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(10) 日本 

株式会社 農林中金総合研究所 平澤明彦 
 
 本章では、日本型直接支払について説明する。日本に各種の直接支払制度がある中でこの制度を

取り上げるのは、主要国の直接支払制度のうち日本型直接支払制度と共通する施策目的を有する直

接支払との国際比較を行うためである。そのため、他の調査対象国の直接支払と同様の枠組みで政

策目的、制度概要（受給要件、単価設定等）、実施状況（参加率等）等を整理する。 
 章の構成は、冒頭で制度の沿革、その後は現行制度を扱う。まず食料・農業・農村基本法以来の

経緯を辿って日本型直接支払が成立した背景を俯瞰し、既往の施策の概要についても述べる。その

上で日本型直接支払全般と、3 つの個別施策について順次詳述する。 
 

① 制度の沿革 

日本型直接支払は、農業の多面的機能の発揮を促進するための施策である。ここでいう農業の多

面的機能とは、「国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等

農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面に

わたる機能」（食料・農業・農村基本法第 3 条）である。 
 日本型直接支払は、2014 年（平成 26 年）に 3 つの施策を統合して創設された（図表 154）。以下

ではその経緯を概観する。 

図表 154 日本型直接支払に至る直接支払制度の変遷 

  
出所：筆者作成。 

 

1) 現行基本法における多面的機能等の規定 

農業の多面的機能の発揮は、食料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）（以下、「基本

法」という。）によって主要な政策目的の一つとして定められた。4 つの基本理念の第二に「多面的

機能の発揮」（第 3 条）が挙げられているほか、第三（農業の持続的な発展（第 4 条））と第四（農

村の振興（第 5 条））の基本理念においても、農業の多面的機能は農産物の供給機能と並んで重要

であることが謳われている。こうした多面的機能の位置づけは、農業の生産性の向上等を主な目的

としていた旧農業基本法（1961 年（昭和 36 年））とは大きく異なっており、新たに位置づけられた

「多面的機能の発揮」の下で日本型直接支払につながる各種の施策が導入されていくこととなった。 
 基本法は、日本型直接支払に含まれる施策のうち、特に中山間地域等については具体的に「中山

間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を

補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずる」（第

35 条第 2 項）としている。また、自然循環機能の維持増進にかかる施策を講ずる（第 32 条）こと

も定められている。 
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2) 先行諸制度 

a) 中山間地域等直接支払 

中山間地域等とは、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生

産条件が不利な地域」（基本法第 35 条）であり、地理的な要因による条件不利地域を指している。 
 基本法第 35 条第 2 項（上記）の規定に従い、また有識者による中山間地域等直接支払制度検討

会の検討結果を踏まえて 2000 年（平成 12 年）に中山間地域等直接支払が導入された。中山間地域

の条件不利に対する補正という基本的な性格は先行する EU の制度と同様であるが、日本の農業実

態に合わせて耕作放棄を防止するために、協定締結や助成金のプール使用等集落の役割を重視し、

零細農家も参加対象に含めて農地の面的な保全を目指した点が大きな特徴であった（山下 2001: 
pp.213-216）。集落協定では、農業生産活動（耕作放棄の防止と水路・農道等の管理）に加えて、多

面的機能（国土保全・保健休養・自然生態系の保全のいずれか）を増進する活動を、集落の実態に

合わせて位置づけた。また、WTO 農業協定における削減対象から除外される緑の政策とするため、

交付額は平地との農業生産費の差の範囲内で設定された。 
 

b) 持続農業法による支援措置 

環境保全型農業の推進は、1992 年（平成 4 年）の「新しい食料・農業・農村政策の方向」（新政

策）で政策の展開方向の一つとして打ち出され（新政策 II の 3）、食料・農業・農村基本法（1999
年（平成 11 年））にも「農業の自然循環機能の維持増進」（基本法第 4 条、第 32 条）として盛り込

まれた。しかし以下に見るとおり、基本法とほぼ同時に導入された「持続性の高い農業生産方式の

導入に関する法律」（平成 11 年法律第 110 号。以下「持続農業法」という。）においては、農業者

への支援措置は融資・税制上の優遇にとどまった。 
 基本法の第 32 条（自然循環機能の維持増進）は、「国は、農業の自然循環機能の維持増進を図る

ため、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進その他必要

な施策を講ずるものとする。」としている。 

 基本法と同時期に制定された持続農業法は、都道府県が持続性の高い農業生産方式の導入指針を

定め（同法 第 3 条）、農業者が持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画を作成し都道府県

知事からその認定を受ける（第 4 条）仕組みを導入した。当該認定を受けるには、土づくり技術（た

い肥等の有機質資材による土壌の性質の改善）、化学肥料低減技術及び化学合成農薬低減技術のす

べてに取り組むことを内容とする導入計画を作成しなければならない（第 4 条）。また、認定を受

けた農業者（エコファーマー）に対する金融上の支援措置として、現在は、農業改良資金の償還期

間延長（第 6 条）が措置されている。 
 

c) 農地・水・環境保全向上対策 

第二期の食料・農業・農村基本計画（平成 17 年 3 月閣議決定）では以下の 2 つの方針が示され

た。 
 まず、農村の振興に関する施策の一つとして「農地・農業用水等の資源の保全管理施策の構築」

を挙げ、「農地・農業用水等の資源は、食料の安定供給や多面的機能の発揮の基盤となる社会共通

資本である」にも関わらず、「過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、そ

の適切な保全・管理が困難となってきている」ため、「地域の農業者だけでなく、地域住民や都市

住民も含めた多様な主体の参画を得て」「適切な保全管理を行うとともに農村環境の保全等にも役

立つ」地域共同の取組を促進する施策を 2007 年度（平成 19 年度）から導入するとした（同基本計

画 48 頁）。 
 また、農業の持続的な発展に関する施策のうち、自然循環機能の維持増進にかかる施策について

「環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視した

ものに転換することを推進し、農業生産活動に伴う環境への負荷の低減を図る」とし、その一環と

して「環境保全が特に必要な地域において、農業生産活動に伴う環境への負荷の大幅な低減を図る

先進的な取組に対する支援」も、同じく 2007 年度（平成 19 年度）から導入するとした（同前 47
頁）。 
 これら２つの方針が施策として具体化される過程で一つにまとめられて農地・水・環境保全向上
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対策が創設され、2007 年度（平成 19 年度）から実施された。 
なお、経営所得安定対策等大綱（平成 17 年 10 月 27 日農林水産省決定）では、この施策を地域

振興政策として位置付け、産業政策としての品目横断的政策ないしは「力強い農業構造の確立、効

率的な農業生産を目指す経営安定対策」と｢車の両輪｣をなすとした（同大綱 7 頁, 10 頁）。 
 施策の内容は、この大綱と翌年の経営所得安定対策等実施要綱（平成 18 年７月 21 日農林水産省

決定）でさらに具体化された。基本的な枠組みは農地・農業用水等の資源の保全・向上と環境保全

の二階建てとされた。まず集落等一定のまとまりを持った地域において、農業者だけでなく地域住

民等も参画する活動組織が協定に基づいて農地・農業用水等の資源の保全や質的向上を図る活動を

実施する場合に支援金を交付する（共同活動への支援）（注）。支援の単価は、資源の適切な保全管

理に必要な基準的な共同作業量から算定された。それに加えて、共同活動の実施地域であって、環

境保全に取り組む地域において、活動組織内の農業者が協定に基づき、①環境負荷低減に向けた取

組を共同で行い、かつ②地域で相当程度のまとまりを持って化学肥料・化学合成農薬の大幅使用低

減等の先進的な取組を実践する場合に、活動組織に対して支援する（①営農基礎活動支援、②先進

的営農支援）。営農基礎活動支援は定額であり、先進的営農支援の単価水準は、掛かり増し経費を

基に算定された（同実施要綱 10 頁-11 頁）。 
（注）先行して実施されていた中山間地域等直接支払交付金の集落協定等対象用地は、追加の要件を満たせばこの基礎支

援の対象とすることができた。 
 

d) 環境保全型農業直接支援対策 

2009 年 9 月の民主党政権発足後に策定された第三期の食料・農業・農村基本計画（平成 22 年 3
月閣議決定）は、地球環境問題への貢献の一環として、農業における地球温暖化対策や生物多様性

保全への貢献を打ち出し（同計画 34-35 頁）て環境保全型農業の枠組みを拡大し、「化学肥料・化

学合成農薬の使用低減のみならず、農地での炭素貯留量の増加につながる土壌管理、水田生態系の

質的向上につながる冬期湛水管理や地域に土着する天敵昆虫等の生物機能を活用した農法等、環境

保全効果の高い営農活動の導入を促進する」（同前 29 頁）とした。また、従来の農地・水・環境保

全向上対策については「環境保全機能の維持・向上に関する直接的な助成手法（例えば「環境支払」）

のあり方も含め」「今後の施策のあり方について検討する」こととされた（同前 33 頁）。 
これを受け、農地・水・環境保全向上対策では、「農地・水・環境保全向上対策の中間評価」（平

成 22 年 9 月）を実施し、環境保全にかかる営農活動支援について、野菜・果樹部門は共同活動の

素地がなく、環境負荷が大きいにもかかわらず取組が進んでいない（同中間評価 p.17）等の評価が

なされた。こうしたことから、2011 年度（平成 23 年度）より、農地・水・環境保全向上対策のう

ち環境保全に向けた営農活動への支援を切り離して「環境保全型農業直接支援対策」として創設し、

それ以外の部分を「農地・水保全管理支払」と改めた（天野 2014: p.57）。 
 環境保全型農業直接支援対策（注）は、「地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農

活動に取り組む農業者」に対して「環境保全型農業直接支払交付金」を交付する制度であった。当

該取組とは、化学肥料・化学合成農薬の 5 割以上低減に加えて、カバークロップや冬期湛水管理等

の取組を組み合わせたものか、あるいは有機農業である。農地・水・環境保全向上対策とは異なり、

地域ぐるみの取組や活動組織に関する要件は課されなくなった。 
（注）「環境保全型農業直接支援対策実施要綱」（最終改正 平成 24 年 4 月 6 日 23 生産第 6221 号）による。 
 

3) 日本型直接支払の創設 

2012 年（平成 24 年）12 月における自民党の政権復帰を受けて日本経済再生本部が創設され、そ

の下に産業の競争力強化や国際展開に向けた成長戦略の具体化と推進について調査審議するため、

内閣総理大臣を議長とする産業競争力会議が置かれることとなった。産業競争力会議での議論を経

て取りまとめられた「成長戦略」は、日本経済再生本部の議を経て、平成 25 年 6 月 14 日「日本再

興戦略―JAPAN is BACK－」として閣議決定された。この中で、経営所得安定対策（旧：戸別所得

補償制度）については適切に見直し、あわせて、農林水産業の多面的機能の発揮を図る取組につい

ては、新たな直接支払制度の創設の検討を行うこととされた。 
平成 25 年 5 月、農林水産業・地域が将来にわたって国の活力の源となり、持続的に発展するた

めの方策を幅広く検討するため、内閣総理大臣を本部長とする農林水産業・地域の活力創造本部が
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設置された。同本部において検討が進められ、2013 年（平成 25 年）12 月 10 日に「農林水産業・

地域の活力創造プラン」が策定された。同プランは、国土保全等の農業の多面的機能を発揮するた

めの政策（地域政策）と、農林水産業を産業として強くしていく政策（産業政策）を「車の両輪」

と位置付けた（同プラン 2 頁）。そして政策の 4 つの柱の一つとして「高齢化が進む農村を、構造

改革を後押ししつつ将来世代に継承するための」「農村の多面的機能の維持・発揮を図る取組」（同

前 4 頁）を掲げた。それと同時に、具体的な施策として「日本型直接支払制度（多面的機能支払）

の創設」（同前 10 頁及び 35 頁 別紙１）が提示されるとともに、「27 年度から法律に基づく措置と

して実施」することが掲げられた。また、日本型直接支払制度の創設は、農林水産省が同月（2013
年 12 月）に打ち出した「4 つの改革」の一つとなった。 

以上の経緯を経て、日本型直接支払制度は 2014 年度（平成 26 年度）に予算措置として実施され

るとともに、2015 年度（平成 27 年度）からは法律に基づく措置として実施するため、2014 年 3 月

に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案」が国会に提出され、2015 年に同法が施

行された。 
 日本型直接支払は、中山間地域等直接支払と、農地・水保全管理支払の組み替え等により創設し

た多面的機能支払、環境保全型農業直接支払で構成された（天野 2014: p.59）。 
 

② 現行制度 

日本型直接支払制度について、施策全体にかかる部分と、個別施策にかかる部分に分けて、その

内容と実績について順を追って説明する。 
 

1) 日本型直接支払 

a) 制度の概要 

日本型直接支払の根拠法は「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」（平成 26 年法

律第 78 号）である。 
 その基本理念（第二条）は、農業の有する多面的機能のもたらす恵沢を国民が将来にわたり享受

できるよう、国・都道府県・市町村が連携して多面的機能の発揮の促進を図ることである。また、

農用地の保全に資する地域の共同活動は、農用地の効率的利用や、地域社会の維持および形成にも

資するため、そうした取組を推進する（同条第二項）。この基本理念の特徴は、多面的機能の促進

に際して、地方公共団体との連携と共同活動の推進を明記している点であろう。 
 また、同法における多面的機能の定義（第 3 条）は、既述の食料・農業・農村基本法第 3 条と同

一である。すなわち「農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給

の機能以外の多面にわたる機能」であり、具体的には「国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観の形成、文化の伝承等」である。 
 同法の対象となる「多面的機能発揮促進事業」はおもに以下の 3 種類である（第 3 条第 3 項）。

これらはそれぞれ多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払に対応してい

る。なお、個別の直接支払の具体的な制度についてはそれぞれの要綱や要領等で規定している。 
 

・農地、農業用水等の保全・管理のための地域の共同活動による取組（同項第１号） 
（イ）水路、農道、農地法面等の機能を維持するための取組 
（ロ）イの機能を増進するための改良、補修等の取組 

・中山間地域等における農業生産活動の継続を推進する取組（同項第２号）、 
・自然環境の保全に資する農業生産活動を推進する取組（同項第３号）。 

 
 事業の実施者は農業者団体等である（第 3 条第 3 項）。具体的には同法施行規則（平成 27 年農林

水産省令第 14 号）第 1 条により、農業者や農業者の団体に加えて、地域住民や「多面的機能発揮

促進団体」（多面的機能の発揮の促進を図るための活動を実施しようとする団体で、国又は地方公

共団体を除く）も参加する団体等 5 種類が定められている（図表 155）。 
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図表 155 「農業者団体等」の種類（①～⑤）と参加者の範囲 
 

 
出所：筆者作成。 

 実施の方針や計画は、国の基本指針にはじまり、以下は上位の方針にもとづいて都道府県の基本

方針、市町村の促進計画、農業者団体等の事業計画の順に策定される。 
 

基本指針（第 4 条） 国 
  ↓ 
基本方針（第 5 条） 都道府県 
  ↓ 
促進計画（第 6 条） 市町村 
  ↓ 
事業計画（第 7 条） 農業者団体等 

 
 また、同法では市町村が認定した事業計画に基づいて実施される「認定事業」を対象に、その実

施に要する費用の一部を市町村、都道府県、国が補助できることも定めている（第 9 条）。なお、

国の補助は当該費用の 2 分の 1 以下とすることが同法施行令（平成 26 年政令第 347 号）で定めら

れている。 
 そして、法律の施行後５年を経過した場合において、施行状況を勘案してこの法律の規定を再検

討し、必要な措置を講じることとしている（附則第 2 項）。 
 この法律の第 4 条に基づいて策定された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指

針」（平成 27 年農林水産省告示第 756 号）は、先にみた施策の背景を以下のように整理している。 
 農業の多面的機能を維持するには、その発揮に必要な農業資源（農用地、農業用水路、農業用道

路等）の維持・管理が重要である（第 1 の 1）。しかし、過疎化・高齢化の進行による集落機能の低

下等によって地域が共同で行う農業資源の管理活動が低迷していること（第 1 の 2（1））と、地理

的条件が悪く生産条件の不利な中山間地域等で農業生産活動の維持が困難となる地域が増加して

いること（第１の 2（2））から、多面的機能の発揮に支障が生じることが懸念されている（第 1 の

2）。また、農村の自然環境の「保全を進めるため、農業生産の在り方を環境保全を重視したものに

転換することが必要」である（第１の 2）。これらの内容は、いずれも先にみた第 2 期基本計画の情

勢認識を概ね引き継いでいる（注）。 
（注）ただし、中山間地域の厳しい情勢については第３期（2010 年）および第４期基本計画（2015 年）の情勢認識が取

り込まれているようにも見える。それ以外の記述は第 2 期基本計画に同じ表現がある。 
 さらに、「農業者団体等が行う取組を促進することは、農地の集積に伴い増大する農業用水路や

農業用道路等の保全・補修に係る担い手の負担を軽減し、担い手への農地集積に必要な環境を整備

し、農業の構造改革を後押しするという効果を有している」（第 1 の 4）。こうして担い手への配慮

が指針の段階で盛り込まれた。 
 加えて、同指針は施策の実施を点検し効果を評価するために第三者機関を設置することを定めて

いる（第 3 の 4）。 
 

①農業者

②農業者の団体

③農業者＋地域住民 の団体

地域住民

④多面的機能発揮促進団体

⑤農業者＋地域住民
＋多面的機能発揮促進団体 の団体

多面的機能発揮促進を実施する団体
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b) 予算と実施概況 

日本型直接支払と既往制度の予算額について推移をみると、新たな施策が追加される都度予算が積

み増されてきている（図表 156）。日本型直接支払の創設以降は安定的に推移している。 
 

図表 156 日本型直接支払および既往制度の予算額推移 

 
出所：各年度の予算概要により作成。 

 
 2018 年度における日本型直接支払の予算額は 771.9 億円であり、内訳は多面的機能支払が 484.0
億円と全体の 62.7％を占め、次いで中山間地域等直接支払 263.4 億円（34.1％）、環境保全型農業直

接支払 24.5 億円（3.2％）である。 
 

図表 157 日本型直接支払の予算額推移 
（単位 百万円）     年度 2014 2015 2016 2017 2018 
日本型直接支払 79,371 79,859 76,960 76,960 77,190 

多面的機能支払 48,251 48,251 48,251 48,251 48,401 
中山間地域等直接支払 28,474 29,000 26,300 26,300 26,340 
環境保全型農業直接支払 2,646 2,609 2,410 2,410 2,450 

（注） 制度導入以来の推移。 
 
 次に 3 つの施策の実施状況を対比してみると（図表 158）、全体として多くの市町村と農地が対

象となっていることがわかる。実施市町村数はいずれも全国合計（1,718）の半数を上回っており、

とくに多面的機能支払は 8 割を上回っている。また、実施面積が日本の耕地面積全体（447.1 万 ha）
に占める割合は多面的機能支払（50.3％）、中山間地域等直接支払（14.8％）、環境保全型農業直接

支払（1.9％）である。中でも多面的機能支払の対象面積は 225.1 万 ha で全耕地面積の 2 分の 1 に

達している。他の 2 施策は中山間地域や環境保全型農業に限定されているため、その分対象は限ら

れている。なお、各施策の対象農用地面積に対する実施面積の割合（カバー率）については各施策

の節で述べる。 
 実施市町村当たりの平均組織数（件数）は、多面的機能支払と中山間地域等直接支払が 20 組織

台、環境保全型農業直接支払が 4 件強である。 
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図表 158 基本実績の対比（日本型直接支払、2016 年度） 
施策 実施市町村数 件数  

  全市町村に

占める割合 
 市町村当 

平均件数 
多面的機能支払 1,422 82.8% 29,072 組織 20.4 

中山間地域等直接支払 994 57.9% 25,883 協定 26.0 

環境保全型農業直接支払 888 51.7% 3,740 件 4.2 
 

施策 面積(ha)   
  全耕地面積に占

める割合 
１件当平均 
面積(ha) 

多面的機能支払 2,250,822 50.3% 77.4 

中山間地域等直接支払 660,728 14.8% 25.5 

環境保全型農業直接支払 84,566 1.9% 22.6 
出所：農村振興局（2017a, b）および生産局（2017）掲載の数値により作成。 

 次節以下では、本節で述べた施策共通の説明との大きな重複を避けるように注意しながら個別の

施策について説明する。 
 

2) 多面的機能支払 

多面的機能支払制度の詳細は、おもに「多面的機能支払交付金実施要綱」（制定 平成 26 年 4 月

１日 25 農振第 2254 号、農林水産事務次官依命通知）（注）および「多面的機能支払交付金実施要

領」（制定 平成 26 年４月１日 25 農振第 2255 号、農林水産省農村振興局長）（注）に定められて

いる。 
（注）最終改正 平成 29 年 3 月 31 日 28 農振第 2311 号。 
（注）最終改正 平成 29 年 3 月 31 日 28 農振第 2312 号。 
 

a) 考え方 

 同要綱によれば、本施策の趣旨は「農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の

有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集

積という構造改革を後押しするもの」であり、その背景にある情勢認識は「近年の農村地域の過疎

化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられてい

る多面的機能の発揮に支障が生じつつある。また、地域の共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、

農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念される」と整理されている

（要綱 第 1 の 1）。このように、本施策は地域の共同活動を支援することにより、地域資源の保全

管理とともに、担い手の負担軽減ひいては農地集積の後押しを目指している。 
 また、基本的な考え方の中で「本交付金による取組の推進に当たっては、地域の農業者を中心に、

地域住民や都市住民等のできるだけ多様な主体の参画が得られるよう取り組む」（要綱 第 2 の 1）
としている点は大きな特徴であり、後述の構成員要件にも反映されている。 
 交付金の構成は「農地維持支払交付金」と「資源向上支払交付金」の 2 種類であり、いずれも当

該活動の期間を通して交付される（要綱 第 4）。 
 

b) 農地維持支払交付金 

 農地維持支払交付金により行う事業は、「地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基

礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動」（農地維持活動）である（要

綱別紙 1 の第 1）。その事業実施主体は「広域活動組織」と「活動組織」であり、これらが交付の対

象（対象組織）となる（要綱別紙 1 の第 2、第 5）。 
 広域活動組織と活動組織は、いずれも「農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等」のため
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に設立される組織である。そのうち後者の活動組織は「集落等を構成する区域」を範囲とし、「構

成員による共同活動を通じ」て「地域資源の保全管理等を行うこと」を目的としている。それに対

して前者の広域活動組織は「旧市区町村区域等の広域エリア」を範囲とし、保全管理等の実施体制

整備を目的としており、広域協定を締結する（要綱別紙 5 の第 1、第 2 の 1、同別紙 6 の第 1）。 
 農地維持支払交付金の対象組織の構成員は、事業計画の対象農用地で農業を営む者を含む農業者

や農業団体、あるいはそれに加えて地域住民、自治会等である（別紙 6 第 2）。一方、広域活動組

織の構成員は、集落等の構成員で事業計画の対象農用地で農業を営む者を含む農業者や農業団体、

あるいはそれに加えて集落等又はその構成員のほか、土地改良区、非営利団体等である（要綱別紙

5 の第 2 の 2、3、4）。 
 農地維持支払交付金の対象組織（広域活動組織・活動組織）は活動計画を提出する必要があり、

そこで定める活動期間は原則 5 年間である（要綱別紙１の第 5 の 2 の（2）、要領 第 1 の 4）。 
 事業の対象となる農用地は「農地維持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、かつ農振法の規定する農用地区域内にある

もの、または、多面的機能の発揮の観点から対象農用地とすることが特に必要な農用地として、都

道府県知事が要綱基本方針において定める農用地である（要綱別紙 1 の第 3）。 
 交付金額は交付単価（10 アール当たり）に対象農用地面積を乗じて算出される。交付単価（下記）

は地目（田・畑・草地）および都府県・北海道の区分により異なる。国の助成は交付単価のうち 2
分の 1 の額に設定されている。各都道府県では交付単価を 2 分の 1 まで引下げが可能であるが、そ

の場合は国の助成も同じ割合で引下げられる（要綱別紙 1 の第 6）。 
 
農地維持支払の交付単価 

地目 都府県 北海道 
田 ３，０００円／１０ａ ２，３００円／１０ａ 
畑 ２，０００円／１０ａ １，０００円／１０ａ 
草地 ２５０円／１０ａ １３０円／１０ａ 

出所：要綱別紙１の第６の２の（１）による。 

c) 資源向上支払交付金 

 資源向上支払交付金の事業は、「資源向上活動（共同）」と、施設の長寿命化のための「資源向上

活動（長寿命化）」の 2 種類からなる。前者の資源向上活動（共同）は、「地域共同による施設の軽

微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動」（要綱別紙 2
の第 1）であり、また、「多面的機能の増進を図る活動」を追加的に実施することができる（要綱別

紙 2 の第 4 の 1 の（2））。後者の資源向上活動（長寿命化）は、「並びに老朽化が進む農業用用排水

路・農道等施設の長寿命化のための補修・更新等の活動」（要綱別紙 2 の第 1、第 4 の 2）である。 
 対象となる組織は、農地維持支払交付金の対象組織もしくは、農地維持支払交付金の交付を受け

ずに当該取組を行う広域活動組織又は活動組織である。ただし、資源向上活動（共同）の場合農地

維持支払交付金とは異なり、農業者・農業者団体等の地域の実情に応じた者のみが構成員になる組

織は交付対象とならず、それ以外の構成員（地域住民、自治会、土地改良区、非営利団体等の地域

の実情に応じた者）を含む必要がある。また、資源向上活動（長寿命化）の場合は、中山間地域等

直接支払交付金の集落協定を締結した組織も含まれる（要綱別紙 2 の第 2）。 
 資源向上支払交付金の算定対象となる対象農用地は、農地維持支払の対象農用地（あるいはそれ

に準ずる活動の行われている農用地）の中で、資源向上活動の効果が発揮される一団の農用地であ

る（要綱別紙 2 の第 3）。 
 資源向上活動（共同）と同（長寿命化）に対する交付金額はいずれも農地維持支払と同様の仕組

みにより、交付単価（10 アール当たり）に対象農用地面積を乗じて算出され、交付単価（下記）は

地目（田・畑・草地）および都府県・北海道の区分により異なる（要綱別紙 2 第 6 の 2 の(1)のア、

第 6 の 2 の(2)のア、イ）。 
 資源向上活動（共同）については、農地維持支払と同様、各都道府県で交付金単価を 2 分の 1 ま

で引下げることができる（要綱別紙 2 第 6 の 2 の(1)のウ）。さらに、多面的機能の増進を図る活

動に取り組まない場合には、交付金単価は 6 分の 5 に引き下げられる（要綱別紙 2 第 6 の 2 の(1)
のエ）。 
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 資源向上活動（長寿命化）については、交付金単価を上限額として活動の実施に必要な経費（工

事費、調査・設計費、事務費（要領第 2 の 8））が交付される（要綱別紙 2 の第 6 の 2 の(2)）。また、

対象組織が直営施工を実施せず、かつ所定の面積規模要件（要綱別紙 5 の第 3）を満たさない場合、

交付金単価は 6 分の 5 に引下げられ、かつ上限額（集落数に 200 万円を乗じた額）が課される（要

綱別紙 2 の第 6 の 2 の(2)のア、イ）。 
 そのほかに、広域活動組織による地域資源保全プランの策定に対して１組織あたり 50 万円、対

象組織の広域化・体制強化に対して１組織あたり 40 万円が交付される。 
 いずれの交付金も、国の助成割合は 2 分の 1 に設定されている（要綱別紙 2 第 6 の 2 の(1)のア、

同(2)のア、同(3)、同(4)）。 
 
資源向上活動（共同）の交付金単価 

地目 都府県 北海道 
田 ２，４００円／１０ａ １，９２０円／１０ａ 
畑 １，４４０円／１０ａ ４８０円／１０ａ 
草地 ２４０円／１０ａ １２０円／１０ａ 

出所：要綱別紙 2 の第 6 の 2 の(1)による。 

 
資源向上活動（長寿命化）の交付金単価 

地目 都府県 北海道 
田 ４，４００円／１０ａ ３，４００円／１０ａ 
畑 ２，０００円／１０ａ ６００円／１０ａ 
草地 ４００円／１０ａ ４００円／１０ａ 

出所：要綱別紙 2 の第 6 の 2 の(1)による。 

d) 2016 年度の実施状況 

 農地維持支払交付金の 2016年度（2017年 3月末時点）の取組市町村数は 1,422、取組組織数 29,079、
取組面積は 225.1 万 ha である。取組組織のうち広域活動組織は 807（2.8％）である。施策の対象農

用地面積（農用地区域内の農地等）は全国で 418.9 万 ha あり、そのうち取組面積の占める割合（カ

バー率）は半分強の 53.7％である。カバー率を地目別にみると田 63％、畑 44％、草地 42％であり、

田のカバー率が比較的高くなっている。保全管理の対象施設は水路 41.7 万 km、農道 24.1 万 km、

ため池 46,690 か所である。 
 

図表 159 基本実績の対比（多面的機能支払、2016 年度） 

 
市町村数 

市町村の 
参加率 

取組面積 
(万 ha) カバー率 

農地維持支払 1,422 82.8% 225.1 53.7% 
資源向上支払（共同） 1,286 74.9% 199.6 47.6% 
資源向上支払（長寿命化） 879 51.2% 67.6 16.1% 
（参考）全体値 1,718 100.0% 418.9 100.0% 

 

 
取組組織数 

うち広域

活動組織 
広域組織 
の割合 

 
a b b/a 

農地維持支払 29,079（100.0%） 807 2.8% 
資源向上支払（共同） 23,279（ 80.1%） 747 3.2% 
資源向上支払（長寿命化） 11,880（ 40.9%） 529 4.5% 
出所： 農村振興局（2017a）掲載の数値により作成。 
 
 資源向上支払（共同）の取組市町村数は 1,286、取組組織数 23,279、取組面積は 199.6 万 ha であ

る。取組組織のうち広域活動組織は747（3.2％）である。取組組織数は農地維持支払の組織数の 80.1％
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であり、大多数の取組組織は両方の支払を受けていると考えられる。取組面積の農用地区域内農地

に対するカバー率は半分弱の 47.6％である。このカバー率を地目別にみると田 56％、畑 40％、草

地 35％であり、田のカバー率が比較的高い。また、この資源向上支払（共同）のうち、地目（田）

の取組面積は、農地維持支払の同面積に対して 89％に達する。 
 資源向上支払には農村環境保全活動が義務付けられており、また交付単価の満額交付には多面的

機能の増進を図る活動が求められる。農村環境保全活動のおもな内訳は景観形成・生活環境保全

92.5%（取組件数全体に占める割合）、生態系保全 29.8%、水質保全 20.4%である。多面的機能の増

進を図る活動の主な内訳は、農村環境保全活動の幅広い展開 31.8%、農地周りの共同活動の強化

22.9%、農村文化の伝承・コミュニティの強化 9.0%である。 
 
資源向上支払（共同活動） 

活動内容 件数 構成比 
農村環境保全

活動 
景観形成・生活環境保全 21,542 92.5% 
生態系保全 6,943 29.8% 
水質保全 4,738 20.4% 
水田貯留・地下水かん養 430 1.8% 
資源循環 228 1.0% 

多面的機能の

増進を図る活

動（任意） 

農村環境保全活動の幅広い展開 7,409 31.8% 
農地周りの共同活動の強化 5,320 22.9% 
農村文化の伝承・コミュニティの強化 2,106 9.0% 
地域住民による直営施工 1,538 6.6% 
防災・減災力の強化 1,447 6.2% 
遊休農地の有効活用 1,330 5.7% 
医療・福祉との連携 122 0.5% 

全体 23,279 100.0% 
 
 資源向上支払（長寿命化）の取組市町村数は 879、取組組織数 11,880、取組面積は 67.6 万 ha で

ある。取組組織のうち広域活動組織は 529（4.5％）である。取組組織数は農地維持支払の組織数の

40.9％で半数を下回っている。取組面積の農用地区域内農地に対するカバー率は 16.1％である。こ

のカバー率を地目別にみると田 25％、畑 9％、草地 1％である。また、この取組面積の農地維持支

払の取組面積に対する比率は 30％である。 
 対象施設は水路 21,494km、農道 8,554km、ため池 4,147 か所であり、そのうち 2016 年度に補修ま

たは更新を実施したのは水路 1,322km、農道 552km、ため池 550 か所である。 
 

3) 中山間地域等直接支払 

 本制度の詳細は、主に「中山間地域等直接支払交付金実施要領」（平成 12 年 4 月 1 日付け 12 構

改Ｂ第 38 号農林水産事務次官依命通知）（注）及び「中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用」

（平成 12 年 4 月 1 日付け 12 構改Ｂ第 74 号農林水産省構造改善局長通知）（注）によって定められ

ている。 
（注）最終改正平成 29 年３月 31 日付け 28 農振第 2317 号農林水産事務次官依命通知。 
（注）最終改正平成 29 年３月 31 日付け 28 農振第 2318 号農林水産省農村振興局長通知 
 

a) 考え方 

 実施要領は、冒頭に当施策の趣旨を掲げ、その中でまず水源涵養や洪水防止等の多面的機能によ

って中山間地域等の農業・農村が広く国民を守る役割を果たしていることを述べている。すなわち

「中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源涵養

機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と

豊かなくらしが守られている」。しかし、「中山間地域等では、高齢化が進展する中で平地に比べ自

然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄の増加等により、

多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されている」。その

ため、「耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、
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担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保する観点から、国民の理解の下

に」交付金を交付するとしている（要領 第 1）。 
 
 「交付金の基本的な考え方」では、「生産条件が不利な地域の一団の農用地」が交付金の対象と

なることが示されている（要領 第 2 の 1 の(1)）。公益的機能の観点からある程度の面的なまとま

りが重視されている（山下 2001: p.96）。 
 また、交付の「卒業」条件を定めているのも大きな特徴である（山下（2001））。すなわち「生産

性の向上、付加価値の向上等による農業収益の向上、生活環境の整備等」により、条件不利が克服

されて農業生産活動等（農用地や水路・農道等施設の維持・管理を含む）を自律的に継続できるよ

うになるまで交付を実施する（要領 第 2 の 1 の(2)）。 
 
 交付金の留意点として、国民の理解を得るため透明性を確保することと、WTO 農業協定で削減

対象とならない緑の政策とすること等が挙げられている。この場合における緑の政策の要件は、条

件不利地域を「中立的・客観的基準」に基づき定めることと、支払額は生産と価格から切り離し（デ

カップリング）、かつ当該地域で農業生産を行うことに伴う（つまり他の地域と比べた）「追加の費

用又は収入の喪失」の範囲内とすることである（要領 第 2 の 2 の(1)）。 
 

b) 制度の内容 

 対象地域は地域振興 8 法（注）による指定地域等であり（要領 第 4 の 1）、これが本施策におけ

る中山間地域等の実質的な定義となっている。 
（注）特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄・奄美群島・小笠原諸島の各振興開発特別措

置法。 
 対象農用地の条件は、農振法に定める農用地区域内にある一団の農用地で面積が 1ha 以上あるこ

とに加えて、以下に示す条件不利地の基準のうちいずれかを満たすことである（要領 第 4 の 2）。 
 

・「急傾斜農用地」：勾配が田で 1/20 以上、畑、草地及び採草放牧地で 15 度以上 
・自然条件により小区画・不整形な田 
・「草地比率の高い草地」：積算気温が著しく低く、かつ、草地比率が 70％以上である市町

村内に存する草地（注） 
・「緩傾斜農用地」：勾配が田で 1/100 以上 1/20 未満、畑、草地及び採草放牧地で 8 度以上

15 度未満である農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの 
・高齢化率が 40％以上であり、かつ、耕作放棄率が高く次の式を満たす集落に存する農地

で、市町村長が特に必要と認めるもの 
耕作放棄率 ≧（8%×田面積＋15%×畑面積）÷（田面積＋畑面積）  

・「特認基準」：都道府県知事が定める基準 
 
（注） 北海道で積算気温が低く作目が牧草に限られる地域に配慮したもの（山下 2001: p.114-116）。 
 
 交付金の対象者は集落協定（ないし認定農業者等による個別協定）に基づき 5 年間以上継続して

農業生産活動等を行う農業者等である（要領 第 6 の 1）。ここでいう農業生産活動等とは、「農用

地における耕作、適切な農用地の維持・管理及び水路、農道等の維持・管理」を指す（要領 第 2
の 1 の(2)）。集落協定においては以下に示す取組が求められる（運用 第 7 の 1 の(3)のウ、オ）。

なお、交付金の使用方法は集落協定で定められる（要領 第 6 の 2 の(1)のアの(ｷ)）が、交付金の

概ね 2 分の 1 以上は個人配分にあてることが原則とされている（運用 第 7 の 1 の(4)）。 
 
 

・耕作放棄の防止等の活動 
・水路、農道等の管理活動 
・多面的機能を増進する活動（国土保全機能を高める取組、保健休養機能を高める取組、

自然生態系の保全に資する取組から一つ以上選択） 
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 農業者等への交付額は上記協定の農用地について、地目・区分ごとの交付単価に面積を乗じて算

出される。交付の上限単価は以下に示すとおりであり、その 2 分の 1 が国の交付金である。ただし、

体制整備のための前向きな活動を行っていない場合はこれらの額の 8 割の交付単価となる（要領 

第 6 の 3 の(1)、(2)）。 
 
傾斜農用地等の交付単価（10ａ当たり） 

 
区分   

地目 急傾斜 緩傾斜 草地比率の高い草地 
田 ２１，０００円 ８，０００円  
畑 １１，５００円 ３，５００円  
草地 １０，５００円 ３，０００円 １，５００円 

採草放牧地 １，０００円 ３００円 
  

注１：第 4 の 2 の(2)及び(4)のイに該当する農地（小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある

農用地）については緩傾斜の単価と同額とする。 
注２：特認地域内の対象農用地に係る国の交付金による交付単価は、上表の半分の単価に 2／3 を乗じた額とす

る。 
 
 また、以下の各種の加算措置が用意されている（要領 第 6 の 3 の (2)のイ）。交付単価は以下に

示すとおりであり、国の交付金はその 2 分の 1（特認地域内の対象農用地については 3 分の 1）で

ある。そのうち集落協定の広域化支援については 1 件当たり 2 百万円が上限額である。 
 
・集落連携・機能維持加算 

- 集落協定の広域化支援：複数集落（2 集落以上）が連携して広域の協定を締結し、新たな人材

を確保して、農業生産活動等を維持するための体制づくりを行う場合、協定農用地全体に加算。 
- 小規模・高齢化集落支援：本制度の実施集落が、小規模・高齢化集落の農用地を取り込んで農

業生産活動を行う場合、新たに取り込んだ農用地面積に加算。 
・超急傾斜農地保全管理加算（超急傾斜地（田で 1/10 以上、畑で 20 度以上）の農用地の保全や有

効利用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算）） 
 
各種加算措置の交付単価（10ａ当たり） 

 集落連携・機能維持加算 
超急傾斜農地 
保全管理加算 地 目 集落協定の広域

化支援 
小規模・高齢化集落

支援 
田 ３，０００円 ４，５００円 ６，０００円 
畑 ３，０００円 １，８００円 ６，０００円 

草 地 ３，０００円 
  採草放牧地 ３，０００円 
  （注）集落協定の広域化支援による加算と、小規模・高齢化集落支援による加算の両方を同一農用地が受けることはでき

ない。 
 
 一農業者等当たりの受給額の上限は原則 250 万円であるが、協定の活動経費や共同活動の日当、

多数の構成員からなる生産組織等には適用されない（要領 第 6 の 3 の(3)）。 
 

c) 2016 年度の実施状況 

 全国にある 1,718 市町村数のうち、当施策にかかる協定締結の指針となる促進計画を策定した市

町村は 1,018 あり、そのうち 98%にあたる 994 市町村が交付金を交付した（注）。 
（注）以下、農村振興局（2017b）による。 
 2016年度までに締結された協定数は 25,883協定である。そのほとんどを集落協定が占めており、

個別協定は 533（2.1％）と少ない。同年度の交付面積は 66.1 万 ha であり、対象農用地面積（注）

に対する割合は 82%と大部分を占めている。また、体制整備単価に取り組んだ協定は 17,666 であ

り、協定数全体 25,883 の 68.3％を占め、体制整備単価による交付面積は 57.5 万 ha であり、交付面
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積全体 66.1ha の 87.0％といずれも大きな割合を占めている。 
（注） 農用地区内等の基準を満たす農用地のうち、市町村が対象農用地として促進計画に記載している農用地の面積。 
 

 
協定数 

 
交付面積 

体制整備の取組 
 

構成比 
 

構成比 
あり 17,666 68.3% 574,890 87.0% 
なし 8,213 31.7% 85,838 13.0% 
（参考）全体値 25,883 100.0% 660,728 100.0% 

 
 交付面積の地目別内訳の割合は、全国でみれば田 46.4%、草地 43.1%、畑 8.4%、採草放牧地 2.1%
である。ただし地域差は大きく、都府県においては田が 79.7%、北海道においては草地が 87.0%を

占めている。 
 また、交付基準別にみた内訳の割合は草地比率の高い草地（41.1%）、急傾斜（29.4%）、緩傾斜（27.8%）

がとくに多く、8 法地域内特認（1.4%）、高齢化・耕作放棄地率（0.3%）、小区画・不整形（0.03%）

はごく一部に限られている(p.5)。 
 
地目別・交付基準別の交付面積 

内訳 面積（ha） 構成比 

地
目 

田 306,552 46.4% 
畑 55,182 8.4% 
草地 284,830 43.1% 
採草放牧地 14,163 2.1% 

交
付
基
準 

急傾斜地 194,339 29.4% 
緩傾斜地 183,740 27.8% 
高齢化・耕作放棄地率 1,692 0.3% 
小区画・不整形 175 0.03% 
草地比率の高い草地 271,360 41.1% 
8 法地域内特認 9,423 1.4% 

合計 660,728 100.0% 
 
 加算措置への取組は 3 種類あるが、いずれも協定数、面積ともに中山間地域等直接支払の交付対

象全体の数％以内となっている。 
 
加算措置への取組状況 

 
協定数 

 
面積(ha) 

 
1 協定当たり 

加算措置  構成比  構成比 平均面積(ha) 
集落協定の広域化支援 138 0.5% 15,836 2.4% 114.8 
小規模・高齢化支援 26 0.1% 544 0.1% 20.9 
超急傾斜農地保全管理 1,320 5.1% 14,127 2.1% 10.7 
全体（加算対象以外を含む） 25,883 100.0% 660,728 100.0% 25.5 

 
 集落協定の協定参加者数は合計 59.1 万人であり、そのうち農業者が 87.4％と大部分を占めている、

それ以外に農業に従事している 2 つのカテゴリ（法人（5.3％）、農業生産組織（2.7％））を加える

と全体の 95%に達する。一方、個別協定の締結者は合計 533 人であり、その内訳は認定農業者及び

認定農業者に準ずる者 58.4%、法人 34.6%等である。 
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集落協定参加者の内訳 
協定参加者 実数 構成比 

合計 594,103 100.0% 
農業者 519,149 87.4% 
法人 31,364 5.3% 
農業生産組織 16,302 2.7% 
土地改良区 222 0.0% 
水利組合 1,843 0.3% 
非農業者 22,906 3.9% 
その他 2,317 0.4% 

 
 全国で見ると、集落協定における交付金の配分割合は、個人配分が 52.1％、共同活動向けが 47.9％
である。 
 

4) 環境保全型農業直接支払 

 環境保全型農業直接支払制度の詳細は、おもに「環境保全型農業直接支払交付金実施要綱」（平

成 23 年４月１日 22 生産第 10953 号 農林水産事務次官依命通知）（注）と「環境保全型農業直接

支払交付金実施要領」（平成 23 年 4 月 1 日 22 生産第 10954 号 農林水産省生産局長）に定められ

ている。 
（注）最終改訂は平成 29 年４月１日 28 生産第 2111 号。 
（注）最終改訂は平成 29 年 11 月 15 日 29 生産第 1358 号。 
 

a) 考え方 

 同要綱は「趣旨」の中で、農業の持続的発展と多面的機能の「健全な発揮を図るためには、意欲

ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自

然循環機能を維持・増進することが必要」であり、とくに「我が国における農業生産全体の在り方

を環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多

様性保全に積極的に貢献していくため、より環境保全に効果の高い営農活動が地域でまとまりをも

って取り組まれるよう普及推進を図っていく必要がある」と述べている（要綱 第 1 の 1）。ここで

は多面的機能に加えて、農業の持続的発展や意欲ある農業者、そして地域のまとまりをもった取組

が強調されている。とはいえ、後述するとおり交付金を受ける団体の要件や交付金の配分において

要求される地域のまとまりは、他の施策（多面的機能支払および中山間地域等直接支払）よりも緩

やかなものとなっている。 
 また、「取組推進の基本的な考え方」として、そうした農業生産活動の実施の推進は「地球環境

のみならず、地域環境の保全・向上に資する」ものであり、国・地方公共団体等は「生産性との調

和等に留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬等による環境負荷の軽減、さらには農業が

有する環境保全機能の向上が図られるよう取組を推進する」（要綱 第 4）と述べ、地域環境や生産

性への配慮を示している。 
 

b) 制度の内容 

 交付金は、自然環境の保全に資する農業の生産方式の実施を推進する農業者団体等に対し交付さ

れる（要綱 第 2）。ここでいう農業者団体は、複数の農業者あるいはそれに加えて地域住民等によ

り構成される任意組織である。あるいは所定の要件を満たし市町村が特に認める場合には農業者が

単独で対象となることができる（要領 第 1）。また、これらの農業者はいずれもエコファーマーの

認定（特例あり）を受け、農業環境規範に基づく点検を実施し、主作物の生産を販売目的で行って

いることが要件である（要領 第 2）。 
 交付金を受ける農業者団体等は、事業要件として「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導

入した農業生産活動の実施を推進する活動」を毎年度実施する必要がある（要綱別紙の第 1 の 2）。
この推進活動は、技術向上・理解増進・販売促進等に関する活動を１つ以上実施する必要がある（要
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領 第 3）。 
 対象農地は農業振興地域内（農振法に基づき指定）、あるいは生産緑地地区内（生産緑地法の規

定により定められる）の農地である（要綱別紙の第 1 の 3）。 
 交付の対象となる農業生産活動は、化学肥料・化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則５割以

上低減するとともにカバークロップ（緑肥の作付け）ないしは炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全

に資する施用を行う取組、有機農業の取組、そして都道府県知事の認める地域特認取組である（要

綱別紙の第 1 の 4）。 
 交付単価は以下のとおり 10 アール当たりの金額が定められている。交付を受けた農業者団体等

は交付金を支援対象農業者に配分するほか、団体事務経費に充当することができる（要領 第 8）。 
 
環境保全型農業直接支払の交付単価（10 アール当たり） 

農業生産活動 単価 
カバークロップ ８，０００円 

（ひえを作付けした場合は７，０００円） 
堆肥の施用 ４，４００円 
有機農業 ８，０００円 

（そば等雑穀及び飼料作物は３，０００円） (注 2) 
地域特認取組 ３，０００円～８，０００円(注 3) 

(注 1) いずれも化学肥料・農薬の５割以上低減が必要。 
(注 2) 飼料作物のうち、所定の要件を満たす飼料用米・飼料用稲・WCS 用稲は除く（要領 第 6 の 1）。 
(注 3) 取組内容や交付単価は、都道府県により異なる。要領 別表 1 を参照。 
 
 複数取組に関する交付の条件も定められている。同一圃場で対象活動を複数回行う場合は、2 作

分までの作付面積が交付対象となる（要領 第 5 の 1）。また、2 種類の取組を組み合わせて行うこ

ともできる（ただし都道府県が設定したものに限る）（要領 第 6）。 
 

c) 2016 年度の実施状況 

 2016 年度は 888 市町村で 3,740 件の取組が実施され、実施面積は 84,566ha であった（注）。取組

市町村数は全市町村（1,718）の 51.7％と半数強を占める。また、実施面積が日本の耕地面積（447.1
万 ha）に占める割合は 1.9％である。 
（注） 以下、生産局（2017）による。 
 
 実施面積の構成比を支援対象取組別にみると、地域特認取組が 41.2％と最多であり、次いで堆肥

の施用 21.9％、カバークロップ 19.8％、有機農業 17.1％である。 
 同様に作物区分別にみると、水稲が 70.2％と大半を占め、それ以外は麦・豆類 11.8％、いも・野

菜類 8.1％、花き・その他 7.8％、果樹・茶 2.1％である。 
 

図表 160 支援対象取組別・作物区分別の実施面積 
  面積（ha） 構成比 

取
組 

地域特認取組 34,845 41.2% 
堆肥の施用 18,522 21.9% 
カバークロップ 16,772 19.8% 
有機農業 14,427 17.1% 

作
物
区
分 

水稲 59,375 70.2% 
麦・豆類 9,938 11.8% 
いも・野菜類 6,839 8.1% 
花き・その他 6,635 7.8% 
果樹・茶 1,779 2.1% 

合計 84,566 100.0% 
 
 



 

198 
 

 
参考文献 
天野 英二郎（2014）「多面的機能支払制度の創設 ― 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関す

る法律案 ―」『立法と調査』(352), pp. 54-65, 5 月, 参議院事務局企画調整室.  
生産局（2017）「平成 28 年度 環境保全型農業直接支払交付金の実施状況」農林水産省, ６月. 
農村振興局（2017a）「平成 28 年度 多面的機能支払交付金の実施状況」農林水産省, ６月.  
農村振興局（2017b）「平成 28 年度 中山間地域等直接支払交付金の実施状況」農林水産省, ６月.  
松尾 元（1999）「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律について」『畜産環境情報』

(7), 12 月. 
山下一仁（2001）『制度の設計者が語る わかりやすい中山間地域等直接支払制度の解説』大成出

版社. 
  


