(様 式第

6‑3号

)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
北上市

1

促進計画の区域
別紙地図に記載 の とお りとす る。

2̲̲促 進計画の 目標
(1)現 況
本市は農業 の生産活動等を通 じて、水源 の涵養、 自然環境 の保全、良好な景観 の形成
等、農産物 の供給機能以外 の多面 にわたる機能 (以 下 「多面的機能」 とい う。)を 維持
・ 増進 してきた。
しか しなが ら、高齢化や人 口減少が進行 し、集落機能の低下等により、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、更には、農用地、
水路、農道等 の地域資源 の保全管理に係 る担 い手へ の負担 の増加 も懸念 されてい る。
また、東部農業区域 においては、一部地域 が特定農 山村に指定 され るな ど、平場地域
と比べて生産条件 の格差が大きいことか ら、 これを補正す る取組 を行 うこ とが必要であ
る。
農業の有す る多面的機能は、市民の生命 。財産 と豊かな暮 らしを守 る うえで重要な役
割を果 た してお り、引き続き、農業生産活動等を通 じて、農用地 の活用や水路、農道等
の適切な保全管理等を行 い、多面的機能を維持 してい くこ とが重要 である。
(2)目

標
(1)を 踏 まえ、本市では、農業者や地域住民、関係団体等 との協力体制を整備 し、農業

の有す る多面的機能 の発揮 の促進 に関す る法律 (平 成 26年 法律第 78号 。以下 「法」 と
い う。)第 3条 第 3項 に規定す る農業者 団体等 (以 下 「実施主体」 とい う。)に よる以
下の取組 を進 め、
将来にわたって広 く市民が多面的機能の恩恵 を受けられ るよ うにす る。

1号 事業

(多 面的機能支払)

農用地や水路、農道 の保全管理等に係 る地域 ぐるみの共同活動 の継続的な実施

②

2号 事業

(中

山間地域等直接支払)

中山間地域等 の条件不利地域における農業生産活動 の継続的な実施
3
3号 事業 (環 境保全型農業直接支払)
自然環境 の保全に資す る持続的な農業生産活動 の実施
なお、 こ うした取組により、農地の集積 に伴 い増大す る水路や農道 の保全管理等に係
る担い手 の負担を軽減 して、担 い手へ の農地集積に必要な環境 を整備 し、農業 の構造改
革 を後押 しす るとい う効果 が期待 できる。

3

法第 6条 第 2項 第 1号 の区域内においてその実施 を推進す る多面 的機 能発揮促 進事 業

に関立 る皇項
実施を推進す る区域

実施を推進す る事業

①

市内全域
(全 て の農用地)

②

東部農業区域
(農 振農用地区域内の農用地)

③

市内全域

法第 3条 第 3項 第 1号 に掲げる事業
(多 面的機能支払 )
法第 3条 第 3項 第 2号 に掲げ る事業
山間地域等直接支払)
法第 3条 第 3項 第 3号 に掲げる事業

(農 振農用地区域 内の農用地)

4

(中

(環 境保全型農業直接支払)

法第 6条 第 2項 第 ￢号 の区域内 こお いて 特 に重 点 的に 多面 的機 能 発 揮 促 進 事 業 の 実 施
′ゝ
あ っ ては、その 区域
を推進 す る区域 を定 め る
￨

E:]

な し

5

じ市町村が必要 と認める事項
法第 3条 第 3項 第 2号 の事業を実施す るために必要左蔓項を、次 の とお り定 め る。
(1)対 象農用地 の基準
1)対 象地域及び対象農用地 の指定
交付金 の対象地域及 び対象農用地については、次 のアの指定地域 の うちイの要件
そ の 他促進計 画 の 実施

￨

を満たす農振農用地区域内の農用地であって、 lha以 上の一 団の農用地 とす る。
ただ し、連担部分 が lha未 満 の団地であって も、集落協定 に基づ く農用地の保全
に向けた共同取組活動 が行 われ る複数 の団地 の合計面積 が lha以 上で あるとき
は、対象 とす る。 また、連担 してい る農用地でも傾斜等 が異なる農用地で構成 され
る場合には、一部農用地を指定す ることがで きる。
更 に、一 団の農用地において、田と田以外 が混在 しすべ てが田の傾斜基準 を満た
してい る場合にお いては、当該― 団の農用地 について、協定 の対象 となる農用地 と
す ることがで きる。ただ し、交付金 の対象 となる農用地は、国のみ とす る。 なお、
畦畔及び法面 も農用地面積 に加 える。
ア 対象地域
(ア

)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 (平 成 5年 法律第 72号 )第 2条 第 4項 の規定 に基づ き公示 された特定農
山村地域
旧市町村 区域 1日 立花村 1日 横川 目村
。社会的条件 が
(イ )地 域 の実態 に応 じて岩手県知事 が指定す る自然的・経済的
不利 な地域
農林統計 上の 中山間地域
旧市町村 区域 1日 更木村 1日 福 岡村 1日 稲瀬村 1日 岩崎村

イ 対象農用地

)急 傾斜農用地については、日 1/20以 上、畑、草地及 び採草放牧地 15度 以上。

(ア

勾配は、団地 の主傾斜 により判定 を行 い、団地の一部 が 当該主傾斜 を下回っ
て も、当該主傾斜 が傾斜基準 を満たす場合には交付金 の対象 とす る。
(イ )自 然条件 によ り小区画・ 不整形な田
(ウ

(工

)積 算気温が著 しく低 く、かつ 、草地比率 70%以 上の地域 の草地
)市 町村長 の判断 によるもの

a

緩傾斜農用地
(a)急 傾斜農用地 と連担 してい る緩傾斜農用地
一 団 の ま とま りを形成 してい る緩傾斜農用地 (勾 配が、国にあっては
1/100以 上 1/20未 満、畑、草地及 び採 草牧草地にあって は 8度 以上 15度
未満 の農用地)が 、一 団の急傾斜農用地 と物理的に連担 している場合 (こ
の場合急傾斜農用地 と同一の集落協定内において、通作、水管理等上流 の
急傾斜農用地を維持す る上で必要な一団の農用地 に限る。 )

(b)緩傾斜 とい う条件 に別 の農業生産条件 の不利性 が加 わる場合
(i)緩 傾斜農用地が高齢化 の進行 によ り耕作放棄 が進んでい る場合

b

緩傾斜農用地を含 む協定集落 に係 る高齢化率・ 耕作放棄率 の両者 が全
国平均以上 とす る (高 齢化率 30%以 上 、耕作放棄率 :田 5%以 上、畑 (草
地含む。)10%以 上)
(五 )土 壌条件 が著 しく悪 い場合
高齢化率・ 耕作放棄率 の高い農地

急傾斜農地及 び緩傾斜農地以外 の農地で高齢化率 40%以 上、耕作放棄率が
田 8%以 上、畑 (草 地含む。)15%以 上 の農地
。経済的 。社会的条件 が不
(オ )地 域 の実態に応 じて岩手県知事 が指定す る自然的
利な地域 においては、急傾斜農用地及び小区画・ 不整形な田、緩傾斜農用地及
び高齢化率 (40%以 上)。 耕作放棄地率 (田

8%以 上 、畑 15%以 上)の 高い農地。

(2)対 象者
認定農業者 に準ず る者 とは、農業経営改善計画 の認定基準 に該 当し、将来認定農業
者 を志向す る経営体な ど地域 の実情 に合 わせて市長 が認定する者 とす る。

(3)そ の他 必要 な事項
特 にな し

