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Ⅲ 平成２９年度事業概要 

１ 企画振興課 

事 業 名 事 業 概 要 

新「輝け!ちばの園芸」

産地整備支援事業 

産地の生産力を強化拡大するため、産地自らが新たな「産地戦略」

を構築して高品質・安定的な生産販売体制の整備への支援や産地の

「再整備計画」による老朽化した施設園芸の改修等への支援をし、

多様な消費者ニーズに的確に対応できる産地形成を推進する。 

（１）生産力強化支援型 

ア 認定農業者等整備 

イ 共同利用施設・機械 

（２）園芸施設リフォーム支援型 

 

強い農業づくり交付

金 

消費者・実需者ニーズを踏まえた国産農畜産物の安定供給体制の

構築を図るため、産地としての持続性を確保し、収益力を向上する

ための取組の推進等、農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト

化及び食品流通の合理化等、地域における生産から流通・消費まで

の対策を総合的に推進する。 

 

産地パワーアップ事

業 

農業の国際競争力の強化を図るため、産地が創意工夫を活かし、

地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組

を総合的に支援する。 

 

経営体育成支援事業 集落での話し合い等に基づき作成された適切な「人・農地プラン」

に位置付けられた中心経営体等が規模の拡大や経営の多角化など

に取り組む際に必要となる農業用機械等を、融資を受けて導入する

場合に、その融資残に対して補助を行う。 

 

園芸施設省エネルギ

ー化推進事業 

近年、冬期加温に使用される燃油価格が高水準にあることにより

施設園芸の安定的・継続的な経営が困難になっていることから、 

省エネ設備の導入を支援することで、燃油価格高騰の影響を受けに

くい経営構造への転換を推進する。 

 

園芸用廃プラスチッ

ク処理対策推進事業 

施設園芸農家から廃棄される使用済みプラスチックの円滑な 

回収と適正処理を推進し､農村環境保全と施設園芸の健全な発展を

図るため、千葉県園芸用プラスチックリサイクルセンター（県有 

再生処理施設）に搬入された園芸用廃プラスチックの処理に要する

経費に対し、１／４以内を負担し、適正処理を積極的に推進する。 
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事 業 名 事 業 概 要 

飼料用米等拡大支援

事業 

食料自給力向上を図るため、飼料用米などの新規需要米の作付や

麦・大豆の大規模集団転作の取組等を支援する。 

（１）担い手水田利活用高度化対策型 

ア 固定団地型 

イ ブロックローテーション型 

（２）飼料用米等生産支援型 

 

農地中間管理事業 平成 26 年度から、担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の

解消を加速化するため、農地所有者と農業経営者の間に農地中間 

管理機構（（公社）千葉県園芸協会）が立って農地の貸借等を行い、

農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進める。 

 

農地の出し手への支援（29 年度） 

（１）地域に対する支援 

地域内の農地を機構に貸し付ける場合 

（新規集積分） 

2 割超から 5 割以下 1.5 万円/10a 

5 割超から 5 割以下 2.1 万円/10a 

8 割超 2.7 万円/10a 

（新規集積分以外） 

割合にかかわらず一律    1 万円/10a 

（２）経営転換・リタイアする個々の出し手に対する支援 

10 年以上機構が借受け、担い手に貸し付けた場合 

0.1ha 未満 3 万円/戸 

0.1ha 以上 1ha 未満 貸付面積×3 万円/10a・戸 

1ha 以上 2ha 以下 50 万円/戸 

2.0ha 超 70 万円/戸 

（３）農地の集積等に協力する個々の出し手に対する支援 

機構の借受農地の隣接農地等を 10 年以上機構が借受け、 

担い手に貸付した場合 

 1.0 万円/10ha 
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事 業 名 事 業 概 要 

耕作放棄地再生利用

緊急対策 

耕作放棄地を再生・利用する取組や、これに附帯する施設等の 

整備、農地利用調整、営農開始後のフォローアップ等の地域の取組

みを総合的・包括的に支援する「耕作放棄地再生利用緊急対策」を

実施する。 

（１）実施期間 

平成 21 年度から平成 30 年度までの 10 ヵ年間とし、耕作  

放棄地対策協議会を県並びに市町村に各々設置する。 

（２）交付対象農地 

対象となる農地は、農用地区域（農業振興地域の整備に関す

る法律第 8 条第 2 項第 1 号に規定する農用地区域（同法第 8

条第 1 項の農業振興地域整備計画の変更により農用区域と 

なることが確実と見込まれる区域を含む。）をいう。）の農地と

する。 

（３）内容および交付額 

ア 再生作業（障害物除去等から土づくり） 

・定額支援 5 万円/10a＋県単 2.5 万円 

・重機作業を伴う場合補助率 1/2 以内＋県単 2.5 万円/10a 

・土づくり 2.5 万円/10a（2 年目が必要な場合、2 年目のみ） 

・営農定着 2.5 万円/10a 

イ 経営展開定額（経営相談、実証ほの設置・運営、加工品試作、

試験販売等）100 万円以内/1 市町村 

ウ 施設等補完整備 

・用排水施設、農業用機械・施設等の整備【1/2 等】 

・小規模基盤整備【2.5 万円/10a】 

 

千葉県 耕作放 棄地 

活用支援事業（県単） 

地域や集落単位での耕作放棄地解消を進める取り組みに対して、

一定の要件を満たすものについて、地域耕作放棄地対策協議会・ 

地域団体等に対して補助金を交付する。 

・ 定額 50 万円以内/地区（最長 2 年間 地区内 50a 以上の耕作  

放棄地があること） 

・ 事業内容：耕作放棄地の調査、再生利用計画・営農計画の策定、

再生活動・保全管理の実施、農作物等の作付、成果・課題の  

取りまとめ 

 

園芸生 産拡大 支援 

事業 

耕作放棄地を再生し、露地野菜等生産面積の拡大に取組む農業

者、農業者団体等に対し、必要な機械等の整備を支援する。 
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事 業 名 事 業 概 要 

新規就農相談センタ

ーの設置 

「長生地域新規就農相談センター」を設置し、多様な人材のニー

ズに応じた適格な就農関連情報の提供や就農相談情報の提供や 

就農相談業務を実施することにより、次代の農業を担う優れた新規

就農者の育成確保を図る。 

（１）就農希望者、求職希望者の相談業務 

（２）就農受入希望者、法人等の求人希望の相談業務 

（３）農業技術研修等の指導 

（４）認定新規就農者の認定に係る指導 

（５）就農支援資金の借受に係る指導 

（６）就農後の経営相談、支援等 

（７）新規就農者の把握 

 

農業次世代人材投資

事業 

(旧：青年就農者確

保・育成給付金事業) 

経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営確立に

資する資金を交付する。 

交付の額は、１人あたり年最大間 150 万円で、夫婦で申請の  

場合最大 225 万円となる。また、交付金には準備型（最長 2 年）と

経営開始型(最長 5 年)の 2 種類があり、交付期間は、経営開始後  

5 年度目分までとする。 

 

鳥獣被 害防止 総合 

対策交付金 

鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため、市町村が 

単独で、又は隣接する複数の市町村が共同して作成する被害防止 

計画に基づく個体数調整、被害防除、生息環境管理等の被害防止 

対策を総合的かつ計画的に実施する事業を支援する。 

 

「環境 にやさ しい 

農業」推進事業 

環境にやさしい農業を推進するため、「ちばエコ農業」・「エコ  

ファーマー」・「有機農業」等を積極的に推進する。 

（１） ちばエコ農業 

農薬と化学肥料を県が定める使用基準の半分以下に減らし

て栽培を行う農業者を対象に産地指定や農産物の認証を行う。 

（２） エコファーマー 

土づくり・減化学肥料・減化学農薬のすべてに取組む農業者

の認定を行う。 

 



13 

 

事 業 名 事 業 概 要 

農薬安 全使用 総合 

対策事業 

農薬の安全・適正使用を推進するため、研修会の開催、農薬使用

者（農家、ゴルフ場）への立入検査を行う。 

（１）年間立入検査 40 件 

（２）事故発生時の調査等 

事故発生時に農林総合研究センター病害虫防除課と連携し、現地

の状況調査及び立入検査の実施 

 

環境保全型農業直接

支払交付金 

化学肥料・化学合成農薬の使用を通常の 2 分の 1 以上低減する 

取組に加えて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農

活動や有機農業に取り組む農業者等に対して、交付金を交付する。 

＜対象となる取組＞ 

（１）共通取組  

ア 化学肥料・化学合成農薬を慣行レベルの 5 割減の作付を実施

の上、次のいずれかを実施。 

ⅰ)ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟの作付、ⅱ)堆肥の施用 

イ 有機農業の取組を実施 

（２）特認取組 

化学肥料・化学合成農薬を慣行レベルの 5 割減の作付を実施

の上、次のいずれかを実施。 

ⅰ）ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏﾙﾁ、ⅱ）草生栽培、ⅲ）冬期湛水管理 

iv）江の設置 

＜交付金単価＞ 

ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ・有機農業・ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏﾙﾁ・草生栽培・冬季湛水管理    

8,000 円/10a 以内 

江の設置  4,000 円/10a 以内 

＊そば等雑穀、飼料作物の有機農業 3,000 円/10a 以内 

＊堆肥の施用 4,400 円/10a 以内 

＜負担割合＞ 

国 50％、県 25％、市町村 25％ 
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事 業 名 事 業 概 要 

中山間 地域等 直接 

支払制度 

中山間地域等では、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が  

不利なため耕作放棄地が増加し、多面的機能の低下が懸念されて 

いる。本制度はこの不利な条件を補正するため、農業生産活動が 

継続的に行われ多面的機能が確保できるよう、農業者等に耕作面積

に応じて交付金を直接支払い、農業者等を支援する。 

（１）対象地域 

半島振興対策地域、特定農山村地域、振興山村地域、過疎  

地域、特認地域等 

（２）対象農用地 

対象地域内の農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律

「農振法」第 8 条第 2 項第 1 号に規定する農用地区域）内に  

存する一団の農用地とする。 

ア 勾配田：1/100 以上、畑 8°以上の農用地 

イ 小区画・不整形な田 

ウ 高齢化率・耕作放棄地率の高い集落にある農用地。 

エ 特認基準に該当する農用地 

（３）対象者 

集落協定に基づき 5 年間以上継続して農業生産活動等を 

行う複数の農業者等又は個別協定に基づき 5 年間以上継続し

て農業生産活動等を行う認定農業者等。 

（４）10a 当り交付単価（地目・勾配・活動内容等による） 

田：21,000 円～6,400 円（加算を含まない） 

畑：11,500 円～2,800 円（   〃   ） 

 

農業金融対策 

農業近代化資金 

農林業者や農業団体等に対して、農林業経営の規模拡大及び経営

改善を図るため、長期かつ低利の資金を農協等から借り入れやすい

よう利子補給を行う。 

 

県産農林水産物魅力

発信事業 

知事のトップセールスやマスメディアを活用して、県民や首都圏

に向けて積極的なＰＲ活動を展開し、県産農林水産物のイメージ 

アップを図るとともに、量販店・百貨店での千葉県フェアやセール

スプロモーション、商談会の開催等を通じて、販路の拡大を図る。 

（１）県内・首都圏向けＰＲ 

（２）商談会の開催・出展による販路の拡大 
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事 業 名 事 業 概 要 

グリーン・ブルーツー

リズム活動推進事業 

グリーン・ブルーツーリズムの拠点として期待される直売所や 

道の駅等の交流施設の運営向上に向けた検討会、研修会等を実施

し、安全安心な農林水産物の提供等、地域の特色を活かした取組を

一体的に推進する。 

（１）直売所フェアなどのキャンペーンの実施 

（２）グリーン・ブルーツーリズムの啓発活動 

 

農林水 産物直 売所 

実態調査 

農林水産物直売所の実態を継続的に把握し、活動の活性化を図る

ために調査を実施する。 

 

ちば食 育活動 促進 

事業 

「ちばの恵み」を取り入れたバランスのよい食生活を実践し、 

生涯健康で心豊かな人づくりを行うため、教育・健康・農林等、  

食育に関係する機関との連携を図り、食育推進の担い手となる食育

ボランティアの活動を支援する。 

（１）地域食育推進会議の開催 

（２）地産地消を軸とした活動交換会 

（３）「ちば食育ボランティア」の募集 

（４）ちば食育ボランティア活動の支援 

 

農業経営多角化支援

事業 

農業者が農畜産物の生産とともに自ら加工・販売に取り組むこと

（６次産業化）による経営の多角化を実現することを目的とし、 

総合化事業計画に基づく取組に必要な機械・施設等の整備を支援す

る。 
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２ 改良普及課 

事 業 名 事  業  概  要 

農業改良普及事業 平成 29 年度農業改良普及指導計画の推進にあたっては、4 つの

普及指導課題(既存産地の維持強化を目指す園芸産地づくり、農業

基盤を守る水田営農の推進、新たな地域農業の展開、長生農業を 

支える多様な担い手の育成)を設定し、活動を展開する。 

（１）課題の設定と展開 

（２）普及活動成果検討会の開催 

（３）農業改良普及指導評価の実施 

 

普及情報活動事業 普及活動を効率的に展開するため、農業及び農村生活の動向、 

農業者の意向等を迅速に把握し、各種情報の収集･整理並びに提供

を行う。 

（１）普及活動情報の整備と共有化 

（２）現地情報の収集 

一般情報･緊急情報の収集･処理･提供 

（３）普及情報誌等の発行 

ア ながいき農業だよりの発行 

イ 普及活動実績書(普及活動の軌跡)の発行 

 

現地課題 

調査研究事業 

普及現場で重要かつ緊急に解決が求められている課題について、

専門項目または普及指導活動の技術及び方法についての実証試験･

実態調査などを行うことにより解決し、その成果を広く地域に情報

提供する。 

（１）今年度8課題について調査研究する。 

（２）成果集の発行 

 

ちば新農業人 

サポート事業 

（農家後継ぎ等対策 

・新規参入者育成） 

農業系高校や指導農業士会・農業士協会等と連携し、高校生等を

対象とした就農啓発活動、定年帰農者を対象とした就農サポート 

研修等多様な担い手の育成を図る。(企画振興課との連携) 

（１）農家後継ぎ等就農啓発事業 

茂原樟陽高等学校生徒を対象に就農促進講座の開催 

（２）いきいき帰農者等研修事業 

いきいき農業セミナーの開催 

（３）新規参入者交流事業 

新規参入者と先進的地域農業者との交流会の実施 
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事 業 名 事  業  概  要 

力強い担い手 

育成事業 

（経営体育成） 

就農直後、就農定着後の青年農業者等を対象に、経営発展の段階

に応じた啓発、能力向上、組織育成支援、経営改善対策を効果的に

実施し、他産業並みの年間農業所得を確保しうる農業経営体の育成

を図る。 

（１）経営体育成セミナーの開催 

就農直後の青年等を対象に、３年間セミナーを開催 

（２）青年農業者等スキルアップ研修の実施 

就農定着後の青年を対象に研修会を実施 

（３）農業者グループ活動の促進 

ア 青年農業者リーダー養成（長生ヤングパワーズクラブ） 

イ 指導農業士・農業士等の活動推進 

ウ 農業者グループ活動促進（農業フォーラムの開催） 

（４）農業経営改善の推進 

ア 地域で育成すべき経営モデルの作成 

イ 認定農業者などを対象にカウンセリング及びコンサルテー

ションの実施 

ウ 経営研修会の開催 

エ 農業経営体重点支援の実施 

 

集落営農加速化事業 農村における集落機能の低下に対応するため、集落の話し合いに

より合意形成を図るとともに、集落自らが「集落の農地は集落で 

守る」ための体制づくりを関係機関と連携し支援する。(企画振興

課と連携) 

（１）重点支援対象集落 

睦沢町妙楽寺地区：営農組合の設立と営農活動の実践支援 

白子町関北地区:地域合意に基づく担い手の確保と営農組合         

設立及び農地の流動化の促進 

（２）推進対象集落 

茂原市(山崎地区(継続)・立木地区(継続))、睦沢町(大谷木・

北山田地区(継続)・岩井地区(継続)・上市場(新規))、長柄町 

(味庄船木地区(継続))、長南町(棚毛地区(継続)・西湖地区 

(継続)・本台地区(継続)・小沢地区(継続)･蔵持地区(新規)･

坂本地区(新規)) 
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事 業 名 事  業  概  要 

小規模農家等 

支援事業 

小規模農家や女性・高齢者の経営安定を図るため、生産・加工・

直売等の組織的な活動に参加できるよう支援する。 

（１）小規模農家の経営安定 

ア 知識及び栽培技術の習得支援 

イ 販売方法支援 

（２）地域農業の発展 

ア 組織の育成 

イ 先進地視察研修の開催 

 

農山漁村の担い手の

パートナーシップ 

推進事業 

女性農業者が共同経営者等として主体的に経営参画し、自らの能

力を発揮できるパートナーシップ型農業を推進する。また、女性リ

ーダーや次世代リーダーとなる若手女性農業者の育成を支援する。

（１）地域における男女共同参画の推進 

ア 男女共同参画地区推進会議の開催 

イ 意識向上のための取組 

（２）スキルアップによる経営改善支援 

ア 女性農業者経営参画研修の実施 

イ 起業経営体育成研修の実施 

ウ 農業労働改善研修の実施 
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３ 地域整備課 

事 業 名 事 業 概 要 

かんがい排水事業 おいしい米を作り、新鮮な野菜づくりには、豊かな水が欠かせ

ないことから、ダムや川から取水した農業用水を運ぶための用水

路を作り、水はけをよくするための排水路を作る。 

県営事業  両総茂原南地区 両総茂原西部地区 

国庫補助金：県負担金：地元負担=50:25:25 

 

基幹水利施設ストッ

クマネジメント事業 

施設の改修・補修を行い、維持管理費の軽減及び施設機能の 

回復や長寿命化を図り、ライフサイクルコストの低減を実現す

る。 

県営事業  清水地区 

国庫補助金：県負担金：地元負担=50:25:25 

 

経営体育成基盤整備

事業 

水田や畑の区画を大きく整形するとともに、各水田等に道路、

用水路、排水路を完備させ、大型機械を利用した効率的な農業を

可能にすることを目的とする。また、水田を乾きやすくすること

によって転作を可能にし、麦や大豆等の栽培に適したほ場に整え

る。併せて、大規模経営農家や集落営農組合等の地域農業の担い

手に農地の集積し、農作業の受委託をして、地域農業の活性化を

進める。（Ｈ29 年度に実施中の地区無し） 

 

湛水防除事業 

*地盤沈下対策事業 

近年の開発に伴う宅地化や道路の舗装化や、九十九里平野の 

地盤沈下によって、降雨時の出水がより早く、多くなるなど昔と

比べ湛水の危険性が増加している。こうした湛水被害を防止する

ため田畑はもちろん住宅や道路など地域全体の排水を行う。 

県営事業  一松地区（大規模）、白潟北地区、*南白亀地区 

国庫補助金：県負担金：地元負担=50:40:10 （基幹） 

国庫補助金：県負担金：地元負担=50:35:15（その他） 

国庫補助金：県負担金：地元負担=55:40:5 （大規模） 

国庫補助金：県負担金：地元負担=50:44:6 （地盤沈下） 

 

ため池等整備事業 農業用水確保のため、古来から数多くのため池が築造されてい

る。貴重な用水源としての役割のほか、豪雨時の洪水調節の機能

も合わせ備えており、防災施設として重要な役割を担っている。

築造後の経年変化に伴い、近年老朽化が激しく堤体下部から漏水

等もあり、ため池の決壊等の災害を未然に防止することを目的に

改修を行う。 

県営事業  藤木地区 

国庫補助金：県負担金：地元負担=50:29：21(小規模) 
 



20 

 

４ 指導管理課 

事業名 事業概要 

農業基盤整備促進 

事業 

農地の大区画化・汎用化や畑地かんがい施設等の基盤整備に  

より、担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化等を図る

ことが重要であり、既に区画が整備されている農地の畦畔除去等に

よる区画拡大、暗渠排水、客土や除礫等の簡易な整備については、

農業者の自力施工も活用し、安価かつ迅速に実施する。 

 ・農業競争力の強化に向けた取り組みを行う地域 

 ・総事業費 200 万円以上 

 ・受益者 2 名以上 

・受益面積 5ha 以上 

(1)定率助成 

 ・工種：農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、区画整理、 

農作業道、農用地の保全 

(2)定額助成                

 ア 田・畑の区画拡大 

高低差 10cm 超  10.5 万円～25 万円/10a 

   高低差 10cm 以下 4.0 万円～23 万円/10a 

 イ 畦畔除去        3.0 万円/100m 

 ウ 暗渠排水 

バックホウ     10.5 万円～15.0 万円/10a 

   トレンチャ      8.5 万円～10.0 万円/10a 

掘削同時埋設    5.5 万円～ 7.5 万円/10a 

 エ 湧水処理        10.0 万円～15.0 万円/100m 

オ 末端の畑地かんがい施設整備 

普通畑        11.0 万円～15.5 万円/10a 

樹園地     17.5 万円～24.5 万円/10a 

カ 客土             6.5 万円～11.5 万円/10a 

キ 除礫            14.5 万円～20.0 万円/10a 
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事業名 事業概要 

農地耕作条件改善 

事業 

農地の大区画化・汎用化や畑地かんがい施設等の基盤整備に  

より、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を図る

ことが重要であり、既に区画が整備されている農地の畦畔除去等に

よる区画拡大、暗渠排水、客土や除礫等の簡易な整備については、

農業者の自力施工も活用し、安価かつ迅速に実施する。 

・農地中間管理機構による担い手への農地集積の推進に向けた 

取組を行う地域 

・総事業費 200 万円以上 

 ・受益者 2 名以上 

  ・農地中間管理機構との連携概要の策定 

(1)定率助成 

 ・工種：農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、区画整理、 

農作業道、農用地の保全 

(2)定額助成           

 ア 田・畑の区画拡大 

高低差 10cm 超    10.5 万円～25.0 万円/10a 

   高低差 10cm 以下    4.0 万円～23.0 万円/10a 

 イ 畦畔除去       3.0 万円/100m 

 ウ 暗渠排水 

バックホウ        10.5 万円～15.0 万円/10a 

   トレンチャ          8.5 万円～10.0 万円/10a 

掘削同時埋設       5.5 万円～ 7.5 万円/10a 

 エ 湧水処理             10.0 万円～15.0 万円/100m 

オ 末端の畑地かんがい施設整備 

普通畑          11.0 万円～15.5 万円/10a 

樹園地       17.5 万円～24.5 万円/10a 

カ 客土                6.5 万円～11.5 万円/10a 

キ 除礫                14.5 万円～20.0 万円/10a 

 

土地改良施設維持 

管理適正化事業 

土地改良施設管理者の管理意識の高揚を図るとともに、施設の 

機能保全と耐用年数の延長に資する整備補修、設備改善を実施する

もの。 

 (1)千葉県土地改良事業団体連合会による診断・指導を受け、   

5 か年単位に定期的に整備補修を必要とする施設であること。 

(2)団体営規模以上の事業により造成された施設で、1 施設当たり

の事業費が 2,000 千円以上であること。 
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事業名 事業概要 

多面的機能支払交付

金 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の

共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進する

ことにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に  

維持・発揮されるようにするとともに担い手農家への農地集積と 

いう構造改革を後押しするもの。 

(1)農地維持支払 

ア 対象農用地：交付金の対象農用地は農振農用地 

イ 対象活動 

・農地・水路等の基礎的な保全活動（水路、農道の草刈り、 

水路の泥上げ） 

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理 

構想の作成等 

ウ 交付単価 

水田：3,000 円／10ａ、畑：2,000 円／10ａ、草地：250 円／10ａ 

 (2)資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

ア 対象地域：(1)の農地維持支払の実施地域 

イ 対象活動 

・農村環境保全活動（植栽による景観形成 等） 

・施設（水路、農道等）の軽微な補修 

・多面的機能の増進を図る活動（防災・減災力の強化等） 

ウ 交付単価 

5 年目まで 

水田：2,400 円／10ａ 畑：1,440 円／10ａ、草地：240 円／10ａ 

6 年目以降（※） 

水田：1,800 円／10ａ 畑：1,080 円／10ａ、草地：180 円／10ａ 

※活動期間が５年を経過した組織 、資源（長寿命化）を実施する組織 

(3)資源向上支払（施設の長寿命化のための活動） 

ア 対象地域：(1)の農地維持支払の実施地域 

イ 対象活動 

集落が管理する農地周りの水路、農道、ため池を対象  

施設とし、これら施設の長寿命化のための補修又は更新等 

ウ 交付単価 

水田：4,400 円／10ａ 畑：2,000 円／10ａ、草地：400 円／10ａ 

本単価は交付上限で、広域活動組織の規模を満たさず、 

かつ直営施工を実施しない場合は、単価は５／６を乗じた 

額となる。 

 

 


