ア)の要件
  を満たす農地所有適格法人等の経営等農用地面積の割合が、経営体育成型及び中山間
  地域型において50％、中山間農地傾斜型において30%以上となることが確実と見込まれ
  ること。

３．中山間傾斜農地型の場合は、特定地域導入促進計画に定める目標年度において、次に
　　定める要件を全て満たすこと。

　　（ア）高収益作物の作付面積割合が事業の受益面積に対して、３％ポイント以上増加
　　　　　すること。

　　（イ）高収益作物の作付面積割合が当該担い手に係る受益面積に対し５％ポイント
　　　　　以上増加する担い手が１戸以上となること。

 ４．農業競争力強化基盤整備計画（要綱第５）が定められていること。
　　経営体育成型及び中山間地域型の場合は、集積促進整備計画及び促進計画
　　が定められていること。（別紙1第6）
　　中山間傾斜農地型の場合は、特定地域集積等促進整備計画及び特定地域導入促進計画
　　が定められていること。（別紙1第6）

【県要件】
１）面積区分による畑地化率
農地整備事業の実施にあたり、水田受益面積区分により、下表のとおり畑地化率を設定し
ます。

※1 ｢水田受益面積｣とは、事業計画における水田受益面積をいう。
※2 ｢畑地化率｣とは、水田において、水稲から転換し、継続的に高収益な園芸品目等を作
付けする率をいう。
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県事業名 経営体育成基盤整備事業

国事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業

事業主体 県

事業内容

実施要件 　以下の要件を全て満たすこと

１．生産基盤整備事業の事業種類の区画整理事業又は農用地の造成を実施するもの。

２．生産基盤整備附帯事業
　(1)土壌改良事業 　(2)高付加価値農業施設移転等事業
　(3)耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

３．営農環境整備事業(生産基盤整備事業と密接に連携することなどが条件)
  (1)農業集落道整備事業　 (2)農業集落排水施設整備事業
　(3)農業集落防災安全施設整備事業　 (4)農業集落環境管理施設整備事業
　(5)用地整備事業　 (6)環境整備事業　 (7)生態系保全空間整備　 (8)営農用水施設
　(9)農作業準備休憩施設　 (10)地域資源利活用基盤

(1)事業対象農地の全てについて、農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること。
(2)事業対象農地面積の合計がおおむね10ha以上（中山間地域はおおむね５ha以上）であ
　 ることとし、その算入範囲は大字を単位（ただし、営農上の一体性がある場合は、そ
　 の範囲）とすることを基本とする。
(3)事業対象農地は、おおむね1ヘクタール以上（中山間地域及び樹園地にあっては、おお
　 むね0.5ヘクタール以上）のまとまりを有する農地で構成されること。
(4)農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から15年間以上あること。
(5)事業対象農地の８割以上を事業完了後５年以内に担い手に集団化すること。
(6)事業実施前から目標年度（事業完了後５年以内）にかけて、担い手農地利用集積率及
　 び担い手の農地集約率がそれぞれ概ね50％以上向上すること。ただし、下記の要件を
 　全て満たす場合は、この限りではない。
　①目標年度において、次のいずれかを満たすこと。
　　ア．米の生産コストが60キログラム当たりおおむね9,600円を下回ることが見込まれる
　　　　こと。
　　イ．作物生産額（主食用米を除く。以下同じ。）に占める高収益作物の割合がおおむ
　　　ね８割以上となり、かつ、高収益作物に係る作物生産額がおおむね10パーセント以
　　　上増加することが見込まれること、又は、作物生産額に占める高収益作物の割合が
　　　おおむね５割以上となり、かつ、高収益作物に係る作物生産額がおおむね50パーセ
　　　ント以上増加することが見込まれること。
　②事業実施前の事業対象施行地域内農地において、狭小・不整形、排水不良等の農地
　　が過半を占めること。
　③事業実施前の担い手の農地利用集積率及び担い手の農地集約化率がいずれもおおむ
　　ね80パーセント以下であること。
(7)事業実施地域の収益性が事業完了後５年以内（果樹は10年以内）に定める目標年度
   において20％以上向上すること。

(8)集積・集団化等促進基盤整備計画が定められていること。

【県要件】
１）面積区分による畑地化率
農地整備事業の実施にあたり、水田受益面積区分により、下表のとおり畑地化率を設定しま
す。

※1 ｢水田受益面積｣とは、事業計画における水田受益面積をいう。
※2 ｢畑地化率｣とは、水田において、水稲から転換し、継続的に高収益な園芸品目等を作付
けする率をいう。

水田受益面積 (※1) 5ha未満 5～20ha未満 20ha以上

畑地化率 (※2) ３０％以上 ２０％以上 １５％以上

1.0ha 1.5ha 4.0ha

〈 5ha×30% 〉 〈 20ha×20% 〉
畑地化下限面積
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実施要綱･要領

負担割合 区分 国 県 備考

農業生産基盤整備事業、

農業生産基盤整備附帯事業

適用

農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領
　農地整備事業に係る運用（別紙1）

市町村 農家等

62.5 27.5 10 －
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県事業名 経営体育成基盤整備事業

国事業名 水利施設等保全高度化事業　畑地帯総合整備事業　畑地帯総合整備（中山間地域）型

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 水利施設等保全高度化事業実施要領　別紙２(畑地帯総合整備事業に係る運用)

負担割合 備考

適用

１．農業生産基盤整備事業の(1)から(3)に掲げるもののうち１以上を実施
　農業生産基盤整備事業
　(1)農業用用排水施設整備事業　(2)農道整備事業　(3)区画整理事業

２．１と併せて実施できる事業（密接な関連が必要）
　・農業生産基盤整備事業
　　(1)客土事業　(2)暗渠排水事業　(3)除礫　(4)農用地造成　(5)農地保全

　・農業生産基盤整備附帯事業
　　(1)土壌改良事業　(2)高付加価値農業施設移転等事業　(3)交換分合
　　(4)耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

　・営農環境整備事業
　　(1) 農業集落道整備事業 (2) 農業集落排水施設整備事業 (3) 農業集落防災安全施設
　　整備事業　(4)農業集落環境管理施設整備事業　(5)用地整備事業　(6)環境整備事業
　　(7)生態系保全空間整備事業　(8)営農用水施設　(9)農作業準備休憩施設
　　(10) 地域資源利活用基盤　(11)水管理施設整備事業

　・農業経営高度化支援事業
　　(1)高度土地利用調整事業　(2)農業経営高度化促進事業
　　(3)耕地利用高度化推進事業
　 （担い手育成対策のみ実施可能）

１．計画の作成

２．受益要件

区分 国 県 市 農家等

・上記【ガ】はガイドライン値。
・上記（ ）内の率は六法（離島、半島、振興山村、過疎、特定農山村、指定棚田）指定
　地域に適用

【ガ】 50 27.5 10 12.5

(55) (27.5) (10) (7.5)
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県事業名 経営体育成基盤整備事業

国事業名 水利施設等保全高度化事業　畑地帯総合整備事業　高収益作物転換型

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 水利施設等保全高度化事業実施要領　別紙２(畑地帯総合整備事業に係る運用)

負担割合

備考

農家等の負担10％は、支援費が出るため、実質地元負担はない。

１．農業生産基盤整備事業の(1)から(4)に掲げるもののうち１以上を実施

　農業生産基盤整備事業

　(1)農業用用排水施設整備事業 (2)客土整備事業 (3)暗渠排水事業 (4)区画整理事業

２．１と併せて実施できる事業（密接な関連が必要）

　・農業生産基盤整備事業

　　(1)農道整備事業 (2)除礫 (3)農用地造成 (4)農地保全

　・農業生産基盤整備附帯事業

　　(1)土壌改良事業　(2)耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

　・営農環境整備事業

　　(1) 農業集落道整備事業 (2) 農業集落排水施設整備事業 (3) 農業集落防災安全施設

　　整備事業　(4)農業集落環境管理施設整備事業　(5)用地整備事業　(6)環境整備事業

　　(7)生態系保全空間整備事業　(8)営農用水施設　(9)農作業準備休憩施設

　　(10) 地域資源利活用基盤　(11)水管理施設整備事業

　・農業経営高度化支援事業

　　(1)高度土地利用調整事業　(2)農業経営高度化促進事業

　　(3)耕地利用高度化推進事業

ア　それぞれおおむね１ヘクタール（中山間地域等にあっては0.5 ヘクタール）以
　上の水田の団地面積の合計がおおむね５ヘクタール以上であること。

イ　産地推進計画に本事業の実施が位置付けられていること。

ウ　導入促進整備計画に定める目標年度において、高収益作物の作付面積が、農業
　生産基盤整備事業の開始時に比べ次のとおり増加すること。

　(ｱ) 水田の受益面積における高収益作物の作付面積割合（以下「受益作付面積
　割合」という。）が５割以上となること。ただし、受益作付面積割合は以下によ
　り算出する。
　　受益作付面積割合＝ 高収益作物を作付する水田面積÷受益面積のうち水田面積

　(ｲ) 受益作付面積割合が10％ポイント以上増加すること。

エ　高収益作物は基幹作として作付けすること。ただし、ブロックローテーション
　や２年３作等の営農体系により高収益作物への転換を図る場合においては、高収
　益作物が営農体系の中心となっていることを確認すること。

【県要件】
１）面積区分による畑地化率
農地整備事業の実施にあたり、水田受益面積区分により、下表のとおり畑地化率を設定し
ます。

※1 ｢水田受益面積｣とは、事業計画における水田受益面積をいう。
※2 ｢畑地化率｣とは、水田において、水稲から転換し、継続的に高収益な園芸品目等を作
付けする率をいう。

区分 国 県

上記()は中山間地域に適用。

市 農家等

60
(61)

29
(28.5)

11
(10.5)

-
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県事業名 経営体育成基盤整備事業

国事業名 農地耕作条件改善事業

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 農地耕作条件改善事業実施要綱・実施要領

負担割合

適用

本事業の事業内容は、下記の事業種類に掲げる区分に応じて定めるものとする。

１．定率助成

　(1)農業用用排水施設：農業用用排水(営農用水を含む。)施設の新設、廃止又は変更

　(2)暗渠排水：暗渠の新設又は変更

　(3)土層改良：客土、混層耕、除礫、心土破砕及び土壌改良

　(4)区画整理：農用地の区画形質の変更

　(5)農作業道等：農作業道・進入路等の新設、変更

　(6)農地造成：農用地の造成

　(7)農用地の保全：(1)～(6)以外の農用地の改良又は保全のために必要な事業

　(8)営農環境整備支援：用地造成、営農飲雑用水施設・安全施設・農作物被害防止施設の

　　 整備、耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

　(9)管理省力化支援:水管理労力省力化、維持管理労力省力化

　(10)品質向上支援:導入作物に応じた支援、情報化施工の活用

　(11)条件改善促進支援:土地利用調整・農用地の利用集積の推進等に関する指導、地形図

      作成、農用地等集団化、高付加価値農業施設移転等、農業機械維持補修

　(12)高収益作物導入支援：実証展示ほ場の設置・運営、高収益作物の導入及び定着推進、

　　  農業機械リース、農地の良好な生産環境の維持及び条件整備

　(13)指導：事業実施に関する技術的な指導・助言活動に関する調査、外部監査等

本事業の実施に当たっては、事業型により、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

【共通】１. 農地中間管理機構との連携概要を策定していること。

　　　　２. 農地耕作条件改善計画を策定していること。

　　　　３．１地区当たりの受益者数が、農業者2者以上であること。

【地域内農地集積型】地域内農地集積促進計画を作成していること。

                    1地区当たりの事業費(ハード事業)の合計が200万円以上となること。

【高収益作物転換型】高収益作物転換促進計画を作成していること。

                    1地区当たりの事業費(ハード事業)の合計が200万円以上となること。

　　　　　　　　　　ハード事業の受益地内の作付面積のうち１／４以上を新たに高収益作

　　　　　　　　　　物に転換すること。

【県独自】受益面積10ha以上（中山間地域は5ha以上）

　　　　　ただし、次のいずれかの要件を満たすときは作付け面積2haに緩和する。

　　　　　１．水田を施設園芸に100%転換する場合

　　　　　２．果樹園を100%改植する場合

区分 国 県 市町村 農家等

基本型
50

27.5 10以上
12.5以下

(55) (7.5以下)

高収益品目の産地化を図るため、水田の畑地化等を行う事業であって、下記の要件を満たす
地区は、定率助成の県負担割合を29.75%～31.25%とする。
・高収益品目への30%転換又は100%転換
・市町村負担割合30%転換の場合は13.75%以上(12.25%以上)、100%転換の場合は(13.75%以上)

30%転換
50 5以下31.25 13.75以上

100％転換 (55)

(55) (29.75) (12.25以上) (3以下)

・定率助成の（ ）内の率は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、指定棚田）指定地域に適用
・30%転換又は100%転換を行う場合は、定率助成(2)～(4)及び(6)のうち1工種以上を実施するこ
　と

(31.25) (13.75) (0)
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県事業名 経営体育成基盤整備事業（耕作放棄地型）

国事業名 農山漁村地域整備交付金 農地整備事業 （耕作放棄地型）

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 農山漁村地域整備交付金実施要領

　農地整備事業に係る運用（別紙1-1）、農地整備事業に係る取扱い（別紙1-2）  

負担割合 国 県 備考

50 27.5

(55) (27.5)

適用 ・上記（ ）は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、棚田）指定地域に適用。

・農業競争力強化農地整備事業 （耕作放棄地型）は令和２年度以降の新規採択は行わない。

農業生産基盤整備附帯事業 （10以上） (7.5以下)

１．生産基盤整備事業の以下に掲げるもの。
　(1)農業用用排水施設整備　(2)農道整備　(3)客土　(4)暗渠排水
　(5)区画整理　(6)農用地造成

２．１の生産基盤整備事業と下記事業のうち当該生産基盤整備事業と密接な関連のあるもの
　とを一体的に実施するもの
  (1)農業生産基盤整備附帯事業
　　土壌改良、高付加価値農業施設移転等、交換分合
　　耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

  (2)営農環境整備事業
　　農業集落道整備、農業集落排水施設整備、農業集落防災安全施設整備
　　農業集落環境管理施設整備、用地整備、環境整備、生態系保全空間整備
　　営農用水施設、農作業準備休憩施設、地域資源利活用基盤

  (3)農業経営高度化支援事業
　　高度土地利用調整、耕作放棄地解消支援、農業経営高度化促進、耕地利用高度化推進
　　耕作放棄地活用推進

１．生産基盤整備事業における受益面積の合計が概ね20ha 以上
２．生産基盤整備事業における受益面積に占める耕作放棄地及び、次のいずれかに該当
　する農地
   (1)現に耕作の目的に供されていないが、新たな農地所有者又は使用収益権者（以下
　　「農地所有者等」という。）によって耕作されるまでの間、周辺への悪影響防止等
　　 の観点から土地管理が行われている農地。
   (2)現に耕作の目的に供されている農地であって、事業開始時において、事業完了年
　　 度の翌年度までに当該農地における耕作を行わなくなる見込みの農地所有者等が
     耕作する農地であり、かつ、当該農地所有者等に代わる者による耕作が行われる
     見込みのない農地。
　　上記に定める基準を満たす耕作放棄地となるおそれがある農地の合計面積の割合が6％
　以上（受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合が50％以上の場合にあっては、
　3％以上）であること。
３. 耕作放棄地解消等基盤整備基本構想が策定されていること
４．耕作放棄地解消・集積促進事業を行う場合にあっては、耕作放棄地集約率が4%以上と
　　なること。

区分 市 農家等

農業生産基盤整備事業、 10以上 12.5以下

1-①-8



県事業名 水田畑地化推進基盤整備事業：Ｒ３新規～

国事業名 農業競争力強化農地整備事業 （経営体育成型、中山間地域型、中山間傾斜農地型）

事業主体 県

事業内容

実施要件

１．生産基盤整備事業の事業種類の暗渠排水又は区画整理を実施するもの。

２．生産基盤整備事業のうち、以下の２以上を総合的に実施するもの。
　(1)農業用用排水施設整備 　(2)農道整備　 (3)客土　 (4) 暗渠排水 　(5) 区画整理
  (6)除礫

３．１又は２の生産基盤整備事業と下記の事業のうち、当該生産基盤整備事業と密接な
    関連のあるものと併せて一体的に実施するもの
　（農業生産基盤整備附帯事業）
　　土壌改良、高付加価値農業施設移転等、交換分合、耕作放棄地解消・発生防止のため
    の簡易な整備
　（営農環境整備事業）
　　農業集落道整備、農業集落排水施設整備、農業集落防災安全施設整備、農業集落環境
    管理施設整備、用地整備、環境整備、生態系保全空間整備、営農用水施設、
    農作業準備休憩施設、地域資源利活用基盤
　（農業経営高度化支援事業）
　　高度土地利用調整、耕作放棄地解消支援、農業経営高度化促進、
    耕地利用高度化推進、耕作放棄地活用推進
　（特認事業）
　　地方農政局長等が特に認める事業
１．生産基盤整備事業の事業種類の欄の(1)から(5)までに掲げるものの受益面積の合計が
　概ね20ha（中山間地域型及び中山間傾斜農地型は概ね10ha）以上であること。
　※中山間傾斜農地型の採択はR3年度迄とする。
２．次の(1)～(3)までのいずれかの要件を満たすこと。
　(1)生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める担い手の経営等
　　農用地面積の割合が、事業開始時に比べ次のとおり、増加することが確実と見込まれ
    ること。

　(2)生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める担い手の経営等
　　農用地のうち、別に定める集約化要件を満たす農用地面積の割合が、事業開始時に比
    べ増加することが確実と見込まれること。

　(3)次に定める要件を全て満たすこと。
  (ｱ) 事業完了時点において、次のいずれかを満たす農地所有適格法人等が育成される
　ことが確実と見込まれること。
  ①農地所有適格法人が存在しない地区
    事業開始時に農地所有適格法人が設立されていない地区においては、生産基盤整備
　事業等の完了時において、経営所得安定対策の加入者となる農地所有適格法人が設立
　されることが確実と見込まれること。
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実施要綱･要領

負担割合 国 県 備考

50 27.5

(55) (27.5)

適用

　②農地所有適格法人が存在する地区
　　事業開始時に特定農業法人以外の農地所有適格法人が設立されている地区において
    は、生産基盤整備事業等の完了時において、当該農地所有適格法人が特定農業法人
    に定められることが確実と見込まれるとともに、経営所得安定対策の加入者となる
    ことが確実と見込まれること。
 
　(ｲ) 生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める(ア)の要件
  を満たす農地所有適格法人等の経営等農用地面積の割合が、経営体育成型及び中山間
  地域型において50％、中山間農地傾斜型において30%以上となることが確実と見込まれ
  ること。

３．中山間傾斜農地型の場合は、特定地域導入促進計画に定める目標年度において、次に
　　定める要件を全て満たすこと。

　　（ア）高収益作物の作付面積割合が事業の受益面積に対して、３％ポイント以上増加
　　　　　すること。

　　（イ）高収益作物の作付面積割合が当該担い手に係る受益面積に対し５％ポイント
　　　　　以上増加する担い手が１戸以上となること。

 ４．農業競争力強化基盤整備計画（要綱第５）が定められていること。
　　経営体育成型及び中山間地域型の場合は、集積促進整備計画及び促進計画
　　が定められていること。（別紙1第6）
　　中山間傾斜農地型の場合は、特定地域集積等促進整備計画及び特定地域導入促進計画
　　が定められていること。（別紙1第6）

農業競争力強化農地整備事業実施要領
　農地整備事業に係る運用（別紙1）

区分 市町村 農家等

・上記（ ）は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、棚田）指定地域に適用。

【県要件】
・全ての水田で高収益作物の導入が可能となる以下の整備を実施（水田畑地化整備率
100％）

①地下かんがいシステム等の排水対策（原則、事業実施区域内の全ての水田で実施）
②原則、用水路のパイプライン化
③導入品目に応じた客土、除レキ、土壌改良　など

・畑地化率の設定について
事業計画区域内の水田を対象に下表のとおり、事業完了時の畑地化率を設定

※１「水田受益面積」とは、事業計画区域内の水田面積

なお、水田畑地化整備を実施した水田に高収益作物の導入を目指す取り組みは、事業完了
後も継続して行う必要がある。そこで、事業計画段階において、生産者など地元関係者や
関係機関で、事業完了5年後の畑地化率50％を指標とする構想図を作成し、事業完了後も畑
地化の取り組みを継続すること

農業生産基盤整備事業、 10以上 12.5以下

農業生産基盤整備附帯事業 （10以上） (7.5以下)
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県事業名 水田畑地化推進基盤整備事業：Ｒ３新規～

国事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業

事業主体 県

事業内容

実施要件 　以下の要件を全て満たすこと

実施要綱･要領

負担割合 区分 国 県 備考

農業生産基盤整備事業、

農業生産基盤整備附帯事業

適用

１．生産基盤整備事業の事業種類の区画整理事業又は農用地の造成を実施するもの。

２．生産基盤整備附帯事業
　(1)土壌改良事業 　(2)高付加価値農業施設移転等事業
　(3)耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

３．営農環境整備事業(生産基盤整備事業と密接に連携することなどが条件)
  (1)農業集落道整備事業　 (2)農業集落排水施設整備事業
　(3)農業集落防災安全施設整備事業　 (4)農業集落環境管理施設整備事業
　(5)用地整備事業　 (6)環境整備事業　 (7)生態系保全空間整備　 (8)営農用水施設
　(9)農作業準備休憩施設　 (10)地域資源利活用基盤

(1)事業対象農地の全てについて、農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること。
(2)事業対象農地面積の合計がおおむね10ha以上（中山間地域はおおむね５ha以上）であ
　 ることとし、その算入範囲は大字を単位（ただし、営農上の一体性がある場合は、そ
　 の範囲）とすることを基本とする。
(3)事業対象農地は、おおむね1ヘクタール以上（中山間地域及び樹園地にあっては、おお
　 むね0.5ヘクタール以上）のまとまりを有する農地で構成されること。
(4)農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から15年間以上あること。
(5)事業対象農地の８割以上を事業完了後５年以内に担い手に集団化すること。
(6)事業実施前から目標年度（事業完了後５年以内）にかけて、担い手農地利用集積率及
　 び担い手の農地集約率がそれぞれ概ね50％以上向上すること。ただし、下記の要件を
 　全て満たす場合は、この限りではない。
　①目標年度において、次のいずれかを満たすこと。
　　ア．米の生産コストが60キログラム当たりおおむね9,600円を下回ることが見込まれる
　　　　こと。
　　イ．作物生産額（主食用米を除く。以下同じ。）に占める高収益作物の割合がおおむ
　　　ね８割以上となり、かつ、高収益作物に係る作物生産額がおおむね10パーセント以
　　　上増加することが見込まれること、又は、作物生産額に占める高収益作物の割合が
　　　おおむね５割以上となり、かつ、高収益作物に係る作物生産額がおおむね50パーセ
　　　ント以上増加することが見込まれること。
　②事業実施前の事業対象施行地域内農地において、狭小・不整形、排水不良等の農地
　　が過半を占めること。
　③事業実施前の担い手の農地利用集積率及び担い手の農地集約化率がいずれもおおむ
　　ね80パーセント以下であること。
(7)事業実施地域の収益性が事業完了後５年以内（果樹は10年以内）に定める目標年度
   において20％以上向上すること。

(8)集積・集団化等促進基盤整備計画が定められていること。

【県要件】
・全ての水田で高収益作物の導入が可能となる以下の整備を実施（水田畑地化整備率
100％）

①地下かんがいシステム等の排水対策（原則、事業実施区域内の全ての水田で実施）
②原則、用水路のパイプライン化
③導入品目に応じた客土、除レキ、土壌改良　など

・畑地化率の設定について
事業計画区域内の水田を対象に下表のとおり、事業完了時の畑地化率を設定

※１「水田受益面積」とは、事業計画区域内の水田面積

なお、水田畑地化整備を実施した水田に高収益作物の導入を目指す取り組みは、事業完了
後も継続して行う必要がある。そこで、事業計画段階において、生産者など地元関係者や
関係機関で、事業完了5年後の畑地化率50％を指標とする構想図を作成し、事業完了後も畑
地化の取り組みを継続すること

農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領
　農地整備事業に係る運用（別紙1）

市町村 農家等

62.5 27.5 10 －
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県事業名 水田畑地化推進基盤整備事業：Ｒ３新規～

国事業名 水利施設等保全高度化事業　畑地帯総合整備事業　畑地帯総合整備（中山間地域）型

事業主体 県

事業内容

実施要件

１．農業生産基盤整備事業の(1)から(3)に掲げるもののうち１以上を実施
　農業生産基盤整備事業
　(1)農業用用排水施設整備事業　(2)農道整備事業　(3)区画整理事業

２．１と併せて実施できる事業（密接な関連が必要）
　・農業生産基盤整備事業
　　(1)客土事業　(2)暗渠排水事業　(3)除礫　(4)農用地造成　(5)農地保全

　・農業生産基盤整備附帯事業
　　(1)土壌改良事業　(2)高付加価値農業施設移転等事業　(3)交換分合
　　(4)耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

　・営農環境整備事業
　　(1) 農業集落道整備事業 (2) 農業集落排水施設整備事業 (3) 農業集落防災安全施設
　　整備事業　(4)農業集落環境管理施設整備事業　(5)用地整備事業　(6)環境整備事業
　　(7)生態系保全空間整備事業　(8)営農用水施設　(9)農作業準備休憩施設
　　(10) 地域資源利活用基盤　(11)水管理施設整備事業

　・農業経営高度化支援事業
　　(1)高度土地利用調整事業　(2)農業経営高度化促進事業
　　(3)耕地利用高度化推進事業
　 （担い手育成対策のみ実施可能）

１．計画の作成

２．受益要件

【県要件】
・全ての水田で高収益作物の導入が可能となる以下の整備を実施（水田畑地化整備率
100％）

①地下かんがいシステム等の排水対策（原則、事業実施区域内の全ての水田で実施）
②原則、用水路のパイプライン化
③導入品目に応じた客土、除レキ、土壌改良　など

・畑地化率の設定について
事業計画区域内の水田を対象に下表のとおり、事業完了時の畑地化率を設定

※１「水田受益面積」とは、事業計画区域内の水田面積

なお、水田畑地化整備を実施した水田に高収益作物の導入を目指す取り組みは、事業完了後
も継続して行う必要がある。そこで、事業計画段階において、生産者など地元関係者や関係
機関で、事業完了5年後の畑地化率50％を指標とする構想図を作成し、事業完了後も畑地化
の取り組みを継続すること
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実施要綱･要領 水利施設等保全高度化事業実施要領　別紙２(畑地帯総合整備事業に係る運用)

負担割合 備考

適用 ・上記【ガ】はガイドライン値。
・上記（ ）内の率は六法（離島、半島、振興山村、過疎、特定農山村、指定棚田）指定
　地域に適用

【ガ】 50 27.5 10 12.5

(55) (27.5) (10) (7.5)

区分 国 県 市 農家等
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県事業名 水田畑地化推進基盤整備事業：Ｒ３新規～

国事業名 水利施設等保全高度化事業　畑地帯総合整備事業　高収益作物転換型

事業主体 県

事業内容

実施要件

１．農業生産基盤整備事業の(1)から(4)に掲げるもののうち１以上を実施

　農業生産基盤整備事業

　(1)農業用用排水施設整備事業 (2)客土整備事業 (3)暗渠排水事業 (4)区画整理事業

２．１と併せて実施できる事業（密接な関連が必要）

　・農業生産基盤整備事業

　　(1)農道整備事業 (2)除礫 (3)農用地造成 (4)農地保全

　・農業生産基盤整備附帯事業

　　(1)土壌改良事業　(2)耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

　・営農環境整備事業

　　(1) 農業集落道整備事業 (2) 農業集落排水施設整備事業 (3) 農業集落防災安全施設

　　整備事業　(4)農業集落環境管理施設整備事業　(5)用地整備事業　(6)環境整備事業

　　(7)生態系保全空間整備事業　(8)営農用水施設　(9)農作業準備休憩施設

　　(10) 地域資源利活用基盤　(11)水管理施設整備事業

　・農業経営高度化支援事業

　　(1)高度土地利用調整事業　(2)農業経営高度化促進事業

　　(3)耕地利用高度化推進事業

ア　それぞれおおむね１ヘクタール（中山間地域等にあっては0.5 ヘクタール）以
　上の水田の団地面積の合計がおおむね５ヘクタール以上であること。

イ　産地推進計画に本事業の実施が位置付けられていること。

ウ　導入促進整備計画に定める目標年度において、高収益作物の作付面積が、農業
　生産基盤整備事業の開始時に比べ次のとおり増加すること。

　(ｱ) 水田の受益面積における高収益作物の作付面積割合（以下「受益作付面積
　割合」という。）が５割以上となること。ただし、受益作付面積割合は以下によ
　り算出する。
　　受益作付面積割合＝ 高収益作物を作付する水田面積÷受益面積のうち水田面積

　(ｲ) 受益作付面積割合が10％ポイント以上増加すること。

エ　高収益作物は基幹作として作付けすること。ただし、ブロックローテーション
　や２年３作等の営農体系により高収益作物への転換を図る場合においては、高収
　益作物が営農体系の中心となっていることを確認すること。

【県要件】
・全ての水田で高収益作物の導入が可能となる以下の整備を実施（水田畑地化整備率
100％）

①地下かんがいシステム等の排水対策（原則、事業実施区域内の全ての水田で実施）
②原則、用水路のパイプライン化
③導入品目に応じた客土、除レキ、土壌改良　など

・畑地化率の設定について
事業計画区域内の水田を対象に下表のとおり、事業完了時の畑地化率を設定

※１「水田受益面積」とは、事業計画区域内の水田面積

なお、水田畑地化整備を実施した水田に高収益作物の導入を目指す取り組みは、事業完了
後も継続して行う必要がある。そこで、事業計画段階において、生産者など地元関係者や
関係機関で、事業完了5年後の畑地化率50％を指標とする構想図を作成し、事業完了後も畑
地化の取り組みを継続すること
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実施要綱･要領 水利施設等保全高度化事業実施要領　別紙２(畑地帯総合整備事業に係る運用)

負担割合

備考

農家等の負担10％は、支援費が出るため、実質地元負担はない。

上記()は中山間地域に適用。

区分 国 県 市 農家等

60
(61)

29
(28.5)

11
(10.5)

-
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県事業名 水田畑地化推進基盤整備事業：Ｒ３新規～

国事業名 農地耕作条件改善事業

事業主体 県

事業内容

実施要件

本事業の事業内容は、下記の事業種類に掲げる区分に応じて定めるものとする。

１．定率助成

　(1)農業用用排水施設：農業用用排水(営農用水を含む。)施設の新設、廃止又は変更

　(2)暗渠排水：暗渠の新設又は変更

　(3)土層改良：客土、混層耕、除礫、心土破砕及び土壌改良

　(4)区画整理：農用地の区画形質の変更

　(5)農作業道等：農作業道・進入路等の新設、変更

　(6)農地造成：農用地の造成

　(7)農用地の保全：(1)～(6)以外の農用地の改良又は保全のために必要な事業

　(8)営農環境整備支援：用地造成、営農飲雑用水施設・安全施設・農作物被害防止施設の

　　 整備、耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備

　(9)管理省力化支援:水管理労力省力化、維持管理労力省力化

　(10)品質向上支援:導入作物に応じた支援、情報化施工の活用

　(11)条件改善促進支援:土地利用調整・農用地の利用集積の推進等に関する指導、地形図

      作成、農用地等集団化、高付加価値農業施設移転等、農業機械維持補修

　(12)高収益作物導入支援：実証展示ほ場の設置・運営、高収益作物の導入及び定着推進、

　　  農業機械リース、農地の良好な生産環境の維持及び条件整備

　(13)指導：事業実施に関する技術的な指導・助言活動に関する調査、外部監査等

本事業の実施に当たっては、事業型により、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
【共通】１. 農地中間管理機構との連携概要を策定していること。
　　　　２. 農地耕作条件改善計画を策定していること。
　　　　３．１地区当たりの受益者数が、農業者2者以上であること。
【地域内農地集積型】地域内農地集積促進計画を作成していること。
                    1地区当たりの事業費(ハード事業)の合計が200万円以上となること。
【高収益作物転換型】高収益作物転換促進計画を作成していること。
                    1地区当たりの事業費(ハード事業)の合計が200万円以上となること。
　　　　　　　　　　ハード事業の受益地内の作付面積のうち１／４以上を新たに高収益作
　　　　　　　　　　物に転換すること。
【県独自】受益面積10ha以上（中山間地域は5ha以上）
　　　　　ただし、次のいずれかの要件を満たすときは作付け面積2haに緩和する。
　　　　　１．水田を施設園芸に100%転換する場合
　　　　　２．果樹園を100%改植する場合

【県要件】
・全ての水田で高収益作物の導入が可能となる以下の整備を実施（水田畑地化整備率　100％）

①地下かんがいシステム等の排水対策（原則、事業実施区域内の全ての水田で実施）
②原則、用水路のパイプライン化
③導入品目に応じた客土、除レキ、土壌改良　など

・畑地化率の設定について
事業計画区域内の水田を対象に下表のとおり、事業完了時の畑地化率を設定

※１「水田受益面積」とは、事業計画区域内の水田面積

なお、水田畑地化整備を実施した水田に高収益作物の導入を目指す取り組みは、事業完了後も継
続して行う必要がある。そこで、事業計画段階において、生産者など地元関係者や関係機関で、
事業完了5年後の畑地化率50％を指標とする構想図を作成し、事業完了後も畑地化の取り組みを
継続すること
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実施要綱･要領 農地耕作条件改善事業実施要綱・実施要領

負担割合

適用 高収益品目の産地化を図るため、水田の畑地化等を行う事業であって、下記の要件を満たす
地区は、定率助成の県負担割合を29.75%～31.25%とする。
・高収益品目への30%転換又は100%転換
・市町村負担割合30%転換の場合は13.75%以上(12.25%以上)、100%転換の場合は(13.75%以上)

100％転換 (55) (31.25) (13.75) (0)

・定率助成の（ ）内の率は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、指定棚田）指定地域に適用
・30%転換又は100%転換を行う場合は、定率助成(2)～(4)及び(6)のうち1工種以上を実施するこ
　と

30%転換
50 31.25 13.75以上 5以下

(55) (29.75) (12.25以上) (3以下)

基本型
50

27.5 10以上
12.5以下

(55) (7.5以下)

区分 国 県 市町村 農家等
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県事業名 農業経営高度化支援事業

国補助事業名 農業競争力強化農地整備事業における農業経営高度化支援事業

事業主体 県、市町村、土地改良区、土地改良事業団体連合会、農地所有適格法人等

事業内容

実施要件

　中山間担い手育成支援事業

実施要綱･要領

負担割合

適用

１．高度土地利用調整事業
　(1)指導事業（事業主体：県、土地連）
　　土地利用調整及び農地の利用集積を推進するため、県が行う普及・指導活動
　(2)調査・調整事業（事業主体：県、市町村、土地改良区、農地所有適格法人等）
　　関係農家の意向調査活動、土地利用調整活動、関係機関との調整等調査・調整活動

２．農業経営高度化促進事業（事業主体：県、市町村、土地改良区）
   中心経営体農地集積促進事業
　　中心経営体への農用地への集積・集約化に向けた促進支援

　 中山間担い手育成支援事業
　　 地域の農業を牽引する中心経営体の育成支援（※中山間傾斜地型に限る）

３．耕地利用高度化推進事業（事業主体：県、市町村）
　　営農上支障となる湧水処理及び不陸均平、暗渠の維持管理等、及び作物別の作付面積、
　 単収・単価等の調査

・３.耕地利用高度化推進事業の助成は、生産基盤整備事業等の総事業費の２％に相当する
　額の範囲内において、生産基盤整備事業等の開始年度の翌年度から促進計画又は活性化
　計画に定める目標年度までにおいて実施するものとする。

市町村県国区分

25(20)

20(15)

25(20)

30

25

　農業競争力強化農地整備事業実施要領
　農地整備事業に係る運用（別紙1-1）、農地整備事業に係る取扱い（別紙1-2）

　　対象とする中心経営体の中に特定地域導入促進計画に定める目標年度において当該
　中心経営体の経営等農用地面積に対する高収益作物の作物面積の増加割合が5％以上と
　なる中心経営体があること

・上記（）は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、棚田）指定地域に適用

・１.(2)調査・調整事業の助成の限度額は、

          60ha未満　　　　1,500千円／年

          60～200ha　　　 2,000千円／年

　　　　　200ha以上       4,000千円／年

農業経営高度化促進事業

  中心経営体農地集積促進事業

　　中心経営体農地集積促進事業を行う場合にあっては、促進計画に定める目標年度におい

　て当該事業の受益面積に占める中心経営体の経営等農用地の面積の割合が55％以上となる

　こと。

　※助成の限度額は、生産基盤整備事業等の総事業費に以下の助成割合を乗じた額とする。

　

　　〈経営体育成型、中山間地域型、中山間傾斜農地型〉

耕地利用高度化推進事業

調査・調整事業
高度土地利用調整事業

農業経営高度化促進事業

中心経営体農地
集積促進事業・
中山間担い手育

成支援事業

指導事業 0(0)50(45)

50(55)

50(55)

50(55)

50(55) 25

助成割合
さらに、中心経営体の経営等農用地面積の

80％以上を集約化する場合

0.125

0.105

0.085

0.065

0.085

0.075

0.065

0.055

85％以上

75％以上85％未満

65％以上75％未満

55％以上65％未満

中心経営体集積率
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県事業名 農業経営高度化支援事業

国事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業における農業経営高度化支援事業

事業主体 県、市町村、土地改良区、土地改良事業団体連合会、農地所有適格法人等

事業内容

実施要件等

実施要綱･要領

負担割合

適用

62.5 22.5(25) 15(12.5)

・上記（ ）は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、棚田）指定地域に適用。

農業経営高度化支援事業

指導事業 62.5 37.5 0

調査・調整事業 62.5 18.75(20.8) 18.75(16.7)

耕地利用高度化
推進事業

(1)指導事業（事業主体：県、土地連）
　収益性向上に資する営農展開等の推進を図るために行う普及・指導活動

(2)調査・調整事業（事業主体：県、市町村、土地連、土地改良区、農地所有適格法人等）
　収益性向上に資する営農展開等の推進を図るために行う耕地利用や水利用に係る関係農家
の意向調査活動、作物別の単収・単価等の調査、関係機関との調査等調査・調整活動等

(3)耕地利用高度化推進事業（事業主体：県、市町村）
　営農上支障となる湧水処理及び不陸均平、暗渠の維持管理、その他の農用地の良好な生産
環境の維持及び条件整備活動

１．指導事業
　農業生産基盤整備事業等の開始年度の前々年度から整備計画に定める目標年度(以下「目
標年度」という。)まで実施することができるものとする。
　ただし、農業生産基盤整備事業等の完了後にあっては、調査・調整事業又は耕地利用高度
化推進事業を実施する場合に限って実施することができるものとする。

２．調査・調整事業
　農業生産基盤整備事業等の開始年度から目標年度までにおいて実施するものとする。
助成の限度額は、当該事業の受益面積ごとに区分する下記の基準額に調整事業の実施年数を
乗じた額とする。
　(1)60ヘクタール未満の場合にあっては、1,500千円
　(2)60ヘクタール以上200ヘクタール未満の場合にあっては、2,000千円
　(3)200ヘクタール以上の場合にあっては、4,000千円

３．耕地利用高度化推進事業
　農業生産基盤整備事業等の総事業費の2％に相当する額の範囲内において、農業生産基盤
整備事業等の開始年度の翌年度から目標年度までにおいて実施するものとする。

農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領
　農地整備事業に係る運用（別紙1）

区分 国 県 市町村
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県事業名 農業経営高度化支援事業

国事業名 水利施設等保全高度化事業　畑地帯総合整備事業

事業主体 県、市町村、土地改良区、土地改良事業団体連合会、農地所有適格法人等

事業内容

実施要件 1．調査・調整事業について

　　　

（２）事業実施地区において、認定農業者数の全農家戸数に占める割合が、当該地区に
　　　係る市町村、農業協同組合、農業委員会等の関係機関団体が協議して定める担い手
　　　の育成・確保に係る目標以上となること。
（３）事業実施地区において、認定農業者数が事業開始時に比べ30%以上増加すること。
（４）担い手に農地所有適格法人を除く法人を位置づけた場合にあっては、当該法人に
　　　係る農地集積率が30%以上となること。

１．高度土地利用調整事業

（１）指導事業（事業主体：県）

　　土地利用調整及び農地の利用集積を推進するため、県が行う普及・指導活動

（２）調査・調整事業（事業主体：市町村）

　　関係農家の意向調査活動、土地利用調整活動、関係機関との調整等調査・調整活動

２．農業経営高度化促進事業（事業主体：市町村）

　　高収益作物の導入もしくは、中心経営体への農用地の集積・集約化に向けた促進支援

３．耕地利用高度化推進事業（事業主体：市町村）

　　営農上支障となる湧水処理及び不陸均平、暗渠の維持管理等、及び作物別の作付面

　　積、単収・単価等の調査

　生産基盤整備事業等の完了時において、下記のいずれかの要件を満たすこと。
（１）当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合が、事業開始時に
　　　比べ、次のとおり、増加することが確実と見込まれること。

２．農業経営高度化促進事業について

　　中心経営体農地集積促進事業

　   中心経営体農地集積促進事業を行う場合にあっては、活性化計画に定める目標年度に

　　おいて当該事業の受益面積に占める中心経営体の経営等農用地の面積の割合が下記の

　　表に示す数値以上となること。

  ※助成の限度額は、生産基盤整備事業等の総事業費に以下の助成割合を乗じた額とする。

【担い手農地利用集積率】

事業開始時 事業完了時

20％未満 30％以上

20％以上50％未満 10％ポイント以上増加

50％以上55％未満 60％以上

55％以上90％未満 5％ポイント以上増加

90％以上95％未満 95％以上

95％以上 事業実施により担い手への利用集積が図られること

助成割合
さらに、中心経営体の経営等農用地面積の

80％以上を集約化する場合

0.125

0.105

0.085

0.065

0.085

0.075

0.065

0.055

85％以上

75％以上85％未満

65％以上75％未満

55％以上65％未満

中心経営体集積率
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実施要綱･要領

負担割合

適用

水利施設等保全高度化事業実施要領　別紙２(畑地帯総合整備事業に係る運用)

区分 国 県 市

・上記（　）は六法（離島、半島、振興山村、過疎、特定農山村、指定棚田）指定地域に適
用
・２.耕地利用高度化推進事業の助成は、生産基盤整備事業等の総事業費の２％に相当する
　額の範囲内において、生産基盤整備事業等の開始年度の翌年度から活性化計画に定める目
　標年度までにおいて実施するものとする。

調査・調整事業 50(55) 25 25(20)

農業経営高度化促進事業 50(55) 25 25(20)

高度土地利用調整事業
指導事業 50(55) 50(45) 0(0)

耕地利用高度化推進事業 50(55) 30 20(15)
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県事業名 農業経営高度化支援事業（耕作放棄型）

国事業名 農山漁村地域整備交付金 農地整備事業における農業経営高度化支援事業

事業主体 県、市町村、土地改良区、土地改良事業団体連合会、農地所有適格法人等

事業内容

実施要件

実施要綱･要領

負担割合

適用 ・上記（）は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、棚田）指定地域に適用

0

0 0

0

１．耕作放棄地解消支援事業

　(1)指導事業（事業主体：県、土地連）

　　 土地利用調整および農用地の利用集積を推進するため、都道府県が行う普及・指導

　　活動

　(2)調査・調整事業（事業主体：県、市町村、土地改良区、農地所有適格法人等）

　　 耕作放棄地解消のための関係農家の意向調査活動、土地利用調整活動、関係機関と

    の調整等調査、調整活動

２.耕作放棄地解消・集積促進事業（事業主体：県、市町村、土地改良区）

　　担い手への耕作放棄地の利用の集約化に向けた促進支援

３.耕作放棄地活用推進事業（事業主体：県、市町村）

　　営農上支障となる湧水処理及び不陸均平、暗渠の維持管理、耕作放棄地活用のための

　条件整備活動、その他の農地の良好な生産環境の維持及び条件整備活動

１．耕作放棄地解消・集積促進事業について
　・耕作放棄地集約化率が4％以上となること。

市

農山漁村地域整備交付金実施要領
　農地整備に係る運用（別紙1-1）、農地整備事業に係る取扱い（別紙1-2）

国 県区分

耕作放棄地活用推進事業

・１.(2)調査・調整事業の助成の限度額は、
          60ha未満　　　　1,500千円／年
          60～200ha　　　 2,000千円／年
　　　　　200ha以上       4,000千円／年
・２．耕作放棄地活用推進事業の助成は、生産基盤整備事業等の総事業費の２％に相当
　　する額の 範囲内において、生産基盤整備事業等の開始年度の翌年度から生産基盤整
　　備事業等の完了年度の3年後の年度まで実施するものとする。

25(20)2550(55)

100 0 0

耕作放棄地解消支援事業
指導事業

調査・調整事業

耕作放棄地解消・
集積支援事業

100

中心経営体農地
集積促進事業

100
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県事業名 農業体質強化基盤整備促進事業

国事業名 農業競争力強化基盤整備事業　農業基盤整備促進事業

農山漁村地域整備交付金　農業基盤整備促進事業

事業主体 市町村等

事業内容

実施要件

実施要綱･要領

負担割合

適用

本事業の事業内容は、下記の事業種類に掲げる区分に応じて定めるものとする。
１．定率助成
　(1)農業用用排水施設
　　農業用用排水(営農用水を含む。)施設の新設、廃止又は変更
　(2)暗渠排水
　　暗渠の新設又は変更
　(3)土層改良
　　客土、混層耕、除礫、心土破砕及び土壌改良
　(4)区画整理
　　農用地の区画形質の変更
　(5)農作業道
　　農作業道の変更
　(6)農用地の保全
　　(1)～(5)以外の農用地の改良又は保全のために必要な事業
　(7)調査・調整
　　権利関係、農家意向、農地集積、基盤整備等に関する調査・調整活動
　(8)指導
　　事業実施に関する技術的な指導・助言活動、施工実態の把握、外部監査等
２．定額助成
　(1)田畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)
　　畦畔除去、均平作業･勾配修正等による区画拡大
　(2)田畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)
　　水路の変更(管水路化等) を伴って行う畦畔除去、均平作業･勾配修正等による区画拡大
　(3)暗渠排水
　　吸水渠(本暗渠管)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設
　(4)湧水処理
　　湧水処理のための暗渠管等の新設
　(5)末端畑地かんがい施設
　　末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更
　(6)客土
　　耕土深15cm以下の農用地を対象に、層厚10cm以上の客土
　(7)除礫
　　30mm以上の石礫を5％以上含む農用地を対象に、深度30cm以上の除礫
本事業の実施に当たっては、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

１．農業基盤整備計画を策定していること。

２．１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。

３．１地区当たりの受益者数が、農業者が2者以上であること。

４. １地区当たりの受益面積が、5ha以上であること（※４は補助金のみ適用）

農業競争力強化農地整備事業実施要綱・実施要領　別紙５(農業基盤整備促進事業に係る運用)

農山漁村地域整備交付金実施要綱・実施要領　別紙１－１　運用２(農業基盤整備促進事業)

区分 国 県 市町村 農家等

定率助成
50

14 21以上
15以下

(55) (10以下)

補助金と交付金事業の相違点（※）
１．補助金においては、事業要件として農業競争力強化に向けた取組方針の策定が必要。
２．補助金においては、交付ルートが団体営の場合に限り、間接補助と直接補助の選択
　 が可能。

定額助成 100 0 0 0

・定率助成の（ ）内の率は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、指定棚田）指定地域に
適用
・定額補助（現場条件等に応じた標準的な工事費の1/2相当を補助）
①田畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの):4～12.5万円/10a※畦畔除去のみは3万円/100m
②田畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの):13～25万円/10a
③暗渠排水：5.5～15万円/10a　 ④湧水処理：10～15万円/100m
⑤末端畑地かんがい施設：11～15.5万円/10a（樹園地17.5～24.5万円/10a）
⑥客土：6.5～11.5万円/10a　　 ⑦除礫：14.5～20万円/10a
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県事業名 農業体質強化基盤整備促進事業

国事業名 農地耕作条件改善事業

事業主体 市町村等

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 農地耕作条件改善事業実施要綱・実施要領

負担割合

適用

本事業の事業内容は、下記の事業種類に掲げる区分に応じて定めるものとする。
１．定率助成
　(1)農業用用排水施設：農業用用排水(営農用水を含む。)施設の新設、廃止又は変更
　(2)暗渠排水：暗渠の新設又は変更
　(3)土層改良：客土、混層耕、除礫、心土破砕及び土壌改良
　(4)区画整理：農用地の区画形質の変更
　(5)農作業道等：農作業道・進入路等の新設、変更
　(6)農地造成：農用地の造成
　(7)農用地の保全：(1)～(6)以外の農用地の改良又は保全のために必要な事業
　(8)営農環境整備支援：用地造成、営農飲雑用水施設・安全施設・農作物被害防止施設の
　　 整備、耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備
　(9)管理省力化支援:水管理労力省力化、維持管理労力省力化
　(10)品質向上支援:導入作物に応じた支援、情報化施工の活用
　(11)条件改善促進支援:土地利用調整・農用地の利用集積の推進等に関する指導、地形図
      作成、農用地等集団化、高付加価値農業施設移転等、農業機械維持補修
　(12)高収益作物導入支援：実証展示ほ場の設置・運営、高収益作物の導入及び定着推進、
　　  農業機械リース、農地の良好な生産環境の維持及び条件整備
　(13)指導：事業実施に関する技術的な指導・助言活動に関する調査、外部監査等
２．定額助成
　(1)田畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)：畦畔除去、均平作業・勾配修正等によ
　　 る区画拡大
　(2)田畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)：水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔
　　 除去、均平作業・勾配修正等による区画拡大
　(3)暗渠排水：吸水渠(本暗渠管)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設
　(4)湧水処理：湧水処理のための暗渠管等の新設
　(5)末端畑地かんがい施設：末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更
　(6)客土：耕土深15cm以下の農用地を対象に、層厚10cm以上の客土
　(7)除礫：30mm以上の石礫を5％以上含む農用地を対象に、深度30cm以上の除礫
　(8)更新整備：更新する必要がある用水路等の整備
　(9)条件改善推進費：権利関係(水利権等)・農家意向・農地集積・基盤整備・水利用高度
　　 化の推進等に関する調査・調整、実施計画策定、先進的省力化技術導入
　(10)高収益作物転換推進費：高収益作物転換プラン作成、営農定着推進
本事業の実施に当たっては、事業型により、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

【共通】１. 農地中間管理機構との連携概要を策定していること。

　　　　２. 農地耕作条件改善計画を策定していること。

　　　　３．１地区当たりの受益者数が、農業者2者以上であること。

【地域内農地集積型】地域内農地集積促進計画を作成していること。

                    1地区当たりの事業費(ハード事業)の合計が200万円以上となること。

【高収益作物転換型】高収益作物転換促進計画を作成していること。

                    1地区当たりの事業費(ハード事業)の合計が200万円以上となること。

　　　　　　　　　　ハード事業の受益地内の作付面積のうち１／４以上を新たに高収益作

　　　　　　　　　　物に転換すること。

【ｽﾏｰﾄ農業導入推進型】ｽﾏｰﾄ農業導入推進計画を作成していること。

　　　　　　　　　　　1地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。

区分 国 県 市町村 農家等

定率助成
50

14 21以上
15以下

(55) (10以下)

高収益品目の産地化を図るため、水田の畑地化等を行う事業であって、下記の要件を満たす
地区は、定率助成の県負担割合を19%とする。
・高収益品目への100%転換
・市町村負担割合26%以上

定額助成 100 0 0 0

・定率助成の（ ）内の率は六法（離島、振山、半島、過疎、特農、指定棚田）指定地域に適用
・定額補助（現場条件等に応じた標準的な工事費の1/2相当を補助）
①田畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの):4～12.5万円/10a※畦畔除去のみは3万円/100m
②田畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの):13～25万円/10a
③暗渠排水：5.5～15万円/10a　 ④湧水処理：10～15万円/100m
⑤末端畑地かんがい施設：11～15.5万円/10a（樹園地17.5～24.5万円/10a）
⑥客土：6.5～11.5万円/10a　　 ⑦除礫：14.5～20万円/10a　等
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②農業水利施設等の適正な保全管理による 

長寿命化や防災・減災対策の推進 
  



県事業名 農業水利施設保全合理化事業

国事業名 水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業、実施計画策定事業）

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 水利施設等保全高度化事業実施要綱・要領

１．農業生産基盤整備事業
　①水利施設整備事業 農地集積促進型
　　(1) 用排水施設整備事業　(2) 暗渠排水事業　(3)客土事業　(4)区画整理事業
　②水利施設整備事業 簡易整備型
　　(1)農業用用排水施設（水管理の省力化や維持管理の低コスト化等に資するもの）
２．農業経営高度化支援事業※(農地集積促進型のみ)
　(1)高度土地利用調整事業（指導事業、調査・調整事業）
　(2)農業経営高度化促進事業（産地形成促進事業、中心経営体農地集積促進事業
　(3)耕地利用高度化推進事業
３．実施計画策定事業
　(1)水利用調整事業　(2)水利用高度化推進事業　(3)施設計画策定事業

・水利施設等保全高度化整備計画を策定していること。なお、水利施設等保全
　　高度化整備計画は、下記区分のいずれか区分に応じ、作成すること。
　
　(1)高付加価値化区分
　　作物の導入・生産拡大等を通じて農業の付加価値を高めるものであること。
　(2)農地集積促進区分
　　事業の完了時において、当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の
　　割合が50%以上となることが確実と見込まれるものであること。
　(3)水管理省力化区分
　　水管理の省力化や維持管理の低コスト化等に資するものであること。

・受益面積20ha以上（県要件）

　＜農地集積促進型＞
　・事業開始時における担い手農地利用集積率に応じて、事業完了時に担い手
　　農地利用集積率が所定の割合以上に増加することが確実と見込まれること。
　＜簡易整備型＞
　・1地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・受益者数が農業者2者以上であること。

・実施計画策定事業
  (1)水利用調整事業
　・農業用用排水施設における維持・保全管理の継続に支障を来すことが懸念される地域
　・環境用水、冬季湛水用水を取得する場合にあっては、農村振興局長が別に定める用件
　　を満たすもの
　・消流雪用水を取得する場合にあっては、農村振興局長が別に定める用件を満たすもの
　・農業用ダムの洪水調節機能の強化に係る取組効果の検証については、治水協定の締結
　　が完了している水系
  (2)水利用高度化推進事業
　・平成30年度以前に国が事業計画を採択のうえ、既に事業に着手している地区
　(3)施設計画策定事業
　・当該事業費が200万円以上
　(4)機能保全計画策定事業
　・末端支配面積10ha以上
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負担割合

農業生産基盤整備事業、農業経営高度化支援事業

実施計画策定事業

高度土地利用調整事業のうち中心経営体農地集積促進事業

実施計画策定事業のうち水利用調整事業

適用 助成

【調査調整事業】　 【中心経営体農地集積促進事業】

(1) 60ha未満 1,500千円 55%以上65%未満 0.055

(2) 60ha以上200ha未満 2,000千円 65%以上75%未満 0.065

(3) 200ha以上 4,000千円 75%以上85%未満 0.075

85%以上 0.085

【耕地利用高度化推進事業】　

農業水利施設等整備事業の総事業費の2%に相当する額の範囲内

・上記（ ）内は中山間地域

・実施計画策定事業の採択期間は令和７年度まで。

<事業主体：市町村等> (55) (15) (20) (10)

県有施設以外 50 15 20 15

H25年度以前 50 27.5

(27.5)

12.5

10 12.5

10以下

(55) (10) (7.5)

(55)

0

(10.7以上)

0

(5以下)

45

<事業主体：県>

(55) (29.3)

0

(45)

50

<事業主体：施設管理主体> 55

(0)

0

(0)

(55) (27.5) (10) (7.5)

農家等国 県 市区分

ガイドライン 50 27.5 10

<事業主体：市町村等>

000治水協定に係る取組 100

H26年度以降 50 29.3 10.7以上

県有施設 50
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県事業名 農業水利施設保全合理化事業

国補助事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱･要領

負担割合 備考

平地

中山間地

適用

実施計画策定
水利用調査･調整
耐震性点検･調査

100

水利施設整備
50 29.3 10.7以上 10以下

55 29.3 10.7以上 5以下

長寿命化対策に資する農業用用排水施設等の整備
１．水利施設整備
　①農業用用排水施設及び附帯する施設の新設、廃止又は変更
　②上記と一体的に次の整備が可能
　・排水機場、排水樋門、排水路等の排水施設の整備と一体的に行う暗渠排水の変更
　・給水栓、ゲート、分水工等の自動化等の管理省力化のための農業用用排水施設の整備
　・水管理施設、維持管理施設、安全施設等の農業用用排水施設に附帯する施設の整備
　
２．実施計画策定
　１．水利施設整備と併せて行う以下のもの
　　①施設の整備に係る地域の諸条件等の調査及び実施計画の策定
　　②水管理方法の技術的検討、魚道の整備に係る調査、事業構想の策定等
　　③その他地域の水管理上必要となる調査・計画の策定

３．水利用調査・調整
　１．水利施設整備と併せて行う以下のもの
　　①水利使用の見直し、環境用水等の用水の質的向上の支援等
　　②関係農家の意向調査、関係機関との調整等の活動

４．耐震性点検・調査
　１．水利施設整備と併せて行う、過去に大規模地震が発生したことのある地域又は
　　　今後大規模地震が発生するおそれの高い地域において実施する農業用用排水施設
　　　の耐震性調査
【共通事項】
 ・長寿命化・防災減災整備計画を策定していること。

 ・受益面積20ha以上（県要件）

【個別事項】

１．水利施設整備
　①長寿命化に資する整備であること。
　②事業費の合計が200万円以上となること。
　③受益者数が、農業者2者以上であること(施設の廃止や撤去を行う場合は除く)。
　④事業工期が原則3か年以内であること。

２．実施計画策定
３．水利用調査・調整
４．耐震性点検・調査
　①長寿命化対策と併せ行うものであること
　②交付対象事業１地区当たりの事業工期が１か年以内であること。
　③地区当たりの助成額の上限は1,000万円とする。

農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要綱・要領、交付要綱

区分 国 県 市 農家等
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県事業名 土地改良施設維持管理適正化事業

国事業名 土地改良施設維持管理適正化事業

事業主体 土地改良区、市町村等の土地改良施設の管理団体

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱

土地改良施設維持管理適正化事業実施要領

安全管理施設整備対策事業実施要領

負担割合 備考

適用

30 40

１．管理指導事業の結果又は国営造成水利施設保全対策指導事業実施要綱等に従って策定
　　する施設の劣化状況等を調べる機能診断に基づき施設の機能を保全するために、必要
　　な対策方法等を定めた計画において、必要と認められた整備補修であって、改良区等
　　拠出金の対象となっているものであること。

２．団体営規模以上の事業により造成された施設であること。

３．１地区当たりの事業費が2,000 千円以上。
　　（安全管理施設整備対策事業は１地区当たりの事業費が1,000 千円以上。）

４．１の事業にあっては、概ね５年間単位に行われる施設の整備補修であって毎年経常的
   に行うべきものを除く。なお、土地改良施設の一部更新を実施する場合は、当該一部
   更新を実施することにより、当分の間、当該施設を全面的に改修しなくとも、施設機
   能を保持できることが確実であると見込まれる場合に限る。
　(1) 水門扉の整備補修
　(2) 原動機、ポンプのオーバーホール
　(3) 電気設備の精密整備
　(4) 門扉等の塗装
　(5) 用排水路における小規模な補修、しゅんせつ
　(6) 観測用設備の改善
　(7) 通報用設備の改善
　(8) 流木処理用施設の改善
　(9) 用排水機場におけるポンプ、動力機器の一部更新

５．２の事業にあっては、次のいずれかの事由が生じていること。
　(1) 予測し得ない事故等の発生
　(2) 施設管理体制の著しい低下

６．安全管理施設整備対策事業
　　次の要件のすべてに該当する場合
　(1) 農業水利施設において転落事故が発生する又は事故が発生するおそれがあるなど、
　　　転落事故の防止対策を図る必要性が生じていること
　(2) 安全整備計画に基づき、安全管理施設の整備補修を図ることにより、農業水利施
　　　設への転落事故の防止が図られることが明らかであると認められること。
　(3) 安全整備計画について、関係市町村、学校等との調整が図られていること。
　(4) 要綱第３の１に規定する緊急整備補修（以下単に「緊急整備補修」という。）の
　　　基準は、安全管理施設整備対策事業にあっては、上記に加え、次に掲げるいずれ
　　　かの事由が生じていることとする。
      ア　転落事故が発生するおそれが特に高いこと
      イ　関係市町村、学校等との調整の中で、喫緊に転落事故の防止対策が必要であ
　　　　　ること
　　安全管理施設整備対策事業として行う土地改良施設の工事
　(1) 開水路及び水路諸施設周辺への立入り並びに危険区域への立入りを防止するため
　　　のフェンス、ハンドレール、通行止門扉等の整備補修
　(2) 車両等の転落防止のための防護柵、フェンス、ハンドレール等の整備補修
　(3) 農業水利施設への転落事故の防止を図るための蓋の整備補修
　(4) その他農業水利施設への転落事故の防止を図るための安全管理施設の整備補修

１．土地改良区等による土地改良施設整備補修のための資金（土地改良施設維持管理適
   正化資金）を利用して土地改良施設の定期的な整備補修（土地改良施設の効率的な
   運用を図るための一部更新を含む）を行う。

２．資金を利用して、予測し得ない事故等の発生等の理由により、緊急に実施する必要
   があると認められる施設整備補修を行う。

３．土地改良施設維持管理適正化資金は全国土地改良事業団体連合会が管理運営し、都
   道府県土地改良事業団体連合会からの拠出金（土地改良区等からの拠出金と地方公
   共団体の補助金）及び国の補助金をもってその財源とする。

区分 国 県 土地改良区等

30
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県事業名 国営造成施設管理体制整備促進事業

国事業名 国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)、水利施設管理強化事業(一般型)

事業主体 県、市町村、土地改良区等

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱・要領

水利施設管理強化事業実施要綱・要領

負担割合 国 県

50 50

50 20

50 20

50 20

適用

区分 市 農家等

１．管理体制整備型（国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)）
  (1)計画更新活動（管理体制整備計画の更新）
  (2)推進活動（管理体制整備の推進活動）
　(3)支援事業
　　①農業水利施設利用の親水公園整備に伴うゴミの増加やレジャー利用に対応するため
　　　に、環境や安全に配慮した管理業務や、新たに必要となる水位・流量計、水管理制
　　　御システム等の整備（管理の高度化）
　　②施設の劣化原因の除去や劣化防止対策等の予防的な保全対策工事又は省エネルギー
　　　化対策の実施に要する費用（予防保全・省エネルギー化対策）
　　③集中豪雨等の発生頻度の増加等に対応した地域防災体制の整備に要する費用（地域
　  　防災対策）
　　④専門家による施設管理の現地指導等の技術支援に要する費用（技術支援）

２．管理強化型（水利施設管理強化事業(一般型)）
  (1)都市化・混住化に伴う雨水排水の受け入れや消融雪用水、防火用水、災害防止、
　　親水等の機能の発揮に伴う管理業務。（多面的機能に対応した管理）

　国営造成施設（一体不可分な附帯県営造成施設を含む）を管理する土地改良区の管理体
 制整備を図るため、県又は市町村等が事業主体となって次の事業を実施する。
１．管理体制整備型
　(1)計画更新活動：地域の実情に応じた望ましい管理水準、管理体制、費用分担の目標、
　　適切な費用分担のあり方の設定等。        事業主体：県
　(2)推進活動：管理体制整備推進協議会を通じた合意形成、関係団体との協議・調整、
　　農家・地域住民に対する啓発普及活動等。  事業主体：県、市町村
　(3)管理の高度化　　　　　　　　　　　　　 事業主体：県、市町村
　(4)予防保全・省エネルギー化対策の実施　　 事業主体：県、市町村、土地改良区等
　(5)地域防災対策の実施　　　　　　　　　　 事業主体：県、市町村
　(6)技術支援の実施 　　　　　　　　　　　　事業主体：県、市町村

２．管理強化型
　(1)多面的機能に対応した管理
　　多面的機能に対応した管理に要する経費として「農業外効果」(0.6)と「農業効果」
　　(1.0)との割合から、土地改良区が当該施設を管理するのに要する経費に0.6/(0.6+
　　1.0)＝0.375 を乗じた額を上限とする。（防災・減災機能を含む施設については、
　　0.75/(0.75+1.0)＝0.428 を乗じた額を上限とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主体：県、市町村

事業実施期間: 　管理体制整備型　平成30 年度～令和4 年度
　　　　　　　　管理強化型　　　令和3年度～

計画更新活動

支援事業

30 0

管理体制整備型

管理強化型

30 0

0 0

推進活動 30 0
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県事業名 基幹水利施設管理事業

国補助事業名 基幹水利施設管理事業、水利施設管理強化事業(特別型)

事業主体 県、市町村

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 基幹水利施設管理事業実施要綱・要領

水利施設管理強化事業実施要綱・要領

大分県基幹水利施設管理事業実施要領

負担割合 農家等

0

（0）

0

（0）

適用

１．基幹水利施設管理型
　(1)農林水産大臣により管理を委託されたものであること。
　(2)１施設当たりの受益面積が概ね1,000（地盤沈下地帯にあっては500）ha（畑を受益
   　とするものにあっては300（地盤沈下地帯にあっては100）ha）以上。
　(3)非農地率が概ね10％以上であること。
　(4)それぞれの施設規模等は以下による。
　　① ダム
　　　設計洪水量が概ね300m3 /s 以上又は貯水量が概ね2,500千m3 以上。
　　② 頭首工
　　　下記の要件を全て満たすもの。
　　　・ 設計洪水量が概ね300 m3 /s 以上。
　　　・ ゲートを一門以上有する。
　　　・ 最大取水量が概ね1.0 m3/s 以上。
　　③ 用水機場
　　　最大取水量が概ね1.0 m3 /s 以上。
　　④ 排水機場
　　　排水機の総口径が概ね3,000mm 以上。
　　⑤ 排水樋門
　　　計画通水量が概ね15 m3 /s 以上。
　　⑥ 幹線用水路
　　　計画通水量が概ね5 m3/s 以上。
　　⑦ 幹線排水路
　　　計画排水量が概ね15 m3 /s 以上。
　(5)基幹水利施設管理強化計画が策定されていること。

２．洪水調節機能強化型
　(1)農業用ダム（一般型の対象となるものを除く。）の「既存ダムの洪水調節機能の強化
　　に向けた基本方針」（令和元年12 月12 日既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討
　　会議決定）に基づく治水協定を締結したダム

１．基幹水利施設管理型（基幹水利施設管理事業）
　　採択要件を全て満たす施設又は当該施設及びこれと一体的に管理する必要のある施設
　の管理（ダム、頭首工、用水機場、排水機場、排水樋門、幹線用排水路等）

２．洪水調節機能強化型（水利施設管理強化事業(特別型)）
　　農業用ダム（一般型の対象となるものを除く。）の「既存ダムの洪水調節機能の強化
　に向けた基本方針」（令和元年12 月12 日既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会
　議決定）に基づく治水協定の締結及び治水協定に基づき実施する取組
　　(1)基礎的取組
　　(2)追加的取組
　　(3)定期的な点検及び整備

区分

（50）

基幹水利施設管理型

（定期的な点検及び整備）

（治水協定締結ダム） （33.333） （30）

洪水調節機能強化型 50 25

30

県

25

（50）

国

30

（0）

（36.667）

40

市
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県事業名 基幹水利施設保全対策事業

国補助事業名 水利施設等保全高度化事業　水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）

農山漁村地域整備交付金　水利施設等整備事業（基幹水利施設保全型）

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱･要領

負担割合 備考

備考

農家等

＜機能保全計画策定＞
末端支配面積10ha以上であれば水利施設等保全高度化事業にて定額で実施が可能

13以上 5以下

１．国営及び県営造成施設に関する機能保全計画の策定

２．国営及び県営造成施設において機能保全計画に基づく対策工事の実施

３．国営及び県営造成施設において発生した不測の事態に対する機能回復を行う緊急補修工
事の実施

50 32

【共通事項】
１．施設機能の向上を主な目的としないものであること。

２．機能保全計画の策定対象の県施設は、県が作成する実施方針に位置づけられたもので
　あること。

３．対策工事の実施については、機能診断に基づく機能保全計画等が策定されているこ
　と。

４．事業内容２の事業で法事業により実施する場合にあっては末端支配面積が概ね100ha
　以上(田以外の農用地を受益地とするものについては末端支配面積が概ね20ha以上)であ
　ること。

５．末端支配面積20ha以上（県要件）

【個別事項】
水利施設等保全高度化事業において実施する場合、次に掲げるいずれかの区分に応じ、保全
高度化整備計画を作成するものとする。
　

①高付加価値化区分高収益
　高収益作物の導入・生産拡大等を通じて農業の付加価値を高めるものであること。

②農地集積促進区分
　事業の完了時において、当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合
　が50%以上となることが確実と見込まれるものであること。

③水管理省力化区分
　水管理の省力化や維持管理の低コスト化等に資するものであること。

水利施設等保全高度化事業実施要領
　別紙１(水利施設整備事業に係る運用)
農山漁村地域整備交付金実施要領
　別紙２（水利施設等整備事業に係る運用 基幹水利施設保全型）

区分 国 県 市
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県事業名 基幹水利施設保全対策事業

国補助事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱･要領

負担割合 備考

平地

中山間地域

適用

１　水利施設整備に関するハード対策
　(1)農業用用排水施設及び附帯する施設の新設、廃止又は変更。
　(2)(1)のうち排水機場、排水樋門、排水路等の排水施設の整備と一体的に行う暗渠排水
　　 の変更。
  (3)(1)と一体的に行う地域用水機能の維持・増進に資する生態系保全施設、地域防災施
　　　設又は渇水対策施設の整備。
  (4)(1)と一体的に行う国営土地改良事業の施行に伴い、用途廃止すべき農業用用排水施
　　 設のうち、当該国営事業が完了後も関連事業が完了しない等のため残存しているもの
    の撤去。
  (5)(1)と一体的に行う給水栓、ゲート、分水工等の自動化等の管理省力化のための農業
　　 用用排水施設の整備、並びに水管理施設、維持管理施設、安全施設等の農業用用排水
     施設に附帯する施設の整備。

２　水利施設整備に関するソフト対策
　　 農業用用排水施設等に関する機能保全計画、実施計画策定、水利用調査・調整、耐震性
　　 点検・調査

【共通事項】
 ・長寿命化・防災減災計画を策定していること。

 ・対策工事の実施については、機能診断に基づく機能保全計画等が策定されていること。

 ・末端支配面積20ha以上（県要件）

【個別事項】
１　水利施設整備に関するハード対策
　①長寿命化に資する整備であること。
　②事業費の合計が200万円以上となること。
　③受益者数が、農業者2者以上であること(ただし、施設の廃止や撤去を行う場合は除く)。
　④事業工期が原則3か年以内であること。

２　水利施設整備に関するソフト対策
　①長寿命化対策と併せ行うものであること
　②交付対象事業１地区当たりの事業工期が１か年以内であること。
　③地区当たりの助成額の上限は1,000万円とする。

市 農家等

ハード対策

農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要綱・実施要領、交付要綱

区分 国 県

50 32 13以上 5以下

ソフト対策

5以下55 29.3 10.7以上

100
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県事業名 基幹水利施設保全対策事業

国事業名 土地改良施設突発事故復旧事業

事業主体 県、市町村又は土地改良区

事業内容

実施要綱･要件

実施要領

負担割合 備考

適用

(55) (24) -
21

県営

団体営 50

50

29

18

上記（ ）内の率は五法（過疎、振興山村、離島、半島、特定農山村）指定地域に適用

突発事故により機能が喪失・低下した土地改良施設における、機能を回復させるための工事
を実施。

（１）現地仮復旧 （安全確保や被害の拡大防止、暫定的な機能確保が必要な場合）
（２）機能回復を行う復旧工事
（３）緊急応急工事

突発事故のうち、以下の要件をすべて満たす施設で生じた事故であること。

・ 機能保全計画等を策定・活用していること
（末端支配面積が100haに満たない場合、「施設の保全対策・監視に関する計画」を機能保
全計画に代えることができる。また、竣工後10年を経過しない施設は、計画がなくても申請
が可能。）
・ 末端支配面積　20ha以上
・ 復旧事業費　  200万円以上 等

○対象施設
※県営　　…県所有のダム、国所有のダム及び頭首工が対象
※団体営　…県所有のダム、国所有のダム及び頭首工を除く
　　　　　　国営及び県営土地改良事業造成施設

土地改良施設突発事故復旧事業(補助)実施要綱・実施要領

区分 国 県 市 農家等

-

(55) (13) -
32

-
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県事業名 基幹水利施設保全対策事業

国補助事業名 農山漁村地域整備交付金　水利施設等整備事業（基幹水利施設保全型）

事業主体 県、市町村又は事業対象である施設の管理者

事業内容

実施要件

実施要綱･要領

負担割合 備考

適用

団体営
（市町村）

50 14 21 15

50
団体営

（改良区等）

※本資料は、突発事故該当部分の抜粋であり、｢農山漁村地域整備交付金　水利施設整備事
業（基幹水利施設保全型）｣のすべての事業内容を記したものではない。

14 13 23

県営 50 32 13以上 5以下

市等 農家等

国営造成施設又は都道府県営造成施設において発生した不測の事態に対する機能回復を行う
緊急補修工事(現地仮復旧を含む)の実施

区分 国 県

【共通事項】
・施設機能の向上を主な目的としないものであること。
・機能保全計画等を策定・活用していること
・末端支配面積　20ha以上　等

【個別事項】
１．県営事業
・復旧事業費　120万円以上
・県所有のダム、国所有のダム及び頭首工
（※土地改良事業で造成されたものに限る。）

２．団体営事業
・復旧事業費　13万円以上
・国営及び県営土地改良事業造成施設

農山漁村地域整備交付金実施要領

　別紙２（水利施設整備に係る運用 基幹水利施設保全型）
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県事業名 地域農業水利施設保全対策事業

農山漁村地域整備交付金　水利施設等整備事業（地域農業水利施設保全型）

水利施設等保全高度化事業（実施計画策定事業）※

事業主体 市町村又は事業対象である施設の管理者

事業内容

実施要綱･要件

実施要領

負担割合 備考

適用 上記（ ）内の率は六法（離島、山村振興、半島、過疎、特定農山村、指定棚田）指定地域
に適用

区分 国 県 市 農家等

国事業名

１．団体営造成施設等に関する機能保全計画の策定

２．団体営造成施設等に係る機能保全計画に基づく対策工事の実施

３．団体営造成施設等において発生した不測の事態に対する機能回復を行う緊急補修工事の
実施（突発事故編にも記載）

１．施設機能の向上を主な目的としないものであること。

２．事業の対象となる団体営造成施設等は、都道府県が作成する実施方針に位置づけら
　 れたものであること。
    ただし、基幹水利施設保全対策事業により、都道府県知事が選定した施設は対象外。

３．機能保全計画の策定を実施するときは、末端支配面積が100ha以上の施設であって、
   施設状況を鑑み、予防的な対策が有効と見込まれるものであること。
　　※の事業においては、末端支配面積が10ha以上の施設であること。

４．機能保全計画に基づく対策工事の実施については、受益面積が100ha以上（機能保全
　　計画を策定していない場合であって、農村振興局長が別に定めるところにより、機能
　　保全計画を策定した場合にあっては、受益面積が10ha以上）であること。

５．緊急工事の実施をするときは、施設の劣化に起因すると想定されるものであること。

農山漁村地域整備交付金実施要領
　別紙２（水利施設整備に係る運用　地域農業水利施設保全型）
水利施設等保全高度化事業
　別紙３（実施計画策定事業に係る運用）

(55) (14) (21) (10)

50 14 21 15
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県事業名 地域農業水利施設保全対策事業

国事業名 土地改良施設突発事故復旧事業

事業主体 市町村又は土地改良区

事業内容

実施要綱･要件

実施要領

負担割合 備考

適用

(24) -

上記（ ）内の率は五法（過疎、振興山村、離島、半島、特定農山村）指定地域に適用

突発事故により機能が喪失・低下した土地改良施設における、機能を回復させるための工事
を実施。

（１）現地仮復旧 （安全確保や被害の拡大防止、暫定的な機能確保が必要な場合）
（２）機能回復を行う復旧工事
（３）緊急応急工事

突発事故のうち、以下の要件をすべて満たす施設で生じた事故であること。

・ 機能保全計画等を策定・活用していること
（末端支配面積が100haに満たない場合、「施設の保全対策・監視に関する計画」を機能保
全計画に代えることができる。また、竣工後10年を経過しない施設は、計画がなくても申請
が可能。）
・ 末端支配面積　20ha以上（中山間地域では10ha以上）
・ 復旧事業費　  200万円以上 等

※対象施設　基幹水利施設を除く団体営等造成施設
（基幹水利施設は国営及び県営土地改良事業造成施設であって、末端支配面積20ha以上のも
の）

土地改良施設突発事故復旧事業(補助)実施要綱・実施要領

区分 国 県 市 農家等

団体営 50
21

29 -

(55)
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県事業名 地域農業水利施設保全対策事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金　水利施設等整備事業（地域農業水利施設保全型）

事業主体 市町村又は事業対象である施設の管理者

事業内容

実施要綱･要件

実施要領

負担割合 備考

適用

農山漁村地域整備交付金実施要領
　別紙２（水利施設等整備に係る運用　地域農業水利施設保全型）

区分 国 県 市等 農家等

※上記（ ）内の率は六法（離島、半島、振興山村、過疎、特定農山村、指定棚田）指定
　地域に適用

※本資料は、突発事故該当部分の抜粋であり、｢農山漁村地域整備交付金　水利施設等整備
事業（地域農業水利施設保全型）｣のすべての事業内容を記したものではない。

※本事業は市町村が事業主体となっていることから突発事故が発生した場合も市町村が事業
主体となることを想定しているが、施設管理者が事業主体になることも可能。

団体営造成施設等において発生した突発的事故に対する緊急工事の実施

１.施設機能の向上を主な目的としないものであること。

２.事業の対象となる団体営造成施設等は市町村が作成する実施方針に位置づけら
　 れたものであること。
    ただし、基幹水利施設保全対策事業により、都道府県知事が選定した施設は対象外。

３.施設の劣化に起因すると想定されるものであること。

４.復旧事業費が13万円/箇所以上であること。

団体営
（改良区等）

50（55） 14（14） 13（13） 23（18）

団体営
（市町村）

50（55） 14（14） 21（21） 15（10）
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県事業名 防災ダム整備事業（防災ダム）

国事業名 農村地域防災減災事業（防災ダム整備事業）

農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（防災ダム事業：防災ダム池工事）

事業主体 県

事業内容

実施要件 防災受益面積がおおむね100ha以上のもの

ただし、特例地域において行うものの防災受益面積については、おおむね70ha以上とする

※特例地域とは、台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村のこと

○農業以外の効果が見込まれる場合には、当該効果が全体の事業効果の50％未満のものに

　限る

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業   実施要領　要領別紙2 （防災ダム整備事業に係る運用）

農山漁村地域整備交付金 実施要領　

　運用別紙3-1 （農地防災に係る運用）運用1別紙1　（Ⅰ.防災ダム事業）

負担割合 備考

適用 ・採択要件は、農村地域防災減災事業の内容を記載

　※農山漁村地域整備交付金の実施要件は、「防災受益面積」を「受益面積」に読み替える

洪水調整用のダム（余水吐その他の付帯施設を含む。）の新設又は改修及び併せ行う関連整
備

区分 国 県 市 農家等

55 39 6 0
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県事業名 防災ダム整備事業（防災ため池）

国事業名 農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（防災ダム事業：防災ため池工事）

事業主体 県

事業内容 豪雨による決壊の防止・洪水調整機能の賦与・増進のために必要な農業用ため池の改修、

附帯施設の整備

実施要件 大規模

　次のいずれかに該当するもの

　1.受益面積がおおむね100ha以上であり、かつ、かんがい受益面積がおおむね40ha以

　　上のもの（特例地域において行うものの受益面積は、おおむね70ha以上）

　　ただし、離島振興法に基づく指定地域にあっては、防災受益面積がおおむね40ha以

　　上であり、かつ、かんがい受益面積がおおむね40ha以上のもの

　　（特例地域において行うものの防災受益面積は、おおむね30ha以上）

　　　※特例地域とは、台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村のこと

　2.洪水調整容量が10万m3以上、かつ、洪水調整による被害軽減額が1億円以上のもの

　　であって、かんがい受益面積がおおむね40ha以上のもの

小規模

　次のいずれかに該当するもの

　1.受益面積がおおむね10ha以上であり、かつ、かんがい受益面積がおおむね5ha以上の

　　ものであって、総事業費がおおむね3,000万円以上のもの（特例地域において行うも

　　のの受益面積は、おおむね7ha以上）ただし地震防災対策強化地域・南海トラフ地震

　　防災対策推進地域・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域・首都直下

　　地震対策特別措置法第3条に基づき指定された首都直下地震緊急対策区域・旧観測

　　強化地域及び旧特定観測地域による廃止前の観測強化地域及び特定観測地域に掲げる

　　地域において行われるもの又はため池決壊による想定被害額がおおむね3,000千万円

　　以上のもののかんがい受益面積についてはおおむね2ha以上のものであって総事業

　　費がおおむね3,000千万円以上のもの。

　2.洪水調整容量が5,000m3以上、かつ、洪水調整による被害軽減額が1,000万円以上の

　　ものであり、かんがい受益面積がおおむね5ha以上のものであって、総事業費がおお

　　むね3,000万円以上のもの。ただし地震防災対策強化地域・南海トラフ地震防災対策

　　推進地域・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域・首都直下地震対策

　　特別措置法第3条に基づき指定された首都直下地震緊急対策区域・旧観測強化地域及

　　び旧特定観測地域による廃止前の観測強化地域及び特定観測地域に掲げる地域におい

　　て行われるもの又はため池決壊による想定被害額がおおむね3,000千万円以上のもの

　　のかんがい受益面積についてはおおむね2ha以上のものでああって総事業費がおおむ

　　ね3,000千万円以上のもの。

実施要綱・要領 農山漁村地域整備交付金 実施要領　

　運用別紙3-1 （農地防災に係る運用）運用1別紙1　（Ⅰ.防災ダム事業）

負担割合 国 県 市

55 34 11

55 39 6 6法指定(40ha以上)

55 34 11 6法指定(40ha未満)

50 39 11 一般(40ha以上)

50 34 16 一般(40ha未満)

適用 農山漁村地域整備交付金の実施要件は、以下のように読み替えるものとする。

○受益面積　　　→　　　防災受益面積

○かんがい受益面積　　　→　　　受益面積

　

備考農家等

0

0

0

区分

大規模

0

0小規模

小規模

小規模

小規模
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県事業名 防災ダム整備事業（防災ため池）

国事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害等対策　アため池整備(ｱ)）

事業主体 県又は団体

事業内容

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

負担割合 国 県 市

55 34 11 6法指定

50 34 16 一般

適用

豪雨による決壊の防止・洪水調整機能の賦与・増進のために必要なため池の改修、附帯施設
の整備及び併せ行うしゅんせつ又は農地等の洪水調整機能の発揮のための整備

本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの受益者が、農業者２者以上であること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則５か年以内であること。
　・受益面積2ha未満。但し事業工期２年以内の小規模なものについては、面積要件なし。
　・農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を
　　及ぼすおそれがあるもの（以下「防災重点農業用ため池」という。）または、施設が決
　　壊した場合に農用地にか被害を与えるため池であること。

0

　要領別表2 （防災減災対策）

区分 農家等 備考

0
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県事業名 防災ダム整備事業（地震対策ため池）

国事業名 農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（防災ダム事業：地震対策ため池防災工事）

事業主体 県

事業内容

実施要件 大規模

小規模

実施要綱・要領 農山漁村地域整備交付金 実施要領　

　運用別紙3-1 （農地防災に係る運用）運用1別紙1　（Ⅰ.防災ダム事業）

負担割合 国 県 市

55 34 11

55 34 11 6法指定

50 34 16 一般

適用 農山漁村地域整備交付金と農村地域防災減災事業の実施要件は、以下のように読み替え

るものとする。

農村地域防災減災事業　→　農山漁村地域整備交付金

　○防災受益面積　　　→　受益面積

　○受益面積　     　 →　かんがい受益面積

備考

大規模 0

小規模 0

大規模な地震等の発生に伴って決壊その他の事故による被害を生ずるおそれがある農業用た
め池の改修

　地震防災対策特別措置法に掲げる地震防災緊急事業5箇年計画に定められ、又は定め
られる予定があり、かつ、総事業費がおおむね800万円以上のものであって、次のいず
れかに該当するもの
　1.受益面積がおおむね70ha以上であり、かつ、かんがい受益面積がおおむね40ha以上
のもの
　2.受益面積がおおむね7ha以上であり、かつ、かんがい受益面積がおおむね2ha以上で
あって、想定被害額（農外）が3億円以上のもの

　地震防災対策特別措置法に掲げる地震防災緊急事業5箇年計画に定められ、又は定め
られる予定があり、かつ、総事業費がおおむね800万円以上のものであって、受益面積
がおおむね7ha以上であり、かつ、かんがい受益面積がおおむね2ha以上のもの

小規模 0

区分 農家等
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県事業名 防災ダム整備事業（地震対策ため池）

国事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害等対策　アため池整備(ｲ)）

事業主体 県又は市町村

事業内容 耐震性の向上のためのため池の改修又は地震からの安全を確保するために必要な管理施設

の新設若しくは改修

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

負担割合 国 県 市

55 34 11 6法指定

50 34 16 一般

適用

0

0

本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの受益者が、農業者２者以上であること
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則５か年以内であること
　・受益面積2ha未満。但し事業工期２年以内の小規模なものについては、面積要件なし。
　・大規模な地震等の発生に伴って決壊その他の事故による被害を生ずるおそれがある
　　ため池等を対象とし、過去に大規模地震が発生したことのある地域又は今後大規模
　　地震が発生するおそれの高い地域で行うものであること。

　要領別表2 （防災減災対策）

区分 農家等 備考
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県事業名 防災ダム整備事業（ため池総合整備[豪雨対策型]）

国事業名 農村地域防災減災事業　（ため池総合整備工事　地震・豪雨対策型）

事業主体 県

事業内容

実施要件 大規模

大規模・小規模共通

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業 実施要領　  

　要領別紙3 （ため池整備事業に係る運用）

負担割合 国 県 市

55 34 11

55 39 6 6法指定(40ha以上)

55 34 11 6法指定(40ha未満)

50 39 11 一般(40ha以上)

50 34 16 一般(40ha未満)

適用

　農地等の洪水調節機能の発揮のための整備にあっては、対策の対象となる農地面積が
10ha以上であり、次に掲げるもの
　1.対象農地の排水先にあたる排水施設の整備
　2.対象農地の排水先にあたる排水施設の一部を兼ねる農道の整備
　3.対象農地の関連整備

耐震性の向上のためのため池の改修又は地震からの安全を確保するために必要な管理施設
の新設もしくは改修、豪雨による決壊の防止、その他の洪水調節機能の賦与・増進のため
に必要なため池の改修、附帯施設の整備及び併せ行うしゅんせつ又は農地等の洪水調節機
能の発揮のための整備

　農業用ため池であってその決壊による水害その他の被害によりその周辺の区域に被害を
及ぼす恐れがあるもの（以下「防災重点農業用ため池」という。）又は、施設が決壊した
場合に農用地に被害を与えるため池であって次のいずれかに該当するもの。

　1.防災受益面積がおおむね70ha以上であり、かつ、受益面積がおおむね40ha以上のも
の。ただし、離島振興法に基づく指定地域にあっては、防災受益面積がおおむね40ha（
特例地域において行うものの防災受益面積は、おおむね30ha以上）以上であり、かつ、
受益面積がおおむね40ha以上のもの。
※特例地域とは、台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村のこと
　2．防災受益面積がおおむね7ha以上であり、かつ、受益面積がおおむね2ha以上であっ
て、想定被害額(農外)が3億円以上のもの

小規模
　防災重点農業用ため池又は施設が決壊した場合に農用地に被害を与えるため池であって
次
に該当するもの。ただし、防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策におけるた
め池に関する加速化対策（以下「ため池加速化対策」という。）として実施する場合には
こ
の限りではない。
　1.防災受益面積がおおむね7ha以上又は想定被害額（農外）が4,000万円以上であって、
かつ、受益面積がおおむね2ha以上のもの
　2.総事業費がおおむね800万円以上のもの。ただし、要領別紙17（防災重点農業用ため
ため池加速化対策として、実施する場合にあっては、次に該当するもの
　1.防災受益面積がおおむね7ha以上又は想定被害額（農外）が4,000万円以上のもの
　2.総事業費がおおむね800万円以上のもの

　農業以外の事業効果が見込まれる場合には、当該効果が全体の事業効果の50％未満の
ものに限る。ただし、防災重点農業用ため池にあっては、この限りではない。

　防災重点農業用ため池で工事を実施する場合にあっては、工事を実施するため池が災害
対策
基本法の規定に基づき作成する市町村地域防災計画に位置付けられること。

　要領別紙3-2 （ため池整備事業に係る取扱い）

区分 農家等 備考

小規模 0

小規模 0

　要領別紙17 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る運用）

　要領別紙17-2 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る取扱い）

大規模 0

小規模 0

小規模 0
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県事業名 防災ダム整備事業（ため池総合整備[地震対策型]）

国事業名 農村地域防災減災事業（ため池総合整備工事　地震・豪雨対策型）

事業主体 県

事業内容

実施要件 大規模

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業 実施要領　  

　要領別紙3 （ため池整備事業に係る運用）

負担割合 国 県 市

55 34 11

55 34 11 6法指定

50 34 16 一般

適用

大規模・小規模共通
　耐震性の向上のためのため池の改修又は地震からの安全を確保するために必要な管理施設の新
設若しくは改修にあっては、次のいずれかに該当するもの
　1.大規模な地震等の発生に伴って決壊その他の事故による被害を生ずるおそれがあるため池の
改修であって、地震防災対策特別措置法に掲げる地震防災緊急事業五箇年計画に定められ、又は
定められる予定があるもの。
　2.以下のいづれかに該当する地域で行う事業であり、耐震化対策整備計画が策定されている事
業であること。
　1）大規模地震対策特別措置法に基づき指定された地震防災対策強化地域
　2）南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき指定された南海ト
ラフ地震防災対策推進地域（日田市・玖珠町が対象外）
　3）日本海溝・千島海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき指定さ
れた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域
　4）首都直下地震対策特別措置法に基づき指定された首都直下地震緊急対策区域
　5）過去に大規模地震が発生したことのある地域又は今後大規模地震が発生するおそれの高い
地域（平成28年熊本地震により日田市・玖珠町も対象）

耐震性の向上のためのため池の改修又は地震からの安全を確保するために必要な管理施設の新設
もしくは改修、豪雨による決壊の防止、その他の洪水調節機能の賦与・増進のために必要なため
池の改修、附帯施設の整備及び併せ行うしゅんせつ又は農地等の洪水調節機能の発揮のための整
備

　農業用ため池であってその決壊による水害その他の被害によりその周辺の区域に被害を及ぼす
恐れがあるもの（以下「防災重点農業用ため池」という。）又は、施設が決壊した場合に農用地
に被害を与えるため池であって次のいずれかに該当するもの。

　1.防災受益面積がおおむね70ha以上であり、かつ、受益面積がおおむね40ha以上のもの。ただ
し、離島振興法に基づく指定地域にあっては、防災受益面積がおおむね40ha（特例地域において
行うものの防災受益面積は、おおむね30ha以上）以上であり、かつ、受益面積がおおむね40ha以
上のもの。
※特例地域とは、台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村のこと
　2．防災受益面積がおおむね7ha以上であり、かつ、受益面積がおおむね2ha以上であって、想
定被害額(農外)が3億円以上のもの

小規模
　防災重点農業用ため池又は施設が決壊した場合に農用地に被害を与えるため池であって次に該
当するもの。ただし、防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策におけるため池に関す
る加速化対策（以下「ため池加速化対策」という。）として実施する場合にはこの限りではな
い。
　1.防災受益面積がおおむね7ha以上又は想定被害額（農外）が4,000万円以上であって、かつ、
受益面積がおおむね2ha以上のもの
　2.総事業費がおおむね800万円以上のもの。ただし、要領別紙17（防災重点農業用ため池緊急
整備事業）で行うものにあっては、4,000万円以上のもの。

ため池加速化対策として、実施する場合にあっては、次に該当するもの
　1.防災受益面積がおおむね7ha以上又は想定被害額（農外）が4,000万円以上のもの
　2.総事業費がおおむね800万円以上のもの。ただし、要領別紙17（防災重点農業用ため池緊急
整備事業）で行うものにあっては、4,000万円以上のもの

　地震からの安全を確保するために必要な管理施設の新設若しくは改修工事のみを行う場合に
は、あらかじめ事業完了後の施設の予定管理者及び維持管理計画を明らかにすること。

　要領別紙3-2 （ため池整備事業に係る取扱い）

区分 農家等 備考

　要領別紙17 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る運用）

　要領別紙17-2 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る取扱い）

小規模 0

小規模 0

大規模 0
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県事業名 防災ダム整備事業（ため池総合整備[ため池群整備]）

国事業名 農村地域防災減災事業（ため池総合整備工事　ため池群整備工事）

事業主体 県

事業内容

実施要件

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業 実施要領　  

　要領別紙3 （ため池整備事業に係る運用）

負担割合 国 県 市

55 34 11

55 34 11 6法指定

50 34 16 一般

適用

備考

複数のため池を対象に行う、ため池の決壊防止又は洪水調節機能の向上等に資するため池
の改修、廃止、しゅんせつ、付帯施設の整備、周辺水路の整備、その他目的を達成するた
めに必要な施設の整備

小規模
　次に該当するもの
　ウ.ため池の受益面積の合計がおおむね10ヘクタール以上のもの
　エ.ため池の防災受益面積の合計がおおむね20ヘクタール以上又は想定被害額（農外）の
合計が１億以上のもの
　オ.特例地域において行うものであっては、エの規定にかかわらず、ため池の防災受益面
積の合計がおおむね14ヘクタール以上又は想定被害額（農外）の合計が7,000万円以上のも
の
　カ.要領別紙3別記様式第1号の農用地災害防止ため池整備計画が策定されているもの

大規模
　次に該当するもの
　ウ.ため池の受益面積の合計がおおむね80ヘクタール以上のもの
　エ.ため池の防災受益面積の合計がおおむね200ヘクタール以上又は想定被害額（農外）
の合計が１０億以上のもの
　オ.特例地域において行うものであっては、エの規定にかかわらず、ため池の防災受益面
積の合計がおおむね140ヘクタール以上又は想定被害額（農外）の合計が７億円以上のもの
　カ.離島において行うものであっては、エの規定にかかわらず、ため池の防災受益面積の
合計がおおむね80ヘクタール以上又は想定被害額（農外）の合計が４億円以上のもの
　キ.特例地域であって、かつ離島である地域において行うものにあっては、エからカの規
定にかかわらず、ため池の防災受益面積の合計がおおむね60ヘクタール以上又は想定被害
額（農外）の合計が３億円以上のもの
　ク.要領別紙3別記様式第1号の農用地災害防止ため池整備計画が策定されているもの

大規模・小規模共通
　次に該当するもの
　ア.防災重点農業用ため池を含むもの
　イ.防災効果を確保又は十分に発揮するために一体的に整備する必要があるものであっ
て、かつ、事業実施後に同一の管理下にあるものであり、次のいずれかに該当する２か所
以上のため池を対象とするもの
　（ア）ため池間の農業用水の調整により、洪水調節機能又は土砂流出防止機能が向上す
るもの
　（イ）ため池からの流出水量の調整により、洪水調節機能が向上するもの
　（ウ）決壊した場合の被害想定範囲が重複するもの

大規模 0

小規模 0

小規模 0

　要領別紙3-2 （ため池整備事業に係る取扱い）

　要領別紙17 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る運用）

　要領別紙17-2 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る取扱い）

区分 農家等
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県事業名 ため池調査計画事業

国事業名

事業主体

事業内容 調査計画事業

(1)農村地域防災減災総合計画等策定 (2)安全度評価

(3)防災情報管理システム整備計画策定 (4)地域危機管理整備計画策定

(5)地域排水機能強化計画策定 (6)ため池緊急防災対策情報整備

要領別紙2～17の調査計画事業

(7)実施計画策定等 (8)耐震性点検・耐震化対策整備計画策定

(9)施設長寿命化計画策定 (10)ため池群調査計画策定

(11)ハード整備の着手促進 (12)劣化状況評価

(13)豪雨耐性評価 (14)地震耐性評価

実施要件

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業   実施要領　要領別紙１（調査計画事業に係る運用）

農村地域防災減災事業   実施要領　要領別紙2～14　調査計画事業

負担割合 国 県 市町村 農家等

50～55 未 未 0

適用

農村地域防災減災事業　要領別紙1の調査計画事業及び要領別紙2～17の調査計画事業

県又は団体（農村地域防災減災総合計画等策定及び地域排水機能強化計画策定、ハード整備
の着手促進にあってため池の統廃合に係る場合は県又は市町村）

0 0 0

１．(1)と(2)の事業にあっては、(3)から(6)まで若しくは要綱別表1のⅡ整備事業（用排
　　水施設等整備、災害管理施設等整備）又は、Ⅲ体制整備事業（ため池緊急防災環境
　　整備事業、ため池群管理体制整備事業）を行う見込みがあること。
２．(3)及び(4)の事業にあっては、次の要件のいずれかに該当すること。
　　1）災害の発生する恐れが高い、又は周辺への影響が著しく大きい農業施設等である
　　こと。
　　2）同一市町村又は関連する流域の地域において農業施設等が被災した際に下流等に
　　及ぼす被害の面積の合計がおおむね10ha以上（災害防除対策推進地域等にあっては
　　おおむね5ha以上）であること。
３．(5)の事業にあっては次の要件に該当すること。
　　1）豪雨により農用地や農業用施設等が被害を受けることが予想される地域又はこの
　　被害を原因として、農用地、住宅、公共施設等に被害を及ぼすことが予想される地
　　域であること。
　　2）既存の土地改良施設を活用した整備の組合せにより、一体的な効果が発現するこ
　　とが見込まれること。
４．(11)の事業にあっては次の要件のいずれかに該当すること。
　　1）地域防災上のリスク除去の事業を実施するために行うものにあっては、防災重点
　　ため池であって、想定被害額（農外）が500万円以上のもの、かつ統廃合に伴い代替
　　水源を確保するための施設整備を伴うもの。
　　2）1）以外の場合は防災重点ため池であって、受益面積がおおむね2ha以上のもの。
５．(12)から(14)の事業にあっては、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に
　　関する特別措置法（令和2年法律第56号）第5条に基づく防災工事等推進計画に位置
　　づけられたもの

定額補助 100

区分

定率補助

備考

(6)～(10)において地すべり対策事業に係
る調査計画事業を除き、二次災害が予想
される地区における施設に係る調査計画
事業であって、令和7年までに採択する場
合。

(1)～(5)の県分はハードの補助率に準じ
る。市町村は国・県分の残。ハード整備
の着手促進は国55％それ以外は国50％。
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県事業名 ため池調査計画事業

国事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業

事業主体 県又は団体

事業内容 (1)機能保全計画策定等 (2)実施計画策定

(3)耐震性点検・調査 (4)ハード整備の着手促進

(5)ハザードマップ作成 (6)監視・管理体制の強化

(7)減災対策の実施

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業

負担割合 国 県 市 農家等

適用

(1)から(4)は定額。(5)から(7)は定率
50％（ただし令和12年度迄は定額）

１．(1)から(3)の事業にあっては、要領別表２の自然対策等対策の欄に掲げるアからシ
　　及びため池防災環境整備の欄に掲げる地域防災上のリスク除去のうち1以上と併せ
　　て行うもの。1(3)から(7)まで又は整備事業（用排水施設等整備、
　　災害管理施設等整備）又は、体制整備事業（ため池緊急防災体制整備促進事業、
　　ため池群管理体制整備事業）を行う見込みがあること。
２．(5)の事業にあっては、次に掲げる事項に努めること。
　　1）ハザードマップを作成した場合は、当該ハザードマップを関係住民等に周知する
　　こと。
　　2）ハザードマップの作成に当たっては、ワークショップの開催等により関係住民
　　等との意見交換を行うこと。

区分 備考

定額補助 100 0 0 0
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県事業名 ため池調査計画事業（地域ため池総合整備）

国事業名 農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（地域ため池総合整備事業）

事業主体 県

事業内容 1.調査計画事業

　総合整備計画を構成する全体基本計画及び整備事業計画の策定並びにこれらの計画の

策定に係る調査

実施要件 1.調査計画事業

　地域に所在する複数のため池を対象とする全体基本計画及び総合整備事業のための整

備事業計画が策定される見込みがあること。

実施要綱・要領 農山漁村地域整備交付金 実施要領　

　運用別紙3-1 （農地防災に係る運用）運用1別紙2　（地域ため池総合整備事業）

負担割合 国 県 市

50 未 未

適用 ・総合整備計画は、原則としておおむね10年間を計画期間とする

・土地改良法、その他の関係法令に基づき、所要の手続きを経るものとする

区分 農家等 備考
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県事業名 ため池調査計画事業（地域ため池総合整備）

国事業名 農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（地域ため池総合整備事業）

事業主体 県

事業内容 2.総合整備事業

　(1)農用地、農業用施設等の災害を防止、又は軽減するために行う事業

　(2)ため池の環境保全又は利活用を図るために行う事業

　(3)ため池の保全を図るために行う事業

実施要件 2.総合整備事業

○ため池に関係する農家が2戸以上でること

○総事業費がおおむね3,000万円以上のもの

○早急に整備を要する農業用ため池の改修を1箇所以上実施すること

大規模

　1.受益面積がおおむね100ha以上のもの

○大規模とは、

　(1)堤高が10m以上又は貯水量がおおむね10万m3以上のもの（中山間地域は、おおむ

　　ね5万m3）

　(2)ため池の決壊による被害想定額がおおむね10,000万円以上で、かつ、農業関係

　　以外の被害が5,000万円以上を占め、更に、関係市町村住民100名以上の生命に

　　危険が予測されるもの（中山間地域は、被害想定額が5,000万円以上で、かつ、

　　関係市町村の生命に危険が予測されるもの）　　

小規模

　1.受益面積がおおむね10ha以上のもの

　　※強化・指定地域・中山間地域において行われるものにあっては、おおむね5ha以上

　　　のもの

　　※高度な技術を要する場合にあっては、2ha以上のもの

○強化・指定地域とは、

　(1)大規模地震対策特別措置法に基づき指定された地震防災対策強化地域

　(2)南海トラフ地震に係る特別措置法に基づき指定された推進地域

　(3)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る特別措置法に基づき指定された推進

　　地域

○高度な技術とは、

　(1)遮水工が必要なもの　　(2)堤体と一体となった洪水吐・取水施設

実施要綱・要領 農山漁村地域整備交付金 実施要領　

　運用別紙3-1 （農地防災に係る運用）運用1別紙2　（地域ため池総合整備事業）

負担割合 国 県 市

55 33 11

55 30 14 6法指定

50 35 14 一般

適用 ・総合整備計画は、原則としておおむね10年間を計画期間とする

・土地改良法、その他の関係法令に基づき、所要の手続きを経るものとする

小規模

区分 農家等

1

1

1

備考

大規模

小規模
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県事業名 ため池調査計画事業（老朽化ため池）

国事業名 農村地域防災減災事業　ため池整備事業（ため池総合整備(一般整備型)）

　　　　　　　　　　　防災重点農業用ため池緊急整備事業（ため池総合整備(一般整備型)）

農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（ため池等整備事業：ため池整備工事）

事業主体 県又は団体

事業内容

実施要件 大規模

　1.受益面積がおおむね100ha以上のもの

　2.総事業費がおおむね8,000万円以上のもの

　　※中山間地において行う場合：受益面積がおおむね70ha以上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　総事業費がおおむね3,000万円以上のもの

○大規模とは、

　(1)堤高が10m以上又は貯水量がおおむね10万m3以上のもの（中山間地域は、おおむね

　　5万m3）

　(2)ため池の決壊による被害想定額がおおむね1億円以上で、かつ、農業関係以外の

　　被害が5,000万円以上を占め、更に、関係市町村住民100名以上の生命に危険が予

　　測されるもの（中山間地域は、被害想定額が5,000万円以上で、かつ、関係市町村

　　住民の生命に危険が予測されるもの）

　　※大規模要件として人的被害が想定されることであるため「老朽ため池の大規模」

　　は存在し得ない。

小規模

　1.受益面積がおおむね2ha以上のもの

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業　 実施要領　

農山漁村地域整備交付金 実施要領

　運用別紙3-1 （農地防災に係る運用）運用1別紙1　（Ⅱ.ため池等整備事業）

負担割合 国 県 市

55 28 11

55 33 11 6法指定(40ha以上)

55 29 14 6法指定(40ha未満)

50 33 11 一般(40ha以上)

50 29 14 一般(40ha未満)

適用 ・採択要件は、農村地域防災減災事業の内容を記載

・上記【ガ】はガイドライン値

備考区分 農家等

小規模 6

小規模 7

大規模 6

小規模 1

小規模 2

　2.総事業費がおおむね800万円以上のもの。ただし、要領別紙17（防災重点農業用ため
池緊急整備事業）で行うものにあっては、4,000万円以上のもの。

　 要領別紙17 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る運用）

   要領別紙17-2 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る取扱い）

築堤後における自然的･社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、家屋若しくは公共施
設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合に早急に整備を要するため池(災害防
止用のダムを含む)の新設、変更、新設と併せ行う廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、下
流水路の整備又は管理施設の整備

　要領別紙3 （ため池整備事業に係る運用）、要領別紙3-2 （ため池整備事業に係る取扱い）
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県事業名 ため池調査計画事業（老朽化ため池）

国事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害等対策　アため池整備(ｳ)）

事業主体 県又は団体

事業内容 築堤後における自然的･社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、人家若しくは公共

施設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合に早急に整備を要するため池の

新設、変更、新設と併せ行う廃止、ため池の廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、下流

水路の整備又は管理施設の整備

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

負担割合 国 県 市

55 29 14 6法指定

50 29 14 一般

適用

本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの受益者が、農業者２者以上であること。（ただし、施設
　　の廃止や撤去を行う場合は除く。）
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則５か年以内であること。
　・受益面積2ha未満。但し事業工期２年以内の小規模なものについては、面積要件なし。
　・ため池のしゅんせつ工事にあっては、ため池の安全性を損なわないものとし、貯水量
　　に対する堆砂率がおおむね10パーセント以上であること。
　・ため池の廃止は、災害発生の防止、安全管理又は水管理の合理化等を図ることを目的
　　とするものに限るものとし、機能を廃止する上で必要最低限の整備であって、次の要
　　件のすべてに該当するものとする。
　　(a)埋立てにより土地造成がなされるときは、当該土地が公共の用に供されるもので
　　あること。ただし堤体の掘削により生じる発生土のみで埋め立てる場合を除く。
　　(b) 事業実施主体は、事業実施に先立ち、廃止後の維持管理を行う者（ため池の所
　　有者又は管理者等）と、次の事項を予め確認していること。
　　　①常時及び非常時の見回り方法
　　　②開削部等に異常が確認された場合の対応方法
　　(c) 従前に農業用水を貯留する施設として利用されていたものであって、かつ、他
　　の用途に使用していないものであること

　要領別表2 （防災減災対策）

区分 農家等 備考

2

7
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県事業名 ため池調査計画事業（用排水施設）【事業内容の３は土砂崩壊防止】

国事業名 農村地域防災減災事業　用排水施設等整備事業（用排水施設整備事業）

農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（ため池等整備事業：用排水施設整備工事）

事業主体 県、市町村

事業内容 １．築造後における自然的・社会的状況の変化等により早急に整備を要する頭首工、樋

　　門、用排水機場若しくは水路等の変更又は当該施設に代わる農業用用排水施設の新

　　設及びこれらの附帯施設の整備

２．流域開発等による流出量の増加、流出形態の変化等の他動的要因に起因する溢水被

　　害等の発生を防止するために緊急に行う農業用用排水施設の新設又は変更

３．風水害等によって土砂崩壊の危険の生じた箇所において農用地及び農業用施設の災

　　害を防止するために行う土留石垣、擁壁、土砂溜堰堤若しくは水路等の整備又は水

　　田法面の保護を目的とする水抜工の設置及びこれに関連する整備

４．湖沼隣接農用地の外水保全のために行う堤防又は樋門の新設又は変更等

実施要件 大規模

　1.受益面積がおおむね400(200)ha以上のもの

　　※中山間地において行う場合：受益面積がおおむね200(100)ha以上のもの

　2.総事業費がおおむね8,000万円以上のもの

　　※中山間地において行う場合：総事業費がおおむね3,000万円以上のもの

小規模

　1.受益面積がおおむね20ha以上、かつ、総事業費がおおむね800万円以上のもの

　　※中山間地において行う場合：受益面積がおおむね10ha以上のもの

　　※水抜工にあっては、10ha以上のもの

　　※（　）書きは、団体営事業の要件

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業   実施要領　要領別紙4（用排水施設等整備事業に係る運用）

　運用別紙3-1 （農地防災に係る運用）運用1別紙1　（Ⅱ.ため池等整備事業）

負担割合 国 県 市

55 28 11

55 33 11

55 29 14

50 33 11 一般(200ha以上)

50 29 14 一般(200ha未満)

適用 ・採択要件は、農村地域防災減災事業の内容を記載

備考

6法指定(200ha以上)

6法指定(200ha未満)小規模 2

区分 農家等

大規模 6

小規模 1

小規模 6

小規模 7

1-②-28



県事業名 ため池調査計画事業（用排水施設）【事業内容の３は土砂崩壊防止】

国事業名

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害等対策　オ土砂崩壊防止）

事業主体 県、市町村

事業内容

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

負担割合 国 県 市

55 29 14

50 29 14 一般

適用

備考

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害等対策　エ農業用用排水施設整備(ｱ)(ｲ)）

１．築造後における自然的・社会的状況の変化等により早急に整備を要する農業用用排水施
設の新設、変更若しくは附帯施設の整備

２．他動的要因に起因する溢水被害等の発生を防止するために緊急に行う農業用用排水施設
の新設又は変更

３．土砂崩壊の危険の生じた箇所において農用地及び農業用施設の災害を防止するために行
う農業用用排水施設等の整備及びこれに関連する整備

6法指定2

7

本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの受益者が、農業者２者以上であること
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則３か年以内であること
　・頭首工、樋門、用排水機場及び水路の整備にあっては、流域又は河状の変化、土砂
　　崩壊又は施設の脆弱化等により、周辺の農用地等に被害を与えるおそれのあるもの
　　で早急に整備を要するもの及びこれらと一連の施設で分離して施行することが当該
　　施設の効用上困難又は不適当なものに限る。なお、維持管理に係るものは除くもの
　　とする

　要領別表2 （防災減災対策）

区分 農家等

1-②-29



県事業名 ため池調査計画事業（農業用施設等災害管理対策）

国事業名 農村地域防災減災事業　災害管理施設等整備事業（農業用施設等災害管理対策事業）

事業主体 県又は団体

事業内容

実施要件

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業   実施要領　要領別紙12（農業用施設等災害管理対策事業に係る運用）

負担割合 国 県 市

50 29 14 一般

55 29 14

適用 ・採択要件は、農村地域防災減災事業の内容を記載

１.農業用施設等の災害に係る危機管理のために必要な情報に関するシステムの整備
２.土地改良施設における危機管理向上施設の整備
　（１）雨量計若しくは水位計等の観測機器、緊急放流施設、緊急排水ポンプ、安全導排
　 水路、洪水水位調節のための施設又は装置、ポンプ若しくはゲート等の遠隔操作装置、
　 非常時の施設機能維持のための非常用電源装置又は防水対策施設等の整備
　（２）農業用施設等の防災・減災のために必要な体制の整備及び体制等に基づいて行う行
動
３.農地の防災機能増進工事
　 農地が本来有する多面的機能としての洪水調節機能の適切な発揮に必要な工事
４.簡易な施設整備
　 暫定的に減災機能を向上させる観点から行う簡易な施設整備工事
５.土地改良施設の利活用保全又は周辺環境の整備を行うため必要な整備
６.特認事業
　 事業の効果を一層高めるために必要と認める事業

１.事業内容１から４にあっては、農整備する土地改良施設の防災受益面積の合計がおおむね
10ヘクタール以上であるもの。ただし、災害防除対策推進地域等で実施する場合にあって
は、防災受益面積の合計がおおむね５ヘクタール以上であるもの。
２.事業内容４にあっては、次に掲げるすべての事項を満たすものとする。
（１）暫定的な整備の合理性
　施設の構造、立地条件、人的・物的被害の規模、地元負担及び都道府県の有する整備水準
等を総合的に勘案して、国が定める設計指針等によらない方法により、暫定整備の整備水準
を設定することが合理的である事由が明確なこと。
（２）関係者への説明責任・同意
　暫定整備の整備水準に関して、受益農家のみならず、ため池決壊等による被害が想定され
る区域の関係者・団体等に説明するとともに、関係者等の合意形成が図られていること。
（３）暫定整備の整備水準の明示
　暫定整備の整備水準に関して、標識等でその旨を明示すること。
（４）減災活動・体制の整備の実効性
　被害想定区域における避難活動、水位低下活動、警戒体制の整備又は水位観測計器等の設
置等、減災活動・体制の整備が確実に実行されていること。
（５）整備計画の明示
　今後、国が定める設計指針等による方法により行う整備の実施計画を明示すること。
　なお、施設の整備に当たって、国又は都道府県の河川担当部局と協議を要するものは、暫
定整備の対象外とする。
３.事業内容５にあっては、次のいずれかに該当するもの
（１）防災ダム整備事業とため池整備事業と用排水施設等整備事業と併せ行うもの又は過去
に実施したもの
（２）関連する土地改良施設の受益面積が20ヘクタール以上であるもの。ただし、関連する
土地改良施設がため池の場合にあっては、受益面積２ヘクタール以上であるもの

2 6法指定

区分 農家等 備考

7

1-②-30



県事業名 ため池調査計画事業（農業水利施設危機管理対策）

国事業名

事業主体 県、市町村

事業内容

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

負担割合 国 県 市

50 29 14 一般

55 29 14

適用

6法指定

7

2

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　危機管理対策　ア危機管理システム等整備(ｱ)(ｲ)）

１.農業用施設等の災害に係る危機管理のために必要な情報に関するシステムの整備
２.農業用用排水施設における危機管理向上施設の整備
　 ①雨量計若しくは水位計等の観測機器、緊急放流施設、緊急排水ポンプ、安全導排水路、
　　 洪水水位調節のための施設又は装置、ポンプ若しくはゲート等の遠隔操作装置、非常時
　　 の施設機能維持のための非常用電源装置又は防水対策施設等の整備
　 ②農業用施設等の防災・減災のために必要な体制の整備及び体制等に基づいて行う行動

本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの受益者が、農業者２者以上であること
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則３か年以内であること

　要領別表2 （防災減災対策）

区分 農家等 備考
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県事業名 ため池調査計画事業（農業水利施設危機管理対策）

国事業名 農村地域防災減災事業　災害管理施設等整備事業（農業水利施設危機管理対策事業）

事業主体 県（下記事業内容４にあっては、県又は団体）

事業内容

実施要件

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業   実施要領　要領別紙16（農業水利施設危機管理対策事業に係る運用）

負担割合 国 県 市

50 29 14 一般

55 29 14

100

適用 ・採択要件は、農村地域防災減災事業の内容を記載

2 6法指定

事業内容4の定額補助より実施の場合

7

１.農業用施設等の災害に係る危機管理のために必要な情報に関するシステムの整備
２.土地改良施設の災害に係る危機管理向上のために必要な施設の整備
　 雨量計若しくは水位計等の観測機器、緊急放流施設、緊急排水ポンプ、安全導排水
　 路、洪水水位調節のための施設又は装置、ポンプ若しくはゲート等の遠隔操作装置、
　 非常時の施設機能維持のための非常用電源装置又は防水対策施設等の整備
３.農業水利施設安全対策推進計画の策定
４.農業水利施設への転落等による被害の防止を図るための安全施設の整備

１.事業内容１及び２の事業にあっては、農業水利施設の緊急対策実施方針に定めた施設で
　 あること。
２.事業内容３にあっては、農業水利施設の安全対策実施方針に定めた対策であること。
３.事業内容４にあっては、農業水利施設の安全対策実施方針に定めた施設であり、かつ
　 「農業水利施設安全対策推進計画」に位置付けられた施設であること。また、１地区
　 当たりの事業費の合計が200万円以上となること。ただし、定額補助により整備を実施
　 しようとする場合は以下の要件を全て満たすこと。
　（１）国営造成施設又は国庫補助事業によって造成された農業水利施設であること。
　（２）過去において、事故が発生した箇所又は都道府県内で発生した事故と同様の条件下
　　　　にある農業水利施設であること。
　（３）構造上の問題（深さや傾斜、直壁等）、あるいは水深等からみて、転落した場合に
　　　　子供が脱出できないような農業水利施設であること。
　（４）通学路、公園、病院、学校等に近接する農業水利施設であること。

区分 農家等 備考

1-②-32



県事業名 防災重点農業用ため池整備事業（ため池整備）

国事業名 農村地域防災減災事業　ため池整備事業（ため池総合整備(一般整備型)）

　　　　　　　　　　　防災重点農業用ため池緊急整備事業（ため池総合整備(一般整備型)）

農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（ため池等整備事業：ため池整備工事）

事業主体 県又は団体

事業内容

実施要件 大規模

　1.受益面積がおおむね100ha以上のもの

　2.総事業費がおおむね8,000万円以上のもの

　　※中山間地において行う場合：受益面積がおおむね70ha以上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　総事業費がおおむね3,000万円以上のもの

○大規模とは、

　(1)堤高が10m以上又は貯水量がおおむね10万m3以上のもの（中山間地域は、おおむね

　　5万m3）

　(2)ため池の決壊による被害想定額がおおむね1億円以上で、かつ、農業関係以外の

　　被害が5,000万円以上を占め、更に、関係市町村住民100名以上の生命に危険が予

　　測されるもの（中山間地域は、被害想定額が5,000万円以上で、かつ、関係市町村

　　住民の生命に危険が予測されるもの）

小規模

　1.受益面積がおおむね2ha以上のもの

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業　 実施要領　

農山漁村地域整備交付金 実施要領

　運用別紙3-1 （農地防災に係る運用）運用1別紙1　（Ⅱ.ため池等整備事業）

負担割合 国 県 市

55 33 11

55 33 11 6法指定(40ha以上)

55 30 14 6法指定(40ha未満)

50 38 11 一般(40ha以上)

50 35 14 一般(40ha未満)

適用 ・採択要件は、農村地域防災減災事業の内容を記載

大規模 1

築堤後における自然的･社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、家屋若しくは公共施
設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合に早急に整備を要するため池(災害防
止用のダムを含む)の新設、変更、新設と併せ行う廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、下
流水路の整備又は管理施設の整備

 　要領別紙3 （ため池整備事業に係る運用）、要領別紙3-2 （ため池整備事業に係る取扱い）

区分 農家等 備考

　2.総事業費がおおむね800万円以上のもの。ただし、要領別紙17（防災重点農業用ため
池緊急整備事業）で行うものにあっては、4,000万円以上のもの。

　 要領別紙17 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る運用）

   要領別紙17-2 （防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る取扱い）

小規模 1

小規模 1

小規模 1

小規模 1

1-②-33



県事業名 防災重点農業用ため池整備事業（ため池整備）

国事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害等対策　アため池整備(ｳ)）

事業主体 県又は団体

事業内容 築堤後における自然的･社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、人家若しくは公共

施設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合に早急に整備を要するため池の

新設、変更、新設と併せ行う廃止、ため池の廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、下流

水路の整備又は管理施設の整備

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

負担割合 国 県 市

55 30 14 6法指定

50 35 14 一般

適用

本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの受益者が、農業者２者以上であること。（ただし、施設
　　の廃止や撤去を行う場合は除く。）
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則５か年以内であること。
　・受益面積2ha未満。但し事業工期２年以内の小規模なものについては、面積要件なし。
　・ため池のしゅんせつ工事にあっては、ため池の安全性を損なわないものとし、貯水量
　　に対する堆砂率がおおむね10パーセント以上であること。
　・ため池の廃止は、災害発生の防止、安全管理又は水管理の合理化等を図ることを目的
　　とするものに限るものとし、機能を廃止する上で必要最低限の整備であって、次の要
　　件のすべてに該当するものとする。
　　(a)埋立てにより土地造成がなされるときは、当該土地が公共の用に供されるもので
　　あること。ただし堤体の掘削により生じる発生土のみで埋め立てる場合を除く。
　　(b) 事業実施主体は、事業実施に先立ち、廃止後の維持管理を行う者（ため池の所
　　有者又は管理者等）と、次の事項を予め確認していること。
　　　①常時及び非常時の見回り方法
　　　②開削部等に異常が確認された場合の対応方法
　　(c) 従前に農業用水を貯留する施設として利用されていたものであって、かつ、他
　　の用途に使用していないものであること

　要領別表2 （防災減災対策）

区分 農家等 備考

1

1

1-②-34



県事業名 防災重点農業用ため池整備事業（ため池廃止）

国事業名 農村地域防災減災事業　ため池緊急防災環境整備事業

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害対策　アため池整備(ｳ)）

事業主体 県または市町村

事業内容 農村地域防災減災事業　ため池緊急防災環境整備事業

　地域防災上のリスク除去　ため池の統廃合及び代替水源の確保

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害対策　アため池整備(ｳ)）

　ため池の廃止

実施要件 農村地域防災減災事業　ため池緊急防災環境整備事業

　次に該当するもの。

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害対策　アため池整備(ｳ)）

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　ため池防災環境整備　イ地域防災上のリスク除去）

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　ため池防災環境整備　イ地域防災上のリスク除去）

　本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則３か年以内であること
　・以下のすべての条件を満たす地区であること。
　　(a)防災重点ため池であって、想定被害額（農外）が500万円以上のもの。
　　(b)廃止に伴い水路等の施設整備を伴うもの。
　　(c)埋立てによる土地造成を行わないもの。ただし堤体の掘削により生じる発生土
　　のみで埋め立てる場合を除く。
　　(d) 事業実施主体は、事業実施に先立ち、廃止後の維持管理を行う者（ため池の所
　　有者又は管理者等）と、次の事項を予め確認していること。
　　　①常時及び非常時の見回り方法
　　　②開削部等に異常が確認された場合の対応方法
　　(e) 従前に農業用水を貯留する施設として利用されていたものであって、かつ、他
　　の用途に使用していないものであること

　本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則５か年以内であること
　・受益面積2ha未満。但し事業工期２年以内の小規模なものについては、面積要件なし。
　・ため池の廃止は、災害発生の防止、安全管理又は水管理の合理化等を図ることを目的
　　とするものに限るものとし、機能を廃止する上で必要最低限の整備であって、次の要
　　件のすべてに該当するものとする。
　　(a)埋立てにより土地造成がなされるときは、当該土地が公共の用に供されるもので
　　　 あること。ただし堤体の掘削により生じる発生土のみで埋め立てる場合を除く。
　　(b) 事業実施主体は、事業実施に先立ち、廃止後の維持管理を行う者（ため池の所
　　    有者又は管理者等）と、次の事項を予め確認していること。
　　　①常時及び非常時の見回り方法
　　　②開削部等に異常が確認された場合の対応方法
　　(c) 従前に農業用水を貯留する施設として利用されていたものであって、かつ、他
　　    の用途に使用していないものであること

　築堤後における自然的･社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、人家若しくは公共施
設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがあるため池の廃止

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　ため池防災環境整備　イ地域防災上のリスク除去）

　1）防災重点農業用ため池であって、想定被害額（農外）が500万円以上のもの
　2）統廃合に伴い代替水源を確保するための施設整備を伴うもの
　3) 農業者等が管理するものであって、災害発生の防止、安全管理又は水管理の合理化等を
     図ることを目的とするものに限るものとし、機能を統廃合する上で必要最低限の整備で
     あって次の要件の全てに該当するものとする。
　   ①埋立てによる土地造成を行わないもの。ただし堤体の掘削により生じる発生土の
       のみで埋立てる場合を除く
　   ②事業に先立ち、事業実施主体は廃止後の維持管理を行う者と、常時及び非常時の
       見回り方法、開削部等に異常が確認された場合の対応方法について、明らかにしてい
       ること。
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実施要綱・要領 農村地域防災減災事業   実施要領　

　要領別紙14 （ため池緊急防災環境整備事業に係る運用）

　要領別紙14-2 (ため池緊急防災環境整備事業に係る取扱い)

農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

　要領別表2 （防災減災対策）

負担割合 国 県 市町村等

100

55 30 15

50 35 15

100

適用

ため池緊急防災環境整備事業

イ地域防災上のリスク除去

区分 備考

　アため池整備(ｳ) 6法指定

　アため池整備(ｳ) 一般
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県事業名 河川工作物応急対策事業

国事業名 農村地域防災減災事業　農業用河川工作物等応急対策事業

農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（農業用河川工作物応急対策等事業）

事業主体 県又は団体

事業内容 　農業用河川工作物の構造が不適当若しくは不十分であるもの又は耐震補強対策の必要

がある農業用道路横断工作物（道路を横断する水管橋、水路橋及び農道橋等をいう）に

ついて整備補強等の改善措置を講じ、洪水、高潮及び地震等による災害の未然防止を図

るため、農業用河川工作物応急対策等事業を実施する

実施要件 ○工作物の構造が不適当又は不十分のため、前後一連の区間に比較してその治水機能が

　劣っている工作物について対策基準により改善措置を必要とするもの及びこれと一連

　の施設で洪水等からの安全を確保するため、一体としての工事の実施を必要とするもの

大規模

　1.総事業費がおおむね1億円以上のもの

小規模

　1.総事業費がおおむね800万円以上のもの

　（交付金にあっては、総事業費がおおむね800万円以上10,000千万円未満のもの）

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業   実施要領　

　要領別紙7　（農業用河川工作物等応急対策事業に係る運用）

農山漁村地域整備交付金 実施要領　

負担割合 国 県 市 備考

55 37 8

55 42 3

55 32 13

50 42 8

50 32 18

適用 ・採択要件は、農村地域防災減災事業の内容を記載

区分 農家等

小規模 0 0.8-5千万(一般)

0.5-1億円(一般)

0.5-1億円(6法指定)

小規模 0 0.8-5千万(6法指定)

小規模【ガ】 0

大規模 0

小規模【ガ】 0

運用1別紙1（Ⅷ.農業用河川工作物応急対策等事業）,運用1別紙3 （農業用河川工作物応急対策等事業）
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県事業名 河川工作物応急対策事業

国事業名

事業主体 県又は団体

事業内容

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

負担割合 国 県 市

55 32 13

50 32 18 一般

適用

農業用河川工作物の整備補強、撤去又は撤去に伴う農業用用排水施設の整備

本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの受益者が、農業者２者以上であること
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則３か年以内であること
　・事業を実施するにあっては、次のいずれかに該当するものとする。
　　(ｱ) 工作物の構造が不適当又は不十分のため、前後一連の区間に比較してその治水
　　機能が劣っている工作物について対策基準により改善措置を必要とするもの及び
　　これと一連の施設で洪水等からの安全を確保するため、一体としての工事の実施を
　　必要とするもの。
　　なお、対策基準とは、｢農業用河川工作物の応急対策について（昭和52年７月19日
　　付け52構改Ｄ第516号（設）構造改善局長通知）｣の別添覚書の別紙「河川管理施設
　　等応急対策基準」によるものとし、当該通知の適用に当たっては、当該通知の別添
　　覚書中「ため池等整備事業」とあるのは「農業用河川工作物応急対策事業」と読み
　　替えるものとする。
　　(ｲ) 工作物の本来の機能が失われ、前後の一連の区間に比較してその治水機能が劣
　　っている工作物について洪水等からの安全を確保するため、工作物の撤去等の工事
　　の実施を必要とするもの。

　要領別表2 （防災減災対策）

農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害等対策　キ農業用河川工作物応急対策）

0

区分 農家等 備考

0 6法指定
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県事業名 湛水防除事業

国事業名 農村地域防災減災事業　用排水施設等整備事業（湛水防除事業）

農山漁村地域整備交付金　農地防災事業（湛水防除事業）

事業主体 県又は団体

事業内容 １．既存の農業用用排水施設の耐用年数が経過する以前において、立地条件の変化によ

　　り、湛水被害を生じるおそれのある地域（原則として、過去に応急の湛水排除事業

　　が実施された地域）で、これを防止するために行う排水機、排水樋門、遊水地等貯

　　留施設、排水調整池、地下浸透施設、排水路、堤防等の新設又は改修

２．同一水系の排水河川（地区内の過剰水が農業用用排水施設により排水される河川等

　　をいう）に係る地域である等排水施設の一元管理を必要とする地域で、主として排

　　水施設整備工事によって造成された排水施設について、防災体制を強化し、湛水被

　　害の発生防止するために行う排水管理に必要な施設の新設又は改修

３．整備された農業用用排水施設の耐用年数が経過した以後において、その機能低下に

　　より再び湛水被害を生じるおそれのある地域で、これを防止するために行う当該施

　　設の変更

実施要件 １の事業内容の場合、いずれかに該当する地区であること

○排水改良事業実施後、その耐用年数以内に立地条件の変化のため著しく排水不良とな

　った地区

○事業の施行に係る地域において、受益戸数中農家戸数以外の戸数が占める割合又は受

　益面積中農地以外の土地の面積が占める割合が5分の1以上である場合で、しばしば湛

　水被害を受ける地域

○地盤沈下等により湛水被害の著しい地域

○受益面積と流域面積との比が著しく大きく（3倍以上）、負担に耐えないもの

大規模

　(1)１･３を行う場合：受益面積がおおむね400ha以上、かつ、総事業費がおおむね50,000

     万円以上のもの

　(2)２を行う場合   ：受益面積がおおむね1,000ha以上のもの

小規模

　(1)１･３を行う場合：受益面積がおおむね30ha以上、かつ、総事業費がおおむね5,000

　　　万円以上のもの　　

　(2)２を行う場合   ：受益面積がおおむね100ha以上のもの

※１・３を行う場合は、以下のいずれかに該当するものに、２を行う場合は、(ｱ)に該当

  するものに限る

　(ｱ)農業以外の事業効果が見込まれる場合には、当該効果が全体の事業効果の50％未満

　　のもの

  (ｲ)受益面積の50％以上が農用地であるもの

２の事業内容の場合、以下のすべての条件を満たす地区であること。

○排水施設整備工事によって造成された施設を主たる対象とするもの。
○同一水系の排水河川(地区内の過乗水が農業用排水施設によって排水される河川等をい
　う。)に係る地域である等排水施設の一元管理を必要とする地域にを除く。) おいて実施
　するもの。
○防災体制を強化し、湛水被害の発生を防止するために行う排水管理に必要な施設の新設
　又は改修を単独で実施するもの。
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実施要綱・要領 農村地域防災減災事業   実施要領　要領別紙4　（用排水施設等整備事業に係る運用）

農山漁村地域整備交付金 実施要領　運用別紙1　　Ⅲ.湛水防除事業

負担割合 国 県 市

55 37 8

55 32 13

50 32 18

適用 ・上記【ガ】はガイドライン値

農業水路等長寿命化・防災減災事業で実施する場合、以下の全ての要件を満たすこと。

１．長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
２．交付対象事業1地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
３．交付対象事業1地区当たりの受益者数が、農業者2者以上であること。
　　(ただし、施設の廃止や撤去を行う場合は除く)
４．交付対象事業1地区当たりの事業工期が原則3か年以内であること。

小規模【ガ】 0

6法指定

一般

小規模【ガ】 0

区分 農家等 備考

大規模【ガ】 0
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県事業名 湛水防除事業

国事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業（防災減災対策　自然災害等対策　イ湛水防除(ｱ)(ｲ)(ｳ)）

事業主体 県又は団体

事業内容

実施要件

実施要綱・要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業　実施要領

負担割合 国 県 市

55 32 13

50 32 18 一般

適用

0 6法指定

0

１．既存の農業用用排水施設の耐用年数が経過する以前において、立地条件の変化により
湛水被害を生ずるおそれのある地域（原則として、過去に応急の湛水排除事業が実施され
た地域）で、これを防止するために行う農業用用排水施設の新設又は改修

２．排水施設の一元管理を必要とする地域で、防災体制を強化し、湛水被害の発生を防止
するために行う排水管理に必要な施設の新設又は改修（１．と併せ行うものを除く。）

３．１．により整備された農業用用排水施設の耐用年数が経過した以後において、その機
能低下により再び湛水被害を生ずるおそれのある地域で、これを防止するために行う当該
施設の変更

本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする
　・長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。
　・交付対象事業１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。
　・交付対象事業１地区当たりの受益者が、農業者２者以上であること
　・交付対象事業１地区当たりの事業工期が原則３か年以内であること
　・１．の事業を実施するにあっては、次のいずれかに該当する地区であること
　　①排水改良事業実施後、その耐用年数以内に立地条件の変化のため著しく排水不良
　　　となった地区
　　②事業の施行に係る地域において、受益戸数のうち農家戸数以外の戸数が占める割合
　　　又は受益面積のうち農地以外の土地の面積が占める割合が５分の１以上である場合
　　　で、しばしば湛水被害を受ける地域
　　③地盤沈下等により湛水被害の著しい地域
　　④受益面積と流域面積との比が著しく大きく（３倍以上）、負担に耐えないもの
　・２．の事業を実施するにあっては、以下のすべての条件を満たす地区であること
　　①排水施設整備工事によって造成された施設を主たる対象とするもの
　　②同一水系の排水河川（地区内の過剰水が農業用排水施設によって排水される河川
　　　等をいう。）に係る地域である等排水施設の一元管理を必要とする地域において
　　　実施するもの
　　③防災体制を強化し、湛水被害の発生を防止するために行う排水管理に必要な施設
　　　の新設又は改修を単独で実施するもの

　要領別表2 （防災減災対策）

区分 農家等 備考
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県事業名 地すべり防止対策事業

国事業名 農村地域防災減災事業　地すべり対策事業

事業主体 県

事業内容 1.地すべり防止工事

　・地すべり防止施設の新設又は改良その他地すべりを防止するための工事

2.ぼた山崩壊防止工事

　・ぼた山崩壊防止施設の新設又は改良その他ぼた山の崩壊又は流出を防止するための工事

3.地すべり防止施設長寿命化対策工事

　・地すべり防止施設に係る施設長寿命化計画に基づいた対策を実施するための工事

4.施設長寿命化計画策定

　・機能診断等の調査を行い、施設長寿命化計画を策定するもの

実施要件 1.地すべり防止工事

　総事業費が7,000万円以上のもの

2.ぼた山崩壊防止工事

　総事業費が7,000万円以上のもの

 3.地すべり防止施設長寿命化対策工事

実施要綱・要領 農村地域防災減災事業 実施要領　別紙11（地すべり対策事業に係る運用）

負担割合 備考

適用 地すべり指定区域

50 0 0

　施設長寿命化計画等による施設長寿命化計画が策定されており、かつ、総事業費がおおむ
ね800万円以上のもの。

区分 国 県 市 農家等

50
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海岸保全施設整備事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金　海岸保全施設整備事業

事業主体 海岸管理者

事業内容 1.海岸保全施設整備事業

　  津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護することを

　　目的とした海岸保全施設の整備等を行う事業をいう

　(1)高潮対策

　  高潮、波浪又は津波により被害が発生する恐れのある地域について、海岸保全施設

　　の新設･改良を行う

　(2)侵食対策

　  波浪による侵食等の被害が発生する恐れのある地域について、海岸保全施設の新設

　　・改良を行う

　(3)海岸耐震対策

　 ・堤防・護岸等の耐震性能調査

   ・堤防・護岸等の耐震対策（防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設・改良に

　　 伴う既存施設の撤去を含む。）

　(4)海岸堤防等老朽化対策

　　海岸堤防等の老朽化対策を計画的に推進することを通じて、海岸保全施設の機能強化

　　又は回復を図り、維持管理・更新に係るトータルコストを縮減する

実施要件 1.海岸保全施設整備事業

(1)高潮対策・侵食対策

　・高潮、津波、波浪及び侵食等による被害が発生する恐れのある海岸であり、1km当た

　　り防護面積が5ha以上又は防護人口が50人以上を基準とする

　・事業計画が策定されている地区であること

　・事業計画に位置付ける海岸ごとの総事業費が10,000万円以上

(2)海岸耐震対策

　・以下のいずれかに該当する海岸で、防護区域に地域中核機能集積地区(市町村役場・

　　警察署･消防署･病院等)を有するもの

　　①朔望平均満水位以下の防護区域を有し、浸水被害のおそれがあり緊急的な対策を要

　　　する海岸

　　②大規模地震が想定される地域で、浸水被害のおそれがあり、緊急的な対策を要する

　　　海岸

　・地域の防災計画等に基づき、一連の防護区域を有する海岸ごとに事業計画が策定され

　　ている地区

　・総事業費　都道府県が行うもの　5,000万円以上　市町村が行うもの　2,500万円以上

(3)海岸堤防等老朽化対策【要件をすべて満たすもの】

　①長寿命化計画に基づき海岸保全施設が適切に管理されていること。

　②海岸保全基本計画等に基づき、事業計画が策定されている地区であること。

　③総事業費　都道府県が行うもの　5,000万円以上　市町村が行うもの　2,500万円以上

　④防護区域内に農地が存在しないものの、防護すべき人家、公共施設等が存在し、引き

　　続き保全する必要がある場合においては、海岸保全区域適正化計画書を策定すること。

※大規模地震とは、東海地震に係る地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災 対策推進

　地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災 対策推進地域その他大規模地震のこと
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県事業名 海岸保全施設整備事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金　海岸保全施設整備事業

事業主体 海岸管理者

事業内容 2.津波・高潮危機管理対策事業

　  津波又は高潮に関する危機管理対策として、既存の海岸保全施設の緊急的な防災機能

　　の確保及び避難対策を促進する事業をいう

実施要件 2.津波・高潮危機管理対策事業

　・いずれかに該当する海岸であること

　　①大規模地震による津波災害が甚大であり、緊急的な対策を要する地域に存する海岸

　　②朔望平均満潮位以下の防護区域を有し、高潮災害が甚大であり、緊急的な対策を要

　　　する海岸

　・地域の防災計画等に基づき、事業計画が策定されている地区であること

　・事業計画に従って実施される事業であること

　・事業着手から5年以内に整備目標の達成が見込まれること

　・堤防、護岸等海岸保全施設の破堤防止は、いずれかに該当する施設を対象とするもの

　　に限ること

　　①当該対策により、施設の耐震化に資するもの

　　②津波又は高潮の波力に耐えられない程度に、損傷が著しいもの

　　③避難経路に近接し、避難対策上支障をきたす恐れが強いもの

　・ハザードマップ作成支援の経費は、海岸管理者毎に事業計画の総事業費の概ね2割を

　　上限とする。

　・情報基盤の整備は、浸水想定区域の周知、防災訓練等被害を軽減する対策をしている

　　地域を対象とする。

　・総事業費　都道府県が行うもの　5,000万円以上　市町村が行うもの　2,500万円以上

 　・海岸保全基本計画への変更支援については、気候変動を踏まえて 令和７年度までに

　　海岸基本計画を変更されるものであること。
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県事業名 海岸保全施設整備事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金　海岸保全施設整備事業

事業主体 県又は市町村

事業内容 3.海岸環境整備事業

　　国土保全との調和を図り、国民の休養の場としてその利用に供するため豊かで潤い

　　のある海岸環境の整備を行う事業をいう

実施要件 3.海岸環境整備事業

　・海岸保全区域のうち、周辺に公営の公園、海水浴場、ヨットハーバー、海洋・水産

　　センター等の施設のある地域又はそれらの施設等が計画されている地域において、

　　より海浜利用が増進される機能を発揮するために行う堤防、突堤、護岸、離岸堤、

　　砂浜、植栽、飛砂防止施設、安全情報伝達施設、照明、進入路、通路、緩衝帯とし

　　ての緑地・広場、その他所期の目的を達するため必要最小限の施設の新設若しくは

　　改良を行う事業で総事業費10,000万円以上のもの

　・海岸利用活性化計画（地方公共団体は、多様な関係者と協働して、広域的な一連の

　　海岸における海岸利用活性化計画）の策定及び上記内容で定めた施設等の新設又は

　　改良を行う事業で総事業費10,000万円以上のもの

　・侵食傾向が著しく、海岸保全施設の設置だけでは、前浜の回復若しくは環境維持が

　　困難である海岸又は海岸特性からみて海岸保全施設の設置に環境上の制約がある海

　　岸で緊急に養浜を実施する海岸で、総事業費が10,000万円以上のもの

　・自然環境との調和・個性ある地域づくりに資する海岸において総事業費が10,000万

　　円以上のもの

　　①国指定文化財等の史跡・景勝岩及び交流促進施設の防護を図るため、海岸保全施

　　　設の新設又は改良を行う海岸であること。

　　②国立公園内等の利用・景観への配慮又は貴重種等特有の環境に依存した固有の生

　　　物の生息･生育環境の保全･再生を図るため既存海岸保全施設の改良を行う海岸

　・海水浴等海岸の利用度が高く、既に海岸保全施設が整備され、総事業費が1,000万円

　　以上のもの

　　①階段工及び水叩兼用の通路又は植栽の事業で、かつ、短年度施行にて事業効果を

　　　発揮するもの

　　②海岸利用者の安全性の確保を図るための安全情報伝達施設を整備するもの

　・ヘドロ等の除去等の事業

　　①汚染の著しい海域のヘドロ等の除去で、総事業費10,000万円以上のもの

　　②海岸保全区域内において行う放置座礁船の処理で、総事業費5,000万円以上のもの

　　③ヘドロ等の除去とは、ヘドロ・汚染物質等の浚渫をいい

　　　放置座礁船の処理とは、放置座礁船及びそれに付随して一体的に実施するもの

　　④ヘドロ除去は、海岸環境の保全、海岸利用に影響のある或いはおそれのある場合に

　　　実施するもの

　　⑤放置座礁船の処理は、海岸保全施設の機能の確保、海岸利用の影響がある或いはお

　　　それのある場合に実施するもの

実施要綱・要領 農山漁村地域整備交付金 実施要領　別紙11（海岸保全施設整備事業に係る運用）

負担割合 備考

適用 海岸保全区域

50 43 7 0

区分 国 県 市 農家等
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県事業名 海岸保全施設整備事業

国事業名 農地保全に係る海岸保全施設整備事業等補助金

事業主体 海岸管理者

事業内容 4.海岸保全施設整備連携事業

　・堤防・護岸等の海岸保全施設の新設又は改良を対象とする。

　　なお、防護ラインの見直しと併せて行う既存施設の撤去を含むものとする。

実施要件 4.海岸保全施設整備連携事業

　・海岸保全区域内において実施するものであって、以下の(1)～(3)までの要件を満たす

　　ものとする。

　　(1)以下のいずれかに該当する海岸で、一連の防護区域(海水の浸入により浸水する

　　　 おそれがある区域)に地域中枢機能集積地区(背後に救護、復旧等の危機管理を担う

　　　 施設(市町村役場、警察署、消防署、病院等)がある地区等）を有すること。

　　　 (ア)東海地震に係る地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、

　　　　　 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域その他大規模地震が想定

　　　　　 される地域において、甚大な浸水被害のおそれがある地域

　　　 (イ)朔望平均満潮位以下の防護区域を有し、甚大な浸水被害のおそれがある地域

　　(2)事業計画等が策定されていること。

　　(3)事業計画に位置付ける総事業費が１億円以上であること。

実施要綱・要領 農地海岸保全に係る海岸保全施設整備連携事業実施要綱・実施要領

負担割合 備考

適用 海岸保全区域

区分 国 県 市 農家等

50 43 7 0
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県事業名 経営体育成基盤整備事業（通作条件型）基幹農道整備

国事業名 農山漁村地域整備交付金 農地整備事業 通作条件整備　基幹農道整備（一般型）

事業主体 県

事業内容 １．農業の近代化又は農業生産物の流通の合理化を図るため重要かつ農村環境の改善に

   資する農道網の基幹となる農道の整備を行う。

○実施区域

  　・原則として整備される農道の路線若しくは区間又は機能が都道府県道又は幹線市町

村道の路線等と重複しない範囲において実施するもの。

○通作条件整備計画

　・通作条件整備計画を作成するものとする。

　・通作条件整備の事業計画は、土地改良法に基づく土地改良事業計画として定めるも

    のとする。

実施要件 1.受益面積がおおむね50ha以上であること。

　※山村振興・過疎地域・半島振興対策実施地域・指定棚田地域においては、受益面積が

概ね30ha以上であること。

2.総事業費が1億円以上であること。

3.農業上必要な自動車の交通運行に必要な車道幅員が概ね4ｍ以上であること。

　※離島振興対策実施地域、振興山村、半島振興対策実施地域又は指定棚田地域において

は車道幅員が概ね3m以上であること。

4.自動車交通量のうち、農業に係るものが過半を占めるものであること。

実施要綱･要領 農山漁村地域整備交付金　実施要領　

 別紙1-1（農地整備に係る運用）、別紙1-2（農地整備に係る取扱い）

負担割合 備考

適用

50 39 11 0

区分 国 県 市 農家等
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県事業名 経営体育成基盤整備事業（通作条件型）基幹農道整備

国事業名 農山漁村地域整備交付金 農村整備 農道整備事業 基幹農道整備事業

事業主体 県

事業内容  １．農業生産の近代化又は農業生産物の流通の合理化を図るため重要かつ農村環境の改

 善に資する農道網の基幹となる農道の整備を実施する。

○実施区域

 　・原則として整備される農道の路線若しくは区間又は機能が都道府県道又は幹線市町

 村道の路線等と重複しない範囲において実施するもの。

実施要件 1.受益面積が概ね50ha以上であること。

　※山村振興・過疎地域・半島振興対策実施地域・指定棚田地域においては、受益面積が

概ね30ha以上であること。

2.総事業費が1億円以上であること。

3.農業上必要な自動車の交通運行に必要な車道幅員が概ね4ｍ以上であること。

　※離島振興対策実施地域、振興山村、半島振興対策実施地域又は指定棚田地域において

は車道幅員が概ね3m以上であること。

4.自動車交通量のうち、農業に係るものが過半を占めるものであること。

実施要綱･要領 農山漁村地域整備交付金　実施要領　

 別紙4-1（農村整備に係る運用）、別紙4-2（農村整備に係る取扱い）

負担割合 備考

適用

50 39 11 0

区分 国 県 市 農家等

1-③-2



県事業名 農道保全対策事業

事業主体 市町村

事業内容 　既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備や農道

　機能強化対策面等からの整備水準の向上を図る保全対策のほか、緊急対策を行う。

（点検診断）

　・施設について、利用環境の把握、現状機能の評価、保全対策の検討に必要な調査及

　　び保全対策計画の策定

（保全対策）

　・老朽化等により機能低下した施設の修繕、補強及び更新並びに施設機能の保全に必

　　要なその他の工事

　・交通の円滑化及び安全確保の観点から必要な防護柵の整備、交差点の改良、歩道、

　　自転車道及び横断歩道橋の整備、踏切、標識及び照明施設の整備、路面（路体、路

　　床及び路盤を含む。）の改良、勾配及び線形の改良等

（緊急対策）

　・供用中の農道において災害等の不測の事態が発生し、又は発生するおそれがある場

　　合の緊急的な機能回復又は予防等の措置

実施要件 （対象路線）

・原則として都道府県道又は幹線市町村道の路線若しくは区間又は機能と整備される

　農道のそれとが重複しない範囲において実施するものとし、農業農村整備事業等農

　林水産省所管事業により農道として造成された路線、地方単独事業であるふるさと

　農道緊急整備事業により造成された路線及び、地域再生法に基づき農道として造成

　された路線を対象とする。

（実施要件）

・下記の条件に適合するもの。※点検診断のみを行うものについてはこの限りでない。

　(ｱ) 受益面積の合計が概ね50ha以上であること。

　　　※振興山村、過疎地域、半島振興対策実施地域、指定棚田地域：受益面積が概ね

　　　　30ha以上であること。

　(ｲ) 総事業費が30百万円以上であること。

　(ｳ）個別施設毎の具体の対応方針を定めた「個別施設計画」が策定されていること。

実施要領 農山漁村地域整備交付金　実施要領　別紙１－１、別紙１－２

農村整備事業実施要綱・要領

負担割合 備考

適用

国事業名 農山漁村地域整備交付金　農地整備事業　通作条件整備　基幹農道整備（保全対策型）

農村整備事業　農道・集落道整備事業

 　　　　　　　　　　　　〃　　　　　 　　　　　　　一般農道整備（保全対策型）

（点検診断または保全対策）

　・点検診断または保全対策を実施する場合、実施する予定の農道を管理する市町村長

　　等は、当該農道の利用状況、管理の状況、周辺環境の状況、保全対策の必要性及び

　　将来の管理の方針について保全対策基本方針を作成し、都道府県知事の承認を得る

　　ものとする。

　・点検診断を実施した場合には、施設の点検診断結果及びこれに基づく検討内容等を

　　まとめた農道保全対策計画を作成するものとする。

（緊急対策）

　・緊急対策を実施する場合、市町村長等は、緊急対策施行申請書を都道府県知事に提

　　出するものとする。

農家等

-

国 県 市

農道保全対策

区分

50 15 35
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県事業名 広域営農団地農道整備事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金 農村整備 農道整備事業 広域営農団地農道整備事業 （広域営農団地農道型）

事業主体 県

事業内容 １．  広域営農団地育成対策の一環として、広域営農団地における農道網の基幹となる農

 道の整備を実施する。

○実施区域

　・原則として整備される農道の路線若しくは区間又は機能が都道府県道又は幹線市町

  村道の路線等と重複しない範囲において実施するものとする。

○広域営農団地整備計画

　・広域営農団地整備計画を作成するものとする。

　・広域営農団地整備計画の事業計画は、土地改良法に基づく土地改良事業計画として

    定めるものとする。

実施要件 1.受益面積が概ね1,000ha以上であること。

　※離島・振興山村・過疎地域・半島振興対策実施地域・特定農山村地域又は急傾斜地域

    ：受益面積が概ね300ha以上であること。

2.総事業費が20億円以上であること。

3.農業上必要な自動車の交通運行に必要な車道幅員がおおむね概ね5ｍ以上であること。

　※離島・振興山村・過疎地域・半島振興対策実施地域・特定農山村地域又は急傾斜地域

　　：概ね4m以上であること。

4.自動車交通量のうち、農業に係るものが過半を占めるものであること。

実施要綱･要領 農山漁村地域整備交付金　実施要領　

別紙4-1（農村整備に係る運用）、別紙4-2（農村整備に係る取扱い）

※実施要件は農道整備事業実施要綱より

負担割合 備考

適用

区分 国 県 市 農家等

50 40 10 0
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県事業名 農村振興総合整備事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金　農村整備　農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型）

事業主体 県・市町村等 

事業内容

実施要綱･要領

負担割合 国 県

50 30

50 25

50 25

50 25

適用

農山漁村地域整備交付金実施要領
  農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型）　別紙４－１、４－２

１．農業生産基盤整備事業
　(1)農業用用排水施設整備   (2)農道整備   (3)ほ場整備   (4)農用地開発
　(5)農地防災    (6)客土    (7)暗渠排水   (8)農用地の改良又は保全

２．農村生活環境整備事業
　(1)農業集落道整備               (2)営農飲雑用水施設整備
  (3)農業集落排水施設整備         (4)農業集落防災安全施設整備
  (5)用地整備                     (6)地域農業活動拠点施設整備事業
  (7)集落環境管理施設整備事業     (8)情報基盤施設整備事業
  (9)市民農園等整備事業    　　　 (10)生態系保全施設等整備事業
  (11)地域資源利活用施設整備事業  (12)施設補強整備事業
  (13)施設環境整備事業　          (14)歴史的土地改良施設保全整備事業
  (15)施設集約整備事業　　　　　　(16)交換分合事業
　(17)集落土地基盤整備事業

３．　特認事業

実施要件

生産基盤型事業（農業生産基盤整備のみを実施する事業）
・ほ場整備事業のみ実施の場合、ほ場整備事業に係る受益面積の合計が概ね20ha以上
・ほ場整備事業と農業生産基盤整備事業の他の事業を併せて実施する場合、ほ場整備事業
  に係る受益面積の合計が概ね10ha以上、かつ事業全体の受益面積の合計が20ha以上

一般型事業（農業生産基盤と農村生活環境等の一体的整備を実施する事業）
・農業生産基盤整備事業と農村生活環境整備事業を一体的に行い、かつ農業生産基盤整備
　事業を2 種類以上実施し、その受益面積の合計が概ね60ha以上

１．基本計画が作成されている区域であること。（事業計画に基づき実施する事業に限
る）

２．事業計画区域において、農業生産基盤の整備及び農村生活環境の整備を一体的に実施
す
　るものであること。
　　ただし、周辺農用地の整備が完了している事業計画区域、又は近い将来、周辺農用地
の
　整備が完了することが見込まれる事業計画区域であって、上記事業内容の２に掲げる工
種
　のみ実施する場合は、この限りでない。

○農業用用排水施設整備にあっては末端受益戸数2戸以上かつ水路延長200m以上。
○農道整備にあっては末端受益2戸以上、道路延長200m以上1,000m以下とする。舗装の改修
　のみ行う場合は対象外。
○農業集落道にあっては末端受益戸数2戸以上かつ道路延長200m以上。舗装の改修のみ行う
　場合は対象外。
○営農飲雑用水施設整備にあっては受益戸数概ね10 戸以上（末端受益2 戸以上）
　また、次のいずれかの要件を満たすこと
　(1)日最大給水量において営農雑用水比率が概ね50%を超えること
　(2)営農雑用水の受益農家戸数が概ね全受益戸数の50%を超えること
　営農飲雑用水比率が原則50%以上。営農飲雑用水の受益戸数が全受益戸数の50%以上
○農業集落排水施設整備にあっては1路線の受益戸数が10戸以上かつ末端受益戸数2戸以
上。
　水路延長200m以上。蓋掛けのみは対象外。

15以下

集落基盤再編事業 25

県営での事業採択は原則令和３年度新規地区までとする。
実施計画を策定する事業の実施期間は、1年以内とする。（実施計画策定事業）

区分 市町村 農家等

農業生産基盤整備事業

Ｈ21以前採択 20

Ｈ23以前採択 25

Ｈ26以降継続新規 10以上
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県事業名 中山間地域総合整備事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金　農村整備　農村集落基盤再編・整備事業　中山間地域総合整備型　集落型事業

事業主体 県

事業内容 １． 農業生産基盤整備事業

　(1)農業用用排水施設整備事業 (2)農道整備事業　(3)ほ場整備事業　(4)農用地開発事業

　(5)農地防災事業　(6)客土事業　(7)暗渠排水事業　(8)農用地の改良又は保全事業

２． 農村生活環境整備事業

　(1)農業集落道整備事業　(2)営農飲雑用水施設整備事業　(3)農業集落排水施設整備事業

　(4)農業集落防災安全施設整備事業 (5)用地整備事業　(6)活性化施設整備事業

　(7)地域農業活動拠点施設整備事業 (8)集落環境管理施設整備事業　

　(9)交流施設基盤整備事業　(10)情報基盤施設整備事業　(11)市民農園等整備事業

　(12)生態系保全施設等整備事業　

　(13)地域資源利活用施設整備事業　(14)施設補強整備事業　(15)施設環境整備事業

　(16)歴史的土地改良施設保全整備事業　(17)施設集約整備事業　(18)交換分合事業

　(19)集落土地基盤整備事業

３．保全管理等事業

　(1)高付加価値農業基盤整備事業　(2)附帯事業　(3)用地整備事業

　(4)市民農園等整備事業 (5)生態系保全施設等整備事業　(6)遊水池整備事業

　(7)土地改良施設の撤去及び跡地整備 (8)交換分合事業　

４．特認事業

実施要件 【生産基盤型事業】（農業生産基盤整備のみを実施する事業）

・ほ場整備事業のみ実施の場合、ほ場整備事業に係る受益面積の合計が概ね20ha以上

・ほ場整備事業と農業生産基盤整備事業の他の事業を併せて実施する場合、ほ場整備事業

  に係る受益面積の合計が概ね10ha以上、かつ事業全体の受益面積の合計が20ha以上

【一般型事業】（農業生産基盤と農村生活環境等の一体的整備を実施する事業）

・農業生産基盤整備事業及び農村生活環境整備事業、又はこれらと併せて保全管理事業を

　を一体的に行い、かつ農業生産基盤整備事業を2 種類以上実施し、その受益面積の合計

　が概ね60ha以上

【生活環境型事業】（農村生活環境整備を中心に実施する事業）

・農業生産基盤の整備が概ね完了しているか、又は近い将来農業生産基盤の整備を概ね完

　了することが見込まれている地域において、農村生活環境整備事業及び特認事業のうち

　２以上の事業を行う

　※ 少なくともひとつの事業は農村生活環境整備事業に掲げる事業であること

【その他要件】

１．次に揚げるいずれかの地域に該当する市町村又はその地域を含む市町村であること。

　(1)過疎地域  (2)振興山村地域  (3)離島振興対策実施地域  (4)半島振興対策実施地域  

　(5)特定農山村地域　(6)指定棚田地域

  (7)(1)～(6)に準ずる地域であって地方農政局長が特に必要と認める地域

２．農業生産基盤整備事業を実施する地域にあっては、林野率が50％以上であり、かつ主

　傾斜が概ね100分の1以上の農用地の面積が当該地域の全農用地の面積の50％以上を占め

　る地域であること。

３．営農雑用水施設整備事業にあっては受益戸数概ね10戸以上（末端受益2戸以上）

　(1)その用水の用途に応じて適切な水質を確保するよう留意するものとする。

　(2)人の飲用水等の生活用水については、営農雑用水の水質として水道法に定める基準を

　　 満たす必要がある場合において付随的に供給できるものとする。
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実施要綱･要領

負担割合

適用 県営での事業採択は原則令和３年度新規地区までとする。

25 20農村生活環境整備事業

農山漁村地域整備交付金実施要領
  農村集落基盤再編・整備事業（中山間地域総合整備型）　別紙４－１、４－２

区分 国 県 市町村 農家等

農業生産基盤整備事業 55 30 10以上 5以下

55
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県事業名 中山間地域総合整備事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金　農村整備　農村集落基盤再編・整備事業　中山間地域総合整備型　広域連携型事業

事業主体 県

事業内容 １． 農業生産基盤整備事業

　(1)農業用用排水施設整備事業 (2)農道整備事業　(3)ほ場整備事業　(4)農用地開発事業

　(5)農地防災事業　(6)客土事業　(7)暗渠排水事業　(8)農用地の改良又は保全事業

２． 農村生活環境整備事業

　(1)農業集落道整備事業　(2)営農飲雑用水施設整備事業　(3)農業集落排水施設整備事業

　(4)農業集落防災安全施設整備事業 (5)用地整備事業　(6)活性化施設整備事業

　(7)地域農業活動拠点施設整備事業 (8)集落環境管理施設整備事業　

　(9)交流施設基盤整備事業　(10)情報基盤施設整備事業　(11)市民農園等整備事業

　(12)生態系保全施設等整備事業　

　(13)地域資源利活用施設整備事業　(14)施設補強整備事業　(15)施設環境整備事業

　(16)歴史的土地改良施設保全整備事業　(17)施設集約整備事業　(18)交換分合事業

　(19)集落土地基盤整備事業

３．保全管理等事業

　(1)高付加価値農業基盤整備事業　(2)附帯事業　(3)用地整備事業

　(4)市民農園等整備事業 (5)生態系保全施設等整備事業　(6)遊水池整備事業

　(7)土地改良施設の撤去及び跡地整備 (8)交換分合事業　

４．特認事業

実施要件 【広域連携型事業】

（市町村全域から複数市町村に及ぶ広域地域を対象として活性化を図る事業）

・農業生産基盤整備事業と農村生活環境整備事業を一体的に行い、かつ農業生産基盤整備

　事業を2 種類以上実施し、その受益面積の合計が概ね60ha 以上

・農村生活環境基盤整備事業を中心とした事業を行うものにあっては、中山間地域広域連

　携整備促進計画若しくは中山間・都市ふれあいの郷づくり連携促進計画に位置付けられ

　ていること。

【その他要件】

１．次に揚げるいずれかの地域に該当する市町村又はその地域を含む市町村であること。

　(1)過疎地域  (2)振興山村地域  (3)離島振興対策実施地域  (4)半島振興対策実施地域  

　(5)特定農山村地域　(6)指定棚田地域

　(7)(1)～(6)に準ずる地域であって地方農政局長が特に必要と認める地域

２．農業生産基盤整備事業を実施する地域にあっては、林野率が50％以上であり、かつ主

　 傾斜が概ね100 分の1 以上の農用地の面積が当該地域の全農用地の面積の50％以上を占

　 める地域であること。

３．営農雑用水施設整備事業にあっては受益戸数概ね10戸以上（末端受益2戸以上）

　(1)その用水の用途に応じて適切な水質を確保するよう留意するものとする。

　(2)人の飲用水等の生活用水については、営農雑用水の水質として水道法に定める基準を

　　 満たす必要がある場合において付随的に供給できるものとする。

実施要綱･要領

負担割合

適用 県営での事業採択は原則令和３年度新規地区までとする。

25 20農村生活環境整備事業

農山漁村地域整備交付金実施要領
  農村集落基盤再編・整備事業（中山間地域総合整備型）　別紙４－１、４－２

国 県 市町村 農家等

農業生産基盤整備事業 55 30 10以上 5以下

55
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県事業名 中山間地域総合整備事業

国事業名 中山間地域農業農村総合整備事業

事業主体 県、市町村

事業内容 １． 農業生産基盤整備事業

　(1)農業用用排水施設整備事業 (2)農道整備事業　(3)ほ場整備事業　(4)農用地開発事業

　(5)農地防災事業　(6)客土事業　(7)暗渠排水事業　(8)農用地の改良又は保全事業

　(9)土地基板の再編･整序化事業

２． 農村振興環境整備事業

　(1)農業集落道整備事業　(2)営農飲雑用水施設整備事業　(3)集落防災安全施設整備事業

　(4)用地整備事業　(5)生産･販売･交流･農泊等施設整備事業　(6)情報基盤施設整備事業

　(7)農業施設新設･移設･補強･集約･環境整備事業　(8)交換分合事業

実施要件 ・農業生産基盤整備事業(1)～(8)のうち2 以上の事業を実施し、その受益面積の合計が概

　ね10ha以上であること。

　なお、農業生産基盤整備事業(9)を実施する場合は以下の要件を満たすものとする。

　(1)事業計画区域の農地面積に対して、総合整備事業の受益地となる生産区域の農地面積

　　 の割合が、概ね7割程度は確保できる見通しであること。

　(2)事業計画区域は、生産区域において別に定める要件を満たす地域であること。

・農業の生産条件及び農村振興環境の整備の水準を勘案し、事業の種類が特定の事業のみ

　に偏重することなく適切に組み合わされており、これらの事業を総合的に実施すること

　が適当と認められること。

【その他要件】

１．次に揚げるいずれかの地域に該当する市町村又はその地域を含む市町村であること。

　(1)過疎地域  (2)振興山村地域  (3)離島振興対策実施地域  (4)半島振興対策実施地域  

　(5)特定農山村地域  (6)指定棚田地域

　(7)(1)～(6)に準ずる地域であって地方農政局長が特に必要と認める地域

２．農業生産基盤整備事業を実施する地域にあっては、林野率が50％以上であり、かつ主

　 傾斜が概ね100 分の1 以上の農用地の面積が当該地域の全農用地の面積の50％以上を占

　 める地域であること。

実施要綱･要領

負担割合

適用

農村生活環境整備事業 55 25 20

中山間地域農業農村総合整備事業実施要綱・要領

区分 国 県 市町村 農家等

農業生産基盤整備事業 55 30 10以上 5以下

県営での事業採択は原則令和３年度新規地区までとする。
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県事業名 小水力発電施設整備事業

国事業名 農山漁村地域整備交付金　地域用水環境整備事業（小水力発電整備）

事業主体 県、市町村、土地改良区等

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 農山漁村地域整備交付金実施要領 別紙２（運用５）

負担割合 備考

適用

　農業水利施設の包蔵水力を活用した小水力発電のための施設整備（新設、更新、部分
改修）

１．施設整備
  (1)総事業費が５千万円以上であること。
　(2)土地改良施設等の維持管理費の節減が見込まれるものとして、以下に該当すること。
　　 次に掲げる施設を対象に電力を供給する小水力発電施設であること。
　　(ｱ)土地改良施設等であって土地改良区等が管理する施設（事業主体が土地改良区で
　　　ある場合は当該土地改良区が管理する施設に限る。）
　　(ｲ)農業農村振興に資する公的施設（事業主体が県及び市町村の場合に限る。）
　(3)事業により整備した施設の適正な維持管理が行われること。
　(4)整備する施設の費用が以下を満足すること。
    ［ 建設費× 発電事業者費用負担率］ ÷ ［ 年間売電収入－ 年間維持管理費］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ≦ 総合耐用年数× １ ／ ２

区分 国 県 市 農家等

50 25 25

＜発電施設における固定価格買取制度との調整＞
　再生可能エネルギーを活用した発電施設を設置し、都道府県、市町村及び土地改良区等
（土地改良区及び土地改良区連合をいう。以下本項において同じ。）が電気事業者による再
生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号）に基づく固
定価格買取制度により売電を 行う場合には、発電開始後、「農業農村整備事業等により整
備された小水力等発電 施設整備に関する補助事業等と固定価格買取制度との調整につい
て」（平成 26 年４ 月１日付け25農振第2313号農林水産省農村振興局長通知）に定めると
ころにより、売電収入の一部を国に納付することとする。
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県事業名 小水力発電施設整備事業

国事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業

事業主体 県、市町村、土地改良区等

事業内容

実施要件

実施要綱･要領 農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要項・実施要領

負担割合 備考

適用

　農業水利施設の包蔵水力を活用した小水力発電のための施設整備（新設、更新、部分
改修）

(1)長寿命化・防災減災計画の計画を作成していること。
(2)事業費の合計が 200 万円以上となること。
(3) 交付対象事業１地区当たりの受益農業従事者数が、２者以上であること（ただし、施設
の廃止や撤去を行う場合は除く。 ）。
(4) 交付対象事業１地区当たりの工事工期が原則３か年以内であること

区分 国 県 市 農家等

55 27.5 17.5

＜発電施設における固定価格買取制度との調整＞
　再生可能エネルギーを活用した発電施設を設置し、都道府県、市町村及び土地改良区等
（土地改良区及び土地改良区連合をいう。以下本項において同じ。）が電気事業者による再
生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号）に基づく固
定価格買取制度により売電を 行う場合には、発電開始後、「農業農村整備事業等により整
備された小水力等発電 施設整備に関する補助事業等と固定価格買取制度との調整につい
て」（平成 26 年４ 月１日付け25農振第2313号農林水産省農村振興局長通知）に定めると
ころにより、売電収入の一部を国に納付することとする。
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県事業名 農業農村多面的機能支払事業

国事業名 多面的機能支払交付金、日本型直接支払推進交付金

事業主体 本体交付金：活動組織、広域活動組織（推進交付金:県・市町村・地域協議会）

事業内容 １．農地維持支払

農地・農業用施設の法面の草刈、水路の泥上げ、農道の砂利補充等の地域資源の基礎的

保全活動、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成等

　(ｱ)農地維持支払の基本単価

　　　田：3,000円/10a、畑：2,000円/10a、草地：250円/10a

　(ｲ)小規模集落取り込みの加算単価

　　 事業計画に定める活動期間中に、対象組織において新たに小規模集落（総農家戸数

　　 が10戸以下且つ、これまでに多面的機能支払に取組んだことがない集落）が、保全

　　 管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合に、当該活動期間中に限り追加し

     た小規模集落の範囲を加算できる交付単価

      田：1,000円/10a、畑：600円/10a、草地：80円/10a

     ※ただし、1小規模集落当たりの交付額は、20万円/年を上限とし、1対象組織当たり

　　　 の交付額は、40万円/年を上限とする。

     ※加算措置の適用期間は、小規模集落支援の適用を開始した年度から、既存組織の

　　　 活動期間の終了年度まで。
２．資源向上支払

 (1)地域資源の質的向上を図る共同活動(１．農地維持支払と併せて取り組むことが基本)

　　水路・農道・ため池の軽微な補修、農村環境保全の幅広い展開等

 (2)施設の長寿命化のための活動

　　農地周りの施設の長寿命化のための補修・更新等

 (3)広域化・体制強化

　　広域での取組、集落を支える体制を強化する活動組織への支援

　○資源向上支払の単価

　　(ｱ)地域資源の質的向上を図る共同活動の基本単価

　　　田：2,400円/10a、畑：1,440円/10a、草地：240円/10a

　　※ただし以下の条件に合致する場合は、それぞれの掛け率を掛けた単価とする。

　　　①農地・水保全管理支払の取組を含め５年以上実施した地区及び農地維持支払、地

　　　　域資源の資源の質的向上を図る共同活動と併せて施設の長寿命化のための活動に

　　　　取り組む地区は、（ｱ）の単価に０．７５を乗じた額

　　　②多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は単価に５／６を乗じた額

　 (ｲ)加算単価（多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援）

　　　多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる組織が、さらに１活動項目以上追加

　　　する場合又は新たに多面的機能の増進を図る活動に取り組む場合は２活動項目以上

　　　の実践活動を行う場合は(ｱ)に加え、下記単価を加算する。

　　　田：400円/10a、畑：240円、草地：40円

　 (ｳ)加算単価（農村協働力の深化に向けた活動への支援）

　　　(ｲ)の支援を受ける活動組織であって、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動

      を行う場合に、(ｱ)・(ｲ)に加え下記単価を加算する。

      　(a) 農業者以外の者が構成員のうち４割以上を占め、かつ、当該対象組織の活動

　　　　　　に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち８割以上が参加する実践活動

　　　　　　を毎年度行う場合

　　　　(b) 農業者以外の者が構成員のうち４割以上を占め、かつ、役員に女性が２名

　　　　　　以上選任されている場合で、当該対象組織の活動に参加する個人及び団体

　　　　　　の構成員の合計のうち６割以上が参加する実践活動を毎年度２種以上それ

　　　　　　ぞれ別の日に行う場合

　　　田：400円/10a、畑：240円、草地：40円
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事業内容

実施要件

　　(ｵ)施設の長寿命化のための活動の基本単価（交付上限額）

　　　田：4,400円/10a、畑：2,000円/10a、草地：400円/10a

　　※ただし、以下の条件に合致する単価もしくは金額とする。

　　　①広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区の単価は、５／

　　　　６を乗じた額をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する

　　　　金額と、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて

　　　　得た額のいずれか小さい額とする。なお、大分県内においての広域活動組織の設

　　　　立要件は、五法の指定を受けている地域で広域協定を指定する区域が50ha以上

　　　　の規模、又は協定に参加する集落が３集落を有していれば、広域活動組織を設立

　　　　することができる。

　　　②施設の長寿命化を図る活動に係る費用は、原則として工事１件あたり200万円未

　　　　 満とする。

　　　　 ※ただし、県要綱基本方針の２百万円以上の工事を認める要件に合致する場合

           はこの限りではない。

　　(ｶ)組織の広域化・体制強化

　　　 組織の広域化・体制強化に対する支援は、当該活動期間中に限り交付出来る額は

　　　 下記のとおり。

　　　　・3集落以上又は50ha以上200ha未満：40,000円/年・組織

　　　　・200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人：80,000円/年・組織

　　　　・1,000ha以上：160,000円/年・組織

３．多面的機能支払推進交付金

　　県・市町村及び地域協議会が行う多面的機能支払交付金の交付や活動の履行確認等

　　の適正かつ円滑な実施の促進。

　 (ｴ)加算単価（水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援）

　　　次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動

　　(a) 資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積全体のうち５割以上において、田の

　　　　雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調節するため、水

　　　　田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合（加算対象面積は当該活動を実施す

　　　　る活動組織の対象農用地面積のうち田面積全体とする）

　　(b) 広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向上支払（共同

　　　　）の交付を受ける集落内の田面積全体のうち５割以上において、田の雨水貯留機

　　　　能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調節するため、水田の落水口

　　　　に排水調整板の設置等を行う場合（加算対象面積は当該活動を実施する各集落の

　　　　　　対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする）

　　　田：400円/10a

１．交付金の算定の対象は、活動により管理される水路・農道等施設と一体となって効果

　的に保全が図られる区域に存する一団の農用地であり、以下に掲げるものとする。

 (1)農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第３条第１号に規定する農用

　地であって、同法第８条第２項第１号に規定する農用地区域内に存する農用地。

 (2)多面的機能の維持の観点から、地方公共団体が必要と認める農用地。

２．活動計画として、組織の名称及び所在地、活動期間、保全管理する区域内の農用地・

　施設、交付金額、位置図、保全管理する区域内に存在する集落数、保全管理する区域の農

　業地域分類型、構造変化に対応した保全管理の目標、実施計画、その他必要

　な事項を記載した活動計画書を作成する。

３．多面的機能支払推進交付金(事務的経費)について、事業主体は、地域協議会、県、市

　町村で、それぞれ下記の業務を行う。

 (1)県：基本方針の策定、要綱基本方針の策定、第三者機関の設置・運営、推進・指導、

　　　　交付・申請事務、その他推進事務

 (2)市町村：促進計画の策定、事業計画の指導・審査・認定、協定締結、実施状況の確認

　　　　　　・報告、確認事務、推進・指導、交付・申請事務、その他推進事務

 (3)地域協議会：推進・指導、広報・啓発活動、その他推進事務
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実施要綱･要領 多面的機能支払交付金実施要綱・多面的機能支払実施要領

日本型直接支払推進交付金実施要綱・日本型直接支払推進交付金実施要領

負担割合

多面的機能支払推進交付金（地域協議会） 定額 0 0

構成団体：大分県、市町村、大分県農協中央会、大分県土地改良事業団体連合会
団体名称：大分県多面的機能支払推進協議会

多面的機能支払推進交付金（県） 定額 0 0

多面的機能支払推進交付金（市町村） 定額 0 0

農地維持支払交付金 50 25 25

資源向上支払交付金 50 25 25

区分 国 県 市
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