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◆ 日本型直接支払　　【７６，９６０（７６，９６０）百万円】

１．多面的機能支払交付金　　　　　４８，２５１（４８，２５１）百万円

（　）書きは平成28年度予算額

２．中山間地域等直接支払交付金　　２６，３００（２６，３００）百万円

３．環境保全型農業直接支払交付金　 　２，４１０（２，４１０）百万円

　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
支援します。

（１）農地維持支払
　農業者等による組織が取り組む水路の泥上げや農道の路面維持など地域資
源の基礎的保全活動、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化等、多面
的機能を支える共同活動を支援します。

（２）資源向上支払
　地域住民を含む組織が取り組む水路、農道等の軽微な補修や植栽による景
観形成など農村環境の良好な保全を始めとする地域資源の質的向上を図る共
同活動、施設の長寿命化のための活動を支援します。

　中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正するため、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します。
　第４期対策（平成27年度～31年度）では、新たな人材の確保や集落間で連携
した活動体制づくりを後押ししつつ、とりわけ条件の厳しい超急傾斜地の農用地
の保全・活用に関する活動への支援を強化します。

　農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則５割以
上低減する取り組みと合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果
の高い営農活動を支援します。

　地域の共同活動、中山間地域等での農業生産活動、自然環境の保全に
資する農業生産活動による農業・農村の多面的機能の発揮に向けた取り組
みの着実な推進

＜主な内容＞

平成29年度予算概算決定額

＊対策のポイント＊

＊政策目標＊
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平成28年度　岐阜県農地・水・環境保全推進協議会
優良地区表彰

　平成29年2月28日（火）に、岐阜県農地・水・環境保全推進
協議会第10回通常総会が開催され、県下５組織が多面的機能
支払交付金の優良地区として表彰されました。

表彰地区の概要

○ 岐阜市　下
しもひなくら

雛倉環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

～日曜朝市で農村の魅力をアピール～
　小規模な地域ながら、施設の維持管理から農村環境保全活動、施設の長寿命化に尽力して
いる。鳥獣被害から地域を守るため防護柵の設置など地域一丸となって活動したり、日曜朝市
では、地元で収穫した農産物の直売を通じて他地域の住民に下雛倉地域の魅力を発信するな
ど交流を図り、地域の活性化、更には、六次産業化に繋がってきている。

○ 神戸町　美
うつく

しい瀬
せ こ く

古区にしよう会
かい

～地域の絆を深める農村の多面的機能活動～
　活動の取り組み当初の参加者は農業者を中心としたものであったが、活動の啓発等を根気
強く行うことで、自治会や子ども会の参画が得られ、それら団体等を中心とした活動で水路法面
への芝桜の植栽等の農村環境保全活動等へ広がってきており、今では区の全住民が構成員と
なり活動を行っている。

○ 揖斐川町　大
や ま と

和環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

会
かい

～広域的な組織の運営方法と交付金の有効活用～
　広域的な組織として１７もの自治会を１つにまとめ活動を実施しており、それら自治会が中心と
なり土地改良区や担い手農家、地域住民の要望等を取りまとめ、情報を共有するなど地域の一
体感に繋げている。目地補修の研修を自分たち自らが行い、目地補修を自主施工で行うことで経
費の節減に繋がり、交付金を有効に活用している。

○ 恵那市　恵
え な し

那市岩
いわむら

村地
ち

域
いき

農
のう

地
ち

・水
みず

環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

管
かん

理
り

協
きょう

定
てい

～営農組織を活用した保全活動～
　岩村町全域を活動エリアとして取り組んでおり、町内にある３つの営農組織を中心として施設
の修繕に営農組織自らが積極的に取り組んでいる。本地域の修繕要望のほとんどはこれら営
農組織が対応していることで、迅速できめ細やかな対応ができ、このことが市への修繕要望の
激減に繋がっている。本組織の活動は予算等の観点からも市に貢献している。

○ 下呂市　馬
ま ぜ

瀬ふる里
さと

共
きょう

働
どう

隊
たい

～集楽
らく

営農で目指す。日本一おいしい村、美しい村～
　自治会を中心に全戸で活動に取り組んできた。農村環境保全活動の発展的な取り組みとして
農観連携に積極的に取り組み各所より高い評価を得ている。平成２７年度には地域が一丸とな
り農地（地域）を守る仕組みを強固なものにするため一般社団法人「馬瀬アグリ」を設立し、農
地保全の仕組みを確立している。中山間地域のモデル地区として更なる発展が期待されている。
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プログラム

◎ 基調講演

◎ 特別講演

◎ 話題提供

平成28年度「清流の国ぎふ」農地・水保全フォーラム開催

　平成29年1月12日（木）関市のわかくさ・プラザ多目的
ホールにおいて、「清流の国ぎふ」農地・水保全フォーラム
を岐阜県、岐阜県農地・水・環境保全推進協議会の主催で
開催しました。県内の活動組織や関係者約３００名を超える
参加者となりました。

　農村が持つ景観保全や水源かん養などの多面的機能の中で、栃木県では、
生き物調査の推進を義務化して、農業者はもとより、地域ぐるみで、子ども達も交え、
農村の環境に興味を持ち、より良好な農業環境づくりを目指しています。 多面的
機能の活動に大雨時の水田からの排水を調節するための、水田の落ち口を取り
換えて田んぼにダム機能を持たすことで、排水機場の運転資金の節減や、洪水
被害の軽減に繋がることを期待して推進していると講演されました。

　除草の労力の軽減を目指し、人の代わりに山羊を放牧して除草してもらってい
ます。人が刈り取りを行った場合に比べ、経費が約35%減らせかなりの経費節
減に繋がり、費用以外に山羊のふんが樹木の肥料となり、草をはむ光景は癒しに
もなっています。また、子ども達と触れ合う場を提供して生き物の温かみを感じた
り、岐阜大学の課外授業にも利用されたりするなど、山羊を中心に交流の輪が広
がっていると講演されました。

　鳥獣害対策の基本として、「防護柵で囲い」「環境整備として追い払い、ひそみ
場をなくし」そして「捕獲して減らす」ことが大切で、その戦いには狩猟免許が欠
かせないことや、県内で捕獲した野生のニホンジカやイノシシをジビエ料理として、
品質を確保した、獣肉、加工品、料理などで消費拡大と産業化に向けたブランド
化に取り組んでいることなどの話題を提供されました。
※ジビエ：野生鳥獣の食肉を意味するフランス語

「農村の多面的機能（その積極的な活用）生きもの調査からその先へ」

「山羊さん除草隊」

「鳥獣害対策とジビエ」

講師：メダカの里親の会　事務局長　中茎 元一 氏

講師：有限会社ＦＲＵＳＩＣ　代表取締役　渡辺 祥二 氏

講師：岐阜県農政部農村振興課鳥獣害対策係　　　　
ぎふジビエ推進専門指導員　青山 まゆ 氏
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平成２８年度 「清流の国ぎふ」農地・水保全フォーラムのアンケート結果について

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

40歳未満 40歳〜50歳未満

60歳〜70歳未満 70歳以上
50歳〜
　60歳未満

40歳未満 40歳～50歳未満 50歳～60歳未満 60歳～70歳未満 70歳以上 回答数

2.7% 8.0% 8.8% 54.0% 26.5% 113

参考になった
どちらかといえば

参考になった
参考にならなかった 回答数

66.7% 32.5% 0.9% 114

参考になった
どちらかといえば

参考になった
参考にならなかった 回答数

50.0% 41.2% 8.8% 114

参考になった
どちらかといえば

参考になった
参考にならなかった 回答数

71.6% 26.6% 1.8% 109

年齢： 40歳未満 / 40～50歳未満 / 50～60歳未満 / 60～70歳未満 / 70歳以上

１．参考になった　　　２．どちらかといえば参考になった　　３．参考にならなかった

１．参考になった　　　２．どちらかといえば参考になった　　３．参考にならなかった

１．参考になった　　　２．どちらかといえば参考になった　　３．参考にならなかった

●田んぼダム（排水桝）が非常に参考になった。
　生き物の調査も考えてみようと思う。
●生態系の調査が色々な面で重要であることが分かった。
●学校との密な取り組みが必要であるが、今後は充分な対応が

できるように進めたい。
●田んぼダムの大切さ、自然環境が子供の教育・育成に役立つ

ことを改めて痛感した。

●山羊を使った地域保全する事は良い考えである。
●新規農業に取り組み、短期間に成功していることもあり、話の

内容はとても興味が持てる。

●身近な問題であり参考になる話が多かった。
●知らなかった事実等を知ることができた。
　大変勉強になった。
●ウソ・ホント形式で実態や正しい対策について分かりやすく

説明していた。

参考になった点

参考になった点

参考になった点

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

参考になった どちらかといえば
参考になった

参考にならなかった
0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

参考になった どちらかといえば
参考になった

参考にならなかった

あなたの年齢を教えてください。問1

本日の基調講演「農村の多面的機能（その積極的な活用）生きもの調査からその先へ」について
ご意見をお聞かせください。また、参考になった点についてお聞かせください。問2

本日の特別講演「山羊さん除草隊」についてご意見をお聞かせください。
また、参考になった点についてお聞かせください。問3

本日の話題提供「鳥獣害対策とジビエ」についてお答えください。
また、参考になった点についてお聞かせください。問4

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

0% 20% 40% 60% 80%   100%

参考になった どちらかといえば
参考になった

参考にならなかった
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平成28年度東海農政局の抽出検査について
　本年度も9月5日〜12月8日にかけて、多面的機能支払交付金に係る抽出検査が16市町村、45組
織で行われました。農地維持支払や資源向上支払の共同部分、長寿命化については書類検査と現地
検査が行われました。

実施日 市町村名 組織名

検査対象：○

農地維持
資源向上

共同活動 施設の長寿命化
書類確認 書類及び現地確認

H28.9.5 加茂郡八百津町 逆巻郷土を守る会 ○ ○ －

H28.9.12 海津市 神桐地域保全管理組合 ○ ○ －

H28.9.20 養老郡養老町 飯ノ木地域資源保全会 ○ ○ －

H28.9.20 養老郡養老町 多芸東部農地・水・環境保全組合 － － ○

H28.9.27 関市 西田原　農地・水・環境を守る会 ○ ○ －

H28.9.27 関市 東田原地域保全管理組合 ○ ○ －

H28.9.27 関市 大杉水土里の会 － － ○

H28.9.27 関市 下有知中央環境保全協議会 － － ○

H28.9.27 関市 小野地域環境保全管理組合 － － ○

H28.10.4 加茂郡富加町 大平賀農地保全の会 ○ ○ －

H28.10.4 加茂郡富加町 夕田環境保全の会 － － ○

H28.10.28 美濃加茂市 加茂野みどり保存会 ○ ○ －

H28.10.28 美濃加茂市 大洞農地保全隊 － － ○

H28.11.1 恵那市 恵那市岩村地域農地・水環境保全管理協定 ○ ○ －

H28.11.1 恵那市 東野農地管理組合 ○ ○ －

H28.11.1 恵那市 ふれっしゅ　いいじ － － ○

H28.11.2 恵那市 山岡町田沢農道井水管理組合 － － ○

H28.11.2 恵那市 野井環境保全協議会 － － ○

H28.11.16 高山市 荒城川水系保全組合 － － ○

H28.11.16 高山市 新張地区農地・水保全委員会 ○ ○ －

H28.11.16 高山市 宮地地区農地・水保全環境委員会 ○ ○ －

H28.11.17 飛騨市 上野環境保全会 － － ○

H28.11.17 飛騨市 古川町気多の水と土を守る会 ○ ○ ○

H28.11.18 高山市 上野町環境保全会 － － ○

H28.11.18 高山市 三福寺町の環境と資源を守る会 － － ○

H28.11.18 高山市 夢ある農村・漆垣内 － － ○

H28.11.21 本巣市 三橋地域保全向上活動協議会 ○ ○ －

H28.11.21 本巣市 長屋環境保全協議会 － － ○

H28.11.21 本巣市 下福島環境保全協議会 － － ○

H28.11.25 中津川市 蛭川活動組織 － － ○

H28.11.25 中津川市 今洞活動組織 － － ○

H28.11.28 瑞浪市 南垣外資源保全管理組合 － － ○

H28.11.28 瑞浪市 下沢資源保全管理組合 － － ○

H28.11.30 下呂市 萩原東四天農 － － ○

H28.12.1 各務原市 蘇原北部地域保全会 ○ － －

H28.12.5 郡上市 那留農地活動組織 ○ ○ －

H28.12.5 郡上市 越佐農地活動組織 ○ － －

H28.12.5 郡上市 中西農地活動組織 － － ○

H28.12.5 郡上市 西洞１農地活動組織 ○ ○ ○

H28.12.6 郡上市 大矢農地活動組織 ○ ○ －

H28.12.6 郡上市 高畑農地活動組織 ○ － －

H28.12.6 郡上市 宮地地域資源保全管理組合 － － ○

H28.12.6 郡上市 野口農地活動組織 － － ○

H28.12.8 揖斐郡揖斐川町 北方地域資源保全隊 － － ○

H28.12.8 揖斐郡揖斐川町 深坂環境保全協議会 － － ○

45組織 19 16 28

－　：　（検査対象外）

抽出検査（平成 27 年度活動分）対象組織一覧表
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■  検査における視点

１．支出を伴わない活動記録の記載漏れ

２．長寿命化に取り組む対象施設選定の考えが明確でない

■  検査結果について

１．交付金の持越し
　○活動組織において今後の使用計画が明確になっているか。
２．業者等へ外注する際の基準について
　○活動組織から外注する際のルールについて基準等はあるのか。
３．財産管理台帳について
　○財産管理台帳が適切に作成され、適切に財産譲渡の手続きがなされているか。
４．その他
　○活動時の諸資料（活動計画や活動記録、金銭出納簿や領収書、研修資料等）が適切に作成され、
　　保存されているか。

などに視点を置き、各市町ごとに検査が行われました。

　抽出検査をした全組織について、是正等必要な部分は見受けられませんでしたが、以下について、
指導助言等がありましたので、今後の活動等について十分注意等していただくようお願いいたします。

　活動計画に記載された全ての活動項目についての実施状況が確認出来るよう、支出を伴わ
ない活動であっても、活動記録に記載することが必要です。

　「共同活動（軽微な補修）」として取り組む施設と「長寿命化（補修・更新）」として取り組む施
設を明確に区分したうえで計画的に実施するようお願いします。

国の抽出検査で見られた主な指導助言内容

●活動記録

●資源向上（長寿命化）
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３．市町村が作成する「実施状況確認報告書、実施状況とりまとめ報告書」の内容と
　現場の不一致

５．総会成立要件が満足している記録の不備

４．総会開催実態（代表者）と規約内容（構成員）との不整合

６．他管理者財産に対する事前協議及び事後引渡手続きが未了

　長寿命化における補修・更新等の報告数値と抽出検査の際に現地における最終施工数量
とが一致していない状況が見受けられました。
　「実施状況確認報告書、実施状況とりまとめ報告書」について提出される前に今一度ご確認
ください。

　規約に定める総会の成立要件（「総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くこ
とができない」）を確認出来る記録がない場合があります。
　総会の前段で構成員数、参加者数、委任状数を確認のうえ、総会が成立していることを確認
いただき、議事録等で記録していただくようお願いします。

　集落毎の代表者等が総会に出席する場合の規約では、「各集落の構成員それぞれ１票によ
り集落としての議決を行った後、各集落及び団体の代表でそれぞれ１票により行い過半数で決
する。」とするように雛形を示していますが、そういった活動組織でも構成員が個人の場合の規
約内容になっているものが見受けられました。
　従って、実施内容と規約の内容が合致するよう規約内容を確認しておく必要があり、もし誤っ
ていれば実態に合うように規約の変更をお願いします。

※個人の場合の規約内容は…「出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる」が雛形として示されています。

　土地改良区等（市町村除く）が所有又は管理する施設を対象とした活動を行う活動組織に
あっては、当該所有者又は管理者との「工事に関する確認書」を、市町村においては各市町村
で定める必要な申請等による事前調整を了したうえで、同施設に対する活動（工事等）を実施
する必要がありますが、その手続きが行われていない事例が確認されています。
　また、活動（工事等）完了後における財産の譲渡行為が速やかに行われていない事例も確認
されています。
　ついては、事前調整及び財産の譲渡行為を適切に行うようお願いします。

●市町村が作成する実施状況確認報告書、実施状況とりまとめ報告書

●規約関係（総会の議決方法等）

●他管理者財産
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平成２９年度からの制度見直しについて
　多面的機能支払交付金における平成２９年度からの制度見直しについて、国から示されましたので
お知らせします。

◆経理区分の一本化について

１．資源向上支払（長寿命化）とそれ
以外とで区分されている経理区分
を一本化することが出来るようにな
ります。

　
２．対象 … 平成２９年度に多面的機

能支払交付金に取り組むすべて
の活動組織

【見直し２】

【見直し１】

１．経理区分を一本化した場合の金銭出納簿の様式について
　　◦経理区分を一本化した場合は金銭出納簿の様式が変更になる予定です。
　　※一本化しない場合は従来通りの様式で作成してください。

注意点！
　この経理区分の一本化は、平成２９年度に交付される交付金から可能であり、平成２８年度までの交付
金を平成２９年度に持越した交付金についての一本化はできません。平成２８年度から持越しされた額が
執行されるまでは、経理を区分して管理する必要があります。
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【見直し３】

 

１．平成２７年６月１２日付け事務連絡「多面的機能支払交付金実施要綱等の運用について」については
廃止となります。

○この運用内容とは … 農地維持支払・資源向上支払（共同）の交付金で長寿命化の活動を行う際は、
「日当等を節減して３割まで充当可能」といった内容です。
　この廃止によって、平成２９年度以降は、長寿命化を活動計画に位置付けた上で、農地維持支払や資
源向上支払（共同）の交付金を３割を超えて長寿命化の活動に充てることが可能になりました。
　なお、活動計画に位置付けた農地維持支払・資源向上支払（共同）の各活動を確実に実施し、支出を
伴わない活動を含めて、全てを活動記録に記載することが、長寿命化の活動への充当を可能にする前
提となるため、ご注意ください。

この事務連絡が廃止になります
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１． 多面的機能支払交付金の共同活動における日当の取り扱いについて

（１）．活動組織から構成員である団体の長に一括して支払う際の取り扱い（代表者が一括して受け取る場合）

　活動参加者に日当を支払う場合で、活動組織の構成員である団体（自治会など）に所属する者が活動
した場合、当該参加者への日当を団体の長などに一括で支払うことも可能であるが、その際、「日当を一
括して受け取った者からの領収書（一括払いの合計額が記載）のほか、支払額の根拠資料として、当該
団体からの参加者の氏名、活動月日、活動時間及び日当単価などを整理すること」（代表受領者から支
払う際に取りまとめる当該参加者の受領印又はサインを活動組織に提出することまでは求めていなかっ
た）としておりましたが、平成２９年度からは日当を一括して受け取った者からの領収書（一括払いの合計
額が記載）のほか、一括で受け取った者から当該参加者に日当を支払った際に受け取る「受領印又はサ
イン」を証拠書類として整理する必要があります。

１．資源向上支払（共同）の「多面的機能の増進を図る活動」の要件の見直し

（１）．広報活動の要件化（中山間地域において活動する組織（対象農用地が農林統計に用いる「中間
農業地域」及び「山間農業地域」に存在する面積割合が過半以上の組織又は、対象農用地の一部が、
「振興山村地域」、「過疎地域」、「特定農山村地域」に属する組織。詳細は、県又は市町村にご確認く
ださい。）は除く。）

　平成２９年度以降に資源向上支払（共同）の
「多面的機能の増進を図る活動」を新たに取
り組む活動組織（事業計画期間の終了に伴う
再認定を含む）は、従来の「多面的機能の増進
を図る活動」の活動項目から１つ以上の活動を
行うことに加え、以下のいずれかの広報活動を
行うこと。なお、農村環境保全活動の啓発普及
として行う広報活動とは異なる活動項目を以下
から選択するものとする。

①　活動内容や地域資源の多面的機能等を
ＰＲするチラシ等の配布
②　各種イベント等において活動内容等をＰＲ
するパネル等の展示・紹介
③　マスコミや行政機関の広報誌等を活用し
活動内容等を紹介
④　ホームページやＳＮＳ等により活動内容等を
アピール
⑤　草刈りや泥上げ体験のイベント開催等によ
る活動参加の促進
⑥　その他、これらに準ずる広報活動

【見直し4】

【見直し5】
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平成28年度に事業計画の終期を迎える組織への注意事項

平成28年度が計画期間の終期を迎えることになる組織において、平成29年以降も継続し
て活動に取り組む組織、及び平成28年度をもって終了する組織について、以下の事項につ
いて注意をお願いしたい。

1．地域資源保全管理構想の策定
　　　実施要綱（別紙１）の第４の２に基づき、活動期間中（平成28年度が活動終了年度の組織に
あたっては平成28年度まで）に地域資源保全管理構想を策定すること。

2．事業費の精算
　　　実施要領第１の12及び第２の13に基づき、事業計画に定める実施期間終了年度末に残額
が生じたときは、当該残額を市町村長に返還するものとする。

　　　ただし、実施期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、農地維持
活動、資源向上活動（共同、長寿命化）を継続する対象組織については、活動の円滑な継続の
ために、当該残額を新たな事業計画に基づく農地維持支払交付金及び資源向上活動（共同、長
寿命化）に係る交付金の経理に含めることができるとされている。このことから、市町村等にお
いては、各組織が翌年度に交付金が交付されるまでの間に真に必要な金額について精査を行い、
必要最小限の金額のみを翌年度に持越させるものとし、明確な支出予定のない交付金について
は、返還の措置を適切に行わせること。

【平成28年度に事業計画の終期を迎え、平成29年度からも継続して取
り組む組織は、 新たに事業計画の認定が必要になります。】
　◎継続して活動に取り組む組織にあたっては、新規組織と同様に法律に基づく事業
計画を作成して、新たに市町村の認定を受けて下さい。

　　　＊市町村に提出書類
　　　　多面的機能促進事業に関する計画（様式第６－５号）の作成
　　　　（添付書類）・多面的機能支払交付金に係る活動計画書（様式第１－３号）
　　　　　　　　　・活動組織の規約（別記６－１）参照
　　　　　　　　　・活動組織参加同意書（別紙）

3．事業計画の再認定
　　　継続して活動に取り組む組織にあっては、新規組織と同様、実施要綱（別紙１）第５の１及び４、
実施要綱（別紙２）第５の１及び４に基づき、新たに事業計画の認定を受ける必要があることから、
活動組織の総会を経て必要な書類を整え、平成29年度早々に市町村長へ申請すること。

岐阜県農地・水・環境保全だより２２号（前号）で
掲載しました記事の内容に変更が生じました！

　岐阜県農地・水・環境保全だよりの前号（２２号 平成２９年１月発行）で、「平成２８年度に事業計画の
終期を迎える組織への注意事項」として掲載した内容に変更が生じましたのでお知らせします。
　関係者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

●変更のポイント
平成２８年度に実施期間が完了し２９年度以降も再認定を行い、継続して活動に取り組む場合の持越し
の考え方

変更箇所及び内容
○岐阜県農地・水・環境保全だより２２号　
平成２９年１月発行

「１２頁」、「２．事業費の精算」、
「本文中、ただし書き部分」

　ただし、実施期間終了年度の翌年度を始期とする新た
な事業計画の認定を受け、農地維持活動、資源向上活動

（共同、長寿命化）を継続する対象組織については、活
動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に
基づく農地維持支払交付金及び資源向上活動（共同、長
寿命化）に係る交付金の経理に含めることができるとされ
ている。このことから、市町村等においては、各組織が翌
年度に交付金が交付されるまでの間に真に必要な金額に
ついて精査を行い、必要最小限の金額のみを翌年度に持
越しさせるものとし、明確な支出予定のない交付金につい
ては、返還の措置を適切に行わせること。

　ただし、実施期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け活動を継続する組織について
は、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく活動に係る交付金の経理に含めることがで
きるとされている。
　このことから、市町村は、各組織において新たな事業計画に基づく活動を行う上で必要な金額について精査さ
せるとともに、翌年度以降に支出することが必要な活動に要する金額のみを持越し、明確な支出予定のない交付
金については返還するよう指導すること。

持越しは
翌年度に交付されるまでの間に必要な額に限る金額のみ

翌年度以降に支出することが必要な活動に要する金額のみ

変更前

変更後

農地水だより22号（H29.1発行）より

変更前

変更後
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平成２８年度に事業計画の終期を迎える組織の
事業費の精算について

　提出いただく、「平成２８年度多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書」に、総会に諮られた上で、返還す
べき金額、次年度（次期対策）への持越金額を記載願います。
　返還金の納入時期については、別途市町村より通知があります。
　様式1-8の抜粋（実施状況報告書）

　多面的機能支払交付金実施要領第1の11及び第2の12において、事業計画に定める実施期間終了年度末に
残額が生じた場合は、当該残額を市町村長に返還するものとするとされています。ただし、実施期間終了年度の
翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、農地維持活動、資源向上活動（共同、長寿命化）を継続する
組織については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく農地維持活動及び資源向上
活動（共同・長寿命化）に係る交付金の経理に含めることができるとされています。
その場合の留意点等についてお知らせします。

１　はじめに

２　精算の手続き

 

１．

２．

３．

合　　　計 円

円

返還 円

支
出
の
部

項　　目 金額 備　　　考

支出総額

次年度への持越額 円

（注）支出の部「３. 次年度への持越」の備考欄には、持越額の使用予定（使用時期、使用内容）等を記入する。

 

（ウ）市町村からの通知
　　　　　　　      ⇒残金を返還

（ウ）市町村からの通知
　　　                   ⇒残金を返還

次期活動に必要な①持越金の精査
　　　　　　　　　　　 ②返還金の精査

（イ）市町村長の計画認定
　　 　　                ⇒活動実施

（イ）市町村長の計画認定
　　　　　　            ⇒活動実施

（イ）市町村長の計画認定
　　　　　　　          ⇒活動実施

活動期間の終了

（ア）活動費を精査
　　 ⇒実施状況報告書の提出
      返還額記載

（イ）市町村からの通知
                      ⇒残金を返還

活動を継続しない 活動を継続

交付金返還の流れ（活動組織）

①、②とも有

（ア）実施状況報告書
　　　　　　　　　　の提出

①、②とも無

（ア）実施状況報告書の提出
　　  ⇒持越金額及び
             その必要性を記載

（ア）実施状況報告書の提出
　　　　　　　⇒返還金額を記載

（ア）実施状況報告書の提出
　　　⇒持越金及びその必要性、
　　　　　　　　　　返還金額を記載

①のみ有 ②のみ有

（イ）市町村長の
　　　　 計画認定
　　　　      ⇒活動実施

■次年度交付金の経理に含める（次年度に持越す）ことができるのは以下のとおりです。
　○新たな事業計画に基づく活動を行う上で必要な金額について精査を行い、翌年度以降に支出することが必
要な活動に要する金額のみが持越可能であり、明確な支出予定のない交付金については返還する必要があ
ります。

　○交付金返還の流れは以下のとおり

※なお、場合によっては、活動組織から市町村への返還申出書が必要になる場合が有ります。
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多面的機能支払交付金制度のあゆみ
　平成19年度から「農地・水・環境保全向上対策」として開始した制度は、今では多面的機能支払交
付金として名称を変え10年目を迎えました。組織数も５２０組織で始まり、本年度で６７７組織になりま
した。また、本年度で協定期間が満了する組織が、約２００組織あります。
　それで、今一度多面的機能支払交付金の経緯を確認して、第3期活動に向けての礎にして下さい。

平成18年度 農地・水・農村環境保全向上活動支援実験事業実施

平成19年度 平成23年度までの5ヶ年対策として「農地・水・環境保全向上対策」を開始

◦共同活動支援交付金
◦営農活動支援交付金（共同活動支援交付金に関する取り組み地域であることが前提）

平成23年度 ■ 「農地・水保全管理支払交付金」と「環境保全型農業直接支援対策」に分離
■ 「農地・水保全管理支払交付金」には、従来からの【共同活動支援交付金】に加え【向上活

動支援交付金】を追加（重複交付可）　
■ 「環境保全型農業直接支援対策」では、「農地・水保全管理支払交付金」に関する取り組

み地域であるか否かに関わらず、【環境保全型農業直接支払交付金】を交付
  従来の営農活動支援交付金は、【先進的営農活動支援交付金】として継続（平成23年度を

もって終了）

◦農地・水保全管理支払交付金【向上活動支援交付金】
　水路、農道などの施設の老朽化部分の補修や、機能維持のための更新等の活動が対象(10a当たり)
◦環境保全型農業直接支援対策【環境保全型農業直接支払交付金】
　化学肥料・化学農薬の使用量の5割以上低減と併せて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の

高い営農活動に取り組む場合に交付

平成24年度 ■ 「共同活動支援交付金」については、平成24年度～28年度までの対策として継続
■ 「向上活動支援交付金」については、老朽化が進む水路等の長寿命化の取り組みや、水

質・土壌等の高度な保全活動を取り組みの内容に応じて追加的に支援

平成26年度 ■ 事業の名称を「多面的機能支払交付金」に変更
■ 【農地維持支払交付金】を創設
■ 農地・水保全管理支払交付金の「共同活動支援交付金」「向上活動支援交付金」を組み

替えて、【資源向上支払交付金】と名称変更
■ 【農地維持支払交付金】は、地域資源の基礎的保全活動、地域資源の適切な保全管理の

ための推進活動の取り組み
■ 【資源向上支払交付金】は、地域資源の質的向上を図る共同活動  （・施設の軽微な補修
  ・農村環境保全活動　・多面的機能の増進を図る活動）と施設の長寿命化のための活動

の取り組み

多面的機能支払交付金制度の経緯

第１期

第2期
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平成27年度 ■ 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が国会で制定され、多面的機能
支払についても本法律に基づく安定的な制度として実施

■ 活動組織は事業計画を作成して市町村の認定を受け、それに基づいて活動に取り組むこと
になった。また、これまで施策ごとに異なっていた交付ルートが1本化された。

平成28年度 ■ 【資源向上支払（施設の長寿命化）】の年交付額の変更（条件付）
■ 交付単価は5/6を乗じた額（直営施工に取り組まない場合）
■ １集落当たりの上限額は200万円までとする
※広域活動組織は対象外

＊組織の変遷＊
◆１期対策

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

農地・水・環境保全向上対策 農地・水保全管理支払交付金

市町村数 市町村数 市町村数 市町村数 市町村数

37 37 37 37 37

全組織数 全組織数 全組織数 全組織数 全組織数

520 532 533 533 533

共同活動 共同活動 共同活動 共同活動 共同活動

520 532 533 533 533

営農活動 営農活動 営農活動 営農活動 向上活動 営農活動

29 31 32 32 140 31

◆２期対策
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

農地・水保全管理支払交付金 多面的機能支払交付金（平成２７年度から法制化）

市町村数 市町村数 市町村数 市町村数 市町村数

35 35 37 39 39

全組織数 全組織数 全組織数 全組織数 全組織数

396 410 604 664 677

共同活動 共同活動 農地維持活動 農地維持活動 農地維持活動

396 410 556 619 633

向上活動 向上活動
資源向上 資源向上 資源向上

共同 長寿命化 共同 長寿命化 共同 長寿命化

295 312 486 385 523 411 531 422
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皆様からの「地域の活動状況」「地元の声」などの投稿をお待ちしております。
〔投稿先〕〒500-8385 岐阜市下奈良2-13-1  岐阜県農地・水・環境保全推進協議会

TEL.058-271-1326    FAX.058-275-0143
E-mail: nouti-mizu@gifudoren.or.jp    URL: http://www.gifudoren.or.jp/kyogikai/

お知らせ

研修会について

　平成２８年度では、県内９市町村（恵那市、郡上市、美濃加茂市、東
白川村、岐阜市、各務原市、海津市、養老町、関市）の活動組織が活動
される地域において、機能診断・補修技術等に関する研修の一環とし
て、安全管理や技術向上に向けての研修として主に「小水路目地補修
研修」を行いました。
　平成２９年度においても、今年度と同様に「小水路目地補修研修」を
中心に、皆さんのご要望をお聞きしながら実施していきたいと思ってい
ます。「小水路目地補修研修」に限らず、他の研修についても要望がご
ざいましたら、出来る範囲で関係機関の協力を仰ぎながら進めていき
たいと思っています。ご希望等ございましたら、当協議会または、関係
市町村さんへご連絡いただければ幸いです。

＊田ケロー（着ぐるみ）は貸し出しもしています。
  県内ならどこでも参上するよ！
　岐阜県農地・水・環境保全推進協議会に問い合わせを！！
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