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農地集積・集約化等対策事業実施要綱（平成 26年２月６日付け 25経営第 3139号農林水産事務次官依命通知）一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第１～第 20 ［略］ 第１～第 20 ［略］ 

別紙 ［略］ 別紙 ［略］ 

（別表１）・（別表２） ［略］ （別表１）・（別表２） ［略］ 

別紙様式第１号～第 15 号 ［略］ 別紙様式第１号～第 15 号 ［略］ 

（別記１） 

農地中間管理機構事業 

 

第１～第３ ［略］ 

 

第４ 企業参入促進事業 

 １・２ ［略］ 

 ３ 事業に要する経費の使途 

   企業参入促進事業に要する経費の使途は、別表２の３に掲げる内容とします。 

なお、経費のうち、賃金、専門員等設置費、技能者給、手当及び旅費（以下「賃金等」といいます。）

については、設定された単価が妥当であるか精査する必要がありますので、支給規則等を事業実施計

画提出の際に添付してください。 

また、事業実施主体は、賃金等の支払いの対象となった者の日誌等を作成し、当該事業に直接従事

した者の従業時間及び作業内容等を証明しなければなりません。 

（別記１） 

農地中間管理機構事業 

 

第１～第３ ［略］ 

 

第４ 企業参入促進事業 

 １・２ ［略］ 

 ３ 事業に要する経費の使途 

   企業参入促進事業に要する経費の使途は、別表２の４に掲げる内容とします。 

なお、経費のうち、賃金、専門員等設置費、技能者給、手当及び旅費（以下「賃金等」といいます。）

については、設定された単価が妥当であるか精査する必要がありますので、支給規則等を事業実施計

画提出の際に添付してください。 

また、事業実施主体は、賃金等の支払いの対象となった者の日誌等を作成し、当該事業に直接従事

した者の従業時間及び作業内容等を証明しなければなりません。 

別記１別紙１ 

農地中間管理事業等推進事業 

 

第１・第２ ［略］ 

 

第３ 都道府県は、第１の２の実質的負担額を事業費に含める場合には、別紙様式第４－１号の２の（３）

別記１別紙１ 

農地中間管理事業等推進事業 

 

第１・第２ ［略］ 

 

第３ 都道府県は、第１の２の実質的負担額を事業費に含める場合には、別紙様式第４－１号の２の（３）
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実質的負担額の内訳が確認できる書類等を整備するものとし、地方農政局長等の求めに応じて提出す

るものとします。 

 

第４ ［略］ 

実質負担額の内訳が確認できる書類等を整備するものとし、地方農政局長等の求めに応じて提出する

ものとします。 

 

第４ ［略］ 

（別記２） ［略］ （別記２） ［略］ 

（別記３－１） 

機構集積協力金交付事業（地域集積協力金交付事業等） 

 

第１～第４ ［略］ 

 

（別記３－１） 

機構集積協力金交付事業（地域集積協力金交付事業等） 

 

第１～第４ ［略］ 

 

第５ 地域集積協力金交付事業 

１・２ ［略］ 

第５ 地域集積協力金交付事業 

１・２ ［略］ 

３ 交付要件及び交付単価 

 （１）交付要件 

   ア 以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。 

（ア）交付対象面積に占める以下に掲げる農地面積の割合がいずれも 10％以上であること。ただし、

担い手が不足する地域であって、新規就農者等を受け入れ、目標年度（事業実施年度の翌々年度。

以下同じです。）までに当該要件の達成に取り組む場合は５％以上であること。この場合、目標年

度までに当該要件を達成するための具体的な計画（以下「目標達成計画」といいます。）を作成す

ること。 

ａ 新たに担い手に集積される農地面積 

ｂ 機構から転貸若しくは特定農作業委託又は機構を通じて特定農作業委託された後に担い手

が耕作する農地面積（計画を含みます。）から機構に貸し付けられ、又は機構を通じて特定農作

業委託される前に担い手が耕作していた農地面積を差し引いた面積 

注１：［略］  

注２：［略］ 

   （イ）「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する１ha 以上（中山間地域（（３）のアの（イ）

に該当する「地域」）及び樹園地については 0.5ha 以上、北海道にあっては６ha 以上。以下同じ

３ 交付要件及び交付単価 

 （１）交付要件 

 

ア 交付対象面積に占める以下に掲げる農地面積の割合がいずれも 10％以上であることが必要で

す。ただし、担い手が不足する地域であって、新規就農者等を受け入れ、目標年度（事業実施年度

の翌々年度。以下同じです。）までに当該要件の達成に取り組む場合は５％以上とします。この場

合、目標年度までに当該要件を達成するための具体的な計画（以下「目標達成計画」といいます。）

を作成することが必要です。 

（ア）新たに担い手に集積される農地面積 

（イ）機構から転貸若しくは特定農作業委託又は機構を通じて特定農作業委託された後に担い手が

耕作する農地面積（計画を含みます。）から機構に貸し付けられ、又は機構を通じて特定農作業

委託される前に担い手が耕作していた農地面積を差し引いた面積 

注１：［略］  

注２：［略］ 

［新設］ 
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です。）の団
※

地面積の割合が事業実施年度中に 10 ポイント以上増加すること。 

イ ［略］ 

（２）交付単価 

ア ４の（１）の「機構の活用率」に応じて、該当する区分に規定する「交付単価」とします。 

（ア）一般地域（（イ）の地域以外） 

     区分１：機構の活用率が 20％超 40％以下・・・1.0 万円/10a 

     区分２：機構の活用率が 40％超 70％以下・・・1.6 万円/10a 

     区分３：機構の活用率が 70％超 80％以下・・・2.2 万円/10a 

     区分４：機構の活用率が 80％超・・・・・・・2.8万円/10a 

   （イ）中山間地域 

     区分１：機構の活用率が４％超 15％以下・・・1.0万円/10a 

     区分２：機構の活用率が 15％超 30％以下・・・1.6 万円/10a 

     区分３：機構の活用率が 30％超 50％以下・・・2.2 万円/10a 

     区分４：機構の活用率が 50％超 80％以下・・・2.8 万円/10a 

     区分５：機構の活用率が 80％超・・・・・・・3.4万円/10a 

    また、前年度以前に地域集積協力金（令和元年度から令和３年度までにおいては、地域集積協力

金交付事業のうち集積タイプ）の交付を受けており、かつ、再度交付申請する「地域」については、

前回交付を受けた区分より高い区分で申請することとします（別記３－１別表１の２に掲げる区域

は除きます）。 

    ただし、令和４年３月 28 日までに翌年度以降の地域集積協力金交付事業の実施に係る話合いが

行われ、「地域」の代表者や担い手農業者等からの聞き取り等により、当該事業の実施に係る計画に

関する同意が得られていたことが確実である場合、都道府県と協議の上、令和４年度中に限り、前

回交付を受けた区分であっても申請できるものとします。なお、申請に当たっては、令和４年３月

28 日までに同意が得られていたことが確実であることが確認できる資料（話合いの概要等）を添付

することとします。 

［削る］ 

 

 

 

イ ［略］ 

 （２）交付単価 

   ［新設］ 

   ア 一般地域（イの地域以外） 

    区分１：機構の活用率が 20％超 40％以下・・・1.0万円/10a 

    区分２：機構の活用率が 40％超 70％以下・・・1.6万円/10a 

    区分３：機構の活用率が 70％超 80％以下・・・2.2万円/10a 

    区分４：機構の活用率が 80％超・・・・・・・2.8 万円/10a 

［新設］ 

 

 

 

 

 

     ただし、前年度以前に地域集積協力金（令和元年度から令和３年度までにおいては、地域集積協

力金交付事業のうち集積タイプ）の交付を受けており、かつ、再度交付申請する「地域」について

は、前回交付を受けた区分より高い区分で申請することとします（別記３－１別表１の２に掲げる

区域は除きます）。 

 

 

 

 

 

 

   イ 中山間地域 

区分１：機構の活用率が４％超 15％以下・・・1.0万円/10a 

区分２：機構の活用率が 15％超 30％以下・・・1.6 万円/10a 
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   イ 別記３－１別表１に掲げる市町村の地域等にあっては、アの（ア）及び（イ）の交付単価に 0.3

万円/10a を加算します。 

     ただし、機構を通じて農作業委託した農地面積は除きます。 

ウ 機構を通じて農作業委託した農地面積の交付単価については、アの（ア）及び（イ）の交付単価

に 0.5 を乗じた交付単価とします。 

（３）中山間地域の交付単価の適用範囲等 

ア （２）のアの（イ）の中山間地域の交付単価を適用する「地域」は、以下の全てに該当する「地

域」とします。 

（ア）・（イ）［略］ 

イ ［略］ 

（４）［略］ 

区分３：機構の活用率が 30％超 50％以下・・・2.2 万円/10a 

区分４：機構の活用率が 50％超 80％以下・・・2.8 万円/10a 

区分５：機構の活用率が 80％超・・・・・・・3.4万円/10a 

ウ 別記３－１別表１に掲げる市町村の地域等にあっては、ア及びイの交付単価に 0.3 万円/10a を加

算します。 

     ただし、機構を通じた農作業委託した農地面積は除きます。 

エ 機構を通じて農作業委託した農地面積の交付単価については、ア及びイの交付単価に 0.5 を乗じ

た交付単価とします。 

（３）中山間地域の交付単価の適用範囲等 

ア （２）のイの中山間地域の交付単価を適用する「地域」は、以下の全てに該当する「地域」とし

ます。 

（ア）・（イ）［略］ 

イ ［略］   

（４）［略］ 

４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 

第６ 集約化奨励金交付事業 

 １ ［略］ 

 ２ 交付要件及び交付単価 

 （１）交付要件 

   ア 以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。 

   （ア）「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する１ha 以上の団地面積の割合が目標年度ま

でに 10 ポイント以上増加すること。 

 

   （イ）・（ウ） ［略］ 

   イ ［略］ 

 （２）［略］ 

 ３～６ ［略］ 

第７～第 11 ［略］  

第６ 集約化奨励金交付事業 

 １ ［略］ 

 ２ 交付要件及び交付単価 

 （１）交付要件 

   ア 以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。 

   （ア）「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する１ha 以上（中山間地域（第５の３の（３）

のアの（イ）に該当する「地域」）及び樹園地については 0.5ha 以上、北海道にあっては６ha 以

上。以下同じです。）の団
※

地面積の割合が目標年度までに 10ポイント以上増加すること。 

   （イ）・（ウ） ［略］ 

   イ ［略］ 

 （２）［略］ 

 ３～６ ［略］ 

第７～第 11 ［略］ 
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（別記３－１別表１・２） ［略］ （別記３－１別表１・２） ［略］ 

別記３－１様式第１号～第４号 ［略］ 別記３－１様式第１号～第４号 ［略］ 

（別記３－２）［略］ （別記３－２）［略］ 

（別記４） 

機構集積支援事業 

 

第１～第３ ［略］ 

 

第４ 事業実施における留意事項 

 １ 第２の１の事業の留意事項 

 （１）農地の利用状況等の調査 

    遊休農地等のあっせん及び利用関係の調整に関し、関係機関又は所有者等との協議又は打合せ等

を行った場合には、事業実施主体は、別記４様式第１号により調整した農地、協議・打合せ等の概

要等必要な情報を速やかに記録の上、整理・保存してください。 

（２）［略］ 

 ２～５ ［略］ 

 

第５～第９ ［略］ 

（別記４） 

機構集積支援事業 

 

第１～第３ ［略］ 

 

第４ 事業実施における留意事項 

 １ 第２の１の事業の留意事項 

 （１）農地の利用状況等の調査 

    遊休農地等のあっせん及び利用関係の調整に関し、関係機関又は所有者等との協議又は打合せ等

を行った場合には、事業実施主体は、別記３様式第１号により調整した農地、協議・打合せ等の概

要等必要な情報を速やかに記録の上、整理・保存してください。 

（２）［略］ 

 ２～５ ［略］ 

 

第５～第９ ［略］ 

（別記４別添） ［略］ （別記４別添） ［略］ 

別記４様式第１号～第８号 ［略］ 別記４様式第１号～第８号 ［略］ 

（別記５） ［略］ （別記５） ［略］ 

   附 則（令和４年 12 月２日付け４経営第 1978 号） 

１ この通知は、令和４年 12 月２日から施行します。 

２ この通知による改正前の農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。 


