
別紙２０（中山間地域総合整備事業に係る運用）

第１ 趣旨

本事業は、農業の生産条件等が不利な中山間地域の実情を踏まえ、中山間地域

の活性化に意欲のある地域を対象として、それぞれの地域の立地条件に沿った農

業・農村の展開方向を探り、農業生産基盤の整備を効率的に行うとともに、農村

生活環境等の整備を併せて総合的に行うことにより、農業・農村の活性化を図り、

もって地域における定住の促進、都市との共通社会基盤の形成及び国土・環境の

保全等に資することを目的とする。

第２ 事業の区分等

１ 中山間地域総合整備事業（以下「本事業」という。）は、中山間地域総合整備

実施計画（以下「実施計画」という。）を策定するための事業及び、実施計画に

基づき、都道府県が実施する事業（以下「県営事業」という。）又は市町村が実

施する事業（以下「団体営事業」という。）であり（ただし、市町村全域又は複

数の市町村におよぶ事業にあっては県営事業のみで実施）、事業の種類及び内容

は別表に定める。

２ 本事業を次の事業に区分する。

（１）集落型事業

一つの集落又は一体的なつながりを有する複数の集落を対象として活性化を

図る事業で次に掲げるものとする。

ア 一般型事業

農業生産基盤と農村生活環境等の一体的整備を実施する事業。

イ 生産基盤型事業

農業生産基盤整備のみを実施する事業。

ウ 生活環境型事業

農村生活環境整備を中心に実施する事業。

（２）広域連携型事業

市町村全域から複数市町村に及ぶ広域地域を対象として活性化を図る事業。

（３）実施計画型事業

農業生産基盤整備の実施に際し、実施計画を策定するための事業。

第３ 事業の実施計画

１ 市町村長は、市町村長自ら又は都道府県知事による実施計画の作成を希望する

場合は、別に定める様式により、都道府県知事にその旨を申請するものとする。



２ 都道府県知事は、集落型事業及び広域連携型事業に係る１の申請について次の

要件を満たすと認める場合は、市町村長に実施計画の作成承認を通知するものと

する。

（１）自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の生産条件が不利な地域であっ

て、一般型事業及び生活環境型事業にあっては一つの集落又は一体的なつなが

りを有する複数の集落、広域連携型事業にあっては市町村全域から複数市町村

に及ぶ広域的な地域からなり、別に定める要件を満たす地域を対象としている

こと。

（２）農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第6条第1項の規定

に基づき指定された農業振興地域（これと一体的に整備することを相当とする

農業振興地域以外の区域を含む。）を対象としていること。

３ 都道府県知事は、別に定める様式により実施計画を作成するものとする。

４ 市町村長は、別に定める様式により実施計画を作成したときは、その実施計画

書を都道府県知事に提出し、承認を受けるものとする。

５ 実施計画は、次のように定めるものとする。

（１）集落型事業のうち生産基盤型事業の場合

実施計画作成の対象となる地域を中心に活性化の基本方向、土地状況に応じ

た整備の基本方向及び活性化の推進方策についての構想（以下「活性化構想」

という。）及び当該構想に基づいた事業の計画等を定めるものとする。

（２）（１）以外の場合

実施計画作成の対象となる地域を中心に国が別に定める農村振興基本計画の

作成及び運用に係る基本指針（平成13年８月３日付13農振第1194号農林水産事

務次官、国総事第35号国土交通事務次官依命通知）に基づき作成される農村振

興基本計画（以下「基本計画」という。）又は基本計画に準ずる計画（以下

「準ずる計画」という。）に基づき、次の事項を定めるものとする。

１）実施計画策定地域の範囲

２）基本計画又は準ずる計画における当該事業の位置付け

３）農村振興の関連施策

４）地域住民活動の計画

５）事業の計画

６）その他必要事項

広域連携型事業については、上記の内容に加え、地域内の役割分担と地方

単独事業等との連携方策等について明らかにするものとする。

６ 実施計画の作成に当たっては、農業振興地域の整備に関する法律第８条及び第

９条に規定する農業振興地域整備計画その他の農業・農村の活性化に関する振興



計画等との調和に配慮するとともに、地元関係者及び関係団体等の意向を十分考

慮しなければならない。

７ 実施計画は、一般型事業及び広域連携型事業にあっては、当該計画に定められ

た農業生産基盤、農村生活環境等の整備を総合的かつ集中的に施行することによ

り、その区域における農業生産活動の活性化と農村の健全な発展に寄与すること

が明らかなものでなければならない。

第４ 事業の実施

１ 都道府県知事は、新たに交付金を充当して実施計画型事業を除く本事業を実施

しようとするときは、交付要綱第18に定める実施要件確認に必要な資料として別

に定める様式により、実施計画の概要表（以下「実施計画概要表等」）を地方農

政局長等（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長を経由して農林水産省農

村振興局長、その他の都府県にあっては地方農政局長。以下同じ。）に提出する

ものとする。

２ 都道府県知事は、市町村長から新たに交付金を充当して実施計画型事業を除く

本事業を実施したい旨の報告があった時は、交付要綱第18に定める実施要件の確

認に必要な資料として実施計画概要表等を地方農政局長等に提出するものとする。

３ 都道府県知事は、新たに交付金を充当して実施計画型事業を実施しようとする

時は、１に関わらず、別に定める様式により農業農村基盤整備実施計画地区概要

表を地方農政局長等に提出するものとする。

４ 都道府県知事は、市町村長から新たに交付金を充当して実施計画型事業を実施

したい旨の報告があった時は、２に関わらず当該農業農村基盤整備計画地区概要

表を地方農政局長等に提出するものとする。

５ 交付要件は、第３に定める要件のほか、次に掲げる基準により行うものとする。

（１）次のいずれかに該当する事業であること。

ア 一般型事業にあっては、別表の区分の欄の１と２を一体的に行うものであ

り、かつ、同区分の欄の１の農業生産基盤整備事業の項の事業種類の欄(1)か

ら(8)までに掲げる事業のうち２以上の事業を行うものであって、その事業の

受益面積の合計が、県営事業にあってはおおむね60ヘクタール以上、団体営

事業にあってはおおむね20ヘクタール以上（本事業の実施地域のうち、農業

生産基盤整備事業を実施する地域の林野率が75パーセント以上であり、かつ、

主傾斜がおおむね20分の１以上の農用地の面積が当該地域の全農用地面積の5

0パーセント以上を占める地域においては県営事業にあってはおおむね20ヘク

タール以上、団体営事業にあってはおおむね10ヘクタール以上）であること。



ただし、災害復旧に関する工事に伴い副次的に発生する土石を利用して農業

生産基盤整備事業を実施する場合にあっては、おおむね10ヘクタール以上で

あること。

イ 生産基盤型事業にあっては、別表の区分の欄の１の農業生産基盤整備事業

の項の(3)のほ場整備事業であって、その事業の受益面積の合計が県営事業に

あってはおおむね20ヘクタール以上、団体営事業にあってはおおむね10ヘク

タール以上であること又はほ場整備事業と同項に掲げるその他の事業を併せ

て行うものであって、ほ場整備事業に係る受益面積の合計がおおむね10ヘク

タール以上であり、かつ、事業全体の受益面積の合計が、県営事業にあって

はおおむね20ヘクタール以上、団体営事業にあってはおおむね10ヘクタール

以上であること。ただし、災害復旧に関する工事に伴い副次的に発生する土

石を利用して事業を実施する場合にあっては、おおむね10ヘクタール以上で

あること。

ウ 生活環境型事業にあっては、別表の区分の欄の２の農村生活環境整備事業

を中心とした事業を行うものであること。

エ 広域連携型事業にあっては、別表の区分の欄の１と２を一体的に行うもの

であり、かつ、同区分の欄の１の農業生産基盤整備事業の項の事業種類の欄

の(1)から(8)までに掲げる事業のうち２以上の事業を行うものであって、そ

の事業の受益面積の合計がおおむね60ヘクタール以上であること又は別表の

区分の欄の２の農村生活環境整備事業を中心とした事業を行うものであって、

中山間地域広域連携整備促進対策事業実施要綱（平成８年５月１０日付け８

構改Ｄ第１８２号農林水産事務次官依命通達）に定める中山間地域広域連携

整備促進計画若しくは中山間・都市ふれあいの郷づくり連携促進対策事業実

施要綱（平成９年４月１日付け９構改Ｃ第１３６号農林水産事務次官依命通

達）に定める中山間・都市ふれあいの郷づくり連携促進計画に位置付けられ

たものであること。

オ 実施計画型事業にあっては、別表区分の欄の１の農業生産基盤整備事業に

掲げる工種について、主に整備対象とする地域の諸条件の現況把握等に基づ

き、実施計画策定に必要な事項についての調査及び検討を行うものであるこ

と。

（２）一般型事業及び広域連携型事業にあっては、農業の生産条件及び生活環境の

整備の水準を勘案し、事業の種類が特定の事業のみに偏重することなく適切に

組み合わされており、これらの事業を総合的に実施することが適当と認められ

ること。

（３）事業の規模が適正に計画されており、円滑な実施が見込まれること。

（４）事業の実施について、地元関係者等の意欲が高いこと。

（５）集落型事業にあっては、県営事業を実施する場合、別に定める要件を満たす

こと。

（６）生産基盤型事業にあっては、地域の実情に即し、等高線区画のほ場整備等を



効果的に実施するものであること。

（７）実施計画型事業の実施期間は、１年以内とする。

６ 本事業の実施計画の重要な部分の変更を行うときは、次に掲げる時に速やかに

地方農政局長等に報告するものとする。

（１）都道府県知事が変更を行った時

（２）市長村長が変更の申請を行い、都道府県知事が変更の承認を行った時

７ 都道府県知事又は市町村長は、事業を実施するに当たって必要があるときは、

土地改良法（昭和24年法律第195号）その他の法令による所要の手続を経るものと

する。

第５ 指導推進

１ 都道府県知事は、実施計画の作成及び本事業の実施の適正かつ円滑な推進のた

めに必要な助言、指導その他所要の措置を講ずるものとする。

２ 都道府県知事及び市町村長は、農業・農村の活性化のために必要な他事業との

調整を図り、本事業の実施の効率的な推進に努めるものとする。

３ 都道府県及び市町村は、本事業の趣旨に即し、当該事業に係る農家等の負担額

の軽減が図られるよう所要の措置を講ずるものとする。

４ 水土里情報利活用促進事業実施要綱（平成18年４月３日付け17農振第2015号農

林水産事務次官依命通知）に基づく水土里情報利活用促進事業により整備される

農地情報データベースの活用を図ること等により、本事業を効率的かつ効果的に

推進するものとする。

第６ 助成

１ 国は予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費を別に定めるところに

より補助するものとする。

２ 本事業の実施に関し、必要な資金については、株式会社日本政策金融公庫の国

内金融業務方法書に定めるところにより、株式会社日本政策金融公庫資金の融通

を受けることができるものとする。ただし、実施計画型事業にあってはこの限り

ではない。

第７ 経過措置



１ 中山間地域総合整備事業実施要綱（平成２年８月１日付２構改D第475号）の第

４の１及び２に基づいて採択された地区であって、平成22年度以降も継続して事

業を実施する地区については、本運用で定める本事業に移行されたものとみなす。

２ 中山間地域総合整備事業実施要綱の規定に基づいて平成22年度における事業実

施採択申請を行なっている事業については、本運用に基づき事業計画概要表等が

提出されたものとみなす。

３ 平成21年度以前に中山間地域総合整備事業実施要綱に基づき採択され平成22年

度以降も継続して実施する地区のうち、中山間地域総合整備事業実施要綱(平成20

年10月１日付け20農振第1174号農林水産事務次官依命通知)の別表区分の欄の１の

事業種類の項の(8)鳥獣侵入防止施設整備事業については、平成21年度以前に決定

された実施計画の範囲に限り、農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年４月１

日付け21生畜第2045号農林水産省生産局長通知・21農振第2454号農林水産省農村

振興局長通知・21林整計第336号林野庁長官通知・21水港第2724号水産庁長官通

知)別紙21中山間地域総合整備事業に係る取扱の第６で定める経費の助成を除き、

なお、従前の例による。

４ 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年４月１日付け21農振第2453号農林

水産事務次官依命通知)別紙１のシ中山間地域総合整備事業に基づき実施してきた

地区であって、平成23年度以降も本交付金により継続して事業を実施する地区に

ついては、本事業へ移行されたものと見なす。

５ ４により移行された地区については、なお従前の例による。

６ 農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月１日付け21生畜第2045号農林水

産省生産局長通知・21農振第2454号農林水産省農村振興局長通知・21林整計第336

号林野庁長官通知・21水港第2724号水産庁長官通知)別紙20の第４の規定に基づい

て、平成23年度における事業実施に必要な資料の提出を行っている地区について

は、本要領に基づき事業実施に必要な資料の提出がされたものとみなす。



別 表 中山間地域総合整備事業の事業種類及び内容

区 分 事 業 種 類 事 業 内 容

１農業生産基 (1)農業用用排水施設整 農業用用排水施設の新設、廃止又は

盤整備事業 備事業 変更

(2)農道整備事業 農道、農道橋、索道又は軌道等運搬

施設の新設、廃止又は変更

(3)ほ場整備事業 農用地等の区画形質の変更及びこれ

と相当の関連がある他の工事を一体と

して行う事業

(4)農用地開発事業 農用地以外の土地の畑地への地目変

換（農用地間の地目変更を含む。）と

これに附帯する施設の新設、廃止又は

変更

(5)農地防災事業 農用地及び農業用施設の自然災害の

発生を未然に防止するため必要な施設

の新設、廃止又は変更

(6)客土事業 農用地につき行う客土

(7)暗きょ排水事業 農用地につき行う完全暗きょの新設

又は変更

(8)農用地の改良又は保 (1)～(7)以外の農用地の改良又は保

全事業 全のため必要な事業

２農村生活環 (1)農業集落道整備事業 農業集落周辺における農業生産基盤

境整備事業 整備事業に係る農道等を補完し、主と

して農業機械の運行等の農業生産活動、

農産物の運搬等に供する農業集落道の

整備及び土地改良施設を有機的に連絡

し、その管理等に供する連絡道の整備

(2)営農飲雑用水施設整 家畜の飼育、園芸作物等の栽培、農

備事業 産物の洗浄等を主体とする営農飲雑用

水施設の整備

(3)農業集落排水施設整 農業用用排水の機能維持を図るため

備事業 に行う雨水を排除する集落内の排水施

設の整備

(4)農業集落防災安全施 農業集落の防災と安全を図るため必

設整備事業 要な土留防護柵、排水工、防風林、防

雪林、水路防護施設、防火水槽等の整

備

(5)用地整備事業 農業近代化施設及び公用・公共施設の

用地の整備



区 分 事 業 種 類 事 業 内 容

(6)活性化施設整備事業 農業生産活動等の拠点として利用さ

れることにより農業・農村の活性化に

資する多目的施設の整備

(7)集落環境管理施設整 農業集落における環境を保全管理す

備事業 るための農産廃棄物等の処理、再利用

等の施設及びこれに附帯する施設の整

備

(8)交流施設基盤整備事 農業振興活動やそれに関連する都市

業 交流等の場として必要な多目的広場等

の整備及びこれに附帯する施設の整備

(9)情報基盤施設整備事 土地改良施設等の維持管理や緊急時

業 の情報伝達に必要な施設の整備

(10)市民農園等整備事 ほ場の整備その他農用地の改良又は

業 保全のため必要な事業であって次のい

ずれかの事項を内容とするもの

①市民農園整備促進法 (平成 2 年法律第

44 号)第 2 条に規定する市民農園の用

に供する農地の整備及びこれと一体

的に行う周辺農用地を対象とするも

の

②集落農園開設の用に供する農用地及

びこれと一体的に行う周辺農用地を

対象とするもの

③①又は②に附帯する都市との交流の

ために必要な施設の整備

(11)生態系保全施設等 ①動植物保護施設、動物保育施設、動

整備事業 物誘導施設、植生、緩傾斜護岸等生

態系の保全に資する施設等の整備

②農地及び土地改良施設の国土保全機

能を強化し、土砂流出等による下流

域の生態系への悪影響を低減するた

めに行う整備（離島又は奄美群島に

おいて行うものに限る。）

(12)交換分合事業 農用地等の交換分合

３特認事業 特認事業 地方農政局長等が特に必要と認める

事業

注１）生産基盤型事業は、区分の欄の１の項に掲げる事業のみを実施する事業である。

注２）「離島」とは離島振興法（昭和28年法律72号）に基づく指定地域とする。



「奄美群島」とは奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づ

く指定地域とする。




