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１１． 農地防災事業 P18
１２． 農地等保全事業 P21
１３． 災害復旧事業 P23
１４． 土地改良施設管理費 P25
１５． 県単事業 P27
１６． 基盤整備促進事業 P28
１７． 地下かんがいシステム導入促進事業 P29
１８． 中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業 P30

　　　　　　※採択基準等における略号は次のとおりである。
特 農 ： 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に定めた地域
半 島 ： 半島振興法に定める地域
離 島 ： 離島振興法に定める地域
山 振 ： 山村振興法に定める地域
過 疎 ： 過疎地域自立促進特別措置法に定める指定生産地
急 傾 斜 ： 各事業の事業実施要綱に定める地帯
特 豪 ： 豪雪地帯対策特別措置法に定める地域

　　　　　　※補助率の未定は、現在本県で実施していないため、県の補助率が決まっていないもの
　　　　　　※補助率は、原則として％で表示している。分数表示の場合のみ、総事業費に対する補助の割合を示している。
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1.国営かんがい排水事業

国 県 計
国営かんがい排水事業
                   <国営>

　農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 ・受益面積3,000ha以上（畑地かんがいに
係わるものにあっては1,000ha以上）で、
かつ末端支配面積500ha以上（畑地かん
がいに係るものにあっては100ha以上）

2/3
70

17
25

83.66
95

※補助率の
違いは、施設
の種類・規模
による。

国営造成土地改良施設
整備事業

　国営土地改良事業により造成された基幹施
設に係る、軽微な変更

・国営土地改良事業により造成された
　基幹施設（ダム、頭首工、用排水機場、
　幹線水路等）であること
・総事業費10億円以上

2/3 17 83.66

国営農業用水再編対策
事業
（地域用水機能増進型）
                   <国営>

　基幹的農業水利施設の更新にあたって、節
水機能等の強化による農業用水の効率的利
用や地域用水機能の高度化を図るための整
備を併せて行い、末端5haまで一体的に整備
する
　①節水システム
　　調整池、水路内チェックゲート、
　　反復利用ポンプ等
　②地域用水機能増進システム
　　生活・防火用水施設、水質浄化システム、
　　親水水路等

・受益面積：3,000ha以上

・末端支配面積：5ha以上

・土地改良区等に地域用水対策協議会が
　設置されていること

・土地改良区等が作成した地域用水環境
　整備計画との整合性が図られていること

2/3 17 83.66

国営耐震対策一体型
かんがい排水事業
                   <国営>

安定的な用水供給機能及び良好な排水条件
を確保するため、老朽化した農業水利施設
（ダム、頭首工、用排水路、排水機場等）の更
新等と併せ、防災上重要な施設であって、必
要な耐震性を有していない農業水利施設の
耐震化整備を一体的に実施する

・受益面積3,000ha以上（畑地かんがいに
係わるものにあっては1,000ha以上）で、
かつ末端支配面積500ha以上（畑地かん
がいに係るものにあっては100ha以上）
・必要な耐震性を有していない重要な農
業水利施設の耐震化整備は末端支配面
積300ha以上

2/3 未定 未定

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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2.国営総合農地防災事業

国 県 計
・受益面積　3,000ha以上
・総事業費　対象施設の末端支配面積が
　1,000ha～3,000haの場合100億円以上
　（ため池整備については該当なし）
・機能低下の原因が地盤沈下である場合
　には、地盤沈下を防止するため地下水
　の採取が規制されている地域であること

2/3 30 97

　地震等の異常な天然現象に起因した機
能低下や、河川工作物でその構造が河川
管理上不適当であること等により災害の
恐れが生じている末端支配面積が
5,000ha以上の基幹的なダム、排水機場、
排水 門及び頭首工の機能回復

70 30 100

国営総合農地防災事業
                    <国営>

　自然的、社会的状況の変化等に起因して農
業用用排水施設の機能低下及びこれにより
災害の恐れが広域的に生じている地域にお
いて、その機能の回復又は災害の未然防止
を図る

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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3.かんがい排水事業

国 県 計
　農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 （水田かんがい）

　受益面積200ha以上で、
  　 かつ末端支配面積100ha以上

　畑地を受益とする農業用用排水施設の新
設又は変更

（畑地かんがい）
　受益面積100ha以上で、
　　 かつ末端支配面積20ha以上

　畑地を受益とする農業用用排水施設の系
統的な自動化又は、多目的利用のための、
水管理改良施設を伴う農業用用排水施設の
新設又は変更

受益面積100ha以上

　畑地を受益とする農業用用排水施設の系
統的な自動化又は、多目的利用のための、
水管理改良施設を伴う農業用用排水施設の
新設又は変更

受益面積100ha以上

　河川に設置されている取水施設が土砂の
採取や、ダム設置等の人為的要因に伴う河
床の変動、流心の移動等による取水機能障
害の回復のたの改良又は新設

・受益面積200ha以上
・事業費が概ね50,000千円以上

50 未定 未定

水田農業経営確立排水対
策特別事業
　　　　　　　　　  <県営>

　転作作物を取入れた収益性の高い水田営
農を確立するため、特に排水条件の整備を
目的とした、農業用の排水施設の更新又は
整備及びこれらに付帯して行う用水施設、区
画整理、客土、暗渠の整備

・受益面積20ha以上で、
　　かつ末端支配面積5ha以上
・受益地が次のいずれかに該当で、かつ
　ア又はイに該当する水田面積が受益地
　内の50％以上
　　ア　降雨時に排水施設の能力が十分
　　　　 にないために湛水する水田
　  イ　常時地下水位が高い水田
　　　　（田面より夏期50cm未満、冬期70
　　　　　cm未満）
　  ウ　ア又はイと一体的に整備すること
　　　　 が必要な水田

50 30 80 ※1級河川の
改修を伴う
部分は県補
助率45%

※1級河川
の改修を伴
う部分は県
補助率45%

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)

かんがい排水事業
一般型
                     <県営>

50 25 75
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3.かんがい排水事業

国 県 計
備考事業名 事業内容 採択基準

補助率(%)

基幹水利施設ストックマネ
ジメント事業

 【機能保全計画策定】 施設の現況調査、施設機能診断、劣化原因
究明のための構造物監視、機能保全対策
（対策工法等）に基づき保全計画を策定

末端支配面積20ha以上 50 50 100

 【基幹水利施設補修事業】
                    <県営>
　法律補助

・国、県営土地改良事業により造成された
  施設であり、機能保全計画が策定され
　ていること
・末端支配面積　100 (20)ha以上
 　(　)は畑地かんがいの場合
・総事業費2，000万円以上 ［県独自要件］

 【農業水利施設保全対策
  事業】
                    <県営>
　予算補助

・国、県営土地改良事業により造成された
  施設であり、機能保全計画が策定されて
　いること
・末端支配面積　20ha以上
・総事業費2，000万円以上［県独自要件］

地域農業水利施設ストック
マネジメント事業
                   <団体営>

団体営事業等で造成された農業用水利施設
において、施設の機能診断や対策方法を定
めた機能保全計画の策定を行い、その計画
に基づき対策工事を実施し、施設の長寿命
化、維持・更新コストの低減を図る

・団体営事業等により造成された施設
・受益面積　10ha以上(機能保全計画を
　策定した場合)
・総事業費3，000万円以上

50
(55)

－
50

（55）

※（　）内は、
山振、過疎、
離島、半島、
特農、特豪、
急傾斜で指定
された地域

農業用水再編対策事業
（地域用水機能増進型）
                    <県営>

　農業水利施設の整備を行うにあたり、農業
用水の効率的利用を高め、地域用水機能の
高度化を図るための施設整備を行う

次に掲げる要件の全てに該当するもの
・受益面積200ha以上で、かつ末端5ha以上
・環境整備計画が策定されていること
・地域用水機能を発揮している水路延長の
　割合が10%以上であること
・事業実施により、地域用水機能指標の増
　進割合が5%以上であること
・「地域用水対策協議会」が設置されている
　こと

50 未定 未定

50 25 75

　基幹水利施設において、施設の機能診断
や対策方法を定めた機能保全計画の策定を
行い、その計画に基づき対策工事を実施し、
施設の長寿命化、維持・更新コストの低減を
図る
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4.ほ場整備事業

国 県 計
農地集積加速化基盤整備事業
【農業生産基盤整備事業】　 <
県営>

○ハード事業
ほ場や農業用用排水施設等の整備又は再整
備を行い、法人などの高度経営体へ農用地
の面的集積を図る

　（国の要件）
・以下事業の受益面積合計が20ha以上
　　(1)農業用用排水施設整備事業
　　(2)農道整備事業
　　(3)客土事業
　　(4)暗渠排水事業
　　(5)区画整理事業
・事業完了後30a以上の区画が2/3以上
 （但し、過疎・山振地域は30aを20aと読
　 み替える）
・次の工種のうち2工種以上を実施
　区画整理、農業用用排水路施設、農道、
　暗渠排水、客土
　　※区画整理、暗渠排水は単独でも可

・担い手農地面的集積率が増加すること
　が確実と見込まれること
　　※集積率は別表1参照

50
（55）

27.5
（27.5）

77.5
（82.5）

※（　）内は、
山振、過疎、
離島、半島、
特農、特豪、
急傾斜で指
定された地
域

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)

※採択年度により、県要件・補助率が異なります。
別表1を参照のこと。

ほ場整備に係わる事業の構成
◆農地集積加速化基盤整備事業

農業生産基盤整備事業（ハード）
農地集積加速化促進事業（ソフト）

高度土地利用調整事業（指導事業）
高度土地利用調整事業（調査・調整事業）
高度経営体面的集積促進事業
耕地利用高度化推進事業

◆経営体育成促進事業

担い手育成農地集積事業
・国の利子助成（無利子資金貸付）

- 6 -



4.ほ場整備事業

国 県 計
備考事業名 事業内容 採択基準

補助率(%)

農地集積加速化基盤整備事業
【農地集積加速化促進事業】
 
　　　　　　1,3,4は 〈県営〉

　　　　　　　　2は  <団体営>

 

○ソフト事業
1．高度土地利用調整事業（指導事業）
　・土地利用調整及び農用地の利用集積を
　　推進するための普及・指導活動

2．高度土地利用調整事業（調査・調整事業）
　・関係農家の意向調査活動
　・土地利用調整活動
　・関係機関との調整等調査・調整活動

3．高度経営体面的集積促進事業
　・高度経営体等への農用地の面的集積に
　　向けた促進支援（促進費）
　　　ア　面的集積支援（基本プラン）
　　　イ　法人支援（未来プラン）

4．耕地利用高度化推進事業
　・営農上支障となる湧水処理及び不陸均平
　・暗渠の維持管理
　・表流水の迅速な排除のための額縁明渠の
　　施工
　・その他農地の良好な生産環境の維持及び
　　条件整備活動

・高度経営体を目標年度までに1以上育成
・限度額
　受益面積ごとに区分する以下の基準額に
　実施年数を乗じた額
　１．指導事業
　　・60ha未満　　　　　　　　　　　150千円
　　・60ha以上200ha未満　　　　200千円
　　・200ha以上　　　　　　　　　　400千円

　2．調査・調整事業
　　・60ha未満　　　　　　　　　　1,500千円
　　・60ha以上200ha未満　　　2,000千円
　　・200ha以上　　　　　　　　　4,000千円

　3．促進事業
　　・高度経営体面的集積率が15%以上と
　　　なること　　※限度額は別表2参照

　4．高度化推進事業
　　・限度額
　　　ハード総事業費の2%以内

50
(55)

50
(55)

50
(55)

50
(55)

50
(45)

0
（0）

50
(45)

27.5
(27.5)

100
(100)

50
(55)

100
(100)

77.5
(82.5)

※（　）内は、
山振、過疎、
離島、半島、
特農、特豪、
急傾斜で指
定された地
域

経営体育成促進事業 ○ソフト事業（国の利子助成）
【担い手育成農地集積事業】
　日本政策金融公庫は、既存の農業基盤整
備資金とあわせて、土地改良区等に対して年
度事業費の10%以内相当額に対して無利子で
貸し付けする。（農家負担が12%以内の場合
は5/6以内）
　※県の利子助成は、15．県単事業参照

H23年度以
降採択地
区から対象
外

ほ場整備関連生態系保全連携
事業
                  <団体営>

　生態系保全対策として、保全対象の生息環
境を考慮した近自然型水路や保全池等の整
備に要する経費と、標準的な整備費を比較し
た掛かり増し経費のうち、農家負担分を交付
する

　ほ場整備実施地区において、農林水産部
と生活環境部の協議により決定した保全種
の保全対策工法を実施する地区

－ 掛増し経
費のうち
の農家
負担分

－

※採択年度により、国及び県要件・補助率等が異な
ります。

別表1を参照のこと。

※採択年度により、国及び県要件・補助率等が異な
ります。

別表1を参照のこと。
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別表１
4.ほ場整備事業（年度別採択基準／ほ場整備・土地総）

（現況） （目標） （現況） （目標） （現況） （目標）
13%未満 20%以上 13%未満 20%以上 23%未満 30%以上

13%～35% ＋7ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ 13%～35% ＋7ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ 23%～35% ＋7ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ

35%～38.5% 42%以上 35%～38.5% 42%以上 35%～38.5% 42%以上

38.5%～63% ＋3.5%ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ 38.5%～63% ＋3.5%ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ 38.5%～63% ＋3.5%ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ

63%～66.5% 66.5%以上 63%～66.5% 66.5%以上 63%～66.5% 66.5%以上

66.5%以上 シェア引き上げ 66.5%以上 シェア引き上げ 66.5%以上 シェア引き上げ

同 左

－

－

－

　事業完了時に認定農業者及び特定農業団体、特定農業
団体と同様の要件を満たす組織が確実と見込まれる。又は
3.5ha以上を経営（生産組織の場合はオペレーター1人当り
3.5ha以上、法人の場合は常時従事者1人当り3.5ha以上）
・促進計画の目標年度まで個人担い手、農業生産法人、生
産組織は確実に認定農業者となること
・人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体に位置づ
けられていること

平成２５年度以降採択

受益面積20ha以上

事業完了後30a以上区画が2/3以上

事業完了後30a以上区画が2/3以上

　事業開始後3年度目以降第3者委員会による審
査を行う

　（農地集積が図れないと判断した場合は、次年
度以降の補助金を交付しない）

受益面積20ha以上

　（農地集積が図れないと判断した場合は、次年
度以降の補助金を交付しない）

事業完了後30a以上区画が2/3以上

年度事業費の10%以内（農家負担が12%以内の
場合は5/6以内）を助成

農家負担額の1/6を助成
※ 平成22年度まで

ほ場整備：2ha以上の連担農地が35%以上
（H22新規地区まで）

土地総：事業完了時、担い手が新たに2ha連坦を形
成すること　（H22新規地区まで）

　事業完了時に認定農業者及び特定農業団体、特定農業
団体と同様の要件を満たす組織が確実と見込まれる。又は
3.5ha以上を経営（生産組織の場合はオペレーター1人当り
3.5ha以上、法人の場合は常時従事者1人当り3.5ha以上）
・促進計画の目標年度まで個人担い手、農業生産法人、生
産組織は確実に認定農業者となること

　事業開始後3年度目以降第3者委員会による審
査を行う

平成２１年度以降採択

事業完了時に担い手の面的集積面積の割合（面的
集積率）を一定以上増加
※面的集積面積とは、1ha以上の連坦農地面積

(過疎、山振地域は20a以上区画が2/3以上)

次の工種のうち2工種以上を実施
　（区画整理、農業用用排水施設、農道、暗渠
　　排水、客土）
　　※区画整理、暗渠排水は単独でも可

利
子
助
成

国

県

県要件

担い手
要件

国要件

国要件

適用年度

事
業
要
件

ソ
フ
ト

ハ
ー

ド
国要件

事
業
要
件

審
査

国要件

平成２７年度以降採択

事業完了時に担い手の農地集約化面積の割合（集
約化率）を一定以上増加
※集約化面積とは、1ha以上の連坦農地面積

受益面積20ha以上

事業完了後30a以上区画が2/3以上

(過疎、山振地域は20a以上区画が2/3以上)

・次の工種のうち2工種以上を実施
　（区画整理、農業用用排水施設、農道、暗渠
　　排水、客土）
　　※区画整理、暗渠排水は単独でも可

・事業完了時に担い手農地利用集積率が50％
　以上となること　　　※ 補助金地区要件

同 左

－

－

－

　事業完了時に認定農業者及び特定農業団体、特定農業
団体と同様の要件を満たす組織が確実と見込まれる。又は
3.5ha以上を経営（生産組織の場合はオペレーター1人当り
3.5ha以上、法人の場合は常時従事者1人当り3.5ha以上）
・促進計画の目標年度まで個人担い手、農業生産法人、生
産組織は確実に認定農業者となること
・人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体に位置づ
けられていること

事業完了後30a以上区画が2/3以上 事業完了後30a以上区画が2/3以上

　事業開始後3年度目以降第3者委員会による審
査を行う

　（農地集積が図れないと判断した場合は、次年
度以降の補助金を交付しない）

(過疎、山振地域は20a以上区画が2/3以上)

・次の工種のうち2工種以上を実施
　（区画整理、農業用用排水施設、農道、暗渠
　　排水、客土）
　　※区画整理、暗渠排水は単独でも可

・事業完了時に担い手農地利用集積率が以下の
とおり増加すること   　※ 補助金地区要件

事業完了時に担い手の面的集積面積の割合（面的
集積率）を一定以上増加
※面的集積面積とは、1ha以上の連坦農地面積

現況 完了

50%未満 50%以上

50%～55%未満 60%以上

55%～90%未満 5%ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

90%～95%未満 95%以上

95%以上 ｼｪｱ引き上げ
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別表２
4.ほ場整備事業（年度別採択基準／ほ場整備・土地総）

事業名
（ソフト）

平成２７年度以降採択

① 指導事業　　（H22年度～）

② 調査・調整事業

国要件

・交付額＝対象事業費×交付率

④ 耕地利用高度化推進事業

平成２１年度以降採択

【国要件（４事業共通） ※高度経営体面的集積促進事業は、別途県独自要件有り】

目標年度まで高度経営体を１以上育成されることが確実と見込まれること。
【高度経営体要件】
　①一定規模以上（4ha）の経営農用地を集積、利用し、かつ国環境規範を遵守する認定農業者
　②市町村基本構想の目標所得水準の過半の農業所得を確保し、農地を利用し、かつ国環境規範を遵守する認定農業者
　③特定農業団体であって、７ha以上（中山間地域は４ha）の経営等農用地を集積するもの
　④品目別経営安定対策の対象者
　⑤市町村が特に認める担い手

国事業名：農業経営高度化支援事業
県事業名：農地集積加速化促進事業

事業要件

未　定

・基本プラン（交付額＝対象事業費×交付率）

・法人プラン（交付額＝対象事業費×法人面的集積率×交付率）

　※法人プラン限定設定額（基本プランの面的集積向上率に応じて、限定設定有り）

　

　 (※注1：H26年度要件変更予定　詳細未定)

県要件　　 (※注1)

事業完了後の小規模な条件整備に対する支援

③ 高度経営体面的集積促進事業

都道府県が行う指導、助言、啓発普及活動に対する支援

土地改良区等が行う土地利用調整活動に対する支援

高度経営体の面的集積向上率に応じ、促進費を交付

交付率
2％
3％
4％
5％
6％
7％

7.5％50％以上

15％以上20％未満
20％以上27.5％未満
27.5％以上35％未満

高度経営体面的集積向上率

35％以上40％未満
40％以上45％未満
45％以上50％未満

交付率
2％
3％
4％

4.5％
5％

高度経営体面的集積向上率
15％以上27.5％未満

40％以上50％未満
50％以上65％未満
65％以上

27.5％以上40％未満

交付率
1％

2.5％

法人面的集積率
50％以上70％未満
70％以上

15％以上20％未満 20％以上35％未満 35％以上45％未満 45％以上
交付なし 1％ 2％ 2.5％

高度経営体面的集積向上率
促進費（法人支援）の交付限度額
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5.農業農村整備事業実施計画

国 県 計
農業農村整備事業実施
計画策定事業

　ほ場整備事業<県営>の実施計画を策定 　「農地集積加速化基盤整備事業」の実
施が確実と見込まれる地区

50 20 70

農村地域防災減災事業
実施計画策定事業
　　　　　　　　　<県営>

　防災ダム整備事業、ため池整備事業、用排
水施設等整備事業、特定農業用管水路等特
別対策事業、農業用河川応急対策事業、公
害防除特別土地改良事業、地すべり事業な
どの実施計画を策定

　農村地域防災減災事業の実施が確実と
見込まれる地区

100
［50］

－
［未定］

100
［未定］

定額はH27
まで

［ ］内はH28
から

農村地域防災減災事業
耐震性点検・耐震化対策
整備計画策定
（旧：震災対策農業水利施設

整備事業）

　　　　　　　　　<県営>

　大規模地震発生のおそれのある地域にお
いて、土地改良施設の耐震性を調査する。

･今後、大規模地震が発生するおそれ
 の高い地域
ため池
　・防災受益面積7ha以上又は農外想定
　  被害額が4,000万円以上
　・受益面積2ha以上

100
［50］

－
［未定］

100
［未定］

定額はH27
まで

［ ］内はH28
から

中山間地域総合整備実
施計画策定事業
　　　　　　　　　<団体営>

　中山間地域総合整備事業<団体営>［一般
型］の実施計画を策定

農村振興基本計画等を策定している市町
村で、「中山間地域総合整備事業」の実
施が確実と見込まれる地区

50 － 50

農村環境計画策定
　　　　　　　　　<団体営>

　環境に配慮した農業農村整備事業を円滑
に推進するため、地域（市町村）の環境保全
の基本方針、基本構想をまとめる

　農業農村整備事業の実施が予定されて
いること

50 － 50

〔農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金〕
地形図作成事業

　ほ場整備事業を行う見込みのある地区につ
いて、地区全体にわたる縮尺1/1,000以上の
航空測量（高低測量に係わる地上測量を含
む）及び図化を行う

・地区として一体をなしていると認められ
る農地であること
・農業振興地域整備計画書が定められ、
将来とも農業地域として発展することが確
実であること
・地形図作成後3年以内に、ほ場整備事
業着手の見込みが確実であること

50
(55)

－
(－)

50
(55)

※（　）内は、
過疎、山振、
半島、離島、
特豪、特農、
急傾斜で指
定された地
域

団体営土地改良事業調
査設計事業

　次に掲げる団体営土地改良事業が行われ
る予定地域につき、調査、測量及び試験を行
い、土地改良法に基づく土地改良事業計画と
全体実施計画を兼ねた書類を作成する

対象となる事業の採択基準に準ずる 50 － 50

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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6.交換分合事業等

国 県 計
　おおむね旧市町村の区域であって、農業の
動向、区画整理等の工事の実施見通し、農用
地の分散状況等からみて、計画的に交換分合
を推進する。

受益面積おおむね5ha以上

　所有権相互、所有権以外の権利相互の交換
に併せ、新たに所有権移転、利用権設定及び
農作業受委託の取組活動を行い、地区全体と
しての農用地の集団化を図るとともに、育成す
べき経営体への農用地の利用集積を図る。

・受益面積おおむね5ha以上
・集団化率おおむね40%以上
・移動率おおむね20%以上

土地利用秩序形成業務 　農業集落地域土地利用構想を策定又は変更
する集落地域を対象として、交換分合により、
土地の交換調整を行い、同構想の農業的土地
利用区域と非農業的土地利用区域設定の効
率的な推進に資するとともに、農業的土地利用
区域における経営体育成区域内に、基本型交
換分合の事業内容により、育成すべき経営体
への農用地の利用集積を図る。

・受益面積おおむね5ha以上
・集団化率おおむね40%以上
・移動率おおむね20%以上

農地売買等事業関連業務 　基本型交換分合の事業内容に加え、農地売
買等事業（農業経営基盤強化促進法第4条第2
項に規定する事業をいう）により、規模縮小や
離農を希望する農家が所有する不規則・散発
的に発生した農用地を農地利用集積円滑化団
体又は農地中間管理機構が保有することによ
り、同法人が他に保有している農用地と併せ
て、交換分合により育成すべき経営体への円
滑な集積を図る。

・受益面積おおむね5ha以上
・経営規模拡大率おおむね20%以上
・移動率おおむね20%以上

耕作放棄地活用業務 　市町村が作成する人・農地プランで耕作放棄
地を解消することとして位置付けられた地域に
おいて、基本型交換分合の事業内容に加え、
耕作放棄地の復元に係る工事を交換分合と一
体的計画の元に行い、当該復元に係わる農用
地を活用して、育成すべき経営体の規模拡大
を図るとともに、農用地の利用集積を促進し、
もって地域の効率的な農用地利用を図る。

・耕作放棄地等が地区内に3%以上存在する
こと
・受益面積おおむね5ha以上
・集団化率おおむね20%以上
・移動率おおむね10%以上
・交換分合計画の対象地域の耕作放棄地が
おおむね80%以上解消すること

換地処分併せ業務 　基本型交換分合の事業内容に加え、換地計
画と交換分合計画を一体とした計画により、区
画整理等の換地計画を定める土地改良事業を
実施する地域内の農用地とこれに隣接しなが
らも工事をしない農用地の集団化を図るほか、
同事業の不同意者の農用地を交換分合により
実施地域の内外に振り分けることにより、同事
業の円滑な実施と換地による育成すべき経営
体への農用地の利用集積に資する。

・受益面積おおむね5ha以上
・施行に係る地域又は施行を予定する地域
において定められた換地設計基準中の交換
分合基準に基づき行うもの

※（　）内は、
山振、過疎、
離島、半島、
特農、特豪、
急傾斜で指
定された地
域

－ 50～55

備考事業内容 採択基準
補助率(%)

事業費の
50%以内

（55%以内）

事業名

〔農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金〕
交換分合推進計画

〔農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金〕
基本型交換分合

交
換
分
合

選
択
業
務

（
基
本
型
交
換
分
合
に
併
せ
行
う
業
務

）
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6.交換分合事業等

国 県 計
備考事業内容 採択基準

補助率(%)
事業名

　ほ場の区画が概ね整備されている地域にお
いて、米政策改革基本要綱第Ⅰ部の第5に基
づく「地域水田農業ビジョン」を策定している地
域を対象として、交換分合により稲作区域と畑
地転換、田畑輪換区域の整序化を行い、円滑
な畑地転換等の推進に資するとともに、育成す
べき経営体への加速的な農用地の利用集積を
図る。

・受益面積おおむね5ha以上
・集団化率おおむね40%以上
・稼働率おおむね20%以上
・増加率おおむね30%以上

事業費の
50%以内

（55%以内）

－ 50～55 ※（　）内は、
山振、過疎、
離島、半島、
特農、特豪、
急傾斜で指
定された地
域

　中山間地域における農作業の効率化、農村
活性化を通じて地域農業の維持保全を図るた
め、耕作放棄地等を含めて所有権相互、所有
権以外の権利相互の交換を行い、国土・環境
及び優良農用地の保全に資することを内容と
する。

・受益面積おおむね5ha以上
・傾斜1/20以上の農用地の面積が当該地域
の全農用地面積の1/2以上を占める一定の
地域で行う交換分合（交換分合事業実施要
領の第3の4に規定する事業で農地環境整備
事業実施要綱に基づき実施するものに限る）
で集合率がおおむね20%以上
・移動率はおおむね10%以上

換地計画を必要とする土地改良事業の実施予
定地区において、事業採択前に換地設計基準
を作成し、事業着手後における換地計画の樹
立・換地処分を円滑に推進するための基礎調
査、啓発活動及び合意形成を行う

①必須業務
　地区内農地等状況調査、合意形成促進、地
区内アンケート調査、地域営農構想作成、換地
設計基準作成

②選択業務
　農用地集団化促進基本計画作成、従前地面
積測定、地区内ゾーン調査、経営体育成方針
作成、創設農用地・増歩換地調整、非農用地
換地関係調整、交換分合基準含み換地調整、
換地計画素案作成、経営体育成換地調整

・換地計画樹立のための基準の作成に係わ
る受益面積がおおむね5ha以上

事業費
50

(55)

事業費
－

(－)

事業費
50

（55）

※（　）内は、
山振、過疎、
離島、半島、
特農、特豪、
急傾斜で指
定された地
域

〔農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金〕
地域水田農業整備型交換分合

〔農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金〕
中山間地域等保全型交換分合

〔農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金〕
農用地等集団化事業
（経営体育成促進換地等調整事業）
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7.農業集落排水事業

国 県 計
農業集落排水事業
　　　　　　　　　<団体営>

《一般事業》
・農村集落における、し尿・生活排水の処理
　施設（管路、処理場）、雨水排水路の整備
・集排施設と一体的に整備することが有効な
　農業集落道、雑用水配水施設、水洗化用
　水施設、周辺環境配慮施設も含む
・資源循環施設の整備

・受益戸数20戸以上
・処理対象人口1,000人程度に相当する
　規模以下（但し、市町村及び県の関係
　部局間での協議が整えば1,000人以上
　でも実施可能）
・資源循環促進計画が策定されているこ
　と

50 － 50

《機能強化事業》
・農業集落排水事業等で設置した汚水処理
　施設の更新又は改築

・更新又は改築の費用が200万円以上で
　かつ、次のいずれかの要件に該当する
　施設
　①供用を開始して7年以上経過している
　　 施設
  ②供用開始後の処理対象人口の著しい
     増加、処理水水質基準強化などの条
     件、環境の変化が認められる施設

機能保全構想策定事業
　　　　　　　　　<団体営>

農業集落排水施設の劣化状況等を把握する
ための機能診断調査と、その結果に基づき
施設機能保全の対策方法等を定めた構想策
定を行う。

・次の全ての要件に該当すること
  ①当該市町村内に整備された全ての
     農業集落排水施設（複数処理区）を
　　 対象とした構想の策定を目的として
　　 いること
　②既存施設を有効利用すると認められ
　　 るものであって、施設機能の向上を
　　 主な目的としないこと

施設機
能診断
調査費
1処理地

区
200万円

以内

構想策
定費

800万円
以内

－ 100

施設機能診断事業
　　　　　　　　　<団体営>

・農業集落排水事業等により造成された農業
集落排水施設の更新又は改築の要否、工法
等について、機能強化事業の実施を前提に
調査診断を行う
・なお、改良工事は、原則として調査の翌年
度に着手すること。

　農業集落排水事業等で設置した汚水処
理施設で、供用開始して7年以上経過して
いる施設

50 － 50 旧事業名：農
業集落排水
維持適正化
事業

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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8.農村地域環境整備事業

国 県 計
地域用水環境整備事業
（地域用水環境整備）
　　　　　　　　　　<県営>

　農業水利施設の保全又は整備と一体的
に、水辺空間を利用した親水・景観保全施設
整備を行う

・地域用水事業計画を作成すること
・自然的、社会的、歴史的条件等から、事業
の実施が適当であること
・整備後の適正な維持管理が見込まれること
・総事業費5千万円以上

(50)
50

(15)
25

(65)
75

(　)内は、農
業外効果を
主とするもの

地域用水環境整備事業
（単独地域防災施設整備）
　　　　　　　　　　<県営>

　地震等の災害発生緊急時に、農業水利施
設を消防・生活水利機能等を支援するため以
下の整備を行う
　防火水槽、給水枡、給水栓等及びアクセス
施設等の整備

・地域防災施設整備事業計画を作成すること
・次の①、②のいずれかに該当すること
①事業計画が地域防災計画を踏まえたもの
②整備しようとする施設が、地震防災緊急事
業5ヶ年計画において定められ、又は定めら
れることが見込まれること
・消防水利の基準に合うこと
・整備後の適正な維持管理が見込まれること
・総事業費が3千万円以上

50 25 75

地域用水環境整備事業
（単独魚道整備）
　　　　　　　　　　<県営>

　河川に設置された農業水利施設からの適
正な放流量の確保等を目的とした、魚道の新
設、改築

・魚道整備事業計画を作成すること
・次のいずれかを対象とする施設整備
①国、県営事業で整備された農業水利施設
か1・2級河川に設置された取水能力0.3t/s以
上の施設で以下のいずれかに該当するもの
a　魚道が未整備で一定の放流量の確保が
できない施設
b　魚道が正常に機能していない施設
c　水産庁、河川管理者、流域内の利水者協
議会等から魚道の整備を要請されている施
設
②前後一連の区域の魚道が整備され、また
は整備が予定されている農業水利施設で、
当該施設の魚道が整備されていないため、
魚類の 上の障害となっているもの

50 50 100

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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8.農村地域環境整備事業

国 県 計
備考事業名 事業内容 採択基準

補助率(%)

地域用水環境整備事業
（単独渇水対策施設整備）
　　　　　　　　　　<県営>

　農業水利施設の渇水時における節水能力
を向上させることにより、地域の渇水調整の
円滑化を図るため、次の整備を行う
　1)農業排水再利用のための堰、揚水機、送
水管等
　2)緊急水源確保のためのファームポンド、た
め池及び簡易井戸等
　3)各水源間で相互に農業用水を融通するた
めの連絡水路等

・渇水対策施設整備事業計画を作成すること
・近年、渇水に伴う取水制限が行われている
地域で直近10年間に次のいずれかに該当す
る地域における施設整備であること
①水利調整組織の決定により一定期間の取
水量の減量等を行ったことがあること
②他利水者等関係機関からの申し入れによ
り、渇水調整に係る活動を行ったことがある
こと
・総事業費が3千万円以上
・整備後の適正な維持管理が見込まれること

50 未定 未定

地域用水環境整備事業
（小水力発電整備）
　　　　　　　　　　<県営>

土地改良施設等の維持管理費の節減等を目
的に農業水利施設の包蔵水力を活用した小
水力発電のための施設整備（新設・更新）

・小水力発電整備事業計画を作成すること
・土地改良施設等の維持管理費の節減が見
込まれ次の掲げる施設を対象に電力を供給
する小水力発電施設であること
①土地改良施設等であって土地改良区等が
管理する施設
②農業農村振興に資する公的施設
・整備後の適正な維持管理が見込まれること

50 25 75

歴史的施設保全事業
　　　　　　　　　　<県営>

　文化財として価値を有する農業水利施設等
の土地改良施設を対象に、その歴史的な価
値の保全に配慮しつつ、施設の補修等を実
施

・歴史的施設保全事業計画を作成すること
・文化財保護法に基づき文化財として指定さ
れ、若しくは指定されることが確実に認めら
れる土地改良施設又は地域における歴史的
風致の維持及び向上に関する法律に基づき
認定された歴史的風致維持向上計画に位置
づけられた土地改良施設であること。
・当該施設の支配面積が20ha以上
・整備後の適正な維持管理が見込まれること
・総事業費が3千万円（ため池にあっては8百
万円）以上

50 未定 未定
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9.農村振興総合整備事業

国 県 計
［農山漁村地域整備交
付金］
農村振興総合整備事
業
　　　　　　　　<団体営>

・農村振興整備事業計画に基づき、農業生産
基盤と併せて農村の集落基盤の総合的な整
備を実施する
・工種及び内容
1　農業生産基盤整備
　(1)ほ場整備
　(2)農業用用排水施設整備
　(3)農道整備
　(4)農用地開発
　(5)農用地の改良又は保全
2　集落基盤整備
　(1)農業集落道整備
　(2)営農飲雑用水施設整備
　(3)農業集落排水施設整備
　(4)農業施設等用地整備
　(5)集落防災安全施設整備
　(6)自然環境・生態系保全施設整備
　(7)地域資源利活用施設整備
　(8)施設補強整備
　(9)地域農業活動拠点施設整備
(10)集落農園整備
(11)情報基盤施設整備
(12)施設環境整備
(13)歴史的土地改良施設保全整備
(14)集落土地基盤整備

・農村振興整備事業計画を策定している
市町村
・農業振興地域区域内であること

生産基盤
50

集落基盤
50

1

-

51

50

補助率(%)
備考事業名 事業内容 採択基準
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10.中山間地域総合整備事業

国 県 計
中山間地域総合整備事業
［一般型］
　　　　　　　　　<団体営>

　中山間地域の活性化と国土・環境保全を目
的として、立地条件に沿った農業生産基盤、
農村生活環境等の一体的整備を行う

①農業生産基盤
　農業用用排水施設、農道、ほ場整備、農用
地開発、農地防災、客土、暗渠排水、農用地
の改良または保全

②農村生活環境基盤
　農業集落道、営農飲雑用水、農業集落排水
施設、農業集落防災安全施設、用地整備、農
村公園施設、活性化施設、集落環境管理施
設、交流施設基盤、情報基盤施設、市民農園
等整備、生態系保全施設等整備、交換分合

③特認

・農村振興基本計画等を策定
・過疎、山振、半島、特農で指定された市
町村または準ずる地域
・林野率50%以上、かつ主傾斜1/100以上
の農用地が50%以上を占めている地域
で、一体的なつながりを有する地域
・農業生産基盤整備のうち2つ以上の事
業の受益面積が20『10』ha以上

『　』内は林野率75%以上、かつ主傾斜
1/20以上の農用地が50%以上を占める地
域

生産基盤
55

生活環境
のうち
集道
集排

集落防災
55

生活環境
のうち

その他工種
55

特認
55

1

－

－

－

56

55

55

55

中山間地域総合整備事業
［生産基盤型］
　　　　　　　　　<団体営>

　地域条件が悪く補助事業を実施するだけの
まとまった団地がない中山間地域において、
生産基盤整備のみを実施する

・活性化構想を策定
・過疎、山振、半島、特農で指定された市
町村または準ずる地域
・林野率50%以上、かつ主傾斜1/100以上
の農用地が50%以上を占めている地域
で、一体的なつながりを有する地域
・農業生産基盤のうち、ほ場整備の受益
面積が10ha以上

55 未定 未定

中山間地域総合整備事業
［生活環境型］
　　　　　　　　　<団体営>

　地域条件が悪く補助事業を実施するだけの
まとまった団地がない中山間地域において、
農村生活環境整備を中心に実施する

・農村振興基本計画等を策定
・過疎、山振、半島、特農で指定された市
町村または準ずる地域
・林野率50%以上、かつ主傾斜1/100以上
の農用地が50%以上を占めている地域
で、一体的なつながりを有する地域

55 未定 未定

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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11.農地防災事業

国 県 計
防災ダム事業
<県営>

洪水調節用ダムの新設、改修 ・被害農地面積100ha以上
・農業関係効果50%以上

55 40 95

・災害発生の防止等が必要な農業用ため池
（災害防止用ダムを含む）の改修
・ため池本来の整備とともに、貯水量や洪水
防止機能を回復するための浚渫工事

・大規模の場合のみ、

　1)堤高10m以上または貯水量10(5)万m
3

       
以上のもの

　2)決壊による被害総定額100,000(50,000)
    千円以上でかつ農業関係以外の被害額
    が50,000千円以上、さらに住民の100(1)
   名以上の生命に危険が予測されるもの
・受益面積10ha未満の場合

　1)貯水量1,000m
3
以上で関係農家2戸以上。

　2)住民の生命に対する危険または公共施
    設に対する被害が予測されること

・ため池浚渫工事は、貯水量に対する堆砂率
 が10%以上で、浚渫土を耕土や基盤土等とし
 て有効活用が図られ、ため池の安全性を損
 なわないこと

大規模
55

中規模
50

（55）

小規模
50

（55）

団体営
50

（55）

35

40
（40）

35
（35）

15
（未定）

90

90
（95）

85
（90）

65
（未定）

（　）内は、過
疎、山振、離
島、半島、特
農、特豪で指
定された地域
に該当又はそ
の地域を含む
市町村

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)

ため池等整備事業
【ため池整備工事】
　　　　　<県営・団体営>

受益面積 総事業費

大規模
100ha以上

(70)

80,000千円以上

(30,000)

中規模
40ha以上
(20)

8,000千円以上

小規模
10ha以上

(5)
8,000千円以上

10ha未満

(5)
8,000千円以上

県
営

種別

団体営
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11.農地防災事業

国 県 計
備考事業名 事業内容 採択基準

補助率(%)

ため池等整備事業
【用排水施設整備工事】
　　　　　<県営・団体営>

・機能障害等により災害を引き起こす危険性
がある農業用用排水施設（頭首工、 門、用
排水機場、水路等）の新設、改修

大規模
55

小規模
50

（55）

団体営
50

（55）
50

（55）

28

33
（33）

1
（未定）

15
（未定）

83

83
（88）

51
（未定）

65
（未定）

（　）内は、過
疎、山振、離
島、半島、特
農、特豪で指
定された地域
に該当又はそ
の地域を含む
市町村

→ 市町村営

→ その他

ため池等整備事業
【用排水施設整備工事】
（土砂崩壊防止）
　　　　　　　　　　<県営>

　土砂崩壊の危険がある場所における、擁
壁、土留、土砂ダメ堰堤、水路等の整備

・受益面積　5ha以上
・総事業費　8,000千円以上

50
（55）

35
(35)

85
(90)

（　）内は、過
疎、山振、離
島、半島、特
農、特豪で指
定された地域
に該当又はそ
の地域を含む
市町村

ため池等整備事業
【農業河川工作物応急
対策】
　　　　　<県営・団体営>

　治水上、改善措置が必要な農業用河川工
作物（頭首工、水門、 門、橋梁等）の整備、
補強

河川管理上支障を及ぼす恐れのあるもの 大規模
55

小規模
50

（55）

団体営
50

（55）

37

42
（42）

32
（未定）

92

92
（97）

82
（未定）

（　）内は、過
疎、山振、離
島、半島、特
農、特豪で指
定された地域
に該当又はそ
の地域を含む
市町村

ため池等整備事業
【広域農業用水適正管
理対策】
　　　　　　　　　　<県営>

　用途廃止するべき農業用水利施設の撤去 　国営土地改良事業により撤去する計画で
あった農業水利施設のうち、当該事業完了後
も廃止されず残存し、農業用水管理又は河
川管理上支障を及ぼす恐れのあるもの

従前の国
営土地改
良事業完
了時の国
庫負担率

未定 未定

受益面積 総事業費

大規模 400(200)ha以上
80,000(30,000)
千円以上

小規模 100(50)ha以上 8,000千円以上

20(10)ha以上 8,000千円以上団体営

県
営

種別

総事業費

大規模 100,000千円以上

小規模
100,000千円未満
50,000千円以上
50,000千円未満
8,000千円以上

種別

県
営

団体営
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11.農地防災事業

国 県 計
備考事業名 事業内容 採択基準

補助率(%)

湛水防除事業
　　　　　　　　　　<県営>

　湛水被害を防除するための施設（排水機、
排水 門、排水路、堤防等）の新設、改修

次のいずれかに該当すること
　①農業効果が50%以上であること
　②受益面積の50%以上が農用地である
　　 もの

大規模
55

小規模
基幹施設

50
（55）

その他
施設
50

（55）

未定

40
(未定)

35
（未定）

未定

90
(未定)

85
（未定）

（　）内は、過
疎、山振、離
島、半島、特
農、特豪で指
定された地域
に該当又はそ
の地域を含む
市町村

受益面積 総事業費

大規模 400ha以上
500,000
千円以上

小規模 30ha以上
50,000
千円以上

種別

県
営

- 20 -



12.農地等保全事業

国 県 計
地すべり対策事業
　　　　　　　　　　<県営>

　地すべりによる被害を除去又は軽減するため、
承水路、水抜きボーリング、川の床止工、護岸
工、杭打工、土留工等の実施
（地すべり防止工事）

･地すべり防止区域指定がされていること
　1)地すべりが2級河川以上の河川に被害
　　を及ぼすおそれのあること
　2)鉄道、県道などに被害を及ぼすおそれ
　　のあるもの
　3)学校、病院など重要な公共建物に被害
　　を及ぼすおそれのあること
　4)ため池の貯水量3万m3以上、面積100ha
　　以上の水路・農道などに被害を及ぼすお
　　それのあること
　5)10戸以上の人家に被害を及ぼすおそれ
　　のあること
　6)農地10ha以上に被害を及ぼすおそれの
　　あること

・総事業費7,000万円以上

50 50 100

水質保全対策事業
一般型
【農業用用排水施設整備】
　　　　　　　　　<県営・団体営>

　農業用用排水路の水質汚濁による農業上の障
害を取り除くための、農業用用排水施設と併せて
行う客土等の実施

・受益面積
　　県   営　　　　20ha以上
　　団体営　　　  10ha以上
・受益面積は、水質汚濁による農業上の障害
がみられるか、それに準ずる地域であること

50
(55)

35
(未定)

85
(未定)

（　）内は、過
疎、山振、離
島、半島、特
農、特豪で指
定された地
域に該当又
はその地域
を含む市町
村

公害防除特別土地改良事業
　　　　　　　　<県営・団体営>

　水田土壌の汚染を除去し、再汚染を防止するた
め、客土、排土、反転工、地目変換等の実施

・受益面積
　　県   営　　　　20ha以上
　　団体営　　　  10ha以上

原因者の
負担残に

ついて

55
55

41.7
未定

96.7
未定

左記とは別
に市町村負
担3.3%

小規模公害防除対策事業
　　　　　　　　　<県営>

　水田土壌の汚染を除去し、再汚染を防止するた
め、客土、排土、反転工、地目変換等の実施

・受益面積
　　県　 営        10ha未満

原因者
の負担

残につい
て
55

41．7
以上

96.7
以上

左記とは別
に市町村負
担3.3%以内
※農林水産
省消費者安
全局所管事
業

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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12.農地等保全事業

国 県 計
備考事業名 事業内容 採択基準

補助率(%)

特定農業用管水路等特別対
策事業
　　　　　　　　　　<県営>

　石綿管（アスベスト）を含有する管水路等の製
品老朽化による、農業者等の健康への影響を未
然に防止するために撤去や管種変更等を実施

　(1)石綿等が使用されている農業用管水路の
　　 撤去（撤去することが著しく困難又は不適
　　 当な場合において行う当該石綿の劣化又
　　 は飛散防止措置を含む）及びこれと一体的
     に行う農業用用排水路の変更
　(2) (1)の農業用用排水路と一体となって機能
      を発揮する農業用用排水路の変更
　(3)石綿等が使用されている土地改良施設
     （農業用管水路を除く）において当該石綿
     等の除去及びこれと一体的に行う当該土
     地改良施設の変更

・受益面積
　　県　 営        20ha以上
　　団体営　　　　10ha以上

・(1)、(2)を実施する場合、変更を必要とする農
業用管水路の延長に対し、石綿等が使用され
ている農業用管水路の延長が50%以上である
こと

県営
50
(55)

団体営
50
(55)

35
(35)

未定

85
(90)

未定

（　）内は、過
疎、山振、離
島、半島、特
農、特豪で指
定された地
域に該当又
はその地域
を含む市町
村

鉱毒対策事業
　　　　　　　　　　<県営>

　硫黄、銅、その他農作物に有害な物質を含んで
いる水等が農用地に流入することにより生ずる被
害を防止するために行う、毒源を処理する施設、
または農業用用排水施設等の新設や改修並び
にこれに附帯する客土又は排土

・受益面積
　　県　 営        20ha以上

50
(55)

45
(未定)

95
(未定)
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13.災害復旧事業

国 県 計
県営造成施設等突発事故
復旧支援事業

暗渠やパイプライン、揚水機は内部状態を目
視することが困難であり、日常管理が適正に
行われていても、不測の事態により突発事故
が発生するケースがあり、事故時の影響が
甚大であることから、復旧工事にかかる費用
を助成し、農家負担の軽減を図るものであ
る。

・異常な天然現象によるものではなく、通常の使用
　の範囲において、不測の事態により生じた農業水
　利施設の事故を対象とする。
・国営または県営造成施設で、復旧を実施すること
　で作付けへの支障を解消できること。
・維持管理が適正に行われていること。
・関係市町村が事業費の10％以上を補助すること。

－ 30 30

県営農地小災害支援事業 自然災害による小規模な農地の災害復旧に
ついて支援し農家負担の軽減、離農・耕作放
棄地発生防止を図る。

○事業要件
・県内における農地小災害の被害総額が、20,000千円
　以上の場合
○事業内容
　1)対象工種
   被災した農地で「国庫補助災害及び災害復旧事業
　債」の対象外のもの
  2)対象市町村（次のいずれにも該当していること）
　　　ｱ 国の災害復旧事業要件を満足する気象条件に
　　　　 より生じた災害
　  　ｲ 農家助成を実施している市町村
  3)補助対象額
    10万円/箇所以上40万円/箇所未満で、かつ市町村
　　の助成下限額が10万円以上の場合はその下限額
　4)補助率
　　市町村の助成率以内、 大で事業費の1/3

－ 1/3 1/3

県営農地災害復旧事業 異常なる天然現象によって発生した農地・農
業用施設の災害復旧に対し、国の補助を受
けて原形復旧工事を行って、農林水産業の
維持を図る。

○災害復旧事業の採択基準
　雨量　24時間80mm以上又は1時間20mm以上
　風速　 大風速15m/s以上
　その他　異常な天然現象
○県営災害復旧事業の採択基準
　原則、団体営事業として実施するが、次に該当し申請
　者から要望がある場合は県営事業として実施する。
　　1)復旧事業費が1地区当たりおおむね100,000千円
　　　以上で、その関係受益面積がおおむね100ha以上
　　2)その他、施工上高度な技術を要するもので、特に
　　　 県営施工が適当と認められる地区

工事費
50

委託費
－

50

100

100

100

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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13.災害復旧事業

国 県 計
備考事業名 事業内容 採択基準

補助率(%)

県営農業用施設災害復旧
事業

異常なる天然現象によって発生した農業用
施設の災害復旧に対し、国の補助を受けて
原形復旧工事を行って、農林水産業の維持
を図る。

○災害復旧事業の採択基準
　雨量　24時間80mm以上又は1時間20mm以上
　風速　 大風速15m/s以上
　その他　異常な天然現象
○県営災害復旧事業の採択基準
　原則、団体営事業として実施するが、次に該当し申請
  者から要望がある場合は県営事業として実施する。
　　1)復旧事業費が1地区当たりおおむね100,000千円
      以上で、その関係受益面積がおおむね100ha以上
　　2)ため池の場合
　　　　・堤高10m以上または水量10万m3以上
　　　　・受益面積40ha以上
　　　　・復旧事業費50,000千円以上
　　3)その他、施工上高度な技術を要するもので、特に
　　　県営施工が適当と認められる地区

工事費
65

委託費
－

15

100

80

100
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14.土地改良施設管理費

国 県 計
国営造成施設県管理費補助事業
　　　　　　　　               　　<県営>

・国営八郎潟干拓事業で造成された農用地に対
する農業用水の確保、中央干拓地の排水、及び
受益者の農業と生活の安定を図るための基幹的
な造成施設の維持管理

・排水機場：1機口径1,500mm以上の排水
機が5台以上、又は排水能力が同程度の
もので、受益面積が5,000ha以上

・防潮水門：年間利用水量4,000万m
3
以上

又は満水面積1,000ha以上の淡水湖に係

るもので、計画通水量が1,000m
3
/s以上又

は流域面積が10,000ha以上のもので、受
益面積3,000ha以上

40 30 70

基幹水利施設管理事業
　　　　                　　　　<団体営>

・国より管理委託されたダム、頭首工、排水機
場、揚水機場、排水 門の基幹的な造成施設で
市町村等の維持管理

・対象事業

・受益面積
　1施設ごとに概ね1,000ha（畑を受益とす
るものにあっては300ha）以上であること
・非農用地
　概ね10%以上であるもの

30 1 31

計画策
定事業

50 50 100

推進事
業
50

50 100

支援事
業
50

25 75

国営造成施設管理体制整備促進事業
【管理体制整備型】
　　　　　　　　　            　<県営>

・国営造成施設はこれと一体不可分な国営附帯
県営造成施設を管理する土地改良区を対象と
し、次に掲げる全ての事業の実施を通じ農業水
利施設の持つ多面的機能の発揮及び環境への
配慮、安全管理の強化等に対応した管理体制の
整備を図る
①管理体制整備計画の策定
　（計画策定事業）
②管理体制整備の推進活動
　（推進事業）
③管理体制の整備・強化に対する支援
　（支援事業）
・推進事業により管理体制整備推進協議会（事
務局は土地改良区）を設置し管理水準、負担割
合等の検討及び施設の役割と地域に与える効果
の啓蒙普及及び連帯強化を図る

・対象土地改良区が関係市町村と「管理
体制整備型」事業の実施に対し合意形成
がなされていること

・土地改良区は県の委託を受け推進事業
を実施する

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)

注）支援事業
の交付金残
額の25%は市
町村負担と
する

ダム
設計洪水量が概ね300m3/s以上
であること

頭首工

次の要件を全てに該当するもの
(1)設計洪水量が概ね300m3/s
　　以上であること
(2)ゲートを1門以上有すること
(3) 大取水量が概ね1.0m3/s

　以上であること

揚水機場
大取水量が概ね1.0m3/s以上

であること
排水機場 排水機の総口径が概ね3,000mm

以上であること

排水 門
計画通水量が概ね15m3/s以上で
あること
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14.土地改良施設管理費

国 県 計
備考事業名 事業内容 採択基準

補助率(%)

土地改良施設維持管理適正化事業
　【維持管理適正化】

・土地改良区等が管理する土地改良施設の定期
的な整備補修
（5年間の拠出金積立による）

　【緊急整備補修】 ・［維持管理費適正化］に加入している施設で、予
測し得ない事故等の発生により、緊急に行う整備
補修。
（事業費と、これまでの拠出金との差額を一括し
て拠出）

　【施設改善特別対策】 ・水田農業経営確立対策の実施に資するための
土地改良施設の整備改善（3年間の拠出金積立
による）

・1施設当たり事業費2,000千円以上
・土地改良施設整備改善計画について知
事の承認が必要

農業水利施設保全合理化事業
　【施設計画策定事業】

整備計画を策定するための地域の諸条件の現
況把握及び概略設計等を行う

100 - 100

　【管理省力化施設整備事業】 給水栓、ゲート、分水工等における自動化等の
管理省力化のための農業用用排水施設に付帯
する施設の整備を実施する

50
（55）

-
(-)

50
（55）

　【機能保全計画策定事業】 農業用用排水施設等の機能診断結果及び施設
の機能を保全するために必要な対策方法等を定
めた計画を策定する

末端支配面積10ha以上 100 - 100

・おおむね5年単位に土地改良施設の整
備補修が行われるもの
・団体営規模以上の事業により造成され
た施設であること
・1施設当たり事業費2,000千円以上

事業採択期
間H24～H27

（　）内は、過
疎、山振、半
島、離島、特
豪、特農で指
定された地域

事業費200万円以上

30 30 60
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15.県単事業

国 県 計
担い手育成農地集積事業
　　　　　　　　　<団体営>

・担い手育成基盤整備事業の実施を契機とし
て、地域の合意に基づく土地利用調整を促進
し、担い手への農地の利用集積を行い、担い
手の育成・確保を図る
・土地改良区等に対し、年度事業費の5%以内
相当額分の借入金について、償還の際に利
子助成する
※平成17年度以降の採択地区からは、年度
事業費の農家負担金の6分の1以内とする
※平成23年度以降の採択地区は本事業の対
象外

県単小規模土地改良事業
　　　　　　　　　<団体営>

規模が小さいため国庫補助事業の対象となら
ない地区（国庫補助事業に接続する末端施設
を含む）に対して、県及び市町村が補助する
事業
・対象事業
1)かんがい排水　　2)ほ場整備　　3)暗渠排水
4)客土　　5)農地造成　　6)転換畑地促進対策

・受益面積1ha以上5ha未満の事業である
こと。但し、5ha以上であっても事業費が
10,000千円未満はこの限りでない
・市町村が総事業費の10％以上を補助す
ること
・関係市町村が、生産調整等の目標達成
が確実なこと

－ 30 30

土地改良事業調査計画
(県単調査）
　　　　　　　　　　<県営>

・農業農村整備事業(県営)予定地区の事業計
画策定のための調査を実施する
・対象事業
1)かんがい排水事業　2)ほ場整備事業
3)排水対策特別事業　4)ため池等整備事業
など

・対象となる事業の採択基準に準ずる － 50 50

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)

※採択年度により、国及び県要件・補助率等が異
なります。

4.ほ場整備事業 別表1を参照のこと。
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16.基盤整備促進事業

国 県 計
〔農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金〕
基盤整備促進事業
　　　　　　　　　<団体営>

・従来の団体営事業の採択要件を緩和し、き
め細かい基盤の整備を実施する
・事業工種
①農業用用排水施設整備　②農道整備
③暗渠排水　④客土　⑤区画整理
⑥農用地保全　⑦農地造成　⑧交換分合

・工種①～⑤を単独で実施する場合、受
益面積が概ね5ha以上
・工種①～⑤を重複して実施する場合、
外周の受益面積が概ね5ha以上
・上記と併せて⑥～⑧の事業工種も総合
的に実施できる
・担い手への農地利用集積等又は農業用
用排水施設等の整備・保全が見込まれる
こと

50
（55）

1
（1）

51
（56）

※（ ）内は、
過疎・山振・
特農・離島・
半島・特豪・
急傾斜の指
定地域の場
合

備考事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)
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17.地下かんがいシステム導入促進事業

【農林漁業振興臨時対策基金】

国 県 計
地下かんがいシステム
導入支援事業
　　　　　　　　　　〈県営〉

・大区画等によるほ場整備が完了し、農業法
人などの担い手に集積された団地を対象に、
地下かんがいシステムの導入を支援する

基幹工種
　①地下かんがいシステム
　②モミガラ補助暗渠
　③暗渠排水の更新、新設
　④土層改良
併せ工種
　⑤用排水路の補修・更新
　　（地下かんがいシステムの受益に限る）

・受益面積2（1）ha以上
・事業費200万円以上5,000万円未満
・受益者数2者以上
・農業基盤整備計画、園芸作物等作付計画、
　施設の維持管理計画を策定
・園芸作物作付割合が以下の要件を満たす
　こと
　

  ※園芸作物：えだまめ、アスパラガスなど
     の野菜、花きなど作物
・①は必須
・⑤は基幹工種と併せて実施可能
　※但し、併せ行う工種は基幹工種事業費
　　 の1/2以内かつ1,000万円以内

50
（55）

27.5
（27.5）

77.5
（82.5）

採択基準の
（　）内は、過
疎、山振、半
島、特農、豪
雪で指定され
た地域
又は1/100以
上の傾斜地の
場合

補助率の
（　）内は、過
疎、山振、半
島、特農、特
豪で指定され
た地域

事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)

備考

実施前の現況
　0～30%
　30～50%
　50～100%

20～50% (20%増)

　50～100% (現況以上)
　50%以上

要　件
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1８.中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業

国 県 計
中山間地域農業活性化
推進事業（ソフト）

地域（集落）自らが策定する地域農業の営農
計画、基盤整備計画及び地域活性化計画を
策定する

①中山間地域農業活性化計画を策定
　　※1地区当たり600千円を上限に定額
　　　　補助

②ほ場整備計画及び換地計画を策定
　　※換地を伴う区画整地実施地区のみ

－

－

①
定額

②
50%

①
定額

②
50%

中山間地域農業活性化
基盤整備事業（ハード）
　
　　　　　　　〈県営〉

中山間地域において、地域特性を活かした戦
略作物や地域特産物の生産拡大を図るため、
必要 小限の工種の小規模基盤整備を実施
する

対象工種
　①暗渠排水の更新、新設
　②区画整理［換地を伴うもの］
　③区画拡大（畦畔除去など）
　④土層改良（客土、除礫、心土破砕、土壌
　　 改良等）
　⑤農用地の改良又は保全
  ⑥用排水路の更新・補修
  ⑦地下かんがいシステム
　⑧モミガラ補助暗渠
　⑨農作業道（簡易な整備）

・事業費200万円以上1億円未満
・受益者2者以上
・農業基盤整備計画書を策定
・中山間地域農業活性化計画書（基盤整備
　計画、地域営農計画、地域農業活性化計
　画）を策定
・耕地利用率が以下の要件を満たすこと

　　※耕地利用率：耕地（農地）面積のうち
　　　 主食用米を含む全作物を作付けして
　　　 いる割合

・対象工種は、単独でも実施可能
　※但し、⑧の単独施工は不可

50
（55）

30
（30）

80
（85）

補助率の
（　）内は、過
疎、山振、半
島、離島、特
農、特豪で
指定された
地域

事業名 事業内容 採択基準
補助率(%)

備考

　90%未満の場合  3ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加
　90%以上の場合  現状以上

要件実施前の耕地利用率
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