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都道府県特認基準の設定・変更の概要都道府県特認基準の設定 変更の概要

平成２３年２月２８日



１．都道府県特認基準について

本制度においては、その交付金の対象地域及
び対象農用地の基準（通常基準）として 特定 対象地域 対象農用地

【対象地域及び対象農用地に係る制度の仕組み】

び対象農用地の基準（通常基準）として、特定
農山村法等の地域振興立法の指定地域における
傾斜要件等を満たす農用地を定めている。
これに加えて、中山間地域等における地域の

多様性に配慮し 地域の実態に応じて 自然

【地域振興立法８法の指定地域】

○特定農山村法
○山村振興法
○過疎地域自立促進特別措置法

対象地域

【通常基準】

○急傾斜（田１／20以上、畑・草地15度以上）
○自然条件により小区画・不整形な田
草地率 高 地域 草地

対象農用地

多様性に配慮し、地域の実態に応じて、自然
的・経済的・社会的条件が不利な地域及び通常
基準に準ずる基準（特認地域、特認基準）を都
道府県知事が定めることとしている。

○過疎地域自立促進特別措置法
○半島振興法
○離島振興法
○沖縄振興特別措置法
○奄美群島振興開発特別措置法
○小笠原諸島振興開発特別措置法

○草地率の高い（70％以上）地域の草地

（市町村長が特に必要と認めるもの）

○緩傾斜 田１／100～１／20
畑・草地８度～15度

○高齢化率 耕作放棄率が高い農地

一般部分

【特認地域：８法地域外】

○地域の実情に応じて都道府県知事
が指定する自然的・経済的・社会

○高齢化率・耕作放棄率が高い農地

【特認基準】

○通常基準に準ずるものとして知事が定
める基準

特認部分

２． 設定・変更の状況

(1) 設定・変更
が指定する自然的 経済的 社会
的条件が不利な地域

例：８法の地域外において、
・これら地域に接する農用地
・農林統計上の中山間地域 等

める基準

（８法地域内）
・沖縄及び鹿児島県の遠隔離島地域の
農用地
（８法地域外）
・実績なし。

特認部分

６県（新潟県、島根県、山口県、長崎県、
鹿児島県及び沖縄県）

(2) 設定・変更の背景
国は 中山間地域等直接支払交付金について

参考：平成２２年度における特認基準に係る実施状況（見込み）
○ 特認基準の設定状況

鹿児島県 奄美群島（加計呂麻島 請島 与路島）内の農用地

国は、中山間地域等直接支払交付金について、
農業者戸別所得補償制度の本格実施に当たり、
条件不利地域における適切な補完となるよう、
地域振興立法８法の指定地域内の傾斜地以外の
条件不利地域を傾斜地並の支援対象とする等の ・鹿児島県：奄美群島（加計呂麻島、請島、与路島）内の農用地

・沖縄県：遠隔離島（南大東島等）の農地

○ 協定締結面積

・鹿児島県：なし

・沖縄県：３，５９３ha

条件不利地域を傾斜地並の支援対象とする等の
見直しを行うこととしている。

これを受け、傾斜地と同等の条件不利性が認
められる離島の平地を抱える県では、平成２３
年度 ら適用す 特認基準 設定 変更年度から適用する特認基準の設定又は変更の手
続きに着手している。
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【参考】特認基準に係る規定（中山間地域等直接支払交付金実施要領及び実施要領の運用より抜粋）

○対象農用地（実施要領第４の２）

(1) 勾配が田で1/20以上、畑、草地及び採草放牧地で15度以上である農用地(以下「急傾斜農用地」という。)

(2) 自然条件により小区画・不整形な田

＜中略＞

(5) (1)から(4)までの基準に準ずるものとして、都道府県知事が定める基準(以下「特認基準」という。)に該当する農用地

○特認地域及び特認基準（実施要領の運用第３の12）○特認地域及び特認基準（実施要領の運用第３の12）

(1) 特認地域及び特認基準の設定及び変更

都道府県知事は、実施要領第４の１の(9)の特認地域及び同２の(5)の特認基準の設定及び変更に当たっては、別記４を参考にして、

次のア又はイに掲げるデータを実施要領第８の２の中立的な第三者機関に提出し、審査検討を行うものとする。

ア ８法地域については 傾斜地等と同等の農業生産条件の不利性があり 他の農用地に比べ耕作放棄率が高いことを示すデータア ８法地域については、傾斜地等と同等の農業生産条件の不利性があり、他の農用地に比 耕作放棄率が高いことを示すデ タ

イ ８法外地域(実施要領第４の１の(1)から(8)まで以外の地域をいう。以下同じ。)については、自然的・経済的・社会的条件の悪い

地域で、かつ、農業生産条件の不利性があることを示すデータ

(2) 都道府県知事は、中立的な第三者機関で審査された特認地域及び特認基準について、「○○県における特認基準の制定（変更）につ

いて（提出）（参考様式第１号）」に次表に掲げる必要なデータを添付し、地方農政局長（北海道にあっては直接、沖縄県にあっては

沖縄総合事務局長）を経由して農村振興局長に協議する。

地域・農用地区分 データの提出

８法地域 農業生産条件の不利な農用地
農業生産条件の不利性を示すデータ
① コスト格差
② 耕作放棄率が他の農用地に比べ高いこと。

(3) 国による特認地域及び特認基準の調整手続き

都道府県知事から(2)の協議を受けた農村振興局長は、実施要領第８の１の第三者機関の意見を聴き、必要があれば各都道府県の特

認地域及び特認基準の調整を行うものとする。また、農村振興局長は、調整結果を、「○○県における特認基準の制定（変更）につい

て（通知）（参考様式第２号）」により地方農政局長（北海道にあっては直接、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）を経由して都道

府県知事に通知する。

○特認基準のガイドライン（実施要領の運用別記４）

都道府県知事は、次に掲げるガイドラインを参考に特認基準を策定する。

域内 農
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１ ８法地域内の農用地

８法地域内の農用地にあっては、勾配が田で1/100以上、畑、草地又は採草放牧地で８度以上の農用地と同等の農業生産条件の不利

性があり、他の農用地に比べて耕作放棄率が高いこと。



３．設定・変更の内容

今回、予定している設定・変更は、全ての県において
８法地域内における特認基準であり、以下のとおり。

④ 長崎県
(1) 設定
① 新潟県
(ｱ) 特認基準案：離島振興法に基づき指定された離島振興
対策実施地域であって、次表に

④ 長崎県
(ｱ) 特認基準案：条件不利性を有する架橋されていない離
島地域に存する団地の主傾斜が、水田の1/100未満、畑
で８度未満（佐世保市黒島、佐世保市高島、平戸市度島、
松浦市黒島、西海市松島を除く）である農用地市名 対象地目

掲げる市の傾斜地以外の農用地
(ｲ) 対象地域：佐渡市
(ｳ) 適用単価：緩傾斜単価（田 8,000円、畑 3,500円）

② 島根県

(ｲ) 対象地域：対馬市、壱岐市、五島市、小値賀町、新上
五島町、佐世保市（旧宇久町、黒島、高島）、平戸市
（旧大島村、度島）、松浦市（黒島）、西海市（松島）

(ｳ) 適用単価：緩傾斜単価（田 8,000円、畑 3,500円）

市名 対象地目

佐渡市 田、畑

(ｱ) 特認基準案：地域振興３法（過疎法、離島振興法、特
定農山村法）いずれにも指定された地域であって、次表
に掲げる町村の対象地目の農
用地。但し、傾斜基準により、
急傾斜単価の交付が可能な農

(2) 変更
① 鹿児島県
(ｱ) 特認基準変更案：離島であって、農業生産条件が悪
い平地農用地

町村名 対象地目

海士町 田、畑、草地

西ノ島町 田 畑 草地急傾斜単価の交付が可能な農
用地については傾斜基準によ
り急傾斜単価を適用する。

(ｲ) 対象地域：隠岐の島町、海士町、西ノ島町及び知夫村
(ｳ) 適用単価：コスト格差に応じて急傾斜単価も適用
田 21 000円(西ノ島町) 8 000円（海士町 隠岐の島町）

い平地農用地
(ｲ) 対象地域：現行対象地域（瀬戸内町（加計呂麻島、
請島、与路島）を奄美市、薩摩川内市甑島、長島町獅
子島、十島村、屋久島町、大和村、宇検村、龍郷町及
び瀬戸内町（全域）に変更

西ノ島町 田、畑、草地

知夫村 畑、草地

隠岐の島町 田、畑、草地

田 21,000円(西ノ島町)、8,000円（海士町、隠岐の島町）
畑 11,500円（全町村）
草地 10,500円（海士町、西ノ島町、知夫村）

3,000円（隠岐の島町）

③ 山口県

(ｳ) 適用単価：緩傾斜単価（田 8,000円、畑 3,500円）

② 沖縄県
(ｱ) 特認基準変更案：沖縄本島から離れていることで農
業生産条件の不利な農用地

③ 山口県

(ｱ) 特認基準案：離島振興法に基づき指定された離島振興
対策実施地域に存する農用地区域内に存在する１ha以上
の面積を有する一団の農用地であって、農業生産条件の
不利性を有する勾配が1/100未満の田及び８度未満の畑

(ｲ) 対象地域：現行対象地域（南大東村、北大東村、多
良間村、与那国町、伊平屋村、伊是名村、竹富町）に
粟国村、渡名喜村、渡嘉敷村、座間味村、南城市（久
高島）、伊江村、久米島町、うるま市（津堅島）、本
部町（水納島） 宮古島市及石垣市を追加不利性を有する勾配が / 未満 田及び 度未満 畑

(ｲ) 対象地域：萩市（見島、相島）
(ｳ) 適用単価：緩傾斜単価（田 8,000円、畑 3,500円）

部町（水納島）、宮古島市及石垣市を追加
(ｳ) 適用単価：緩傾斜単価

（田 8,000円、畑 3,500円、草地 3,000円）
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