
中山間地域等直接支払制度（第３期対策）の説明資料

○ 中山間地域は、重要な食料
供給地域です。

○ 中山間地域等の農用地は、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
産と豊かなくらしを守っています。

○ 中山間地域等直接支払制度は、中山間地域等の多面的機能を有している
農用地を、農業生産活動等を通じて守ることを条件として、交付金を支
払っています。（中山間地域の農業生産条件の不利性を交付金で補正）

○ しかしながら、中山間地域等では、今後さらに農業就業人口の減少や高
齢化の進行が予想されており、耕作放棄地の増加等、多面的機能の維持が
難しくなる恐れがあります。

○ このため、中山間地域等直接支払制度（第３期対策）は、高齢化の進行
を踏まえ、高齢者等がより取り組みやすい制度となっています。

親切・丁寧・身近な相談しやすい農政局

協定農用地

年もとっているし、
これから５年間、
農業を続けていく
のは難しいなぁ～

大丈夫！
私達が手伝うし、もし、
農業が出来なくなった
ら、私達が協定農用地
を守るから！

サポート者

○ 第３期対策は、
① C要件（１０割単価）の創
設
② 小規模・高齢化集落支援
加算の創設
③ 団地要件の緩和
④ 免責事由の追加
等の改正が行われています。

C要件（集団的サポート型）

高齢者等



【 急傾斜地 】

（田） （畑） （田）

（1/20以上） (15度以上) (1/100以上1/20未満) (8度以上15度未満)

（畑）

※ 一団の農用地面積が、１ｈａ以上の団地又は共同で農用地保全活動が行われる複数の
団地の合計面積が１ｈａ以上（営農上の一体性の要件（注）を廃止）
※ 農用地区域（農振法）内の農用地

○ 地域振興８法（特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、
離島振興法等）及び都道府県知事が指定する地域

１ 対象地域（変更なし）

２ 対象農用地（一部変更あり）
【 緩傾斜地 】

３ 交付対象者（変更なし）

○ 集落協定等に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

４ 交付単価（変更なし）と加算単価（一部変更あり）

※ 小規模･高齢化集落支援加算を追加。耕作放棄地復旧加算は廃止。

（注）営農上の一体性の要件：前期対策では、団地間に道路・水路等の線的施設が介在し、当該施設
を構成員全員で管理すること等が要件。

※ 今回の第３期対策で変更された点は、「赤字」 部分です。

５ 免責事由の追加（一部変更あり）

○ 農業後継者の分家住宅への転用、自己施工の農道・水路の新設、拡幅

　　１０ａ当たり交付単価：円／年

基礎 体制整備 基礎 体制整備
田 16,800 21,000 6,400 8,000
畑 9,200 11,500 2,800 3,500
草地 8,400 10,500 2,400 3,000

採草放牧地 800 1,000 240 300

急傾斜 緩傾斜

　　１０ａ当たり交付単価：円／年

田 1,500 500 1,000 600 4,500
畑 500 500 750 500 1,800
草地 500 750 500

採草放牧地 750 500

小規模・高
齢化集落
支援加算

土地利用
調整加算

法人設立加算
特定農業
法人

農業生産
法人

規模拡大
加算



６ 集落協定の概要（集落で協定農用地を守る取り決め）

７ 個別協定の概要（１経営体で協定農用地を守る取り決め）

＋

農業生産活動を５年間以上継続（免責事由あり）
＋

基礎的事項（必須）

○ 集落マスタープランの作成
○ 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

基礎単価（体制整備単価の８割） 体制整備単価（１０割）

将来に向けた農業生産活動の体制整備に向けた取組
○ 農用地保全マップの作成・実践（必須）

○ Ａ要件（①協定農用地の拡大、②機械・農作業

の共同化等１０項目の中から２つ以上を選択）
Ｂ要件（①営農組織の育成、②担い手への集積

からいずれか選択）
Ｃ要件（農業生産活動が継続出来る体制の取り決

め及び実施）
※ Ａ要件、Ｂ要件、Ｃ要件いずれか選択

農業生産活動を５年間以上継続（免責事由あり）
＋

基礎的事項（必須）

○ 集落マスタープランの作成
○ 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

＋
（①規模拡大加算、②土地利用調整加算、③法人設立加算、④小規模・高齢化集落支援加算）加算単価

農業生産活動を５年間以上継続
＋

認定農業者等
＋

農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項

○ 利用権の設定又は農作業の受委託

基礎単価（体制整備単価の８割） 体制整備単価（10割）

（自作地を含めない場合）

農業生産活動を５年間以上継続（免責事由あり）
＋

認定農業者等（一団（１ha以上）の農用地すべてを耕
作又は３ｈａ以上の経営規模：都府県）

＋
農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項

○一定割合未満の利用権の設定又は農作業の受委託

農業生産活動等として取り組むべき事項（任意）
○ 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

（自作地を含める場合）

農業生産活動を５年間以上継続（免責事由あり）
＋

認定農業者等（一団（１ha以上）の農用地すべてを
耕作又は３ｈａ以上の経営規模：都府県）
＋

農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項
○一定割合以上の利用権の設定又は農作業の受委託
※ 協定面積の10％以上又は0.5haのいずれか多い面積以上の増加。

農業生産活動等として取り組むべき事項（必須）
○ 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

（①規模拡大加算、②法人設立加算、③小規模・高齢化集落支援加算）加算単価



質問 回答（正解○） 備考（誤解しやすい例×）
高齢者の農用地だけを守ればよ
いのか。

全協定農用地を守る必要があります。
よって、担い手も含めた全協定農用地を
守る「取り決め」を事前に作成し、実行して
ください。

協定内に１筆でも高齢者のサポート
すべき農用地があり、当該農用地だ
けを守れば１０割交付となる。

元気な高齢者をサポート者として
協定に位置付けることは可能か。

可能です。年齢制限はありません。担い
手に限定する必要はありません。

将来も持続する仕組みのため、高
齢者はサポート者になれない。

耕作放棄地を発生させた場合は、
２割部分の返還なのか。

協定農用地の１０割の遡及返還が必要
です。２割の返還は、事前に取り決めをし
ているサポート体制が維持出来なくなった
場合の返還です。

サポート体制が維持出来なくなった
ことが要因であり、２割の返還でよい。

死亡、病気が発生した場合は、
免責事由により、違反無く、協定農
用地から除外することが出来るか。

Ｃ要件を選択している場合は、取り決め
した者が代わりに協定農用地を守ること
になっています。免責事由の死亡、病気
で除外することはできません。
なお、２割を返還し基礎単価で続けるか、

A要件又はＢ要件で取組ことは可能です。

集落協定や本人に責任のない不可
抗力であり、免責事由として除外する
ことが可能。

仮に５年間、高齢者が元気だった
ため、サポート体制が実行されな
かった場合は、２割の返還が必要
なのか。

実行が無くても、サポート体制が維持出
来ていれば、２割の返還は必要ありませ
ん。

実行がなければ返還が必要。

協定農用地の農業生産活動を継続するために、集落等の合意に基づき、共同で
支え合う仕組みを事前に取り決め、全協定農用地を維持すると、１０割単価を交付。

８ Ｃ要件（集団的かつ持続可能な体制整備）とは（Ｑ＆Ａ）

自力で農業生産活動等が困難な小規模・高齢化集落の農用地について、近
隣の集落協定が、協定農用地に一体的に取り込み保全すると、加算を交付。

質問 回答（正解○） 備考（誤解しやすい例×）
小規模・高齢化集落に対して、必
要な保全活動を行えば、加算の対
象となるのか。

協定農用地として当該農用地を取り込
み、必要な農用地の保全活動を行ってく
ださい。
よって、加算だけの交付もありません。

加算だけ交付を受ければ、協定に
取り込まなくて良い。

協定に取り込むと、支援元の集
落協定の農用地も加算対象となる
のか。

加算対象となるのは、小規模・高齢化
集落の農用地面積のみに対して加算さ
れます。

協定農用地に一体的に取り込むの
で、基礎単価又は体制整備単価は同
一であり、加算も同一単価となる。

小規模・高齢化集落単独では、
加算を受けられないのか。

小規模・高齢化集落支援加算とは、も
はや自力で農用地を維持出来ない状態
の集落に対して、近隣の集落協定が支
援する制度です。よって、単独の場合は、
自力で維持が可能な集落とみなし対象
としていません。

小規模・高齢化集落を守るための加
算制度であり、単独でも加算対象とな
る。

協定に取り込むと、協定違反の

危険性が高くなるのではないか。

小規模・高齢化集落の全ての農用地
を取り込む必要はありません。合意が
図られた農用地のみで良いです。
なお、他協定との重複はできません。

加算の対象となるためには、小規
模・高齢化集落の全ての農用地を取
り込まなければならない。

９ 小規模・高齢化集落支援加算とは（Ｑ＆Ａ）


