
資料３-１

中山間地域等直接支払制度をめぐる事情

令 和 ２ 年 ７ 月





１．中山間地域の位置付け

都市的地域
人口密度が500人/k㎡以上、DID面積が可住地の５％以上を
占める等都市的な集積が進んでいる旧市町村

平地農業地域
耕地率が20％以上、かつ、林野率が50％未満又は50％以上
であるが平坦な耕地が中心の旧市区町村

中間農業地域
平地農業地域と山間農業地域との中間的な地域であり、林野
率は主に50％～80％で、耕地は傾斜地が多い旧市町村

山間農業地域 林野率が80％以上、かつ、耕地率が10％未満の旧市区町村

【参考】
農林統計に用いる農業地域（要約）

注１：DID（人口集中地区。Densely Inhabited District）：人口密度約4,000人／k㎡以上の
国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、合わせて人口5,000人以上を有する地域。

注２：旧市区町村：昭和25年２月１日時点の市区町村

○ 平野の外縁部から山間地に至る「中山間地域」については、その人口は全国の約１割を占めるに過ぎないものの、
農家数、耕地面積、農業産出額はいずれも全国の約４割を占めるなど、中山間地域等は我が国の食料生産を担うと
ともに、豊かな自然や景観を有し、多面的機能の発揮の面でも重要な役割を担っている。

○ 「中山間地域」の定義

・ 農林統計に用いる農業地域類型のうち、中間農業地域と山間農

業地域を合わせて「中山間地域」と呼んでいる。

・ 食料・農業・農村基本法第35条では、「山間地及びその周辺の

地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利

な地域」を「中山間地域等」と規定している。

この「中山間地域等」には、上の「中山間地域」に加え、地域

振興立法（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）の対象地域などが含まれる。〇 中山間地域の主要指標（平成27年）

区分
全国
（Ａ）

中山間地域
（Ｂ）

割合
（Ｂ/Ａ）

①人口 1億2,709万人 1,420万人 11%

②総土地面積 3,780万ha 2,741万ha 73%

③耕地面積 450万ha 184万ha 41%

④林野面積 2,480万ha 2,174万ha 88%

⑤総農家数 216万戸 95万戸 44%

⑥販売農家数 133万戸 57万戸 43%

⑦農業産出額 8兆8,631億円 3兆6,138億円 41%
資料：農林水産省統計部｢2015年農林業センサス｣（組替集計）（②総土地面積､④林野面積､⑤総農家数､⑥販売農家数）

農林水産省「平成27年耕地及び作付面積統計」（③耕地面積）

農林水産省「平成27年生産農業所得統計」（⑦農業産出額）

総務省「平成27年国勢調査」（①人口）

注1 農業地域類型区分は、平成29年12月改定のものを使用。

注2 ①人口、③耕地面積､⑦農業産出額の中山間地域(Ｂ)の値は、農林水産省農村振興局地域振興課の推計値。

注3 ②総土地面積、④林野面積の中山間地域(Ｂ)の値は、旧市区町村別の総土地面積を用いて算出しており、

北方四島等や境界未定の面積を含まない。 １



○ 中山間地域等は我が国農業・農村にとって重要な役割を担っている一方、高齢化の進行等により、その多面的機能の低下が

特に懸念される状況。平成11年に成立した食料・農業・農村基本法の規定を受けて、農業生産活動が継続されるよう、農業の

生産条件の不利を補正し多面的機能の確保を図るための施策として、平成12年度から中山間地域等直接支払制度を開始。

２．中山間地域の現状と中山間地域等直接支払制度の導入の背景

＜高齢化率の推移＞
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資料：総務省「国勢調査」
注１：高齢化率は、65歳以上人口の割合。
注２：平成17年の中山間地域の値は、旧市区町村単位により、農林水産省大臣官房政策課が集計。

平成22年及び平成27年の中山間地域の値は、旧市区町村単位により、農林水産省地域振興課が集計。

74 

95 

122 

170 

89 

68 
58 

100 

46 40

60

80

100

120

140

160

180

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

都市的地域

平地農業地域

中間農業地域

山間農業地域

(指数：H27＝100）

食料・農業・農村基本法（平成１１年法律１０６号）

（中山間地域等の振興）

第３５条第２項

国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に

行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を

行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ず

るものとする。

○ 食料・農業・農村基本法に基づく施策の一つとして、平成12年度

から中山間地域等直接支払制度を開始。

＜食料・農業・農村基本法における基本理念＞

食料の安定供給の確保
多面的機能の適切かつ
十分な発揮

農村の振興

① 農村の総合的な振興
② 中山間地域等の振興
③ 都市と農村の交流

農業の持続的な発展○ 人口減少は、農村の平地～山間になるほど顕著。特に山間地域で

は、令和27年には平成27年から半減すると見込まれる。

＜農業地域類型別の人口推移と将来予測＞

出典：農林水産政策研究所「農村地域人口と農業集落の将来予測」（令和元年８月）

注１：国勢調査の組替集計による。なお、令和２年以降（点線部分）はコーホート分析による推計値である。
注２：農業地域類型は平成12年時点の市町村を基本とし平成19年４月改定のコードを用いて集計した。
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（参考）中山間地域等直接支払制度創設までの経緯

○ 欧州諸国においては、イギリスでは１９４０年から、フランスでは１９７２年から、ドイツでは１９７４年から条件不利地域へ
の支援策として、直接支払が、その他の支援策とともに採用されてきたところであり、１９７５年からは、EUレベルにおいても
共通農業政策の中の一つの支援手法として、条件不利地域支払が導入された。

○ この間、我が国の農業政策においては、条件不利地域に対して、農業生産基盤（水路・農道等）や農村生活環境基盤（集
落排水施設等）の整備に対する補助率の嵩上げや農産物加工施設等の優先的な整備、他地域と比較して長期低利での
資金融資などの優遇措置を実施してきたが、個々の農業者等への直接支払による支援は採用していなかった。

○ 新たな農業基本法の制定を含む農政全般の改革について検討を行うために設置された「食料・農業・農村基本問題調査
会（内閣総理大臣の諮問機関）」の答申（平成１０年９月）において、「河川上流域に位置する中山間地域等の国土・環境保
全等の多面的機能によって、下流域の都市住民を含む国民の生命・財産と豊かなくらしが守られていることを認識すべき｣、
｢公益的な諸価値を守る観点から、公的支援策を講じることが必要」とされた。併せて、同答申では、中山間地域等への直
接支払について、「新たな公的支援策として有効な手法の一つである」との評価がなされた。

○ この答申を踏まえ、農林水産省がとりまとめた「農政改革大綱」（平成１０年１２月）において、中山間地域等への直接支
払について｢実現に向けた具体的検討を行う｣こととされるとともに、「食料・農業・農村基本法」（平成１１年７月）においても
直接支払の創設について規定された。

○ 平成１１年１月、中山間地域への直接支払の具体的検討を行うため、｢中山間地域等直接支払制度検討会」が設置され、
同検討会における制度設計に関わる議論を経て、同年８月に｢中山間地域等直接支払制度検討会報告｣が取りまとめられた。

○ この検討会報告を踏まえ、ＷＴＯ農業協定において削減対象外の「緑」の政策とするとともに、我が国の農業・農村の状
況に併せた具体的な制度検討（対象となる地域、農地、農業者、行為や単価設定の方針等）を経て、平成１２年度から中
山間地域等直接支払制度が実施に移された。

３



○ 集落等を単位とする取決め（協定）を締結し、これに従って５年間以上農業生産活動等を継続する農業者等に対して、面積
に応じて一定額を交付する仕組み。単価は、中山間地域等と平地との生産条件格差の範囲内で設定。

○ 令和２年度予算においては、棚田地域振興法への対応や前向きな取組への支援の強化等を行い、２６１億円を計上。

３．中山間地域等直接支払制度の概要 ①交付要件、交付単価等

地目 区分 交付単価（円/10a）

田
急傾斜（1/20～） 21,000

緩傾斜（1/100～) 8,000

畑
急傾斜（15°～） 11,500

緩傾斜（8°～） 3,500

草地

急傾斜（15°～） 10,500

緩傾斜（8°～） 3,000

草地比率の高い草地（寒冷地） 1,500

採草
放牧地

急傾斜（15°～） 1,000

緩傾斜（8°～） 300

交付単価交付要件

(２) 対象農用地

(１) 対象地域

地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

① 「特定農山村法」「山村振興法」「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」「棚田地域振興法」等（※）によって指定され
た地域

② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
※ 「等」は「東日本大震災復興特別区域」

① 急傾斜地（田：１/20以上、畑・草地・採草放牧地：15°以上）
② 緩傾斜地（田：１/100以上１/20未満、畑・草地・採草放牧地：８°以上15°未満）
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥ ①～⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地

集落等を単位とする協定を締結し、5年間以上農業生産活動等を継続する農業者等

２．対象者

国（地方農政局等）

都道府県

国費（1/2） ※（ ）内は負担割合

国費（1/2）＋都道府県費（1/4）

個人配分共同取組活動

集落協定 個別協定

国費（1/2）＋都道府県費（1/4）＋市町村費（1/4）

市町村

集落の様々な共同取組活動
に充当

個々の協定参加者に配分

３．交付金の使途

協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用することが可能
（使途は、予め協定に定めておく必要。）

交付金交付の流れ

１．制度の対象となる地域及び農用地

↑ 第５期対策より追加

注１ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象
注２ ②及び④の緩傾斜地等は市町村長が特に必要と認めるものを対象

４



○ 協定には、適正な農業生産活動に加え、多面的機能の増進につながる活動を必須の事項として記載。これに加えて、農業
生産活動等の体制整備のための、より前向きな活動を協定に位置づけた場合には、交付単価の10割を交付。

○ 第５期対策から、体制整備単価（10割単価）の受給要件を、「集落戦略の作成」に一本化。

○ 農業生産活動等（必須）
例：耕作放棄の発生防止活動、

水路・農道等の管理活動（泥上げ、草刈り等）

○ 多面的機能を増進する活動（選択的必須）
例：周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、

魚類等の保護

①農業生産活動等を継続するための活動
基礎単価（単価の８割を交付）

○ ①の活動に加え、集落戦略を作成

②体制整備のための前向きな活動
体制整備単価（①＋②の活動により単価の10割を交付）

３．中山間地域等直接支払制度の概要 ②協定に定める活動内容

女性・若者等の参画を得た取組（Ｂ要件）
【地図を使っての話合い】 【作成に向けて打合せ】

○ 集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全
体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話合いを行いながら
作成する集落全体の指針。

○ 集落戦略については、中間年（令和４年度）までを目途に作成し、必
要に応じて市町村が指導しつつ、協定期間中に作成を了する必要。

・ 中山間地域において農業や集落の維持を図っていくためには、
協定参加者が地域の将来や地域の農地をどのように引き継いで
いくか話し合いを行うことが重要。

・ このため、体制整備単価の受給要件を、第４期対策の「A要件
（農業生産性の向上）、B要件（女性・若者等の参画を得た取組）、
C要件（集団的かつ持続可能な体制整備）から１つ選択」から、第
５期対策では「集落戦略の作成」に一本化。

１．協定農用地の将来像
２．協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状
３．集落の現状を踏まえた対策の方向性
４．具体的な対策に向けた検討
５．今後の対策の具体的内容及びスケジュール
６．農業生産活動等の継続のための支援体制

集落戦略の項目

協定参加者で話し合い

集落戦略の作成、市町村へ提出

集落戦略を元に更なるステップアップ

協定農用地一筆ごと及び集落全体の将来像について、集落戦略に記入し、
将来的に維持すべき農用地を明確化

農業者の年齢階層別の就農状況や後継者の確保状況が把握できる地図
を活用し、協定参加者で話し合い

集落戦略の作成を通じて明確になった農業生産活動等の継続のための
取組を、加算措置等を利用し実現

1

2

3

※ 作成しやすいよう、
「〇」を記入する形式
を基本とし、事務負担
の軽減を図る。

集落戦略の作成と活用のイメージ

集 落 戦 略

５



［対象活動の例］

○インターンシップ、営農ボランティア、農福連携
○コミュニティサロンの開設
○地域自治機能強化活動
（高齢者の見回り、送迎、買物支援等）
など

○ 本交付金の対象となる活動に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加
算される措置を講じている。令和２年度において、新設３つ・拡充１つ・継続１つの計５種類の加算を措置。

○ 第５期対策では、中山間地域等が抱える課題に対応し、農業生産活動の継続に向けたより前向きな取組への支援を強化。

３．中山間地域等直接支払制度の概要 ③加算措置

認定棚田地域振興活動計画（認定計画）に基づき、棚田地域の振興
を図る取組を行う場合に加算

① 棚田地域振興活動加算（新設）

対象協定：体制整備単価の集落協定のみ

対象農地：認定計画に「指定棚田地域振興活動を通
じて保全を図る棚田等」に位置付けられ
ている棚田等で、田で1/20以上、畑で
15°以上の農地

単 価 ：10,000円/10a（田、畑）

超急傾斜農地の保全等の取組を行う場合に加算

② 超急傾斜農地保全管理加算（継続）

対象協定：集落協定、個別協定

対象農地：田で1/10以上、畑で20°以上の農地

単 価 ：6,000円/10a（田、畑）

超
急
傾
斜

急傾斜

緩傾斜

他の集落内の対象農用地を含めて協定を締
結し、主導的な役割を担う人材を確保した
上で、取組を行う場合に加算

③集落協定広域化加算（拡充）

対象協定：体制整備単価の集落協定のみ

対象農地：集落協定農用地

単 価 ：3,000円/10a（地目にかかわらず）

新たな人材の確保や集落機能（営農に関するもの以外）を強化する
取組を行う場合に加算

④集落機能強化加算（新設）

対象協定：体制整備単価の集落協定のみ

対象農地：集落協定農用地

単 価 ：3,000円/10a（地目にかかわらず）

Ｂ 集 落

（本制度の実施、
未実施は不問）

Ａ集落がＢ・Ｃ集落と広域の集
落協定を締結して活動を実施

地域運営組織と連携した
高齢者世帯の雪下ろし作業

生産性向上を図る取組を行う場合に加算

⑤生産性向上加算（新設）

対象協定：体制整備単価の集落協定のみ

対象農地：集落協定農用地

単 価 ：3,000円/10a（地目にかかわらず） ドローンによる防除作業

自走式草刈機の導入

［対象活動の例］

○農産物のブランド化、加工、販売
○担い手への農地集積、集約、農作業の委託
○機械、農作業の共同化
○農作業の省力化 など

Ａ 集 落

Ｃ集 落

（本制度の実施、
未実施は不問）

（本制度の実施集落）

棚田オーナー制度による
棚田地域振興活動

６



○ 本制度は、平成１２年度に創設して以降、５年を一期として対策を実施。
○ 交付金の交付状況の点検・評価を踏まえ、時々の課題にも対応しつつ、必要な見直しを加えながら継続的に実施。

４．中山間地域等直接支払制度のこれまでの経過

54.1万ha

63.2万ha

65.5万ha
66.2万ha

66.5万ha

65.4万ha

66.3万ha

66.5万ha

66.4万ha

66.4万ha

50.0万ha

55.0万ha

60.0万ha

65.0万ha

70.0万ha

次期対策への課題

第２期対策 第３期対策 第４期対策第１期対策
H16 H17 H21H12 H22

○ 将来に向け農業生産活動を継
続する前向きな取組を行う場合に
は、体制整備単価(10割)、それ以
外は基礎単価（８割）を交付する仕
組みを導入。

○ 担い手に農地を集積する場合、
耕作放棄地を復旧する場合、法人
を設立する場合の加算措置を新
設。

○ 津波災害により生産条
件が不利となった地域が
平場であっても、交付金の
対象とできる特例を創設。

○ 本制度の実施集落が未
実施集落等と連携し、地
域を担う人材を呼び込む
活動等を行う場合に、そ
の経費を支援する加算措
置を新設。

○ 高齢農家等が活動等の
継続が困難となった場合
に、集落で助け合う仕組
みを協定に位置付けた場
合に体制整備単価(10割)
を交付する要件を新設。

○ 「１ha以上の一団の農用
地要件」を緩和（小規模な
団地や飛び地を含め１ha
以上あれば可）。

○ 小規模・高齢化集落の
農用地の保全を他の集落
がサポートする場合の加
算措置を新設。

○ 生産条件が不利な離島
の平地等についても、傾
斜地等と同等の支援を行
えるよう知事特認制度を
充実。

○ 農村地域は他地域に比べ高齢
化が20年早く進行し、将来、農業
生産活動が困難と考える高齢農家
の多くが協定から離脱していくこと
を懸念。

H26

次期対策への課題

３期対策での対応２期対策での対応

H27 Ｒ１

○ 体制整備要件を見直し、
農地集積や女性・若者等の
参画を促す措置を導入。

○ 複数集落が広域の協定を
締結し、新たな人材を確保
して農業生産活動の維持の
ための体制づくりの支援を
加え、集落連携加算を拡充。

○ 農業生産条件が特に厳し
い超急傾斜農地の保全等
を支援する加算措置を新設。

※ H29より基礎単価で加算を
受けられるよう要件を緩和。

○ 担い手育成や地方創生等
に資するよう、交付金の個
人配分の受給上限や交付
金返還の免責事由を見直し。

○ 集略戦略を定めて広域で
活動する集落について、交
付金返還措置を軽減。

４期対策での対応

次期対策への課題

○ 協定に基づく農業生産
活動を継続する上で、担
い手への農地利用集積や、
人材の呼び込みを図りつ
つ行う集落間の連携・協
定の広域化等が必要。

66.2万ha
67.8万ha 68.2万ha 68.3万ha

68.7万ha

65.4万ha

66.1万ha 66.3万ha 66.4万ha

○ 中山間地域等をめぐる状況に
変化はなく、基本的に制度を維持。

○ 将来に向け農業生産活動を維
持していく上で、他の施策と連携
し、生産性向上や担い手の定着
に向けた取組を推進することが重
要。

○次期対策への課題を踏まえ
た試行的な加算を措置。

＜人材活用整備型＞
○ 新たな人材の確保・活用
に向けた体制整備等を支援。

＜集落機能強化型＞
○ 地域運営組織の設立等集
落機能強化の取組を支援

＜スマート農業推進型＞
○ 省力化技術を導入した営
農活動等を支援

第５期対策
Ｒ２ Ｒ６

(平成11年7月）
食料・農業・農村基本法制定

(平成12年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

(平成1７年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

(平成19年4月～）
品目横断的経営安定対策

(平成22年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

(平成25年4月～）
経営所得安定対策

(平成26年４月～）
多面的機能支払

(平成25年12月）

農林水産業・地域の活力
創造プラン決定

(平成27年4月～）

「農業の有する多面的機能の発揮
の促進に関する法律」施行

(平成27年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

(令和２年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

(令和元年12月）

農業生産基盤強化
プログラム決定

○ 対策期間を超えて農業生
産活動の継続を促すため、
体制整備単価の要件を「集
落戦略の作成」に一本化。

○ 中山間地域等の課題に対
応し、より前向きな取組への
支援強化のため、「集落機能
強化加算」、「生産性向上加
算」を新設、「集落協定広域
化加算」を拡充。

○ 令和元年施行の棚田地域
振興法に対応し、対象地域
に「指定棚田地域」を追加、
認定計画に基づく活動を支
援する「棚田地域振興活動
加算」を新設。

○ 本制度に加入しやすくなる
よう、遡及返還の対象農用
地を、協定農用地全体から
該当農用地のみに変更。

次期対策への課題

○ 高齢化・人口減少を背景
に、人員・人材不足、農村協
働力（集落機能）の低下、農
作業の省力化や農業収入
の減少、本制度の実施に当
たっての負担や不安の増大
といった課題があり、これら
に対応した取組が必要。

５期対策での対応

７
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５．第４期対策の実施状況及びその効果 ①

○ 第４期対策（平成27年度～令和元年度）では、平成30年度時点で997市町村において、2.6万協定、60万人の協定参加者が
66.4万haの協定農用地を維持管理。平成27年度の交付面積は、前年度に比べ3.3万ha減少したが、その後は増加傾向で推移。

○ 交付金は総額531憶円が交付され、個人への配分が52％。共同取組活動への配分は48％で、農道・水路・農地の管理作業、
鳥獣害対策など農業生産活動の継続のための下支え的活動のほか、共同利用機械・施設整備等将来を見据えた取組にも活用。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

協 定 数 25,635 25,883 25,868 25,958

交 付 面 積 （ha） 653,815 660,728 662,583 664,315

協定参加者数 （人） 586,656 594,103 602,678 604,367

交 付 市 町 村 数 990 994 996 997

交 付 額（百万円） 51,405 52,329 52,874 53,090

１．平成27年度～30年度の実施状況

２．平成30年度の交付金の使途（支出割合）

※ 第4期対策の最終年である令和元年度の実施状況については、令和２年８月末日までの公表予定。

役員

報酬

6.2%

研修会等費 1.7%

農道・水路

管理費

20.9%

農地管理費

12.8%
鳥獣被害防止対策費 4.0%

共同利用機械購入等費 6.2%

共同利用施設整備等費 2.1%
多面的機能増進活動費 4.4%土地利用調整関係費 0.2%

法人設立関係費 0.0%

農産物等の販売

促進関係費 0.3%

都市住民との交流

促進関係費 0.2%

その他

10.5%

積立・繰越

30.6%

【共同取組活動の交付金の使途（支出割合）】

共同取組活動

48%
個人配分

52%

【交付金の配分割合】
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５．第４期対策の実施状況及びその効果 ②

○ 本制度については、制度の実施により農用地の減少を未然に防止する効果があるとされており、一定の仮定を置いた上で、

この効果を推計。第４期対策においては、約3.9万haの耕作放棄の発生防止を含む約7.5万haの農用地の減少を防止。

○ 令和元年度のみの措置として、地域営農体制緊急支援試行加算を実施。この加算により、新たな人材の確保・活用を進める

ための取組、交流拠点の整備や除雪支援など公的役割を担う取組、省力化技術の導入等の取組が行われた。

〇第４期対策において減少が防止されたと推計される農用地面積： 約7.5万ha

〇第４期対策において発生が防止されたと推計される耕作放棄地： 約3.9万ha

【農用地の減少防止効果（第４期対策最終評価）】

○ 第４期対策の中間年評価では、中山間地
域等が存続していく上での喫緊の課題として、
①新たな人材確保、②集落機能の強化、③
営農や施設管理の省力化の３つを提示。

○ 次期対策への円滑な移行を図るため、これ
ら３つの課題への対策を先行して実施する協
定集落を支援する試行的な加算を措置。

背景・ポイント 実施内容の内訳

① 人材活用体制整備型
○ 新たな人材の確保・活用を進めるための取組や体制整備等を通じて、担い手が営農に専念できる環境整
備などの取組を支援。（実施地区数：17地区、交付額：12,100千円）

○ 将来的に移住が見込まれる者を対象とした相談会や援農ボランティア、農業体験、就農支援等の取組
（71％）、農泊や移住者のための空き家改修（12％）、他産業従事者等を活用した労働力確保（６％） 等

② 集落機能強化型
○ 協定集落が地域運営組織等を設立し地域の公的な役割も担うなど、集落機能を強化する取組を支援。
（実施地区数：11地区、交付額：10,380千円）

○ 道の駅やサロン等の交流拠点施設の整備（27％）、除雪支援（18％）、農家レストランの設置（18％） 等
③ スマート農業推進型
○ 省力化技術を導入した営農・管理など、少人数で効率的に営農継続できる環境整備を支援。（実施地区
数：27地区、交付額：57,583千円）

○ ドローンを導入・活用した営農・管理（52％）、自動草刈機の導入（41％）等の取組を実施。

実施地区数：55地区

交 付 額：80,063千円

実績（令和元年度）

〈農用地の減少防止効果の推計に当たっての仮定〉
・ 中山間地域等直接支払制度の対象となり得る地域であって本制度に取り組んでいない集落（類似の不利性を有する集落）における農地の減少率を算出し、

中山間地域等直接支払制度を実施している地域においても、本制度に取り組まなければ、同程度の減少率で農地が減少したと仮定。
第４期対策協定農用地面積 66.4万ha × 類似の不利性を有する集落における農用地減少率（５年間）11.6％ ＝ 約7.5万ha

〈耕作放棄地の発生防止効果の推計に当たっての仮定〉
・ 本制度に取り組まなければ、第４期対策において減少が防止されたと推計される農用地約7.5万haのうち、第４期対策期間中における全国の耕作放棄によ

る農地のかい廃面積率（52.2％)と同じ率の耕作放棄が発生したものと仮定。
農用地減少防止面積 約7.5万ha × 耕作放棄による農地のかい廃率 約52％ ＝ 約3.9万ha

【地域営農体制緊急支援試行加算の実施（令和元年度のみ）】

９



６．第５期対策のポイント

○ これまでの制度の枠組みを維持しつつ、以下のような拡充・改善を図り、新たに第５期対策として実施。

○ 制度の対象地域に、従来の地域振興８法に加え、令
和元年８月施行の棚田地域振興法の「指定棚田地域」
を追加。

制度の対象となる地域

○ 体制整備単価（10割単価）を受給する要件を、従来
の「Ａ・Ｂ・Ｃ要件から一つ選択」から「集落戦略の
作成」に一本化。

協定に定める活動内容

○ 棚田地域振興法の認定棚田地域振興活動計画に基づ
く活動を支援する「棚田地域振興活動加算」を新設。

〇 人材確保や営農以外の組織との連携体制の構築等を
支援する「集落機能強化加算」を新設。

〇 農地の集積・集約化や省力化技術の導入等の取組を
支援する「生産性向上加算」を新設。

〇 広域で集落協定を締結し、将来の集落維持に向けた
活動を支援する「集落協定広域加算」を拡充。

加算措置

○ 交付金の返還免除となる場合以外で、農業生産活動等
の継続ができなくなった場合における遡及返還の対象農
用地を「協定農用地全体」から「当該農用地」に変更。

交付金返還措置の見直し

○ 集落協定における所得超過者※が、協定内の他者の農
用地で農業生産活動等を引き受けている場合、当該引
受地分について個人配分が可能となった。
※同一都道府県内の都市部の勤労者の平均所得を上回る農業所得を得ている者

〇 対策初年度の令和２年度において、事業計画の申
請・認定前であっても、簡易な申請により、一定の範
囲内での交付金の早期交付ができる特例を措置。

〇 他調査の結果、写真、衛星画像等現地の状況が把握
可能な各種資料等の活用により市町村の確認事務の負
担を軽減。

その他の運用改善
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７．中山間地域等直接支払制度並びに中山間地域に係る意見・課題

○ 中山間地域等直接支払制度については、第４期対策の第三者委員会において、第５期対策で一部反映しているものも含め
て、以下のような意見をいただいている。また、新たな食料・農業・農村基本計画においては、本制度にも関連する中山間地域
に係る課題と対応方向として以下のように示されている。

〇 農林業センサスを活用したデータ分析（本制度の実施集落と未実施集落のマッチング手法を用いた比較等）を継続
的に行うべき。

〇 遡及返還措置の見直しに当たっては、協定からの離脱によって耕作放棄が大幅に増えることがないよう留意する必
要。（⇒第５期対策で対応）

〇 本制度は棚田地域振興法との親和性が高く、連携して集落機能の強化等に取り組むべき。（⇒第５期対策で対応）

〇 集落協定単独では解決できない、農業だけに限らない地域全体に係る課題が多い。今後は農業だけに限らず、中山
間における地域の暮らしを守る視点が重要。

〇 知恵を絞って事務負担を軽減したり、事務を担当する人材を確保したりした協定もあるはず。今後は、そのような
取組についても事例として紹介し、波及を図っていくべき。（⇒第５期対策を実施する中で対応予定 ）

中山間地域等直接支払制度に係る意見（第４期対策の第三者委員会）

11

〇 中山間地域等の特性を生かした複合経営等の多様な農業経営の推進

〇 地域コミュニティ機能の維持や強化に向けた方策の一つとして、世代を超えた人々による地域のビジョンづくりを
促進。

〇 日本型直接支払制度について、構成する３制度の連携強化を図りつつ、集落内外の組織や非農家の住民と協力しな
がら、活動組織の広域化等や人材確保、省力化技術の導入を推進し、農業の有する多面的機能の発揮の促進。

〇 地域を支える体制及び人材づくりの方策の一つとして、地域運営組織の形成等を通じた地域を持続的に支える体制
づくり。

〇 棚田地域の振興と魅力の発信

中山間地域に係る課題と対応方向（食料・農業・農村基本計画）



８．農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について

○ 日本型直接支払制度（多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払）は、平成27年度以降、「農

業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき実施。

○ 農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の

保全に資する農業生産活動を支援。

＜事業の全体像＞

農地維持支払

資源向上支払

多面的機能を支える共同活動を支援
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、規模
拡大を後押し

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を
支援
支援対象

• 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面
維持等の基礎的保全活動

• 農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、
地域資源の保全管理に関する構想の策定 等

支援対象

• 水路、農道、ため池の軽微な補修
• 植栽による景観形成や生態系保全などの農村環境
保全活動

• 施設の長寿命化のための活動 等

中山間地域等直接支払 26,100（26,091*）百万円

中山間地域等において、農業生産条件の
不利を補正することにより、将来に向けて農
業生産活動を維持するための活動を支援

環境保全型農業直接支払 2,451（2,451）百万円
自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加的コスト
を支援

農地法面の草刈り

水路の泥上げ

水路のひび割れ補修

中山間地域
（山口県長門市）

植栽活動

多面的機能支払 48,652 （48,652）百万円

カバークロップ有機農業 堆肥の施用

○ 農業・農村は、国土保全等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民全体が享受していますが、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活
動等によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、地域の共同活動の困難化に伴い、担い手への水路、農道等の地域資源の維持管理の
負担が増大し、担い手による規模拡大が阻害されることが懸念される状況にあります。
○ このため、｢農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律｣に基づき、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行
い、多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等構造改革を後押ししていく必要があります。

＊ 令和元年度予算は中山間地農業ルネッサンス推進事業分(252百万円)を除いた額
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食料・農業政策

しごと

＋

仕組み

食料・農業政策
＋

くらし 活力
（１）地域資源を活用した所得と雇用

機会の確保
① 中山間地域等の特性を活かした複
合経営等の多様な農業経営の推進

② 地域資源の発掘・磨き上げと他分野
との組合せ等を通じた所得と雇用機会
の増大

・農村発イノベーション※をはじめと
した地域資源の高付加価値化

・農泊、ジビエ、農福連携 等

③ 地域経済循環の拡大
・バイオマス・再生可能エネルギー、
農畜産物等の地域内活用・消費

・農村におけるSDGs達成に向けた取組

④ 多様な機能を有する都市農業の推進

（２）中山間地域等をはじめとする農村
に人が住み続けるための条件整備

① 地域コミュニティ機能の維持や強化
・世代を超えた人々による地域のビ
ジョンづくり

・放牧等の多様な土地利用方策とそれ
を実施する仕組みの構築

・「小さな拠点」の形成
・地域コミュニティ機能の形成のため
の場づくり

② 多面的機能の発揮の促進
③ 生活インフラ等の確保
・情報通信環境の確保
・地域内交通の確保・維持 等

④ 鳥獣被害対策等の推進

（３）農村を支える新たな動きや活力
の創出

① 地域を支える体制及び人材づくり
・地域運営組織の形成
・地域内の人材の育成及び確保
・関係人口の創出・拡大や関係の深
化を通じた人材の裾野の拡大 等

② 農村の魅力の発信
・半農半Ｘ､デュアルライフ(二地域居住)
などの多様なライフスタイルの提示

・農的暮らしなどの多様な農への関
わりへの支援体制の構築

・棚田地域の振興と魅力の発信 等

③ 多面的機能に関する国民の理解の
促進等

（４）「３つの柱」を継続的に進めるための関係府省で連携した仕組みづくり
○ 農村の実態や要望について、農林水産省が中心となって、都道府県・市町村、関係府省、民間とともに、現場に出向いて直接把握
し、把握した内容を調査・分析した上で、課題の解決を図る取組を継続的に実施するための仕組みの構築

農村、特に中山間地域においては、少子高齢化・人口減少が都市に先駆けて進行する一方で、「田園回帰」による人の
流れが全国的な広がりを持ちながら継続しているなど、農村の持つ価値や魅力が国内外で再評価され、多様なライフスタイル
の普及や、関係人口の拡大等により地域活性化に貢献する動きがみられる。このような最近の変化にも的確に対応しつつ、
関係府省、都道府県・市町村、事業者が連携・協働し、「地域政策の総合化」を図る。

活用可能な農村の地域資源を発掘し、磨き上げた
上で、これまでにない他分野と組み合わせる取組

※農村発イノベーション

（参考）新たな基本計画における農村の振興に関する施策の概要
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