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都市農業機能発揮対策事業実施要綱（案）

平成27年４月９日付け26農振第1996号

農林水産事務次官依命通知

最終改正 平成28年４月 日付け27農振第 号

第１ 趣旨

都市農業は、新鮮で安全な農産物の都市住民への供給、身近な農作業体

験や交流の場の提供、災害時の防災空間の確保、心安らぐ緑地空間の提供

等の多様な機能を有しており、これらの機能が将来にわたって十分に発揮

されるよう、その振興を図る必要がある。

加えて、平成27年４月に制定された都市農業振興基本法（平成27年法律

） 、 （ 「 」第14号 に基づき 都市農業を営むために利用する農地 以下 都市農地

という ）の適正な保全のための施策を講ずることが求められている。

このため、都市農業の制度に関する調査・検討や、都市農業の意義の啓

発を進めるとともに、都市農業を継続的に営むための支援や都市農地の保

全と有効活用に寄与する福祉農園の拡大・定着等を進め、もって、都市農

業の持続的な振興を図ることを目的として、本事業を実施する。

第２ 事業内容等

本事業の内容は次に掲げるとおりとし、具体的な事業内容、事業実施主

体、補助金の交付を受けるための選定要件等は別表に定めるものとする。

１ 都市農業制度検討調査委託事業

都市農業の多様な機能の発揮を促進するため、国土交通省と連携し、

都市農業に関する制度等について実証的、即地的に調査を行う。

２ 都市農業機能発揮推進事業

（１）都市農業機能発揮支援事業

都市農業の多様な機能について、広く国民の理解を醸成するため、

① 都市農業の多様な機能を活用した取組に関する専門家の派遣

② 都市農業の多様な機能の意義を広く国民に周知するための効果的

な情報発信手法の開発及び啓発事業の開催

等を支援する。

（２）都市農業機能維持支援事業

都市農業の多様な機能が持続的に発揮されるために必要となる都市

農業における経営の円滑な継承を促すため、都市農業に関する税制度

の周知や相続に関する助言を行う講習会等を全国で開催するための活
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動を支援する。

（３）福祉農園全国支援事業

都市農地の保全と有効活用に寄与する福祉農園の全国展開を推進す

るため、福祉農園の全国への普及に向けた開設支援、機運醸成等の活

動を支援する。

（４）福祉農園地域支援事業

福祉農園の全国展開のための普及モデルを創出するため、福祉農園

の開設・充実に取り組もうとする個別の団体等を対象として、

① 専門的な知見を有する職員等の育成

② 新たに取組を目指す事業者等の視察や研修の受入れ

等の活動を支援する。

（５）防災協力農地等地域支援事業

都市農業の多様な機能の一つである防災機能を強化するため、地方

公共団体、都市農業者及び都市住民で組織する団体等が取り組む、

① 防災協力農地が持つ防災機能の地域住民等への周知

② 防災協力農地を活用した防災訓練の実施

③ 防災協力農地に指定された都市農地及び附帯する農業関連施設

の維持管理等の活動及び都市農地の防災機能を強化するために必

要な簡易な施設整備

を支援する。

３ 都市農業機能発揮整備事業

福祉農園の全国展開のための普及モデルを創出するため、農園等の開

設・充実に必要となる施設等の新設・改修等を支援する。

第３ 事業実施期間

各事業の実施期間は、原則として、次に掲げる期間を上限とする。

１ 都市農業制度検討調査委託事業は２年間

２ 都市農業機能発揮推進事業は２年間

３ 都市農業機能発揮整備事業は１年間

第４ 事業の公募

１ 農村振興局長等（農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局長」と

いう ）及び国土交通省都市局長をいう。以下同じ ）は、第２の１の。 。

事業（以下「委託事業」という ）について、農村振興局長等が別に定。

、 、める委託事業公募要領により 委託事業の提案書の公募及び選定を行い

事業実施団体を選定するものとする。

２ 農村振興局長は、第２の２及び３の事業について、農村振興局長が別
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に定める公募要領により、事業実施提案書の公募及び採択を行い、事業

実施主体を採択するものとする。

第５ 事業実施の手続

１ 委託事業

農村振興局長は、第４の１により選定された団体（以下「公募団体」

という ）と、農村振興局長等が別に定める委託事業公募要領により、。

委託契約の手続を行う。

２ 都市農業機能発揮推進事業及び都市農業機能発揮整備事業

（１）第４の２により採択された事業実施主体（以下「事業実施主体」と

いう ）は、農村振興局長が別に定めるところにより、都市農業機能。

発揮対策事業実施計画（以下「事業実施計画」という ）を作成し、。

農村振興局長に提出するものとする。

（２）農村振興局長は （１）により提出された事業実施計画の内容、対、

象経費等を精査し、本要綱及び関連する要領等に照らして適当である

と認める場合には、これを承認するものとする。

（ ） （ 。）３ 事業実施計画の重要な変更 農村振興局長が別に定めるものに限る

については （１）及び（２）に準ずるものとする。、

（４）事業実施主体は、初年度以降は、農村振興局長が別に定めるところ

により、都市農業機能発揮対策事業年度別実施報告及び実施計画書を

作成し、これを農村振興局長に提出するものとする。

第６ 助成

国は、予算の範囲内で、農村振興局長が別に定める経費について、事業

実施主体に助成するものとする。

第７ 完了報告等

１ 委託事業

公募団体は、第５の１の委託契約に基づき、成果物を農村振興局長に

提出する。

２ 都市農業機能発揮推進事業及び都市農業機能発揮整備事業

事業実施主体は、第５の２の（２）の規定により農村振興局長が承認

した事業実施計画に基づく全ての事業が完了したときは、農村振興局長

が別に定めるところにより、農村振興局長に報告するものとする。

第８ 事業実施結果の評価

１ 事業実施主体は、農村振興局長が別に定めるところにより、福祉農園
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地域支援事業及び防災協力農地等地域支援事業にあっては、事業開始年

、 （ 。 。）度の翌年度から 目標年度 事業完了年度の翌年度をいう 以下同じ

の翌年度までの毎年度において、都市農業機能発揮整備事業にあっては

目標年度の翌年度において、事業実施計画に定められた目標の達成状況

等について評価を行い、農村振興局長に報告するものとする。

、 、２ 農村振興局長は １により事業実施主体から報告された評価について

農村振興局長が別に定めるところにより、その内容を評価し、その結果

を取りまとめるとともに、有識者で構成する第三者機関を設置し、その

結果について意見聴取を行うものとする。

３ 農村振興局長は、２の評価の取りまとめの結果を公表するとともに、

取りまとめの結果、目標の達成状況が低調な事業実施主体に対して、重

点的な指導、助言等を行い、その結果について併せて公表するものとす

る。

第９ 他事業との連携等

１ 農村振興局長は、本事業を実施するに当たり、必要に応じて地方農政

局長等（事業実施主体の主たる事業実施地域の在する都府県を管轄する

地方農政局長（事業実施主体の主たる事業実施地域が沖縄県に在する場

合にあっては内閣府沖縄総合事務局長 、関係省庁、地方自治体等と））

の連携に努めるものとする。

２ 事業実施主体は、本補助金により整備した施設等について、本補助金

による支援を受けた旨を表示するよう努めるものとする。

３ 本事業のうち、福祉農園地域支援事業及び都市農業機能発揮整備事業

の事業実施主体については、福祉農園の拡大及び定着に向けて、新たに

福祉農園の導入を予定する事業者等への支援及びこれらの事業者との連

携に努めるものとし、防災協力農地等地域支援事業の事業実施主体につ

いては、都市農業が持つ防災機能の地域住民への意義周知や新たに防災

協力農地等の取組を予定する地域への支援等に努めるものとする。

第10 委任

本事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、農村振興局

長又は農村振興局長等が別に定めるところによるものとする。

附 則

１ この通知は、平成27年４月９日から施行する。

２ 「農」のある暮らしづくり交付金実施要綱（平成25年５月16日付け25
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農振第380号農林水産事務次官依命通知）及び「農」のある暮らしづく

り交付金交付要綱（平成25年５月16日付け25農振第379号農林水産事務

次官依命通知）は廃止する。

３ ２の規定による廃止前の「農」のある暮らしづくり交付金実施要綱の

第４に基づき平成26年度までに採択された事業については、なお従前の

例による。

附 則

この通知は、平成28年４月○日から施行する。
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別表

事 項 具体的な事業内容 事業実施主体 選定要件 交付率等

１ 都市農業制度検討調 都市農業の多様な機能の発揮を促進 以下に掲げる者であっ 農村振興局長等が別に定 委託業務完了時に必要

査委託事業 するため、都市農業の制度について即 て、農村振興局長等が別に める委託事業公募要領によ 経費の精算を行う。

地的、実証的に調査を行う。 定める委託事業公募要領に る。

調査の具体的な内容については、農 より選定された者が実施す

村振興局長等が別に定める委託事業公 る。

募要領による。

(1)地方公共団体

(2)地方公共団体を構成員

に含む団体（当該団体

を構成員に含む団体を

含む ）。

２ 都市農業機能発揮推

進事業

(1)都市農業機能発揮支 都市農業の多様な機能について、広 以下に掲げるものであっ 地域が抱える課題や地域 交付率は定額とする。

援事業 く国民の理解を醸成するため、以下の て、農村振興局長が別に定 が必要とする情報の要請に

活動等を支援する。 める公募要領により選定さ 的確に応じ、人材の派遣、

れた者が実施する。 情報の整備・提供等の事業

(1)都市農業の多様な機能を活用し を全国的に的確に実施でき

た取組に関する専門家等の各地 (1)農業協同組合連合会 ること。

への派遣等 (2)全国農業会議所

(2)都市農業の多様な機能の意義を (3)都道府県農業会議

広く国民に周知するための、効 (4)社会福祉法人

果的な情報発信手法の開発及び (5)特定非営利活動法人

啓発事業の開催等 (6)一般社団法人又は一般

財団法人

(7)公益社団法人又は公益

財団法人

(8)商工会
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(9)商工会議所

(10)観光協会

(11)民間企業

(12)生活協同組合連合会

(13)その他農村振興局長が

特に必要と認める団体

(2)都市農業機能維持支 都市農業の多様な機能が持続的に発 以下に掲げるものであっ 全国の都市農業者に対し 交付率は定額とする。

援事業 揮されるために必要となる都市農業に て、農村振興局長が別に定 て、都市農業に関する税制

おける経営の円滑な継承を促すため、 める公募要領により選定さ 度の周知及び相続に関する

都市農業に関する税制度の周知や相続 れた者が実施する。 助言が的確に実施できるこ

に関する助言を行う講習会等の全国で と。

開催するための活動を支援する。 (1)農業協同組合連合会

(2)全国農業会議所

(3)都道府県農業会議

(4)特定非営利活動法人

(5)一般社団法人又は一般

財団法人

(6)公益社団法人又は公益

財団法人

(7)民間企業

(8)その他農村振興局長が

特に必要と認める団体

(3)福祉農園全国支援事 新たな取組として注目される福祉農 以下に掲げる者であっ 福祉農園の全国展開に必 交付率は定額とする。

業 園の全国展開を推進するため、福祉農 て、農村振興局長が別に定 要な情報の整理・提供、開

園の全国への普及に向けた開設支援、 める公募要領により選定さ 設者支援等の普及事業を全

機運醸成等の活動を支援する。 れた者が実施する。 国的に的確に実施できるこ

と。

(1)農業協同組合連合会

(2)全国農業会議所
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(3)都道府県農業会議

(4)社会福祉法人

(5)特定非営利活動法人

(6)一般社団法人又は一般

財団法人

(7)公益社団法人又は公益

財団法人

(8)商工会

(9)商工会議所

(10)観光協会

(11)民間企業

(12)生活協同組合連合会

(13)その他農村振興局長が

特に必要と認める団体

(4)福祉農園地域支援事 福祉農園の全国展開のための普及モ 農村振興局長が別に定め 次に掲げる要件の全てを 交付率は定額とする。

業 デルを創出するため、福祉農園の開設 る公募要領により選定され 満たすこと。

・充実に取り組もうとする個別の団体 た者が実施する。

等を対象として以下の活動を支援す (1)経営する福祉農園が、都

る。 市計画法（昭和43年法律

第100号）第７条の規定

(1)農業生産技術や障害者の労働管理 による市街化区域又は市

等、農業分野と福祉分野の双方に 街化調整区域の区域内に

ついて専門的な知見を有する職員 あって、以下のいずれか

等の育成 の土地を利用しているこ

と。

(2)地域に福祉農園を普及するための

モデルとしての活動に必要となる ①生産緑地法（昭和49年

・開設事例マニュアル（当該事業所 法律第68号）第３条第

の経験等を踏まえた開設支援マニ １項の規定による生産

ュアル）の作成 緑地地区内の農地

・新たに取組を目指す事業者等の視 ②都市計画法第18条の２
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察・研修等の受入れのための説明 に規定する市町村基本

資料の作成、研修会の開催等 方針、都市緑地法（昭

等の取組 和48年法律第72号）第

４条に規定する市町村

基本計画等において、

保全の方針が示されて

いる農地

③農地以外の土地であっ

て、都市計画法等によ

り、福祉農園としての

利用が認められている

土地

(2)農村振興局長が別に定め

る基準に適合すること。

(5)防災協力農地等地域 都市農業の多様な機能の一つである 農村振興局長が別に定め 次に掲げる要件の全てを 交付率及び助成額は以

支援事業 防災機能を強化するため、地方公共団 る公募要領により選定され 満たすこと。 下のとおりとする。

体、都市農業者及び都市住民で組織す た者が実施する。

る団体等を対象として以下の活動を支 (1)防災協力農地として指定 (1)交付率は定額とする。

援する。 又は指定しようとする農

地が、都市計画法第７条 (2)簡易な施設整備に取り

(1)防災協力農地が持つ防災機能の都 の規定による市街化区域 組む場合の助成額の上

市住民等への周知 内の農地又は市街化調整 限は100万円とする。

区域内の農地のうち、市 ただし、(1)により助

(2)防災協力農地を活用した防災訓練 街化区域に隣接するもの 成する額の２分の１を

の実施 であって、以下のいずれ 超えないものとする。

かに該当する農地である

(3)防災協力農地に指定された都市農 こと。

地及び附帯する農業関連施設の維

持管理等の活動及びこれらの活動 ①生産緑地法第３条第１

に付随し、都市農地の防災機能を 項の規定による生産緑
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強化するために必要な簡易な施設 地地区内の農地

整備 ②都市計画法第18条の２

に規定する市町村基本

方針、都市緑地法第４

条に規定する市町村基

本計画等において、保

全の方針が示されてい

る農地

(2)農村振興局長が別に定め

る基準に適合すること。

３ 都市農業機能発揮整 福祉農園の全国展開のための普及モ 農村振興局長が別に定め 次に掲げる要件の全てを (1)交付率は２分の１以内

備事業 デルを創出するため、農園等の開設・ る公募要領により選定され 満たしていること。 とする。

充実に必要となる以下の施設等の新設 た者が実施する。

又は補修・改修を支援する。 (1)経営する福祉農園が、都 (2)助成額の上限は1,000

市計画法第７条の規定に 万円とする。

(1)障害者の就労・雇用を目的とする よる市街化区域又は市街

農園、高齢者の生きがい農園、リ 化調整区域の区域内にあ

ハビリ農園等の福祉農園及び附帯 って、以下のいずれかの

施設（休憩所、トイレ、農機具収 土地を利用しているこ

納庫、給排水施設、ゴミ置き場、 と。

駐車場等）

①生産緑地法第３条第１

(2)事業実施主体が経営する福祉農園 項の規定による生産緑

で生産する農産物を加工又は販売 地地区内の農地

調理し飲食に供することを含む ②都市計画法第18条の２（ 。）

する施設 に規定する市町村基本

方針、都市緑地法第４
条に規定する市町村基
本計画等において、保
全の方針が示されてい
る農地
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③農地以外の土地であっ
て、都市計画法等によ
り、福祉農園としての
利用が認められている
土地

(2)農村振興局長が別に定め
る基準に適合すること。


