
資料４－４

中山間地域等直接支払制度（第４期対策）

中間年評価に係るアンケート調査票（案）

頁

１ 集落協定用アンケート １

２ 個別協定用アンケート １７

３ 市町村用アンケート ２９

※ 赤（文字）：試行評価時点の内容からの主な変更点（市町村用アンケートを除く）





センサス集落名

都道府県名

市町村名

集落協定名

協定識別コード

中山間地域等直接支払制度に関するアンケート調査票

（第４期対策：平成27年度～）

【集落協定用】

※ 市町村で記載してください
協定識別コードはH28実施状況

調査と整合を取ること
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【集落協定に関する基礎情報】

①

②

③

①

②

③

①

②

③

畜産

末
端
用
水
施
設

無し

※「完備」
用水路と排水路が分離さ
れ、各区画毎に自由な用排
水操作が可能

農地の
状況

田

畑
※「整　形」：方形に整形されている。
　「不整形」：等高線区画等で方形に整形されていない。

不整形整　形(整備済)

作付の状況（ha）

20a未満
20a～

30a未満

集落の取組に関する基礎的な情報について教えて下さい。

協定農用地の内訳（ha）

水稲

果樹
（施設）

整形 不整形

　農地等の整備状況　（該当欄に「○」を記入　＊「水路延長は実数を記入」）

麦
大豆

野菜
（路地）

野菜
（施設）

30a～
50a未満

50a以上

牧草 その他 （　　　　　　　　　　）

果樹
（路地）

※「有り」
スプリンクラー、水源、
幹・支線水路、ファームポ
ンド等、水源が確保され必
要に応じ山水が可能なもの
を整備

農道 完備 不備
※「完備」
幅員３ｍ以上

田

配水施設 その他

有　り

畑

管水路
(パイプライン)

開水路

不　備完　備

田植機 コンバイン 乗用管理機

　農業機械・施設の保有状況（集落協定、機械利用組合、集落営農等で保有）　（中山間地域等直接支払交付金
　を活用して取得した場合は「①」、それ以外の場合は「②」を記入、保有していない場合は未記入）

トラクター

その他

※「農業法人」は、集落営農法人以外の法人（農業者が参加する加工・販売のみの法人を含む）
※「その他法人」は、一般企業、ＮＰＯ法人、ＪＡ出資型法人、第三セクター（農業公社等）等

機械利用組合

農業法人 その他法人集落営農（任意）

認定農業者

集落営農（法人）

乾燥調整施設 育苗施設 集出荷施設 加工施設 直売施設

高収益
作物の
導入

　収益活動の状況　（該当欄に「○」を記入。但し、作物名、品目、生産・販売量、販路は具体的内容を記載）

※「交流施設」は、体験農園の管理棟、伝統文化の伝承・体験施設、宿泊施設、その他都市との交流に供する施設等
※各施設にはプラントのみの場合も該当（例：乾燥調整施設→乾燥機、籾摺り機、選別機）

採草
放牧地

田 畑 草地樹園地

防除機（ＳＳ）

農家レストラン 格納庫・保管庫 交流施設

販売量 kg

販売量 kg

加工は外注・自ら販売

加工

生産量 kg

生産量 kg

生産量 kg

原材料農産物

原材料農産物

原材料農産物

加工
品目

河川
からの
取水

販路

販路

販路

生産量 t

生産量 t

生産量 t

導入作物名

導入作物名

導入作物名

販路

販路

販路販売量 kg

原材料供給のみ

その他 （　　　　　　）

その他の機械・施設

　農業生産活動を担う者（担い手）の有無（協定内）　（該当欄に「○」を記入）

認定農業者

用水

水源の状況

水源から農地(協定区域の入口)までの水路延長（km）

ため池
・ダム

湧水 井戸

販路

販路

販路

自ら加工・販売

直売
販売
品目

- 3 -



【本制度以外の日本型直接支払への取組状況】

【集落の取組に関連して活用した補助事業等】

補助事業等の内容

　○○○事業（国庫）

補助事業等名

直接支払の名称
取組の有無

(取り組んでいる場合は「○」取り組んでいない場合は「×」を記入)

多面的機能支払交付金

環境保全型農業直接支払

※ 　「集落の取組に関連して活用した補助事業等」は、平成２２～２９年度の間でア
ンケートの調査項目・回答内容に関連して、活用したソフト事業（話し合い経費、
地権者や実需者等との調整経費、人件費、新商品開発やマーケティング調査等）や
ハード事業（機械・施設の取得及びリース、土地改良事業等）など主な補助事業を
３事業と経営所得安定対策（水田活用交付金を含む）等の交付金について記載して
下さい(わからない場合は、市町村役場、ＪＡや土地改良区等の関係機関にご確認
して下さい。）。
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　問１

①　協定農用地を拡大し、次期対策にも取り組むことができる

②　協定農用地は現状のままで、次期対策にも取り組むことができる

④　次期対策に取り組むことは困難と思われる

　問２

①　継続されている

②　一部、荒廃しているかもしれない

　問３

①　協定参加者である農家(担い手)

②　協定参加者である法人や生産組織

③　協定参加者である新規就農者

④　現在の協定参加者(集落ぐるみ)

⑤　協定参加者の後継者

⑥　協定外の法人、生産組合、個人

アンケート調査票

＜本制度そのものの評価について＞

　問１で①又は②と回答した集落の方にお伺いします。
　協定農用地は、次期対策期間を含め、10年後も耕作、また
は維持管理が継続されていると思いますか。

　問１で①又は②と回答した集落の方及び問２で①と回答し
た集落の方にお伺いします。
　次期対策～10年後、協定内で耕作、または維持管理の中
心となるのは、どのような方ですか。次の中から１つ選んで下
さい。

　あなたの地域の集落協定は、本制度の次期対策（平成32
年度～）にも取り組むことができると思いますか。

※　選択した回答の「□」にチェックマーク(「☑」)を付けて下さい。

③　次期対策には取り組むが、一部、荒廃が懸念される協定農用地
　 を協定から除外せざるを得ない
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　問４

①　高齢化・後継者不足によるリーダー等の不在

②　高齢化や人口減少により、農道・水路等の管理が困難

③　農業の担い手が不在、または不足

④　農業生産自体の収益が見込めず耕作の継続が困難

⑤　鳥獣被害の拡大

⑥　出役調整や日当の支払いなどの事務負担

⑦　耕作放棄の発生に伴う遡及返還への不安

⑧　その他 →

　問５

①　生産組合や法人の設立、新規就農者など担い手の確保

②　機械・施設の共同利用

③　担い手への農地集積・集約化

④　新規作物、加工・直売による収益の向上

⑤　鳥獣被害の防止

⑥　活動の核となる若手人材の確保

⑦　他集落との連携

⑧　地域運営組織などの農業の枠を超えた自治組織との連携

　問１で③又は④と回答した集落の方及び問２で②と回答し
た集落の方の方にお伺いします。
　次期対策～10年後に、協定農用地の保全・管理、共同活
動の継続的な実施を確保するためにどんなことに取り組んで
いますか、または今後、取り組もうと考えていますか。次の中
から選んで下さい（４つまで）。

　問１で③又は④と回答した集落の方及び問２で②と回答し
た集落の方にお伺いします。
　なぜ、次期対策～10年後は協定農用地の耕作、または維
持管理、農道・水路等の管理等に係る共同活動が出来なく
なると考えていますか。次の中から選んで下さい（３つまで）。
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⑪　取り組んでいない、何をすべきかわからない

　問６

①　組織・法人の設立や農地集積に向けた調整に関する支援

③　新規就農者、地域おこし協力隊、NPO法人など核となる人材の斡旋

④　出役調整や交付金の配分など事務手続の補助

⑤　新規作物の導入や加工・直売に関する技術的支援及び販路の確保

⑦　その他 →

（取組内容）

　問１で③又は④と回答した集落の方及び問２で②と回答し
た集落の方にお伺いします。
　問５で回答した取組を実現、または開始するためには、どの
ような支援が必要ですか。次の中から選んで下さい（３つま
で）。

⑩　①～⑨以外の取組→

⑥　集落の農家動向を踏まえ、高収益作物の導入や加工・直売、
　 都市との交流など集落の目指すべき「将来ビジョン」の提示

⑨　他の交付金との事務局機能の一元化や事務の外注化など
　事務負担の軽減

②　ノウハウを持った第三者による集落内の調整や他集落と連携
　に向けた支援
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　問７

①　生産組合や法人を設立できた、またはその機運が高まった。

③　担い手への農地集積・集約面積、作業委託面積が増加した。

⑧　協定参加者の世代交代(若返り)が進んだ、または気運が高まった。

⑨　若年層の定住化や移住者により集落の人口が維持・増加した。

⑪　寄り合い回数の増加や祭りの復活など地域活動が活発となった。

⑫　その他 →

⑩　地域での役割分担が明確となり、女性や高齢者、子供の活動
　が活発になった。

＜集落の取組に対する自己評価に係るもの＞

　問１で①又は②と回答した集落の方及び問２で①と回答さ
れた集落の方にお伺いします。
　どのような点で次期対策～10年後も協定農用地の耕作、ま
たは維持管理、農道・水路等の管理等の共同活動ができる
体制が整ってきたと思いますか。次の中から選んで下さい（４
つまで）。

②　新規就農者やオペレーターが確保できた、または確保の目処
　が立った。

⑥　棚田オーナー制度や体験農園等の取組により交流人口が増加
　し、地域外からの出資や消費、労働力を呼び込めた、またはその
　目処が立った。

⑦　活動の核となる若手人材を確保できた、または確保できる目処
　が立った。

④　新規作物や有機栽培等を導入し、所得が増加した、または増加
　の目処が立った。

⑤　加工、直売、農家レストラン等に取り組み所得が増加した、または
　増加の目処が立った。
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　問８

②　事務作業を若手が担当するようになり組織運営が効率化した。

③　農業生産の担い手を確保することが出来た。

⑤　その他 →

　問９

①　調整役となる集落リーダーがいた。

②　広範にわたる協定の事務や会計作業を担える適格者がいた。

⑥　地形や圃場条件が類似しており、同じ問題を抱えていた。

⑧　その他 →

①　協定参加者の人数が増え、役割分担を見直すことにより、農地
　の保全・管理や共同活動を効率的に行えるようになった。

【集落協定の広域化に取り組んでいる集落】
※ 協定農用地の合計面積が15ha以上の集落協定、または「集落協定の広域化
支援」に取り組んでいる集落協定の代表者の方にお聞きします。

　問１で①又は②と回答した集落の方及び問２で①と回答さ
れた集落の方にお伺いします。
　どのような点で次期対策～10年後も協定農用地の耕作、ま
たは維持管理、農道・水路等の管理等の共同活動ができる
体制が整ってきたと思いますか。次の中から選んで下さい（２

④　「集落戦略」を作成することで、耕作放棄等による全農地の遡及
　返還がなくなり精神的負担が軽減された。

　問１で①又は②と回答した集落の方及び問２で①と回答さ
れた集落の方にお伺いします。
　集落内における協定面積の拡大や複数集落が連携した広
域協定を締結できた要因は何だと思いますか。次の中から選
んで下さい（３つまで）。

④　協定農用地外又は複数集落で耕作する認定農業者や生産組合
　・法人など担い手による仲介や調整活動への協力があった。

⑤　農道や水路がつながっていることや出入作が多いなど、一体的に
　取組を進めた方が効率的であった。

③　市町村、ＪＡや土地改良区などの関係団体、それ以外のコーディ
　ネーター等による仲介や調整活動に対する支援があった。

⑦　土地改良区やＪＡ支店等の単位であり、会合など昔から交流があった。
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　問１０

②　農業生産の担い手を確保することが出来た。

③　小規模・高齢化集落において、寄り合い回数が増加した。

⑤　その他 →

　問１１

①　超急傾斜の法面の草刈りをより多くの人員で行えるようになった。

⑤　その他 →

【超急傾斜農地保全管理加算に取り組んでいる集落】

　 問１で①又は②と回答した集落の方及び問２で①と回答さ
れた集落の方にお伺いします。
　どのような点で次期対策～10年後も協定農用地の耕作、ま
たは維持管理、農道・水路等の管理等の共同活動が継続で
きる体制が整ってきたと思いますか。次の中から選んで下さ
い（２つまで）。

②　法面や耕作道等の維持・改良、防草シートの設置により、担い手
　の負担が軽減され、担い手による耕作が可能となった。

③　棚田や樹園地で生産された米、果樹等にブランド名を付けて、
　販売することにより、所得が増加した、または増加の目処が立った。

④　農作業体験を含めた交流イベントを開催し、棚田や樹園地等の
　知名度が向上した。

【小規模・高齢化集落支援に取り組んでいる集落】

　問１で①又は②と回答した集落の方及び問２で①と回答さ
れた集落の方にお伺いします。
　どのような点で次期対策～10年後も協定農用地の耕作、ま
たは維持管理、農道・水路等の管理等の共同活動が継続で
きる体制が整ってきたと思いますか。次の中から選んで下さ
い（２つまで）。

①　協定参加者の人数が増え、役割分担を再検討することにより共同
　活動が効率的に行えるようになり、荒廃が懸念されていた農地で耕
作
　が維持できた、又は維持できる見通しが立った。

④　「集落戦略」の作成により、耕作放棄等による全農地の遡及返還
　がなくなり精神的負担が軽減された。
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　問１２

⑦　その他 →

　問１３

⑤　その他 →

⑤　集落間連携による広域化が進み、人材や労働力確保の面で
　実施体制が更に強化された。

【多面的機能支払又は環境保全型直接支払にも取り組んでいる集落】

　本制度に加え多面的機能支払、または環境保全型直接支
払に取り組んだことによりどのような効果がありましたか。次の
中から選んで下さい（２つまで）。

①　水路や農道の維持・管理等の内容が更に充実した(新規の取組、
　取組規模の拡大、施設の改修、回数の増加など)

②　本制度の交付金を担い手の確保や農地集積、６次産業化など
　取組に活用できるようになり、営農継続への気運が高まった。

③　鳥獣被害の防止に取り組めるようになった。

④　有機農業等の高付加価値農業に取り組む気運が高まった。

⑥　活動組織に地域住民や団体などが加わり、寄り合い、祭りや
　伝統行事など地域活動が更に活発になった。

　本制度に加え多面的機能支払、または環境保全型直接支
払に取り組むにあたって課題となったことはありますか。次の
中から選んで下さい（２つまで）。

①　農業生産活動等を継続するための活動(基礎単価部分)の追加
　実施など、本制度に取り組むための要件(ハードル)が高くなった。

②　事業計画の申請書類が別々であったり、出役計画、支払等を
　全て区分する必要があるなど事務負担が増えた。

③　管理対象施設を区分する必要があるなど、現場で活動を実施
　するにあたって、複雑かつ非効率な面があった。

④　交付金返還の仕組みが異なっており、集落の合意形成に苦慮
　した(本制度は、全農地遡及返還、多面的機能支払は当該農地
　のみ遡及返還)。
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　問１４

⑥　作成する予定はない →

　問１５

（理由）

②　他集落と連携した「集落戦略」を作成済み

　問１４で②又は④と回答された集落の方にお伺いします。
　他集落と連携して「集落戦略」を作成、または作成する予定
である場合、集落協定はどのような内容で統合しましたか、ま
たは、統合する予定ですか。次の中から１つ選んで下さい。

②　統合前の各協定の取組に差はあったが、より前向きな取組
   （体制整備や各加算の取り組みなど）を行っている協定の取組
    内容に統一して統合した、または、統合する予定である

①　統合前の各協定の取組に差があったので、それぞれの集落が
　 旧協定の取組内容をそのまま継続する形で統合した、または、
　 統合する予定である。

【「集落戦略」の取組状況】

　全ての集落について、10～15年後の将来を見据えた「集落
戦略」を作成した場合、合計15ha以上の集落協定、または、
集落連携・機能維持加算に取り組む集落協定においては、
協定活動違反(耕作・維持管理がされない)などによる交付金
の遡及返還規定が、全ての農地から協定活動違反をした農
地のみの遡及返還となり、「5年間の確約に対する不安」等が
軽減されますが、この「集落戦略」についてどのように取り組
んでいますか。
次の中から１つ選んで下さい。

①　現在の集落で「集落戦略」を作成済み

③　現在の集落で「集落戦略」を作成予定

④　他集落と連携した「集落戦略」を作成予定

⑤　具体的に取り組んでいないが、農地保全等を継続していく上で
　「集落戦略」は必要であると考えている。
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⑥　その他 →

　問１６

⑥　その他 →

③　統合前の各協定の取組に差があり、より前向きな取組 （体制
　 整備や各加算の取り組みなど）を行っている協定もあったが、
　 協定間の合意形成を図るため、最も基礎的な取組（基礎単価
　 のみなど）を行っている協定の取組内容に統一して統合した、
　 または、統合する予定である

④　統合前の各協定の取組に大きな差がなかったので、取組内容
　 を統一して統合した、または、統合する予定である。

⑤　協定のない集落と連携した、または、連携する予定である（協定へ
の取り込み）。

　問１４で①又は②と回答した集落の方にお伺いします。
　「集落戦略」で示された将来方向実現のための特別な取組
を行っていますか。次の中から選んで下さい（２つまで）。

①　生産組合や法人の設立

②　農地中間管理機構へ農地を貸し付け

③　新規就農者、地域おこし協力隊、NPO法人など新たな担い手の
　確保

④　他集落との連携

⑤　集落全体の課題解決に必要な補助事業の実施

（理由）
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　問１７

④　その他 →

　問１８

⑪　その他 →

①　耕作が困難となった農地等における農業生産

②　除草作業や水路等の維持・管理

③　加工、直売、農家レストラン等の６次産業化

④　棚田オーナー制度や体験農園等の観光事業

⑤　手間のかからない生産や作業の方法等の開発と提案

⑥　農産物の販売促進や若手人材の募集など地域外への情報
　発信と調整活動

⑦　出役計画や交付金の支払い等の事務

⑧　地域の伝統的なお祭りへの参加

⑨　地域に伝わる伝統的な食材、行事等の伝承（小学校等への
　出前事業等の実施）

⑩　高齢者等の買い物、通院等のための送迎サービス

　ＮＰＯ法人、地域おこし協力隊、集落支援員、大学等の教
育機関など農業外の個人・組織は主にどのような活動を行っ
ていますか。次の中から選んで下さい（４つまで）。

【農業外の個人・組織が協定に参加している協定】

　人材確保に関して、現状及び将来の見通しはどうなってい
ますか。次の中から１つ選んで下さい。

①　新たな人材を確保した。

②　半年以内に人材を確保できる見通しがある。

③　人材確保には至っていないが、農地の確保、農業外の就業
　機会、住宅の確保等について、関係機関と協議は進めており、
　受け入れ体制は整いつつある。

【Ｂ要件又は集落協定の広域化、あるいはその両方に取り組んでいる協定】
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　問１９

①　全て

②　５割以上

③　４割程度

④　３割程度

⑤　２割程度

⑤　１割程度

⑥　耕作放棄されない

　問２０

①　取り組む前に比べて大いに高まった。

③　取り組む前とかわらない。

　問２１

＜耕作放棄の発生防止、抑制について＞

＜集落機能の維持について＞

　全ての集落について、中山間地域の農業農村を維持して
いく上で、今後も中山間地域等直接支払制度は必要だと思
いますか。

①　現行の制度のまま、継続する必要がある。

②　制度を一部、見直した上で、継続する必要がある。

③　必要ない。

＜今後の中山間地域等直接支払制度のあり方について＞

　本制度に取り組んでいなければ、協定農用地については
平成27年度から平成31年度の５年間で、どれくらいの農用地
が耕作放棄されると思いますか。次の中から１つ選んで下さ
い

②　取り組む前に比べて一定程度、高まった。

④　取り組む前よりも意識が低下した。

　本制度に取り組むことにより「協働意識（＊）」は集落で定着
したと思いますか。次の中から１つ選んで下さい。
　＊この場合の「協働意識」とは、集落の農地等を保全管理すると
　　いった目標を共有し、ともに力を合わせて活動する意識
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　問２２

　問２３ 　問21で③と回答した集落の方にお伺いします。
今後のどのような方策で集落の農地を維持していこうと考え
ているのか、具体的な内容を教えて下さい。

(具体的な内容を記載して下さい)

　問21で②と回答した集落の方にお伺いします。
具体的にどのような見直しが必要と考えているか具体的な内
容を教えて下さい。

(具体的な内容を記載して下さい)
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協定識別コード

都道府県名

市町村名

協定名

【個別協定用】

※ 市町村で記載してください
協定識別コードはH28実施状況

調査と整合を取ること

中山間地域等直接支払制度に関するアンケート調査票

（第４期対策：平成27年度～）
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【個別協定に関する基礎情報】

①

②

③

①

②

③

①

②

③

その他 （　　　　　　）

水源から農地(協定区域の入口)までの水路延長（km）

用水

水源の状況

ため
池・ダ

ム
湧水 井戸

河川
からの
取水

完　備 不　備 ※「完備」
用水路と排水路が分離さ
れ、各区画毎に自由な用排
水操作が可能

管水路
(パイプライン)

開水路

畑

有　り

自ら加工・販売

生産量 kg 原材料農産物 販路

生産量 kg 原材料農産物 販路
加工

加工
品目

生産量 kg 原材料農産物 販路

加工は外注・自ら販売 原材料供給のみ

※「交流施設」は、体験農園の管理棟、伝統文化の伝承・体験施設、宿泊施設、その他都市との交流に供する施設等
※各施設にはプラントのみの場合も該当（例：乾燥調整施設→乾燥機、籾摺り機、選別機）

　収益活動の状況　（該当欄に「○」を記入。但し、作物名、品目、生産・販売量、販路は具体的内容を記載）

高収益
作物の
導入

導入作物名

導入作物名 生産量 t

生産量 t

導入作物名 生産量 t

販売量 kg直売
販売
品目

販売量 kg

販売量 kg

販路

加工施設 直売施設

農家レストラン 格納庫・保管庫 交流施設 その他の機械・施設

　農業機械・施設の保有状況（中山間地域等直接支払交付金を活用して取得した場合は「①」、それ以外の場合は「②」
を記入、保有していない場合は未記入）

トラクター 田植機 コンバイン

農道 完備 不備
※「完備」
幅員３ｍ以上

乗用管理機 防除機（ＳＳ）

乾燥調整施設 育苗施設 集出荷施設

無し ※「有り」
スプリンクラー、水源、
幹・支線水路、ファームポ
ンド等、水源が確保され必
要に応じ山水が可能なもの
を整備

配水施設 その他

　農地等の整備状況　（該当欄に「○」を記入）

農地の
状況

田

整　形(整備済) 不整形

20a未満
20a～

30a未満

畑 整形 不整形
※「整　形」：方形に整形されている。
　「不整形」：等高線区画等で方形に整形されていない。

30a～
50a未満

50a以上

末
端
用
水
施
設

田

果樹
（路地）

果樹
（施設）

畜産 牧草 その他 （　　　　　　　　　　）

作付の状況（ha）
水稲

麦
大豆

野菜
（路地）

野菜
（施設）

個別協定の取組に関する基礎的な情報について教えて下さい。

協定農用地の内訳（ha） 田 畑 樹園地
採草

放牧地
草地

販路

販路

販路

販路

販路

- 19 -



【本制度以外の日本型直接支払への取組状況】

【集落の取組に関連して活用した補助事業等】

※ 　「集落の取組に関連して活用した補助事業等」は、平成２２～２９年度の間で
アンケートの調査項目・回答内容に関連して、活用したソフト事業（話し合い経
費、地権者や実需者等との調整経費、人件費、新商品開発やマーケティング調査
等）やハード事業（機械・施設の取得及びリース、土地改良事業等）など主な補
助事業を３事業と経営所得安定対策（水田活用交付金を含む）等の交付金につい
て記載して下さい(わからない場合は、市町村役場、ＪＡや土地改良区等の関係機
関にご確認して下さい。）。

補助事業等名 補助事業等の内容

　○○○事業（国庫）

多面的機能支払交付金

環境保全型農業直接支払

直接支払の名称
取組の有無

(取り組んでいる場合は「○」取り組んでいない場合は「×」を記入)
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　問１

①　協定農用地を拡大し、次期対策にも取り組むことができる

②　協定農用地は現状のままで、次期対策にも取り組むことができる

④　次期対策に取り組むことは困難と思われる

　問２

①　継続されている

②　一部、荒廃しているかもしれない

　問３

①　現在の協定者(ご自身。以下「ご自身」とします。)

②　ご自身の後継者

③　ご自身の後継者以外の新規就農者

④　ご自身を含む法人、生産組合

⑤　ご自身以外の個人、法人、生産組合

⑥　集落ぐるみ(集落協定への移行)

　問１で①又は②と回答した方及び問２で①と回答した方に
お伺いします。
　次期対策～10年後、協定内で耕作、または維持管理の中
心となるのは、どのような方ですか。次の中から１つ選んで下
さい。

アンケート調査票

＜本制度そのものの評価について＞

※　選択した回答の「□」にチェックマーク(「☑」)を付けて下さい。

　本制度の次期対策（平成32年度～）にも取り組むことができ
ると思いますか。

③　次期対策には取り組むが、一部、荒廃が懸念される協定農用地
　 を協定から除外せざるを得ない

　問１で①又は②と回答した方にお伺いします。
　協定農用地は、次期対策期間を含め、10年後も耕作、また
は維持管理が継続されていると思いますか。
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　問４

①　ご自身の高齢化や後継者不在により耕作の継続が困難。

③　農道や水路の管理が困難。

④　生産組合や法人の設立に向けた集落の取りまとめ役がいない。

⑤　鳥獣被害の拡大。

⑤　農業生産自体の収益が見込めず耕作の継続が困難

⑥　耕作放棄の発生に伴う遡及返還への不安

⑦　その他 →

　問５

①　生産組合や法人の設立、新規就農者など担い手の確保

②　地域内の他の担い手や集落との機械・施設の共同利用

③　農地集積・集約化による効率化

④　新規作物、加工・直売による収益の向上

⑤　鳥獣被害の防止

⑥　集落ぐるみへの移行(集落協定への移行)

⑦　他地域の担い手、または他集落との連携

⑧　①～⑦以外の取組→

⑨　取り組んでいない、何をすべきか分からない

　問１で③又は④と回答した方及び問２で②と回答した方に
お伺いします。
　なぜ、次期対策～10年後は協定農用地の耕作、または維
持管理が出来なくなると考えていますか。次の中から選んで
下さい（３つまで）。

　問１で③又は④と回答した方及び問２で②と回答した方に
お伺いします。
　次期対策～10年後に、協定農用地の保全・管理を継続する
ために、どんなことに取り組んでいますか、または今後、取り
組もうと考えていますか。次の中から選んで下さい（４つま
で）。

②　これ以上の規模拡大が困難な中、地域内に他の担い手がいない。

（取組内容）
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　問６

①　組織・法人の設立や農地集積に向けた調整に関する支援

③　新規就農者、地域おこし協力隊、NPO法人など核となる人材の斡旋

④　出役調整や交付金の配分など事務手続の補助

⑤　新規作物の導入や加工・直売に関する技術的支援及び販路の確保

⑦　その他 →

　問１で③又は④と回答した方及び問２で②と回答した方に
お伺いします。
　問5で回答した取組を実現、または開始するためには、どの
ような支援が必要ですか。次の中から選んで下さい（３つま
で）。

（アンケートは次頁以降も続きます）

⑥　集落の農家動向を踏まえ、高収益作物の導入や加工・直売、
　 都市との 交流など集落の目指すべき「将来ビジョン」の提示

②　ノウハウを持った第三者による集落内の調整や他の担い手・
　集落との連携に向けた支援

- 23 -



　問７

①　ご自身の後継者が確保できた。

④　担い手への農地集積・集約面積、作業委託面積が増加した。

⑧　集落ぐるみの取組(集落協定への移行)に向けた気運が高まった。

⑨　その他 →

⑦　棚田オーナー制度や体験農園等の取組により交流人口が増加
　し、地域外からの出資や消費、労働力を呼び込めた、またはその
　目処が立った。

　問１で①又は②と回答した方及び問２で①と回答された方
にお伺いします。
　どのような点で次期対策～10年後も協定農用地の耕作、ま
たは維持管理ができる体制が整ってきたと思いますか。次の
中から選んで下さい（４つまで）。

⑤　新規作物や有機栽培等を導入し、所得が増加した、または増加
　の目処が立った。

⑥　加工、直売、農家レストラン等に取り組み所得が増加した、または
　増加の目処が立った。

＜取組に対する自己評価に係るもの＞

②　生産組合や法人を設立できた、またはその機運が高まった。

③　新規就農者やオペレーターがなど新たな担い手が確保できた、
　またはその気運が高まった。

- 24 -



　問８

①　法面の草刈りに要する人員を確保出来るようになった(雇用等)。

⑤　その他 →

　問９

⑧　その他 →

　本制度に加え多面的機能支払、または環境保全型直接支
払に取り組んだことによりどのような効果がありましたか。次の
中から選んで下さい（３つまで）。

④　農作業体験を含めた交流イベントを開催し、棚田や樹園地等の
　知名度が向上した。

【多面的機能支払又は環境保全型直接支払にも取り組んでいる方】

④　共同作業を通じ、集落ぐるみでの農地の耕作、または維持管理
　に向けた機運が高まった。

③　鳥獣被害の防止に取り組めるようになった。

【超急傾斜農地保全管理加算に取り組んでいる方】

　 問１で①又は②と回答した方及び問２で①と回答された方
にお伺いします。
　どのような点で次期対策～10年後も協定農用地の耕作、ま
たは維持管理が継続できる体制が整ってきたと思いますか。
次の中から選んで下さい（２つまで）。

②　法面や耕作道等の維持・改良、防草シートの設置により、管理
　作業に係る負担が軽減され、耕作等の継続が可能となった。

③　棚田や樹園地で生産された米、果樹等にブランド名を付けて、
　販売することにより、所得が増加した、または増加の目処が立った。

⑦　活動組織に地域住民や団体などが加わり、寄り合い、祭りや
　伝統行事など地域活動が更に活発になった。

⑤　有機農業等の高付加価値農業に取り組む気運が高まった。

⑥　集落間連携による広域化が進み、人材や労働力確保の面で
　農地の耕作、または維持管理に向けた体制が強化された。

①　水路や農道の維持・管理等作業が軽減され、営農継続や規模
　拡大、６次産業化等の取組が可能となった。

②　本制度の交付金を農業機械の導入や雇用拡大に活用できるよう
　になり、営農継続や規模拡大、６次産業化等の取組が可能となった。
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　問１０

⑤　その他 →

　問１１

⑪　その他 →

　本制度に加え多面的機能支払、または環境保全型直接支
払に取り組むにあたって課題となったことはありますか。次の
中から選んで下さい（２つまで）。

①　農業生産活動等を継続するための活動(基礎単価部分)の追加
　実施など、本制度に取り組むための要件(ハードル)が高くなった。

②　事業計画の申請書類が別々であったり、出役計画、支払等を全て
　区分する必要があるなど事務負担が増えた。

③　加工、直売、農家レストラン等の６次産業化

⑨　地域に伝わる伝統的な食材、行事等の伝承（小学校等への出前
　事業等の実施）

⑩　高齢者等の買い物、通院等のための送迎サービス

⑧　地域の伝統的なお祭りへの参加

⑦　出役計画や交付金の支払い等の事務

④　棚田オーナー制度や体験農園等の観光事業

①　耕作が困難となった農地等における農業生産

⑤　手間のかからない生産や作業の方法等の開発と提案

⑥　農産物の販売促進や若手人材の募集など地域外への情報発信
　と調整活動

②　除草作業や水路等の維持・管理

　ＮＰＯ法人、地域おこし協力隊、集落支援員、大学等の教
育機関など農業外の個人・組織の方は主にどのような活動を
行っていますか。次の中から選んで下さい（４つまで）。

③　管理対象施設を区分する必要があるなど、現場で活動を実施
　するにあたって、複雑かつ非効率な面があった。

④　交付金返還の仕組みが異なっており、集落の合意形成に苦慮
　した(本制度は、全農地遡及返還、多面的機能支払は当該農地のみ
　遡及返還)。

【農業外の個人・組織の方】
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　問１２

①　全て

②　５割以上

③　４割程度

④　３割程度

⑤　２割程度

⑤　１割程度

⑥　耕作放棄されない

　問１３

　問１４

　問１５

＜今後の中山間地域等直接支払制度のあり方について＞

(具体的な内容を記載して下さい)

　全ての方にお伺いします。
　中山間地域の農業・農村を維持していく上で、今後も中山
間地域等直接支払制度は必要だと思いますか。

①　現行の制度のまま、継続する必要がある。

②　制度を一部見直した上で、継続する必要がある。

③　必要ない。

　問13で②と回答した方にお伺いします。
具体的にどのような改善が必要と考えているか具体的な内容
を教えて下さい。

(具体的な内容を記載して下さい)

　問13で③と回答した方にお伺いします。
今後のどのような方策で農地を維持していこうと考えているの
か、具体的な内容を教えて下さい。

＜耕作放棄の発生防止、抑制について＞

　本制度に取り組んでいなければ、協定農用地については平
成27年度から平成31年度の５年間で、どれくらいの農用地が
耕作放棄されると思いますか。次の中から１つ選んで下さい。
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都道府県名

市町村名

中山間地域等直接支払制度に関するアンケート調査票

（第４期対策：平成27年度～）

【市町村用】
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　問１

①　新規協定や協定農用地を拡大し、次期対策にも取り組むことができる

②　協定農用地は現状のままで、次期対策にも取り組むことができる

④　一部の協定では、次期対策に取り組むことは困難と思われる

　問２

①　継続されている

②　一部の農地が荒廃する協定が出てくるかもしれない

　問３

①　高齢化・後継者不足によるリーダー等の不在

②　高齢化や人口減少により、農道・水路等の管理が困難

③　農業の担い手・後継者が不在、または不足

④　農業生産自体の収益が見込めず耕作の継続が困難

⑤　鳥獣被害の拡大

⑥　出役調整や日当の支払いなどの事務を担う者が不在、又は不足

⑦　耕作放棄の発生に伴う遡及返還への不安

⑧　その他 →

アンケート調査票

＜本制度そのものの評価について＞

　さらに、市町村内の協定農用地は、次期対策～10年後も耕
作、または維持管理が継続されていると思いますか。

　一部の農地が荒廃すると考えられる協定ではどのような問
題を抱えていますが。次の中から選んで下さい（３つまで）。

※　選択した回答の「□」にチェックマーク(「☑」)を付けて下さい。

　市町村内の集落協定等は、本制度の次期対策（平成32年
度～）にも取り組むことができると思いますか。

③　次期対策には取り組むが、一部、荒廃が懸念される協定農用地
　 を協定から除外せざるを得ない協定がある
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　問４

①　生産組合や法人の設立、新規就農者など担い手の確保

②　機械・施設の共同利用

③　担い手への農地集積・集約化

④　新規作物、加工・直売による収益の向上

⑤　鳥獣被害の防止

⑥　活動の核となる若手人材の確保

⑦　他集落との連携（協定の広域化等）

⑧　地域運営組織などの農業の枠を超えた自治組織との連携

　問５

①　組織・法人の設立や農地集積に向けた調整に関する支援

③　新規就農者、地域おこし協力隊、NPO法人など核となる人材の斡旋

②　ノウハウを持った第三者による集落内の調整、他集落や地域
　運営組織などの自治組織との連携に向けた支援

⑩　①～⑨以外の取組→

⑨　他の交付金との事務局機能の一元化や事務の外注化など
　事務負担の軽減

（取組内容）

　一部の農地が荒廃すると考えられる協定では５～10年後
に、協定農用地の保全・管理、共同活動の継続的な実施を
確保するためにどんなことに取り組む必要があると考えてい
ますか。次の中から選んで下さい（４つまで）。

　問４で回答した取組を地域において進めるにあたって、ど
のような支援が必要と考えていますが。次の中から選んで下
さい（３つまで）。
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⑤　新規作物の導入や加工・直売に関する技術的支援及び販路の確保

⑦　その他 →

　問６

【要件等の見直し】

④　出役調整や交付金の配分など事務手続の補助する者の確保や
　組織の立ち上げ

③　全額遡及返還の免除事由に地域再生法に基づく地域農林水産
　業施設、または整備誘導施設への転用を追加

①　個人受給上限額の引き上げ（100万円→250万円）

　平成27年度からの新たな対策で、効果的と思われるものは
何ですか（複数回答可）。

②　全額遡及返還の免除事由に家族の病気その他これらに類する
　事由を追加

⑥　「集落戦略」を作成することで、耕作放棄された時などの全農地
　に係る交付金の全額返還を、耕作放棄等がされた農地のみの返還
　とする仕組み

⑦　当該農地のみの返還事由に、「発電シート等の支柱以外の設備」
　を追加

④　一部返還事由に、協定に参加する農家以外の者の住宅への
　転用を追加

⑤　一部返還事由に、林業又は水産業関連施設（地域農林水産業
　関連施設を除く）への転用を追加

⑥　集落の農家動向を踏まえ、高収益作物の導入や加工・直売、
　 都市との 交流など集落の目指すべき「将来ビジョン」の提示
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【体制整備要件】

（Ａ要件）

（Ｂ要件）

【加算措置】

　問７

⑨　活動メニューを「農業生産性」に整理・再編（１０項目→５項目）

⑩　活動メニューを女性・若者・ＮＰＯ法人等の参画を得た取組に
　整理・再編

⑪　超急傾斜農地保全管理加算の新設

⑧　協定認定年度以降に採択された土地改良事業に伴う地目変更
　（田→畑など）について、当該農地の交付金単価を４期対策期間中
　は、変更前の地目の単価とする経過措置

　協定参加者の高齢化や減少に対処するため、複数の集落
が連携し、協定活動の中心となる人材や農業生産の担い手
を確保するなど取組体制を強化していくことが重要ですが、
市町村内の集落等における協定の連携・統合（広域化等）の
動きについて教えて下さい。次の中から１つ選んで下さい。

①　着実に進んでいる

②　ある程度、進んでおり、今後は着実に進む見込である。

③　広域化等の動きは遅れているが、広域化等の必要性について、
　集落等の理解か進んでおり、今後の進捗が見込める。

④　進んでいない。

⑫　集落協定の広域化支援（集落連携・機能維持加算）の拡充（本制
　度を実施している集落との連携も加算対象）

【集落協定の広域化】
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　問８

⑦　その他 →

⑥　特に課題はない。

②　関係する集落や参加者の活動方針・内容、交付金の使途に差が
　あり、意見がまとまらない。

③　農業生産を担える担い手や集落営農組織がいない、または
　不足している。

　協定の広域化等を進めるにあたっての課題があれば教え
て下さい（複数回答可）。

①　関係する集落や参加者の意見をまとめていける力量をもった
　リーダーがいない。

④　広範にわたる協定の事務や会計作業を担える適格者がいない。

⑤　専任の事務担当者の設置等に必要な経費（人件費や事務経費）
　の増加について参、加者の理解が得られない、または、不足して
　いる。

（アンケートは次頁以降も続きます）
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　問９

　問１０

【集落戦略の取組】

　全ての集落について、10～15年後の将来を見据えた「集落
戦略」を作成した場合、合計15ha以上の集落協定、または、
集落連携・機能維持加算に取り組む集落協定においては、
協定活動違反(耕作・維持管理がされない)などによる交付金
の遡及返還規定が、全ての農地から協定活動違反をした農
地のみの遡及返還となり、「5年間の確約に対する不安」等が
軽減されますが、市町村内の集落等における集落戦略の作
成の動きについて教えて下さい。次の中から１つ選んで下さ
い。

①　集落の会合等において、地域の農業者の状況を示した上で、
　集落戦略の趣旨、メリット等について周知

②　集落戦略の「協定農用地の将来像」に関する事務支援（地番、
　地目、管理者等のリスト作りや意向調査の実施など）

③  他集落とのマッチングなど広域協定の締結（協定の統合等）に
　対する支援（15haを超える規模の協定づくりや集落連携・機能維
　持加算への取組の推進）

①　作成は着実に進んでいる。

②　作成は、ある程度、進んでおり、今後は着実に作成が進む
　見込である。

　「集落戦略」の作成を進めることや、同戦略の将来方向を実
現するため、市町村では特別な取組を行っていますか。次の
中から選んで下さい（複数回答可）。

④　生産組合や法人の設立に向けた支援

⑤　農地中間管理機構との連携

⑥　新規就農者、地域おこし協力隊、NPO法人など新たな担い手の
　確保

③　作成は遅れているが、集落戦略の必要性について、集落等
　の理解か進んでおり、今後、作成の進捗が見込める。

④　作成は進んでいない。
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⑥　その他 →

　問１１

⑨　その他 →

⑥　農地情報の公開や農業法人等とのマッチングなど新規就農者
　の積極的な募集・受け入れを行っている。

⑦　就業機会（仕事）の照会・斡旋、空き家の紹介・調整や農家住宅
　の整備など所得・生活面での支援を行っている。

⑧　協定活動の事務作業に伴う経費（人件費等）や家賃等への支援
　など経費面での支援を行っている。

④　地域おこし協力隊等の積極的な募集・受け入れを実施している。

⑤　地域の自然、農林業、伝統文化などを活用した都市との交流を
　継続的に実施する中で、人材募集を行っている。

⑦　集落全体の課題解決に必要な補助事業の実施

【人材確保の取組】

③　移住・定住・地域おこしに関連したイベント、フェアに参加し、
　人材募集を行っている。

　協定の活動を強化していくため、内外を問わず新たな人材
の確保が重要ですが、市町村では人材確保のためどのよう
な取組を行っていますか。次の中から選んで下さい（複数回
答可）。

①　新たな人材募集のチラシを作成し、内外のイベントで配布している。

②　地元市町村のホームページに募集ページを掲載している。
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　問１２

①　全て

②　５割以上

③　４割程度

④　３割程度

⑤　２割程度

⑤　１割程度

⑥　耕作放棄されない

　問１３

①　取り組む前に比べて大いに高まった。

③　取り組む前とかわらない。

　本制度に取り組んでいなければ、市町村内の協定農用地
については平成27年度から平成31年度の５年間で、どれくら
いの農用地が耕作放棄されると思いますか。次の中から１つ
選んで下さい。

　本制度に取り組むことにより「協働意識（＊）」は各集落で定
着したと思いますか。次の中から１つ選んで下さい。
　＊この場合の「協働意識」とは、集落の農地等を保全管理すると
　　いった目標を共有し、ともに力を合わせて活動する意識

②　取り組む前に比べて一定程度、高まった。

④　取り組む前よりも意識が低下した。

＜耕作放棄の発生防止、抑制について＞

＜集落機能の維持について＞
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　問１４

　問１５

　問１６

　

　問14で③と回答した市町村の方にお伺いします。
今後のどのような方策で地域の農地を維持していくのが有効
と考えているのか、具体的な内容を教えて下さい。

(具体的な内容を記載して下さい)

　中山間地域の農業農村を維持していく上で、今後も中山間
地域等直接支払制度は必要だと思いますか。

①　現行の制度のまま、継続する必要がある。

②　制度を一部見直した上で、継続する必要がある。

③　必要ない。

　問14で②と回答した市町村の方にお伺いします。
具体的にどのような改善が必要と考えているか具体的な内容
を教えて下さい。

(具体的な内容を記載して下さい)

＜今後の中山間地域等直接支払制度のあり方について＞
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