
 
 
 
 
 
 
 
 

③多面的機能の維持保全と快適な生活環境の整備 



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
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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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