
 
 
 

最寄りの市町村、都道府県、地方農政局等 
農林水産省担当課：生産局農業環境対策課環境直接支払班（TEL:03-6744-0499） 

お問い合わせ先 

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球
温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に支援します。  

＜事業名：環境保全型農業直接支払交付金＞ 

※ 支援の詳細については、農林水産省ＨＰ内の環境保全型農業のページでご案内しています。 
（ＵＲＬ） http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html 

 農業者の組織する団体、農業者及びその他の者（地域住民等）の組織する団体、一定の
条件を満たす農業者 
  

申請期間：平成28年4月1日～平成28年6月30日 

 支援対象になるには以下の要件を満たす必要があります。 
 ・エコファーマー認定を受けていること 
 ・農業環境規範に基づく点検を行っていること 
 ・環境保全型農業の取組を広げる活動（技術指導や理解増進の活動等）に取り組むこと 
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環境にやさしい農業に取り組みたい 

補助・ 
交付金 個人 法人 集落

営農 
地域 

対象となる方 

＜支援対象取組（単価は国と地方の合計）＞ 

対象取組 10a当たりの支援単価 

全国 
共通取組 

カバークロップ（緑肥）の作付け 8,000円 

堆肥の施用 4,400円 

有機農業 
（うちそば等雑穀・飼料作物） 

8,000円 
（3,000円） 

地域特認
取組 

地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して支援の対
象とする取組 
※対象取組や支援単価は、承認を受けた都道府県により異なります 

3,000円～ 
8,000円 

２つの取組を行う場合も支援の対象となり、この場合は最大16,000円/10aが交付されます。 
（例：カバークロップの作付け＋冬期湛水管理）。ただし、内容が一部重複する取組の組み合わせは不可。 

化学肥料・化学合成農
薬を使用しない取組 

５割低減の取組の前後
のいずれかの冬期間に
水田に水を張る取組 

５割低減の取組の前後のいずれかにカバー
クロップの作付けや堆肥を施用する取組 

ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟの作付け 

支援対象となる取組（例） 支援対象となる取組（例） 

地球温暖化防止に効果の高い営農活動 生物多様性保全に効果の高い営農活動 

全国共通取組 全国共通取組 

堆肥の施用 有機農業 

全国共通取組 地域特認取組 

冬期湛水管理 

支援内容 
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環境への取組 



 
 
 

最寄りの市町村、都道府県、地方農政局、北海道農政事務所 
農林水産省担当課：農村振興局農地資源課多面的機能支払推進室（TEL:03-6744-2447）  

お問い合わせ先 

地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、
農道等）の質的向上を図る活動を支援します。（平成27年度から法律に基
づく安定的な制度として実施しています。）＜事業名：多面的機能支払交付金＞ 

【対象者】 
 農業者のみ、又は農業者及びその他の者（地域住民、団体等）で構成する活動組織 
 

【対象活動】 
 ・農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の路面維持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 

 

○ 基本単価例：都府県の水田……3,000円/10a 

「活動組織」を設立し、市町村から５年間の事業計画の認定を受け、活動を実施します。 

２．資源向上支払交付金 

１．農地維持支払交付金 

補助・ 
交付金 

多面的機能を支える共同活動を支援します。 
 

水路の泥上げ 農地法面の草刈り ため池の草刈り 農道の路面維持 

【対象者】 
 農業者及びその他の者（地域住民、団体等）で構成する活動組織 
 

【対象活動】 
・地域資源の質的向上を図る共同活動 
 （水路、農道、ため池の軽微な補修、農村環境保全活動の幅広い展開等） 
 

・施設の長寿命化のための活動 
 

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除 植栽活動 

○ 基本単価例(共同活動)：都府県の水田……2,400円/10a  継続地区の単価は左記単価の7.5割を上限 
  基本単価例(長寿命化)：都府県の水田……4,400円/10a 

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援します。 
 

① 活動組織の設立・計画の作成   ② 事業計画の認定 ③ 活動の実施 
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申請期間：平成28年4月1日～平成28年6月30日 

個人 法人 集落
営農 

地域 

支援内容 

地域共同で農地、水路、農道等の地域資源の保全管理等に取り組みたい 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
○ 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等で、農地を5年間維持・管理する取

決め（協定）を締結し、それに従って行われる農業生産活動等を行う農業者等を支援します。 

○ 交付金の単価は、①の農業生産活動等を継続するための活動に加え、②の体制整備のため
の前向きな活動を行う場合には、交付単価の10割を交付し、①のみの活動の場合は、交付単
価の8割を交付します。 

   このほか、複数の集落が連携した取組を促進するための取組や、特に条件の厳しい「超
急傾斜地」を対象とする加算も設けられています。 

 
 
 
   

 農業生産活動等を継続するための基礎的な活動 

 ・農業生産活動等 
   例：耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動（泥上げ、草刈り等） 

 ・多面的機能を増進する活動（選択実施） 
   例：周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護 

 ①農業生産活動等を継続するための活動：基礎単価（単価の８割を交付） 

 ②体制整備のための前向きな活動：体制整備単価（単価の１０割を交付） 

地 目 区   分 
交付単価 

（円/10a） 

田 
急傾斜（1/20以上） 21,000 

緩傾斜（1/100以上) 8,000 

畑 
急傾斜（15°以上） 11,500 

緩傾斜（  8°以上） 3,500 

地 目 区   分 
交付単価 

（円/10a） 

草 地 

急傾斜（15°以上） 10,500 

緩傾斜（  8°以上） 3,000 

草地比率の高い草地 
（寒冷地） 

1,500 

採草放牧地 
急傾斜（15°以上） 1,000 

緩傾斜（  8°以上） 300 

最寄りの市町村 
農林水産省担当課：農村振興局地域振興課（TEL:03-3501-8359） 

お問い合わせ先 

【交付単価】 

補助・
交付金 

中山間地域等において農業生産活動が維持できるよう交付金を交付します。 
 ＜事業名：中山間地域等直接支払交付金＞ 
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申請期間：平成28年4月1日～平成28年8月31日 

 将来に向けて農業生産活動を継続するためのより前向きな取組 
 例：機械・農作業の共同化、高付加価値型農業の実践、地場産農産物等の加工販売、 
   新規就農者の確保、担い手への農地集積、集団的かつ持続可能な体制整備 

 【加算措置】 
 ◎集落連携・機能維持加算 ◎超急傾斜農地保全管理加算 

  超急傾斜地（田：1/10以上、畑：20度以上）の農
用地について、その保全や有効活用に取り組む集落
を支援。 

超急傾斜 

急傾斜 
 
緩傾斜 
 

 ①広域で集落協定を締結し、将来の集落維持に向けた活動を支援 

 ②小規模・高齢化集落の農用地の生産維持を支援 

  協定集落が小規模・高齢化集落の農用地を取り 

 込んだ形で行う農業生産活動を支援。 

石積みのある 
超急傾斜地 

共同育苗 

広域の集落協定を締結 

Ａ 集 落 

Ｂ 集 落 Ｃ 集 落 農作業の共同化 

地目にかかわらず 

3,000円/10a 

  複数集落が連携した広域の集落

協定を対象に、人材確保や集落間

の連携活動体制づくりを支援。 

田 畑 

4,500円/10a 1,800円/10a 

［単価］ 

［単価］ 

［単価］ 
田・畑 

6,000円/10a 

支援内容 

集落
営農 

地域 



 
 
 

  
  

支援内容 

対象となる方 

野生鳥獣による農作物被害を減らしたい 40 

補助・ 
交付金 

お問い合わせ先 

個人 法人 集落
営農 

地域 

被害防止計画に基づく地域協議会等
の地域全体の取組への支援です。 

捕獲や追払いなどの鳥獣被害対策や、被害防止のための施設の設置など、
地域ぐるみで行う活動を支援します。＜事業名：鳥獣被害防止総合対策交付金＞ 

本年度の募集は終了しました 

最寄りの市町村または都道府県 
農林水産省担当課：農村振興局農村環境課鳥獣対策室（TEL:03-3591-4958） 

○ 実施主体は、市町村、農林漁業団体、狩猟者団体などで構成される地域協議会であるこ
とが必要です 
 ※ 施設整備については、地域協議会の構成員である市町村やＪＡ等も単独で実施主体になれます 
 ※ 実施隊の体制強化に向けた取組を行う場合、地域協議会の構成員であるJA等が単独で実施主体

になれます 
○ 事業の実施に当たっては、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画等を作成してい

る市町村であることが必要です 

①侵入防止柵などの鳥獣被害防止のための施設整備を支援します 

【補助率】 
 １／２以内、定額等 

・ 侵入防止柵等の被害防止施設 
・ 捕獲鳥獣の処理加工施設、 焼却施設等 
・ 捕獲技術高度化施設（射撃場） 

②鳥獣被害対策実施隊、民間団体等による地域ぐるみの被害防止活動 
 を支援します 

【補助率】 
 １／２以内※（条件不利地域は55/100以内、
沖縄は2/3以内） 

○鳥獣被害防止総合対策交付金 

処理加工施設 侵入防止柵 

※侵入防止柵の自力施工を行う場合に、資材費相当分の定額補助が可能 

④捕獲活動経費を直接支援します 

捕獲機材の導入 

捕獲技術高度化施設 

捕獲機材の導入 
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（※実施隊、民間団体、新規地区が取り組む場合、定額支援（市町村当たり200万円以内等）） 

③捕獲を含めたサルの複合対策、他地域の人材を活用した捕獲、 
 ICT等を用いた新技術実証を支援します 

（※実施隊が取り組む場合、それぞれ市町村当たり100万円以内等を定額支援） 

③都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、 
 人材育成活動等の取組を支援します 

（※都道府県の取組に対して、都道府県当たり2,300万円以内を定額支援） 

（※獣種等に応じて捕獲１頭当たり8,000円以内等を支援） 

捕獲経費の直接支援 一斉捕獲活動 

緩衝帯の整備 

実施隊への研修 



 
 
 

再生可能エネルギーを活用した農山漁村活性化の取組について、相談窓口
の利用や、ワークショップへの参加ができます。 

＜事業名：農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 
（事業化サポート事業）＞  

    

再生可能エネルギーに取り組むために相談したい 
・セミナーを受講したい 
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41 

支援内容 

個人 法人 集落
営農 

地域 

①相談窓口を整備 
 農山漁村の資源を活用して再生可能エネルギー発電事業の取組を行おうと
している方からの相談を一元的に受け付ける相談窓口を整備し、技術・設備、
制度・法令、資金関連、事業スキーム、組織体制、合意形成等の相談につい
て、アドバイスを行います。 
 

②ワークショップの開催 
 再生可能エネルギーを活用して農山漁村の活性化に取り組もうとする方々
が、情報の交換・共有を図ることができる共通のプラットフォームを構築し、
取組の気運の醸成を促進するためのワークショップを開催します。 

(補助率定額) 
 

対象となる方  農林漁業者、農林漁業者の組織する団体、民間事業者、特定非営利活動法 
人、地方公共団体 等 

お問い合わせ先 

農林水産省食料産業局再生可能エネルギーグループ 
TEL:03-6744-1508 

最寄りの地方農政局・地域センター 
＜事業名：農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業のうち 

事業化サポート事業＞ 

その他 

お問い合わせ下さい 
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