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宮城県中山間地域等直接支払交付金制度事務取扱い 
 

第１ 目的 

   宮城県における中山間地域等直接支払交付金の事業推進にあたり，市町村及び県担 

  当者が効率的に作業が進められるよう作成するものである。 

   なお，本取り扱いでは，要領等の略称を次のとおりとする。 

 

 １ 中山間地域等直接支払交付金実施要領 

  （平成 12年 4月 1日付け 12構改 B第 38号農林水産事務次官依命通知） 

   → 交付金実施要領 

 ２ 中山間地域等直接支払推進交付金実施要領 

  （平成 12年 4月 1日付け 12構改 B第 137号農林水産事務次官依命通知） 

   → 推進交付金実施要領 

 ３ 中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用 

  （平成 12年 4月 1日付け 12構改 B第 74号農林水産省構造改善局長通知） 

   → 交付金実施要領運用 

 ４ 中山間地域等直接支払推進交付金実施要領の運用 

  （平成 12年 4月 1日付け 12構改 B第 258号農林水産省構造改善局長通知） 

   → 推進交付金実施要領運用 

 ５ 宮城県中山間地域等直接支払交付金交付要綱 

  （平成 12年 11月 30日付けむら推第 218号） 

   → 県交付要綱 

 ６ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 

  （平成 26年法律第 78号） 

   → 法 

 

【参考】趣旨（中山間地域等直接支払交付金実施要領第１の規定を抜粋） 

 中山間地域等は流域の上流部に位置することから，中山間地域等の農業・農村が有

する水源涵養機能，洪水防止機能等の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・財産と豊かな暮らしが守られている。 

 しかしながら，中山間地域等では，高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済

的・社会的条件が不利な地域があることから，担い手の減少，耕作放棄の増加等によ

り，多面的機能が低下し，国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念さ

れている。 

 このような状況を踏まえ，食料・農業・農村基本法(平成 11年法律第 106号。以下

「新基本法」という。)第 35条第２項において「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。」とされている。 

また，農業・農村の有する多面的機能の発揮の維持・促進を図るため，農業の有す

る多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26年法律第 78号。以下「法」という。）

が制定され，同法に定める多面的機能発揮促進事業の一つとして，中山間地域等（中

略）における農業生産活動の継続的な実施を推進する事業」（法第３条第３項第２号）

が規定されたところである。 
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 これらを踏まえ，耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されてい

る中山間地域等において，担い手の育成等による農業生産の維持を通じて，多面的機

能を確保する観点から，国民の理解の下に，法，関連する政省令及びその他通知に定

めるところにより，交付金を交付する。 

 

第２ 直接支払の基本的考え方（交付金実施要領第２の１） 

 １ 生産条件が不利な地域の一団の農用地（農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。） 

  において，耕作放棄地の発生を防止し，水源涵養，洪水防止，土砂崩壊防止等の多 

  面的機能を継続的，効果的に発揮するという観点から，既存施策との整合性を図りつ 

  つ，対象地域，対象者，対象行為等を定める。 

 ２ 交付金の交付は，生産性の向上，付加価値の向上等による農業収益の向上，生活環 

  境の整備等により，生産条件が不利な地域における農業生産活動等（農用地における 

  耕作，適切な農用地の維持・管理及び水路，農道等の維持・管理をいう。以下同じ。） 

  の自律的かつ継続的な実施が可能となるまで実施する。 

 ３ 都道府県及び市町村は，生産条件が不利な地域において，農業生産活動等の中心と

なる担い手の育成・確保，農業生産を基本とした付加価値の向上等が図られ，将来的

には，交付金に頼らずとも農業生産活動等の自律的かつ継続的な実施が可能となるよ

う，集落等に対し，必要な指導を行うものとする。 

 ４ なお，実施にあたっては，中山間地域等における多面的機能の維持・増進を一層図 

  るため，自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等を推 

  進する。 

 

第３ 交付金の仕組み（交付金の流れ）（交付金実施要領第３，推進交付金実施要領第２

ただし，県及び市町村の交付補助率は，県交付要綱第２による） 

 １ 国は，対象農地の賦存量等に基づき県に交付金を交付する。 

  ２ 県は， 国が定める基準に基づき直接支払を実施する市町村からの交付金申請に基づ 

  き， 交付金を交付する。 

 ３ 県は，国費と県費を併せて，全体交付金額の３／４相当額を市町村に交付する。 

  ただし，地域の実態に応じて知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地 

  域（以下「特認地域」という）については，全体交付金額の２／３相当額を市町村に 

  交付する。 

 ４ 市町村は，県から交付を受けた交付金に当該交付金の１／４相当額又は１／３相当

額（特認地域）を加えて事業を実施する協定に交付する。 

   なお， 交付金額の端数については，対象市町村の負担とする。  

 

    ＊宮城県中山間地域等直接支払交付金の流れ 

   （国）      （県）      （町）      （協定・農家） 

  [国 費]     [国 費]     [国 費] 

  （交付金）           →  [県 費]   →   [交付金] 

          ＋[県 費]    ＋[市町村費] 

 

 

第４ 対象地域及び対象農用地（交付金実施要領第４，交付金実施要領運用第２） 

 １ 対象地域及び対象農用地の指定 
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   交付金の対象地域及び対象農用地については， 平成２７年４月１日時点で，次の 

  （１）の指定地域のうち（２）の要件を満たす農用地区域内の農用地であって，一団 

  の農用地とする。 

   なお，一団の農用地とは農用地面積が１ha以上の団地又は集落協定に基づく農用地 

  の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が１ha 以上のものと 

  する。   

   さらに，一団の農用地において，田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満た 

  している場合においては，当該一団の農用地について，協定の対象となる農用地とす 

  ることができる。ただし，交付金の対象となる農用地は，田のみとする。 

   なお， 畦畔及び法面も農用地面積に加える。 

 （１） 対象地域 

  イ 特定農山村法， 山村振興法， 過疎法又は離島振興法の指定地域 

   ※ 交付金実施要領では８法という表現をしているが，そのうち宮城県では４法が 

    該当。但し，離島振興法の指定地域には，農振農用地の指定地域がないことから， 

    離島振興法を除く３法（特定農山村法，山村振興法，過疎法）の指定地域が実質 

    該当する。 

  ロ 宮城県知事が指定する地域（県特認地域） 

   ※ 別紙１参照 

 （２） 対象農用地 

  イ 急傾斜地（田：１／２０以上 畑：１５度以上） 

  ロ 自然条件により小区画・不整形な水田 

    次に掲げる要件をすべて満たす田とする。 

    （イ） 団地内のすべての田が不整形であり，ほ場整備が不可能であること 

    （ロ） ３０a 未満の区画の合計面積が団地内の他の合計面積に対して８０％以 

     上であること。 

    （ハ） 団地内の田の区画の平均面積が２０a以下であること。 

  ハ 積算気温が著しく低く，かつ，草地比率が７０％以上である市町村内に存する草 

   地（以下「草地比率の高い草地」） 

  ニ 緩傾斜地 

    次の（イ）又は（ロ）の基準を満たす農用地であって，市町村長が特に必要と認 

   めるもの。 

    （イ） 傾斜度が田で１／１００以上１／２０未満，畑，草地及び採草放牧地で 

     ８度以上１５度未満である農用地 

     ① 急傾斜農用地と連担している緩傾斜農用地 

     ② 緩傾斜農用地という条件に別の農業生産条件の不利性が加わる場合 

      ・ 協定集落に係る高齢化率        ３０％以上 

      ・ 協定集落農用地に係る耕作放棄率    田５％以上， 畑１０％以上 

    （ロ） 農業従事者の高齢化率が４０％以上であり，かつ，耕作放棄地率が次の 

     式により算定される率以上である集落に存する農地 

       （８％×田面積＋１５％×畑面積）÷（田面積＋畑面積） 

    （ハ） 急傾斜農用地と連担している場合の緩傾斜農用地の取扱いは， 国のガイ 

     ドライン（交付金実施要領運用別記３）を参考に市町村基本方針で定めるもの 

     とする。 
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第５ 法に基づく市町村促進計画の作成に当たっての留意事項（交付金実施要領第５及び

交付金実施要領運用第５） 

   市町村は，促進計画の作成に当たり，法第６条第２項第５号の促進計画の実施に関

し当該市町村が必要と認める事項として以下の事項を記載するものとする。 

 （１）対象農用地の基準 

 （２）集落協定の共通事項 

 （３）対象者 

 （４）その他必要な事項 

 

第６ 直接支払の実施 

 １  対象者（交付金実施要領第６の１） 

   集落協定・個別協定に基づき，５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者（農 

  業者，地方公共団体が出資する法人（以下「第３セクター」という。），特殊法人 

  （農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「基盤強化法」という。） 

  第２３条第４項に定められるものをいう。以下同じ。)，農業協同組合，生産組織等を 

  いう。以下同じ。）及び認定農業者等（認定農業者（基盤強化法第１２条第１項の認 

  定を受けた者をいう。以下同じ。）これに準ずる者として市町村長が認定した者，第 

  ３セクター， 特定農業法人， 農業協同組合， 生産組織等をいう。以下同じ。）をい 

  う。（農業所得が同一都道府県内の都市部の勤労者一人当たりの平均所得を上回る者 

  として農村振興局長が定める者を除く。） 

 ２ 対象行為（交付金実施要領第６の２） 

      対象行為は， 耕作放棄の防止等を内容とする「集落協定」，又は認定農業者等が耕 

  作放棄される農地を引き受ける場合の「個別協定」に基づき， ５年以上継続される農 

  業生産活動等とする。 

 （１） 集落協定 

    集落協定は，対象農用地において農業生産活動等を行う農業者等の間で締結し， 

   一団の農用地ごとに締結する。ただし，複数の一団の農用地を含めて１つの協定を 

   締結することもできる。 

 （２） 個別協定 

    認定農業者等が，所有権移転，賃借・農作業受託等により，農地を引き受ける場 

   合に個別協定を締結する。 

    なお，個別協定においては，１ｈａ以上の農用地のまとまりを求めない。 

 ３ 交付額（交付金実施要領第６の３） 

 （１） 農業者等への交付額は，集落協定又は個別協定に位置付けられている農用地につ 

   いて，次に掲げる地目及び区分ごとの国の交付金による交付単価と地方公共団体が 

   一体化して行う交付金の交付の上限単価に各々に該当する対象農用地面積をそれぞ 

   れ乗じて得た額の合計額とする。 

  この場合において，集落協定にあっては農業生産活動等の体制整備として取り組

むべき事項を実施しないとき，自作地を対象としている個別協定にあっては，農用

地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しないときには，国の交付金に

よる交付単価及び地方公共団体が国の交付金と併せて一体化して行う交付金の交

付の上限単価は，各々に０．８を乗じた額とするとともに，ロに掲げる加算措置は

適用しないものとする。 

  イ 傾斜農用地等の１０ａ当たりの交付単価 
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地 目 区 分 
①国の交付金による交付

単価 

②国の交付金と合わせて

地方公共団体が一体化し

て行う交付金の交付の上

限単価 

田 
急傾斜    １０，５００円    ２１，０００円 

緩傾斜      ４，０００円      ８，０００円 

畑 
急傾斜     ５，７５０円    １１，５００円 

緩傾斜      １，７５０円      ３，５００円 

草 地 

急傾斜     ５，２５０円    １０，５００円 

緩傾斜      １，５００円      ３，０００円 

草地比率の高い草地       ７５０円     １，５００円 

採草放牧地 
急傾斜        ５００円      １，０００円 

緩傾斜          １５０円          ３００円 

   注１ 小区画・不整形及び高齢化・耕作放棄率に該当する農地については緩傾斜の 

     単価と同額とする。 

   注２ 特認基準に係る国の交付金による交付単価は，①に３分の２を乗じた額とす 

     る。 

  ロ 加算措置 

   （イ）集落連携・機能維持加算（集落協定の広域化支援） 

    集落協定の活動において，協定認定年度（途中の年度で協定を変更して加算措置

に取り組んだ場合には当該変更年度）から平成 31年度までの間に，他の集落内の対

象農用地を含めて協定を締結して，農村振興局長が別に定めるところにより，当該

協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で，農村振興局長

が別に定める基準を満たす取組を行う場合に，当該協定農用地の全てに加算される

額の 10a当たりの交付単価 

地目 
①国の交付金による交

付単価 

②国の交付金と併せて地

方公共団体が一体化して

行う交付金の交付の上限

単価 

田 １，５００円 ３，０００円 

畑 １，５００円 ３，０００円 

草地 １，５００円 ３，０００円 

採草放牧地 １，５００円 ３，０００円 

   注１ 特認地域内の対象農用地に係る国の交付金による交付単価は，①に２／３を

乗じた額とする。 

   注２ １協定あたりの加算額は，２００万円／年を上限額とする。 

   注３ 集落協定の広域化支援による加算の交付を受ける協定については，同一農用

地を対象として小規模・高齢化集落支援に係る加算の交付を行わないものとす

る。 

 

    （ロ）集落連携・機能維持加算（小規模・高齢化集落支援） 

集落協定又は個別協定の活動において，協定認定年度（途中の年度で協定を変

更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度）から平成 31 年度までの間
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に，小規模・高齢化集落（農村振興局長が別に定める基準を満たす集落）内の対

象農用地を含めて協定を締結した場合に，当該小規模・高齢化集落の対象農用地

面積に応じて加算される額の 10ａ当たりの交付単価 

地 目 
①国の交付金による交付

単価 

②国の交付金と併せて地

方公共団体が一体化し

て行う交付金の交付の

上限単価 

田 ２，２５０円 ４，５００円 

畑 ９００円 １，８００円 

   注１ 特認地域内の対象農用地に係る国の交付金による交付単価は，①に２／３を

乗じた額とする。 

   注２ 小規模・高齢化集落支援による加算の交付を受ける協定については，同一農

用地を対象として集落協定の広域化支援に係る加算の交付を行わないものとす

る。 

 

   （ハ）超急傾斜農地保全管理加算 

    集落協定又は個別協定の活動において，協定認定年度（途中の年度で協定を変更

して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度）から平成 31年度までの間に，農

村振興局長が別に定めるところにより，協定農用地内の勾配が田で 1/10以上，畑で

20度以上ある農地（以下「超急傾斜農地」という。）の保全等の取組を行う場合に，

超急傾斜農地の面積に応じて加算される額の 10a当たりの交付単価 

地 目 
①国の交付金による交付

単価 

②国の交付金と併せて地

方公共団体が一体化し

て行う交付金の交付の

上限単価 

田 ３，０００円 ６，０００円 

畑 ３，０００円 ６，０００円 

   注１ 特認地域内の対象農用地に係る国の交付金による交付単価は，①に２／３を

乗じた額とする。 

 （２） 一農業者等当たりの受給額の上限は２５０万円（役員報酬等集落協定の各担当 

    者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。） 

    とする。ただし，多数のオペレーターを雇用する第３セクター及び多数の構成員 

    からなる生産組織等には適用しないものとする。 

 ４ 交付金の返還等（交付金実施要領第６の４） 

 （１） 集落協定又は個別協定に違反等した場合（当該協定に係る法第７条第１項の事

業計画の認定が，法第８条第２項又は第３項の規定により取り消された場合を含

む。）には，市町村長は，農村振興局長が別に定める基準（交付金実施要領運用

第９の（１）～（６））により交付金の返還等の措置を講ずることとする。 

 （２） 市町村及び農業委員会は，交付金を返還するような事態を防止するため，認定 

    農業者等に利用権の設定等又は農作業の受委託をあっせんし，耕作放棄が生じな 

    いよう指導することとする。 

 ５ 推進事業の実施 

 （１） 県推進事業の実施（推進交付金実施要領）第３の１の（１）～（３）） 
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  イ 県推進事業実施計画の樹立（推進交付金実施要領第４の１） 

    知事は，本事業を実施しようとするときは，県推進事業実施計画を樹立し東北農 

   政局長に提出する。（推進交付金実施要領運用別紙様式第１号） 

  ロ 市町村説明会の実施 

    県は，毎年度市町村担当者を対象とした説明会を開催し，当該年度の交付金事業 

   等に必要な事項について，周知徹底を図るものとする。 

  ハ 第三者委員会の設置（推進交付金実施要領第３の１の（２）のア） 

    （イ） 県は，中山間地域等直接支払交付金の運営に関する中立的な第三者委員 

       会を設置する。 

    （ロ） 第三者委員会は，県特認基準等の審査・検討及び事業の点検・評価を行 

       う。 

     (ハ)  事業の評価は，中間年及び最終評価において，集落協定で規定した農業生

産活動等として取り組むべき事項等の達成状況及び自律的かつ継続的な農

業生産活動等の取組の進捗状況等について行う。 

 （２） 市町村推進事業の実施（推進交付金実施要領第３の２の（１）～（３）） 

  イ 市町村推進事業実施計画の承認（推進交付金実施要領第４の２） 

    市町村は，本事業を実施しようとするときは，市町村推進事業実施計画を樹立し， 

   知事に提出する。（推進交付金実施要領運用別紙様式第２号） 

  ロ 促進計画の策定  

    法第６条第１項の規定に基づき，作成する。 

  ハ 集落説明会の開催 

    市町村は，中山間地域等直接支払制度の概要及び集落協定・個別協定の締結に必 

   要な事項について，集落の農業者等を対象に説明会を実施する。 

  ニ 対象者「基準検討会」の開催 

    集落の代表者，農業協同組合，土地改良区，農業改良普及センター，市町村等で 

   構成する検討会を開催する。   

  ホ 事業計画及び集落協定の作成指導（推進交付金実施要領第３の２の（１）のエ） 

    地方振興事務所又は地域事務所及び市町村は，集落座談会を開催する等により， 

   生産性や収益の向上による所得の増加，担い手の定着等に関する目標等，促進計画 

   に基づき事業計画及び集落協定の作成，締結が円滑に行われるよう，集落を指導す 

   る。 

  ヘ 事業計画及び個別協定の作成指導（推進交付金実施要領第３の２の（１）のオ） 

    地方振興事務所又は地域事務所及び市町村は，認定農業者等が行う農業生産活動 

   等について，促進計画に基づき事業計画及び個別協定の作成，締結が円滑に行われ 

   るよう，当該認定農業者等を指導する。 

  ト 集落協定の認定（変更）申請（交付金実施要領運用第７の４の（１）） 

    （イ） 集落協定を策定又は変更する集落は，法第７条の多面的機能発揮促進事

業に関する計画であって法第３条第３号第２号に係るもの（以下，「事業

計画」という）の認定（変更）申請書（交付金実施要領運用参考様式第４

号）に集落協定を添付し，協定農用地が存する市町村長に提出する。 

    （ロ） 提出は，当該年度の６月３０日（平成２７年度については，８月３１日） 

       までとする。 

  チ 個別協定の認定（変更）申請（交付金実施要領の運用第７の４の（２）） 

    （イ） 個別協定を策定又は変更する認定農業者等は，事業計画の認定（変更）
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申請書（交付金実施要領運用参考様式第４号）に個別協定書（経営規模及

び農業所得調書，協定農用地の概要，農作業受委託契約書等）を添付し，

協定農用地が存する市町村長に提出する。 

    （ロ） 提出は，当該年度の６月３０日（平成２７年度については，８月３１日） 

       までとする。 

  リ 集落協定・個別協定の認定（交付金実施要領の運用第７の４の（３）） 

    （イ）市町村長は，集落協定・個別協定が法第６条に基づき定められた農業の有

する多面的機能の発揮の促進に関する計画であって法第３条第３項第２号の

事業に係るもの（以下「促進計画」という。）に即していると認めるときは，

法第７条第５項の規定に基づく事業計画の認定と併せて当該協定の認定を行

うとともに，事業計画認定書（交付金実施要領運用参考様式第５号）を交付

することをもって，当該協定を認定した旨を集落協定の代表者又は個別協定

申請者に通知する。 

    （ロ）通知は，当該年度の７月３１日（平成２７年度については，９月３０日） 

      までとする。 

    （ハ）市町村は認定（変更認定）又は届出された協定書の写しを地方振興事務 

      所又は地域事務所に認定（変更認定）又は届出後すみやかに提出するものと 

      する。 

 ６ 実施状況の確認（交付金実施要領運用第１０の１・２） 

 （１） 実施状況の確認 

  イ 市町村は，毎年度集落協定又は個別協定に定められている事項の実施状況につい 

   て確認する。 

  ロ 確認は，当該年度の９月３０日（平成２７年度については，１０月３１日）まで 

   に実施する。 

  ハ 実施状況の確認は，地方振興事務所及び地域事務所においても現地立会いに努め 

   るものとする。（宮城県中山間地域等直接支払交付金等交付事業実施細則第３の３） 

 （２） 書類審査（推進交付金実施要領第３の２の（２）） 

  イ 集落協定の場合 

    （イ） 一団の農用地基準（対象農用地基準）について審査する。 

        対象農用地，面積，傾斜度，高齢化率，耕作放棄率等 

    （ロ） 一農業者等当たりの交付金受給額（交付額）について審査する。 

  ロ 個別協定の場合 

    （イ） 一団の農用地基準（対象農用地基準）について審査する。 

              対象農用地，面積，傾斜度，高齢化率，耕作放棄率等 

    （ロ） 協定農用地の権利等の設定期間が有効であるか審査する。 

    （ハ） 一農業者等当たりの交付金受給額（交付額）について審査する。 

 （３） 現地確認作業（推進交付金実施要領第３の２の（２）イ） 

  イ 現地確認計画の策定 

    市町村は，毎年度，農業生産活動等の実施状況を確認するため，確認の時期確認 

   体制，確認の方法等について具体的な計画を策定する。 

  ロ 確認野帳の作成 

    （イ） 市町村は，現地確認を円滑に実施するため，農業生産活動等の現地確認 

     に必要な事項について確認野帳を作成する。 

    （ロ） 集落協定の協定農用地確認野帳（交付金実施要領運用参考様式第１１号） 
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    （ハ） 個別協定の協定農用地確認野帳（交付金実施要領運用参考様式第１２号） 

  ハ 標示票の作成（交付金実施要領運用「別記７」２（４）） 

    市町村は，現地確認を円滑に実施するため，標示票を作成し，事前に，該当農業 

   者等に配布する。ただし，協定農用地が確認可能な１／２，５００程度以上の縮尺 

   の確認図面を整備している場合はこの限りではない。（交付金実施要領運用参考様 

   式第１３号） 

  ニ 現地確認通知書の送付及び標示票の配布（交付金実施要領運用「別記７」２（５）） 

    （イ） 現地確認の実施に当たり市町村は， 現地確認の日時及び確認の方法につ 

     いて農業者等にあらかじめ通知する。（交付金実施要領運用参考様式第１４号） 

    （ロ） 農業者等は，現地確認日前に当該農用地に係る標示票に，必要な事項を 

     記入して，現場に掲示しておくこととする。 

  ホ 現地確認の方法 

    （イ） 必要書類 

      ・集落協定書（交付金実施要領の運用２号事業様式) 

      ・集落協定参加同意書（交付金実施要領運用別紙様式１別添２構成員一覧) 

      ・農業所得調書 

      ・協定農用地確認野帳（交付金実施要領の運用参考様式第１１，１２号) 

      ・現地確認チェックリスト（参考様式第１６号） 

      ・標示票（交付金実施要領の運用参考様式第１３号) 

       ※確認図面未整備の場合 

      ・個別協定認定書類（経営規模及び農業所得調書）（交付金実施要領の運用 

      別紙様式５) 

      ・農作業受委託契約書等書類（交付金実施要領の運用別紙様式６様式例） 

    （ロ） 確認項目 

        協定農用地の管理状況，協定外耕作放棄地の管理状況，水路・道路等の 

       管理状況，多面的機能を増進する活動，米・ 麦・大豆等の作付け状況等の 

       確認 

    （ハ） 現地確認は，協定農用地ごとに，掲示された標示票，確認野帳及び現地

確認チェックリストに基づいて所要の事項を確認する。 

    （ニ） 現地において協定に規定された農業生産活動の実施状況について，調査 

       確認を行う。 

    （ホ） 集落連携・機能維持加算の地域の活性化を担う人材の定着等の取組につ

いて，証拠書類等により確認する。 

    （ヘ） 超急傾斜農地保全管理加算の超急傾斜農地保全等の取組については，現

地見回り及び関係資料により確認する。 

    （ト） 現地確認に当たり農業者等の立会いを求めることができる。 

    （チ） 現地確認者は，農業生産活動等の実施者が現地確認内容を認知できるよ 

       うに掲示された標示票に，現地確認の結果を記入する。 

    （リ） 確認は現場抽出で行い，地方振興事務所又は地域事務所も立ち会いに務

める。 

 （４） 所要額調書の作成（推進交付金実施要領第３の１の（２）ウ） 

  イ 直接支払交付金所要額調書の提出（交付金実施要領の運用参考様式第７号） 

    （イ） 知事は，所要額調書を毎年度９月末日までに東北農政局長に提出するも 

     のとする。ただし，平成２７年度については，１１月末日までに提出する。 
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    （ロ） 添付資料 

      ・対象農用地総量（対象面積・交付見込額） 

      ・集落協定及び個別協定の締結状況 

    （ハ） 市町村長は，中山間地域等直接支払交付金所要額調書を知事が別に定め 

     る日までに知事に提出するものとする。 

  ロ 交付金支払調書の作成（推進交付金実施要領第３の２の（３）） 

（イ） 市町村は，集落の代表者，個別協定の申請者，水利組合，土地改良区等

への支払額等を記載した支払調書を作成する。（交付金実施要領運用参考

様式第８号） 

    （ロ） 県は，必要に応じ市町村に交付金支払調書の提出を求めることができる。 

 ７ 証拠書類の保管（交付金実施要領第６の６） 

 （１） 市町村は，交付金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書 

    類を交付金の交付を完了した日が属する年度の翌年度から起算して５年間保管し 

    なければならない。 

 （２） 交付金の交付を受けた者は，会計経理を適正に行うとともに，交付を受けた日 

    が属する年度の翌年度から起算して５年間経理書類を保管しなければならない。 

 

第７ 各種施策との連携（交付金実施要領第７） 

   市町村は，交付金の交付に当たって，農地法（昭和２７年法律第２２９号)，農業振 

  興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号)，基盤強化法等関連諸制度との 

  調和を図るとともに，次に掲げる施策と連携しつつ，耕作放棄の防止等に努めるもの 

  とする。 

 （１） 経営所得安定対策に関する施策 

 （２） 農業の生産基盤の整備に関する施策 

 （３） 農業の経営構造改善に関する施策 

 （４） 農産物の生産体質強化，農産物の需要の動向に即した生産の誘導に関する施策 

 （５） 畜産経営の生産基盤の整備に関する施策 

 （６） 農村における環境整備及び生活の改善に関する施策 

 （７） 農村と都市との交流に関する施策 

 （８） 遊休農地の解消による優良農地の確保に関する施策 

 （９） 農地・農業用水等の資源の良好な保全とその質的向上に関する施策 

 （１０） 自然環境の保全に資する農業生産活動の実施の推進に関する施策 

 

第８ 第三者機関の設置（交付金実施要領第８） 

 １ 県は，交付金の交付が計画的かつ効果的に推進されるよう市町村及び関係団体に助 

  言するとともに，交付金の交付状況の点検，市町村の対象農用地の指定の評価，特認 

  地域及び特認基準についての審査検討を行うため， 別に定める中立的な第三者機関を 

  設置する。  

  ２ 第三者機関（委員会）の開催回数は，年２回程度を基準に実施する。 

 （１） 交付金の交付状況の点検 

 （２） 市町村の対象農用地の地域指定の評価 

 （３） 特認地域及び特認基準の検討 

 

第９ 実施期間（交付金実施要領第９） 
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   実施期間は，平成２７年度から平成３１年度までの５年間とする。 

 

第１０ 助成措置（交付金実施要領第１０） 

 （１） 国は，毎年度，予算の範囲内において，市町村が交付金の交付に要する経費の

うち，交付金実施要領第６の３の（２）のア及びイの表中①により算定された額に

相当する額につき，都道府県に対して交付する。ただし，特認地域内の対象農用地

に係る交付単価は，上記の表中①に２／３を乗じた額とする。 

 

第１１ 事業実績の報告 

 １ 県・市町村推進事業実績の報告（推進交付金実施要領第６の１，２及び県交付要綱 

  第９） 

 （１） 都道府県直接支払推進事業実績報告書 

     知事は，毎年度，事業実績を実施年度の翌年度の５月末日までに東北農政局長 

    へ提出する。（推進交付金実施要領運用別紙様式第１号） 

 （２） 市町村直接支払推進事業実績報告書 

     市町村長は，毎年度，事業実績を実施年度の翌年度４月２０日までに，「平成 

    年度中山間地域等直接支払推進事業実績報告書」を知事に提出する。（県交付要 

    綱別記様式第５号） 

 ２ 直接支払交付金の交付実績の報告（交付金実施要領第１１，交付金実施要領運用第 

  １５及び県交付要綱第９） 

 （１） 市町村長から知事へ交付実績の報告 

     市町村長は，毎年度，交付金事業等の完了の日から起算して１か月を経過した

日又は事業完了の翌年度の４月２０日のいずれか早い期日までに知事に「平成 

 年度中山間地域等直接支払交付金交付事業実績報告書」を提出する。（県交付

要綱別記様式第５号） 

 （２） 知事から東北農政局長への交付実績の報告 

     知事は，当該報告を取りまとめの上，５月末日までに東北農政局長へ提出する 。 

    （交付金実施要領運用参考様式第１２号） 

 

第１２ 実施状況の公表（交付金実施要領第１２及び交付金実施要領第１６） 

 （１） 市町村長は，法第７条第６項の規定により，同条第１項の事業計画の認定をし

たときは，遅滞なく当該認定に係る事業計画の概要を公表する。 

 （２） 県及び対象市町村は，直接支払の実施状況を当該実施年度の翌年度の６月末日 

    までに公表する。 

  イ 県・対象市町村の広報誌， ホームページ等への掲載 

  ロ 県及び市町村で定めている情報公開に関する規定に基づくもの 

 （３） 公表内容 

  イ 集落協定の概要 

  ロ 農用地の基準別の面積及び交付額 

  ハ 集落協定締結数，個別協定締結数及び各集落等への交付額 

  ニ 農業生産活動等の実施状況 

  ホ 農業生産活動等の体制整備の実施状況 

（４） 実施状況の報告 

     （３）の実施状況等について，市町村は都道府県に対し，当該実施年度の翌年



- 12 - 

度の４月末日までに，都道府県は国に対し，当該実施年度の翌年度の５月１５日

までに，それぞれ中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況報告（交付金実施

要領運用参考様式第２０号，第２１号）を報告する。 

第１３ 交付金交付の評価（交付金実施要領第１３及び交付金実施要領運用第１７） 

 １ 交付金の評価は，中間年評価及び最終評価を実施するものとし，中間年評価は市町 

  村が行う平成２９年度の実施状況の確認に併せて平成３０年６月末までに，最終評価 

  は平成３１年８月末までに実施する。 

 ２ 評価は，集落協定で規定した農業生産活動等として取り組むべき事項，集落マスタ 

  ープランに定めた取り組むべき事項等の達成状況及び自律的かつ継続的な農業生産活 

  動等の進ちょく状況等について行う。 

 ３ 市町村は，中間年評価において，集落協定又は個別協定で規定した取組が不十分（自 

  然災害等による不可抗力の場合を除く。）な集落に対しては，取組の改善に向けた適 

  切な指導・助言を行うものとし，改善が見込めない協定にあっては，交付金実施要領 

  の運用第９の１の（３），（４），（５）及び（６）の措置を講ずるものとする。 

 ４ 市町村長は，集落等の取組状況を評価し，その結果を知事に報告することとする。 

 ５ 知事は，市町村長からの報告内容を，中立的な第三者機関において検討し，評価す 

  るとともに，その結果を東北農政局長を経由して農村振興局長に報告する。 
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【別紙１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線市町村は，「８法指定地域に接する農地」の要件を満たすため一部地域該当 

 

市町村名 法指定地域（旧市町村名） 特認地域（旧市町村名）

白石市 小原村
福岡村，越河村，斎川村，白川村，大鷹
沢村

角田市 角田町，枝野村，西根村

蔵王町 宮村

七ヶ宿町 全域

村田町 富岡村 村田町，川崎町

川崎町 全域

丸森町 全域

仙台市 広瀬村，大沢村，秋保村，根白石村 生出村，七北田村

塩竈市 浦戸村

松島町 全域

大和町 宮床村，吉田村 鶴巣村，吉岡町

大郷町 大松沢村

富谷町 富谷村

大崎市
岩出山町，真山村，鳴子町，川渡村，鬼
首村，西大崎村，一栗村

宮沢村，清滝村，東大崎村，高倉村，志
田村，長岡村，大貫村

色麻町 色麻村

加美町 全域

栗原市 全域

石巻市
飯野川町，二俣村，大川村，鮎川町，大
原村，十三浜村，橋浦村，大谷地村，雄
勝町

荻浜村，稲井村，桃生村，中津山村

女川町 全域

東松島市 宮戸村，野蒜村，大塩村

登米市
登米町，米川村，錦織村，米谷町，柳津
町，横山村

新田村，北方村，宝江村，吉田村，石越
村

気仙沼市 全域

南三陸町 全域


