
多面的機能支払の

制度改正・活動の留意点等について

中国四国農政局

農村振興部農地整備課

令和４年２月

このロゴマークは、地域協働の心、農地・水の
情景に彩られた多面体が農業農村の多面的機
能をあらわし、それを地域の共同活動の手が守
っているというデザインです。



１．多面的機能支払交付金事業に取組む効果

これらの維持･発揮を支える多面的機能支払交付金

②土砂崩れを防ぐ機能

③土の流出を防ぐ機能

①洪水を防ぐ機能

④川の流れを安定させる機能

⑤地下水をつくる機能

⑥暑さをやわらげる機能
⑦生きもののすみかになる機能

⑧農村の景観を保全する機能

⑨文化を伝承する機能
⑩癒しや安らぎを
もたらす機能

⑪体験学習と教育の機能
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洪水を防ぐ機能（洪水防止機能） 川の流れを安定させる機能（河川流況安定機能）

地下水をつくる機能（地下水涵養機能） 土砂崩れを防ぐ機能（土砂崩壊防止機能）
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多面的機能支払交付金の趣旨

農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その

利益は広く国民が享受しています。

多面的機能支払交付金の構成

多面的機能支払交付金は、以下に示す農地維持支払交付金と資源向上支払交付金から構成されます。

多面的機能を支える共同活動を支援します。
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押しします。

・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、保全管理構想の作成 等
支援 対象

農地維持支払交付金

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します。

・水路、農道、ため池の軽微な補修

・植栽による景観形成、ビオトープづくり

・施設の長寿命化のための活動 等

支援対象

資源向上支払交付金

しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動

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、共同活動の困難化に伴い、農用地、

水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。

このため、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します。また、これにより、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します。
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（鳥取市） ７（鳥取市）（琴浦町） （赤磐市）
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２．中国四国管内の多面的機能支払（農地維持支払）の取組状況

○ 対象組織数は、令和元年度に比べ、73組織減少し、4,122組織の取組。
うち広域活動組織数は、令和元年度に比べ、9組織増加し、116組織の取組に拡大。

○ 取組面積は、令和元年度に比べ、864ha増加し、142千haの取組。
○ 都府県のカバー率約51％に対して、10ポイント低い41％の取組。

注：対象農用地面積は、「平成元年の農用地区内の農地面積調査」における農地面積に「農用地区域内の採草放牧地
面積（農村振興局調べ）」を基に「都道府県別農用地区内の地目別面積比率（農村振興局調べ） 」による採草放牧
地面積比率によ り推計した面積を加えた面積。

令和２年度の取組組織数、取組面積（農地維持支払）

令和２年度農地維持支払
取組面積全国シェア

令和２年度農地維持支払取組
面積管内県別シェア

R元⇒R２増減 ▲ 361 42 11,940 1ポイント

R元⇒R２増減 ▲ 385 44 16,793 0ポイント

　都府県 25,492 945 1,508,338 2,983.1

対象組織数

うち
広域活動
組織A

取組面積
(ha)

B

▲ 43 8 736 0ポイント

59 51%

4,146.1 87 55%

対象農用
地面積
(千ha）

対象組織
平均面積
(ha)

カバー率

▲ 73 9 864 0ポイント

4,122 116 142,483 344.4 35 41%

▲ 30 1 128 0ポイント

1,268

33 43%

C B／A B／C

　中国四国計

R元⇒R２増減

R元⇒R２増減

2,854 88 93,835

28 48,648 127.1 38 38%

217.3

　全　国 26,233 991 2,290,820

R元⇒R２増減

　中　国

　四　国
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・鳥取県においては、令和元年度と令和２年度を比較してほぼ横ばい。
・令和３年度は、約100ha程度増加見込み。
・令和３年度に活動満期を迎える組織数は100組織余り

（認定農用地面積約3,100ha）

活動組織の現状は…

・平成30年度は多数の組織が、５年間の活動期間の終了を迎え、次の５年間に
ついて、活動の継続（再認定）が困難化し、中四管内では令和元年度は前年
度と比べ、取組面積が約4,000ha減少。令和２年度は若干取組面積が増加。
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農地
維持

平成29年度
取組面積

平成30年度
取組面積

平成元年度
取組面積

令和２年度
取組面積

全国 約2,266千ha 約2,293千ha 約2,274千ha 約2,290千ha

中四 約143.5千ha 約145.8千ha 約141.6千ha 約142.4千ha

鳥取県 約16,040ha 約16,400ha 約16,070ha 約16,070ha



・中四管内の農地維持支払の平均カバー率は約41%に対して、鳥取県は約52%と
高く全国平均レベル。市町によってはカバー率が80%前後のところもある。

・一方で、未取組地区で本交付金制度を活用できるような地域があれば、引
き続き推進していく。

取組面積やカバー率の現状は…
・多面の活動に取り組むことが可能な対象農用地面積に対する農地維持認定農
用地面積の割合（カバー率）は、地域の実情や地目等により異なるが中国四
国管内の平均は全国平均に比べて低い。
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農地
維持

令和２年度

対象農用地面積
（A)

令和２年度
取組面積（B)

カバー率
（B/A) 備考

全国 約4,146千ha 約2,291千ha 55%

中四 約344千ha 約142千ha 41%

鳥取県 約31千ha 約16,070ha 52% 田64%、畑34%



(参考)令和２年度 鳥取県 市町村別取組状況(農地維持支払のカバー率）

 0％

25％未満

25～50％

50～75％

75％以上

農地維持支払の市町村別取組状況

鳥取市
米子市

倉吉市

境港市

岩美町

若桜町

智頭町

八頭町三朝町

湯梨浜町

琴浦町

北栄町

日吉津村
大山町

南部町

伯耆町

日南町

日野町

江府町
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３．全国の多面的機能支払（農地維持支払）の取組状況

○ 全国の農地維持支払のカバー率は、平成元年度、令和２年度のいずれも55%となっている。
○ 令和元年度の都道府県別のカバー率は、福井県及び兵庫県が82%で最も高く、次いで新潟県及び富山県が74%と

なっている。鳥取県は52%。

農地維持支払の都道府県別のカバー率（平成元年度と令和２年度の比較）

17



４．農政局が行う抽出検査の主な指導事項

① 【総会関係】
・ 活動組織規約に基づいて総会を開催するとともに、監査報告も実施
・ 総会の開催にあたっては、総会資料（議案書）・議事録を作成
・ 総会で議決した事項について欠席者も含め構成員全員に書面による周知

② 【外注（委託）・購入関係】
・ 高額な外注・委託の契約にあたっては、規約あるいは内規に従い、複数社の見積もりを徴集、

見積もり仕様（現地状況に見合った同じ条件で見積もる）、水路等の財産管理や譲渡手続き
・ 物品等を購入した場合、領収書には宛名（活動組織名）を記載

③ 【活動記録、金銭出納簿、領収書等】
・ 地域資源の適切な保全管理のための推進活動の記録を残す（農業者による検討会、不在村地主との

連絡体制の整備や調査など）
・ 実施した活動は、交付金からの支払いの有無を問わず、全て活動記録に記載
・ 活動計画書、実施状況報告書及び活動記録簿は一致させる
・ 感熱紙の領収書はコピーし保管
・ 日当をまとめて支払う場合、内訳を作成、立替払いの記載

④ 【活動、その他】
・ 持越金の使用時期・内容・金額について具体的に記載
・ 内規の作成（規約で記載していない、日当の単価、委託契約の方法など）
・ 工事に関する確認書作成・取得財産の譲渡、通帳と印鑑の別管理、傷害保険の加入
・ 単純な記載ミス・記載漏れ
・ 長寿命化において準備作業や後片付けなど作業の一部を直営施工として位置づける場合は、見積もり条件

に明記
・ 農村環境保全活動について、テーマの選択、選択したテーマに基づく啓発・普及活動の実施
（参考）農業・農村の有する多面的機能パンフレットの活用

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/nougyo_kinou/#05

（１）令和３年度に実施した抽出検査における指摘・指導事項の内容
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５．令和３年度に活動期間の最終年を迎える組織への注意事項

〇地域資源保全管理構想の策定
・ 地域資源保全管理構想とは、地域資源の適切な保全管理に向けた活動を通じ

て、目指すべき保全管理の姿、取り組むべき活動・方策を取りまとめたもの
・ 活動期間中（令和３年度が活動終了年度の組織にあっては令和３年度まで）

に策定し市町村長に提出、構想を策定しなかった場合は要件違反
・ 今後、地域資源保全管理構想の策定に当たっての話し合いの進め方や、構想

のとりまとめの留意点について解説した資料を作成する予定

〇交付金の清算
・ 活動期間が終了し、交付金に残額が生じたときは、その残額を市町村に返還

が必要
・ ただし、翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受ける活動組織にあっ

ては、新たな事業計画に交付金が交付されるまでの間（概ね4～6月）の活動資
金に充てるため、交付金を持越することが可能（使用時期、使用内容の明確
化）

〇事業計画の再認定
・ 令和４年度から継続して活動を取組む組織にあっては、新たに事業計画の認

定が必要。翌年度早々に市町村長へ認定手続きを行う必要
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６．安全管理の徹底について

（１）多面的機能支払交付金の共同活動中に発生した事故件数の推移（全国）

・令和３年度中に本交付金の共同活動中に発生
した事故は、令和３年10月末時点で124件の
報告。前年度の総報告件数を超えている。

・活動項目別では草刈り中の事故が75％を占め、
増加傾向。

・事故別原因別では、転倒・転落が41％。

・今年度は、死亡事故や意識不明の重体と
なった事故も発生。

・昨年度に比べ、蜂刺されや物損事故も多く
見受けられる。

（２）安心して共同活動に取り組めるよう、傷害保険等への加入を推進。

20

年 度
事故発生
件数

取組組織数
（参考）

平成26年度 15 24,885

平成27年度 19 28,145

平成28年度 42 29,096

平成29年度 46 28,291

平成30年度 47 28,348

令和元年度 55 26,618

令和２年度 116 26,233

令和３年度
（12月末時点）

143 －

改めて活動時の安全管理や事故報告の徹底をお願いします。
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・SDGsとは「Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）」の略称。

・2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連
加盟国193ヶ国が2016年から2030年までに達成するた
めに掲げた、持続可能でよりよい世界を目指す国際
目標。

・SDGsは17の目標と169の達成基準から構成される。

７．SDGs（ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｼﾞｰｽﾞ）と多面交付金の関わりについて
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○ 人類がこの地球で暮ら続けていくために、2030年
までに達成すべき目標
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１．貧困をなくそう
２．飢餓をゼロに
３．すべての人に健康と福祉を
４．質の高い教育をみんなに
５．ジェンダー平等を実現しよう
６．安全な水とトイレを世界中に

７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに
８．働きがいも経済成長も
９．産業と技術革新の基盤をつくろう
10．人や国の不平等をなくそう
11．住み続けられるまちづくりを
12．つくる責任 つかう責任

13．気候変動に具体的な対策を
14．海の豊かさを守ろう
15．陸の豊かさも守ろう
16．平和と公正をすべての人に
17．パートナーシップで目標を達成しよう

SDGsが目指す17の目標



R3.3.4 第三者委員会資料抜粋
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持続可能な地域づくりに向けて：多面的機能支払版SDGs(案) 15の目標
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８．多面的機能支払の効果に係る広報

多面的機能支払の先進活動組織やリーダーの紹介、制度
情報など、活動組織等の皆様にとって有益となる情報を配信
しています。

バックナンバーは
QRコードからもご覧
いただけます

【配信申し込み】
配信を希望される方は、農林水産省が発行している

メールマガジンの新規配信登録の入力フォームからご登
録ください。

http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/reg.html

【農村ふるさと保全通信への投稿】
皆様の活動組織の紹介など、メールマガジンの原稿を

随時、受付しています。
以下のアドレスにお送りください。

tamen_ml@maff.go.jp

ご登録を
お願いします！

◇ ロゴマークは以下のサイトからご利用に
なれます。 どんどんご活用ください！！

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/atta
ch/pdf/tamen_siharai-31.pdf 

https://www.facebook.com/nouson.maff/

農村振興局Facebookでは農業・農村振興施
策や地域の取組などを写真や動画とともにお
届けしています！

してね！
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