農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策

（目的）
第一条

定する 基本指針 等につ いて定め るとと もに、 多面的機能発揮促進事業に つい て、その事業計画の認定の制

度 を設ける ととも に、これ を推進す るため の措置 等について定め、もって国民生活及び国民 経済 の安定に
寄与することを目的とする。
（基 本理 念）

農業 の有する多 面的機 能は、 その発揮 により国民に多くの恵沢を もた らすものであり、食料その他

農業の 有する 多面的 機能の発 揮の促 進に当た っては、その発揮に不可欠であり、か つ、 地域における貴

効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならない。

の 発揮の 促進を図 るため の取組 に対して 、国、都 道府県及び市町村が相互に連携を図 りな がら集中的かつ

分な発揮により、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるよう、農業の有する多面的機能

の 農産物 の供給の 機能と 一体のも のとして 生ずる 極めて重要な機能であることを踏ま え、 その適切かつ十

第二条

２

重な 資源で ある農用 地の保全 に資す る各種 の取組が 、長 年にわたって農業者その他の地域住民によ る共 同

活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の

効 率的な利 用の促 進にも資 するもの である ことに鑑 み、 当該共同活動の実施による各種の取組の推 進が 図
られなければならない。
（定義）

かん

この法 律におい て「農 業の有す る多面 的機能」とは、国土の保全 、水 源の涵養、自然環境の保全、

この法 律にお いて「多 面的機 能発揮 促進事業 」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促 進を 図るため

くは家畜の放牧の目的に 供さ れる土地をいう。

この法 律にお いて「農 用地」 とは、耕 作の目的 又は主として耕作若しくは養畜の事業のた めの 採草若し

供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。

良 好な景観 の形成 、文化 の伝承等 農村で農 業生産 活動が行われることにより生ずる食料その 他の 農産物の

第三条

２

３

、農 業者の 組織する 団体その 他の農 林水産省 令で定める者 （以 下「農業者団体等」という。）が実施する
事業であって、次に掲げるものをいう。

一

二

三

四

農業用 用排水施 設、農業 用道路 その他 農用地の 保全 又は利用上必要な施設（これらの施設と一 体的 に

管理することが適当なものとして農林水産省令で定める土地を含む。以下同じ。）の管理に関する事業

当該施設の改良その他の主として当該施設の機能の増進を図る活動であって、農林水産省令で定め

るもの

当 該施設の 維持そ の他の主 として当 該施設 の機能の保持を図る活動であ って 、農林水産省令で定め

であって、次に 掲げ る活動のいずれかを行うもの
イ

ロ
るもの

中山間地 域等（食 料・農 業・農村 基本法 （平成十一年法律第 百六 号）第三十五条第一項に規定する中
山間地域等をいう。）における農業生産活動の継続的な実施を推進する事業

自然環境の保全に資する農業の生産方式として農林水産省令で定めるものを導入した農業生産活動の
実 施を 推進する事業

その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に資する事業として農林水産省令で定めるもの

（基本指針）

農林 水産大 臣は、農 業の有す る多面 的機能の発揮の 促進 に関する基本指針（以下「基本指針」とい

三

二

一

前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する重要事項

多面 的機能発揮促進事業に関する基本的な事項

多面的機能発揮促進事業の 実施 を推進すべき区域の設定に関する基本的な 事項

農業の 有す る多面的機能の発揮の促進の意義及び目標 に関 する事項

前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。

農林水 産大臣 は、基本 指針を 定めた ときは、 遅滞なく、これを公表するとともに、環境大 臣そ の他関係

ばならない。

農林水 産大臣 は、基本 指針を 定めよう とすると きは、環境大臣その他関係行政機関の長に 協議 しなけれ

四

定めるものとする。

基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項に規定する基本方針の指針となるべきものを

う。）を定めるものとする。

第四条

２

３

４

５

（基本方針）

都道府県 知事は 、基本指 針に即 して、 当該都道府県の区域内について、 農業 の有する多面的機能の

二

一

次条 第一項に規定する促進計画の作成に関する 事項

多面的機能発揮促進事業の 実施 を推進すべき区域の基準

農業の 有す る多面的機能の発揮の促進の目標

基本方針においては、次に掲げる事 項を 定めるものとする。

発揮の促進 に関 する基本方針（以下「基本方針」という。 ）を 定めることができる。

第五条

２

三

前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項

都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

四
３

都 道府県 知事は、 基本方針 を定め たときは 、遅滞なく、これを 公表 するとともに、関係市町村に通知し

前二項の規定は、基本 方針 の変更について準用する。

、 かつ、農林水産大臣に報告しなければなら ない 。

４

５

（促進計画）

市町 村は、 基本方針 に即して 、当該 市町村の区域内 につ いて、農業の有する多面的機能の発揮の促

二

一

第一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 する 事項

促進計 画の 目標

促進計画の区域

促進計画におい ては 、次に掲げる事項を定めるものとする。

進に関する計画（以下「促進計画」と いう 。）を作成することができる。

第六条

２

三

第一号 の区域 内にお いて特に 重点的に 多面的 機能発揮促進事業の実施を推進する区域を 定め る場合に

前各 号に掲げるもののほか、促進計画の実施に 関し 当該市町村が必要と認める事項

あっては、その区域

四

五

促 進計画 は、農業 振興地域 整備計 画その他 法律の規定による地 域の 農業の振興に関する計画との調和が

市町村は、促進計画を 作成 しようとするときは、あらかじめ、都道府 県知 事に協議しなければならない。

３

４

市町村 は、促 進計画 を作成し たとき は、遅滞 なく、これを公表するとともに、都道 府県 知事に当該促進

保たれたものでなければならない。

５

６

計画の写しを送付 しな ければならない。
前三項の規定は、促進計画の変更について 準用 する。
（事業計画 の認 定）

促進計 画に基づ いて当 該促進計 画に定 められた前条第二項第一号の区域 内に おいて多面的機能発揮

多面 的機能発揮促進事業の目標

事業計画においては、次に掲 げる 事項を記載しなければならない。

。） の認 定を申請することができる。

画（以下「事業計画」という。）を作成し、当該促進計画を作成した市町村（以下「特定市町村」という

促 進事業を 実施し ようとす る農業者 団体等 は、そ の実施しようとする多面的機能発揮促進事 業に 関する計

第七条

２
一

多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域

多面的機能発揮促進 事業 の内容に関する次に掲げる事項
イ

第 三条第 三項第 一号に掲 げる事 業を実施 しようとする場合 にあ っては、当該事業に係る施設の所在

二

ロ

及 び種類、 当該施 設の管 理に関し 行う同 号イに掲 げる活動又は同号ロに掲げる活動の別 及び 当該活動

３

ハ

の内容その他農林水産省令で定める事項

第三条第三項第二号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る農業生産活

動の内容、当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定め
る事項

第三条 第三項第 三号に 掲げる事 業を実 施しよ うと する場合にあっては、当該事業に係る自然 環境 の

多面的機能発揮促進事業の実施期間

ニ

保全に 資する農 業の生産 方式の 内容、当 該生産 方式を導入した農業生産活 動の 実施を推進するための

三

その 他農林水産省令で定める事項

活動の内容そ の他 農林水産省令で定める事項

四

農 業者団 体等であ って農林 水産省 令で定め るものは、土地改良 法（ 昭和二十四年法律第百九十五号）第

八 十五条 第一項に 規定す る都道 府県営土 地改良事 業によって生じた同法第二条第二項 第一 号に規定する土

地改 良施設 （次項に おいて「 土地改 良施設」 という。）に つい て第三条第三項第一号に掲げる事業（同号

ロ に掲げ る活動 を行うも のに限 る。）を 実施しよ うとするときは、前項第二号 ロに 掲げる事項に、第十二

４

５

条第 一項の 規定によ る委託を 受けて 行う当 該土地改 良施 設についての管理に関する事項を記載する こと が
できる。

前項に規定する農業者団体等は、同項の規定により事業計画に土地改良施設についての管理に関する事

項を記 載しよう とする ときは、 当該事 項につ いて、あらかじめ、都道府 県（ 土地改良法第九十四条の十第

一 項の規定 により 当該都道 府県が当 該土地 改良施 設を同法第九十四条の三第一項に規定する 土地 改良区等

に管理させている場合にあって は、 当該土地改良区等を含む。）の同意を得な けれ ばならない。

特定市 町村は、 第一項 の認定 の申請が あった場合 において、その事業計画が次の各号のいずれに も適 合

当該 事業計画が促進計画に照らし適切なもので ある こと。

するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一

当該事業計画に定める事項が当該事業計画に係る多面的機能発揮促進事業を確実に実施するために適

当該事 業計画に 記載され た多面 的機能発 揮促進事業の 実施 区域（当該事業計画に二以上の多面的機能

切 なも のであること。

二

三

発 揮促進 事業が 記載され ている場 合にあ っては、 その全ての実施区域）内に、現に 耕作 又は養畜の目的

６

に供 されてお らず、 かつ、引 き続き 耕作又 は養畜の目的 に供 されないと見込まれる農用地として農林水
産省令で定めるものがないこと。

特定市町村は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る事業計画の概要（当該認定に係

る事業 計画に、 前条第 二項第四 号の規 定によ り定められた区域内におい て実 施される多面的機能発揮促進

事業が記載 され ている場合にあっては、その旨を含む。） を公 表しなければならない。
（事業計画の変更等）

前 条第一項 の認定 を受け た農業者 団体等（以 下「認定農業者団体等」という。）は、当該認 定に 係

特 定市町 村は、認 定農業者 団体等 が前条第 一項の認定に係る事 業計 画（前項の変更の認定又は同項ただ

が農 林水 産省令で定める軽微な変更であるときは、 この 限りでない。

る事 業計画の 変更をし ようと するとき は、特 定市町村の認定を受 けな ければならない。ただし、その変更

第八条

２

し 書の農 林水産省 令で定 める軽 微な変更 があった ときは、その変更後のもの。以下こ の条 において「認定

事業 計画」 という。 ）に従っ て当該 認定事業 計画に記載さ れた 多面的機能発揮促進事業（以下「認定事業

」 という。）を実施していないと認めるとき は、 当該認定を取り消すことができる。

３

４

特定市町 村は、 認定事業 計画が前 条第五 項各号のいずれ かに 適合しないものとなったと認めるときは、

認定農業者団体等に対し、当該認定事業計画の変更を指示し、又は同条第一項の認定を取り消すことがで
きる。

前 条第四項 から第六 項まで の規定は 、認定 事業計画の変更について準用する 。こ の場合において、同条

第五項及び 第六 項中「第一項」とあるのは、「次条第一項 」と 読み替えるものとする。
（費用の補助）

特 定市町村 は、認 定農業 者団体等 に対し、認 定事業（第三条第三項第四号に掲げる事業を除 く。 第

国は、 都道府 県が、前 項の規 定による 補助をす る特定市町村に対し当該補助に要する費用 の一 部を補助

十一条において同じ。）の実施に要する費用の一部を補助することができる。

第九条

２

する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要
する費用の一部を補助することができる。

認 定事業 の実施 区域内の 一団の 農用地の 所有者は、特定市町村に対し、農林水 産省 令で定めるとこ

（農業振興地域の整備に関する法律の特例）
第十条

２

ろに より、 当該農用 地につき 地上権 、永小 作権、質 権、 賃借権、使用貸借による権利若しくはその 他の 使

用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を

農 業振興地 域の整 備に関す る法律（ 昭和四 十四年法 律第 五十八号）第八条第二項第一号に規定する 農用 地

区域（以下「農用地区域」という。）として定めるべきことを要請することができる。

前項の 要請に基 づき、 特定市町 村が当該 要請に係 る農 用地の区域の全部又は一部を農用地区域と して 定

める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで（これらの規定を同法

農 業振興地域 の整備 に関す る法律第 十三条第一項の規定による 農業 振興地域整備計画の変更のう

第十 三条 第四項において準用する場合を含む。）の 規定 は、適用しない。
第十一条

ち 、農用 地等（同 法第三 条に規定 する農用 地等を いう。）以外の用途に供することを 目的 として農用地区

域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が認定事業の

実 施区域 （第六条 第二項 第四号 の規定に より定め られた区域内のものに限る。）内に ある ときは、同法第

十三 条第二 項の規定 にかかわ らず、 同項各号 に掲げる要件 の全 てを満たすほか、当該認定事業の実施期間

が 満了していることその他の農林水産省令で 定め る要件を満たす場合に限り、することがで きる 。

（土地改良法の特 例）

都道府 県は、 認定事業 を行う 認定農 業者団体等（第七条第四項（第八 条第 四項において準用する

土地改 良法第九 十四条 の六第二 項の規定 は、前項 の規 定による委託について準用する。この場合 にお い

一部を委託することができる。

場 合を含む 。）の 同意をし た相手方 である ものに限 る。 ）に対し、当該同意に係る施設の管理の全 部又 は

第十二条

２

て、同条第二項中「国営土地改良事業」とあるのは「都道府県営土地改良事業」と、「土地改良財産たる

土 地改良施 設（農 林水産 省令で定 める」と あるの は「土地改良施設（農業の有する多面的機 能の 発揮の促

進に 関する法 律第七条 第四項 （同法第 八条第 四項において準用す る場 合を含む。）の同意に係る」と、「

準 拠して 」とある のは「 準拠する とともに 、同法 第八条第二項に規定する認定事業計 画に 記載された同法

第七条第三項に規定する当該土地改良施設についての管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるも
のとする。

国及び 関係地 方公共団 体は、 認定農業 者団体等に対し、認定事業の確実かつ 効果 的な実施に関し

（国等の援助等）
第十三条

２

必要な助言、指導 その 他の援助を行うよう努めるものとする。

前項 に定める ものの ほか、農 林水産 大臣、 関係行政機関の長、関係地方公共 団体 及び認定農業者団体等

は、認定事 業の 円滑な実施が促進されるよう、相互に連携 を図 りながら協力しなければならない。

特定市町 村の長 は、この 法律の施 行に必要 な限 度において、認定農業者団体等に対し、認 定事 業

（報告の徴収）
第十四条

の実施状況について報告を求め るこ とができる。
（罰 則）

前条の規定による報告 をせ ず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円 以下 の罰金に処する。

法 人でな い団体 について前 項の規 定の適 用がある場合には、そ の代 表者又は管理人がその訴訟行為につ

行 為をしたときは、行為者を罰するほか、そ の法 人又は人に対しても、同項の刑を科する。

表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反

法人（ 法人で ない団体 で代表 者又は管 理人の定 めのあるものを含む。以下この項において 同じ 。）の代

第十五条
２

３

き 法人で ない団 体を代表 するほ か、法人 を被告人 又は被疑者とする場合の刑事 訴訟 に関する法律の規定を

１

２

則

準用する。
附
（施行期日）
この法律は、平成二十七年四月一日 から 施行する。
（検討）

政 府は、こ の法律の 施行後 五年を経 過した 場合において、この法律の 施行 の状況を勘案し、必要がある

と 認めると きは、 この法 律の規定 について 検討を 加え、その結果に基づいて必要な措置を講 ずる ものとす
る。

