
※本一覧に位置づけられた各事業は、全国向けの事業であり、棚田地域でも利用可能な事業。
※棚田地域における実績（事例）については、R３年度以前の実績（事例）を含む。
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1 総務省
ふるさとワーキ
ングホリデー推
進事業

都市部の人たちなどが一定期間地方
に滞在し、働いて収入を得ながら、　地
域住民との交流や学びの場などを通じ
て地域での暮らしを体感する「ふるさと
ワーキングホリデー」を推進する。

地方公共団体の取組を支援するため、以下
の広報支援を実施。
・専用のポータルサイトの運用
・SNS（Twitter、facebook等）の運用
・インターネット広告の実施
・説明会の開催　等

・宮崎県
宮崎県が実施したふるさとワーキングホリ
デーの参加者が、高千穂町の栃又棚田で農
作業に従事した。

国 ○ - 30 30 - - - 自治行政局 地域政策課 P.1

2 総務省
過疎地域持続的
発展支援交付金

過疎地域等における地域課題解決の
ための取組を支援することにより、過
疎地域等の持続的発展を支援。

①過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援
事業
基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつ
のまとまりとする「集落ネットワーク圏」（小さ
な拠点）において、地域運営組織等が行う生
活支援の取組や「なりわい」を創出する活動
を支援。
②過疎地域持続的発展支援事業
過疎地域の地域課題解決を図り、持続的発
展に資する取組として必要な人材育成事業、
ＩＣＴ等技術活用事業等を支援。

・新潟県十日町市
「まつだい棚田バンク」制度に協力する6集落
を中心に、圏域内の他集落の参加が促され
るような、強いブランド化を図って地域活性
化の軸をつくる。

①地域運営組織等

②過疎市町村
及び都道府県

○

①定額

②過疎市町村：定額
都道府県：1/2又は
6/10

634 654 - - ４月下旬内示、５月下旬交付決定予定

予算額
は、過疎
地域持続
的発展支
援交付金
のうち、①
及び②に
係る予算

額を計上。

自治行政局 過疎対策室 P.2，P.3

3 総務省
地域おこし協力
隊

人口減少や高齢化等の進行が著しい
地方の地域力維持・強化を図るために
は担い手となる人材の確保が課題であ
り、地域おこし協力隊員として都市住
民を委嘱し、一定期間以上、農林水産
業、住民の生活支援などの地域協力
活動に従事してもらいながら、定住・定
着を図る取組を推進。

地域おこし協力隊の更なる拡充のため、全国
サミットの開催等により広く制度の周知を行う
とともに、隊員・自治体双方への研修の充実
や受入・サポート体制の構築により自治体の
取組を支援。

・新潟県十日町市
地域おこし協力隊員が、星峠の棚田の清掃・
保全活動に取り組むとともに、その棚田で生
産される棚田米の直売・販売促進を実施。

・岡山県美作市
地域おこし協力隊が、上山地区の棚田にお
ける持続可能な新たな農業のかたちの確立
を目指すなど、棚田の再生に向けた活動を
実施。

国 ○ ○ - 146 244 - - - 自治行政局 地域自立応援課 P.4

4 総務省

都市・農山漁村
の地域連携によ
る子供農山漁村
交流推進事業

小学校等における農山漁村での宿泊
体験活動（「子ども農山漁村交流プロ
ジェクト」内閣官房、総務省、文部科学
省、農林水産省、環境省連携）の推進
にあたり、受入側は体制整備に必要な
マンパワー不足、送出側は教員の負担
増等が課題になっていることから、外
部人材等を積極的に活用し、双方の
コーディネートや体験活動を支援する
体制を構築。

子ども農山漁村交流プロジェクトに取り組む
受入地域の活性化のため、外部人材等の多
様な人材を活用した取組について、地方公共
団体から提案を受けた中から、モデルとなる
取組を委託調査事業として採択し、先進事例
を構築・横展開を図る。

・熊本県熊本市
芳野校区振興協議会(受入側)と熊本市内の
小学校（送り側）との交流プログラムにおい
て、棚田についての事前学習や棚田での水
稲刈り体験活動を実施。

国 ○ - 28 18 - - - 自治行政局
人材力活性化・連携交

流推進室
P.5

5 総務省／
内閣府

特定地域づくり
事業の推進

人口急減地域において、地域社会及
び地域経済の重要な担い手である地
域づくり人材が安心して活躍できる環
境の整備を図る。

地域人口の急減に直面している地域におい
て、就労その他の社会的活動を通じて地域
社会の維持及び地域経済の活性化に寄与す
る人材の確保及びその活躍の推進を図るた
め、地域人口の急減に対処するための特定
地域づくり事業の推進に関する法律（令和元
年法律第64号）に基づく特定地域づくり事業
協同組合の安定的な運営を確保するための
支援等を行う。

－ 地方公共団体 ○ 地方公共団体
１／２

500 500 － － 採択時期は随時

内閣府で
予算計上
後、総務
省予算に
移替えて
執行

自治行政局／地
方創生推進事務

局

地域力創造グループ地
域振興室／ P.6

6 文部科学省
体験活動等を通
じた青少年自立
支援プロジェクト

新しい生活様式に沿った体験活動の
機会を充実させるための事業を実施す
るとともに、体験活動に関する普及啓
発や調査研究、民間企業が実施する
優れた取組に対しての顕彰事業等を
実施することにより、社会全体で体験
活動を通じた青少年の自立支援をより
一層促進する。

青少年の体験活動等について、以下を推
進。
①全国的な普及啓発
②調査研究
③自然体験活動推進事業
④青少年の体験活動推進企業表彰

― 国 〇 〇 〇 委託事業として実施 70 72 事業規模の拡充 民間団体等
令和4年4月以降できるだけ速やかに採択
予定

総合教育政策局
地域学習推進課
青少年教育室

P.7

7 文部科学省
健全育成のため
の体験活動推進
事業

子どもたちの豊かな成長に欠かせな
い、自然体験、農山漁村体験、文化芸
術体験など様々な体験活動を通じ、児
童生徒の豊かな人間性や社会性を育
むとともに、自己有用感を高め、自らの
役割を意識させるなど一人一人のキャ
リア発達を促す。

自然体験や農山漁村体験など、学校教育活
動における２泊３日以上の宿泊体験活動の
取組に対する事業費等の補助

・東京都中央区
長野県上田市の棚田における稲刈り体験や
自然散策等。

地方公共団体 ○ 地方公共団体
１／３

99 120
新型コロナウイルス感染症対策によ
り失われた体験活動機会の確保を
含む取組を支援

小・中・高等学校、教育
委員会等

採択予定事業内定時期…令和4年3月下
旬を予定

初等中等教育局 児童生徒課 P.8
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令和４年度棚田地域振興関連予算概算決定一覧表
補助対象 担当

No. 府省庁名 事　業　名 事　業　目　的 事　業　概　要 棚田地域における実績（事例） 事業実施主体 主な
補助率

R３予算
（百万円）

R４予算概算決
定（百万円）

令和４年度予算概算決定
における優先採択措置、
優遇措置の追加や要件

緩和等の拡充措置

左記措置の
対象範囲

活動計画申請に当たっての留
意事項

（各事業の採択時期、活動計
画に位置付ける際の留意点

等）



※本一覧に位置づけられた各事業は、全国向けの事業であり、棚田地域でも利用可能な事業。
※棚田地域における実績（事例）については、R３年度以前の実績（事例）を含む。
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補助対象 担当

No. 府省庁名 事　業　名 事　業　目　的 事　業　概　要 棚田地域における実績（事例） 事業実施主体 主な
補助率

R３予算
（百万円）

R４予算概算決
定（百万円）

令和４年度予算概算決定
における優先採択措置、
優遇措置の追加や要件

緩和等の拡充措置

左記措置の
対象範囲

活動計画申請に当たっての留
意事項

（各事業の採択時期、活動計
画に位置付ける際の留意点

等）

8 文化庁

【国宝重要文化
財等保存・活用
事業費補助金】
文化的景観保護
推進事業

地域における人々の生活又は生業及
び当該地域の風土により形成された景
観地で我が国民の生活又は生業の理
解のため欠くことのできないものの保
存と活用を図る。

文化的景観の保存と活用を図るための事業
に要する経費についての補助

・被災した棚田の復旧（和歌山県有田川町、
佐賀県唐津市他）
・棚田石積みの修理（長野県飯山市、大分県
日田市他）
・棚田地域におけるガイダンス施設の整備
（長崎県平戸市他）
・棚田地域内の伝統的な家屋や社寺の修理
（徳島県上勝町、愛媛県西予市他）
・棚田地域における案内板の整備（熊本県
山都町他）
・棚田の保護のための調査（大分県豊後大
野市他）

地方公共団体 ○ ○ 原則50%
272

（別に令和2年度第3次
補正45）

275
重要文化的景観に認定されている
指定棚田地域が補助を受けやすく
なるよう、要求額を増額。

重要文化的景観に認定
されている指定棚田地
域

補助対象事業には、地方公共団体が直接
行う「直接事業」と、地方公共団体が所有
者等の行う事業を補助する「間接事業」を
含む。
事業の採択時期は、通例、4月、6月、9月、
11月、2月の初頭であり、各採択時期の概
ね2カ月前には文化庁担当部門と事業内
容についての協議が完了していることが求
められる。

文化庁 文化資源活用課 P.9

9 文化庁

【国宝重要文化
財等保存・活用
事業費補助金】
歴史活き活き！
史跡等総合活用
整備事業

文化財保護法により国の指定を受けた
史跡、名勝、天然記念物の保存と活用
を図る。

国指定史跡・名勝・天然記念物の保存と活用
を図るために所有者又は管理団体が行う整
備等に必要な経費を補助。

棚田を含む下記の史跡名勝天然記念物へ
の補助を実施。
・棚田内の管理用道路整備（長野県千曲市）

所有者又は管理団
体

○ ○ 原則50%
5,624

（別に令和2年度第3次
補正1,644）

5,221
（別に令和3年度第3次

補正1,536）

名勝に指定されている指定棚田地
域において当該事業が活用される
よう、事業の周知を行う。

名勝に指定されている指
定棚田地域

事業の採択時期は、通例、4月、6月、9月、
11月、2月の初頭であり、各採択時期の概
ね2カ月前には文化庁担当部門と事業内
容についての協議が完了していることが求
められる。

文化庁 文化資源活用課 P.10

10 文化庁

【国宝重要文化
財等防災施設整
備費補助金】
重要文化財等防
災施設整備事業

史跡、名勝、天然記念物、重要文化的
景観など、国宝重要文化財等の防火
対策、耐震対策を図る。

史跡、名勝、天然記念物、重要文化的景観な
ど、国宝重要文化財等の防火対策、耐震対
策に係る施設整備の経費を補助。

棚田を有する集落の林道法面に、落石防護
ネットを施工（大阪府泉佐野市 日根荘大木
の農村景観 ）

所有者又は管理団
体

○ ○ 原則50% 2,632の内数
1,763

（別に令和3年度第3次
補正6,415）

該当地域において当該事業が活用
されるよう、事業の周知を行う。

名勝に指定されている指
定棚田地域及び重要文
化的景観に認定されて
いる指定棚田地域等

事業の採択時期は、通例、4月、6月、9月、
11月、2月の初頭であり、各採択時期の概
ね2カ月前には文化庁担当部門と事業内
容についての協議が完了していることが求
められる。

文化庁 文化資源活用課 P.11

11 文化庁
地域文化財総合
活用推進事業

各地に所在する有形・無形の文化芸術
資源を、その価値の適切な継承にも配
慮しつつ、地域振興、観光・産業振興
等に活用するための取組を支援するこ
とで、文化振興とともに地域活性化を
推進する。

①世界文化遺産
世界文化遺産の所有者、保護団体等によっ
て構成される実行委員会等が実施する世界
文化遺産に関する普及啓発、人材育成等の
取組に対して補助（定額）。
②文化財保存活用地域計画等作成
地域の文化財を中核として、周辺環境を含め
た総合的な保存・活用や文化財を生かした観
光拠点形成を図るための「文化財保存活用
地域計画」等の策定に係る経費を補助（定
額）。
③地域文化遺産・地域計画等
地方公共団体が策定する計画に基づき、地
域文化遺産を活かした人材育成・普及啓発
等の取組に対して支援し、戦略的な実施計
画を推進する。

①棚田地域（長崎県平戸市）を含む世界文
化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関
連遺産」における情報発信、人材育成等を
支援。
②－
③－

①実行委員会等
②市町村
③実行委員会等

○ ○ 定額
①158
②200
③738

①158
②300
③378

指定棚田地域を含む市町村又は世
界遺産の構成要素となっている指
定棚田地域において当該事業が活
用されるよう、事業の周知に努め
る。

指定棚田地域を含む市
町村又は世界遺産の構
成要素となっている指定
棚田地域

採択時期：令和4年3月下旬を予定 文化庁
①②文化資源活用課
③地域文化創生本部

P.12

12 文化庁
日本遺産活性化
推進事業

地域の歴史的魅力や特色を通じて我
が国の文化・伝統を語るストーリーを
「日本遺産（Japan Heritage）」に認定す
るとともに、ストーリーを語る上で不可
欠な魅力ある有形・無形の文化財群を
地域が主体となって総合的に整備・活
用し、国内外に戦略的に発信すること
により、地域の活性化を図る。

日本遺産又は日本遺産候補地域の認定地
域が主体となった、日本遺産を活用した取組
（人材育成等）に対して補助を実施（補助率：
定額）

棚田地域（「奥出雲たたら製鉄及び棚田の文
化的景観」及び「姨捨の棚田」）を含む日本
遺産認定地域における人材育成・普及啓
発・調査研究を支援。

協議会 ○
定額

673 678

日本遺産又は日本遺産候補地域の
構成文化財に認定されている指定
棚田地域において当該事業が活用
されるよう、事業の周知に努める。

日本遺産又は日本遺産
候補地域の構成文化財
に認定されている指定棚
田地域

日本遺産又は日本遺産候補地域の認定
後。認定ストーリーに位置付けられた取り
組みであること。

文化庁
文化庁参事官（文化観

光担当）
P.13

13 文化庁
伝統文化親子教
室事業

次代を担う子どもたちに対して、伝統文
化・生活文化等に関する活動を計画
的・継続的に体験・習得できる機会を
提供し、伝統文化等の確実な継承・発
展と，子供たちの豊かな人間性を涵養
する。

①伝統文化親子教室（教室実施型）
伝統文化等に関する活動を行う団体等に、親
子等を対象として、茶道、華道、和装、囲碁、将
棋などの伝統文化・生活文化等に関する活動
を、計画的・継続的に体験・修得できる機会を
提供する取組を支援する。
②伝統文化親子教室（地域展開型）
地方公共団体が伝統文化、生活文化等の指導
者と一体となって、地域ぐるみで、伝統文化・生
活文化等を体験・習得できる機会を提供する取
組を支援する。
③伝統文化親子教室（統括実施型）
子供たちが伝統文化や生活文化等を体験・修
得できる機会を提供する全国の統括団体等の
取組を支援する。

－
①民間団体
②地方公共団体
③統括団体等

○ ○ ○ 委託事業として実施 1,443 1,489

当該事業の対象となる棚田地域を
含む地方公共団体において当該事
業が活用されるよう、事業の周知に
努める。

当該事業の対象となる
棚田地域を含む地方公
共団体

ー 文化庁 地域文化創生本部 P.14

14 農林水産省

持続的生産強化
対策事業のうち
生産体制・技術
確立支援

　農業就業者の高齢化・減少が進行す
る中、我が国の農業が産業として今後
も成り立ち、国民への食料の安定的な
供給を確保するためには、新技術や新
品種の導入等を通じて生産性向上や
高付加価値化を実現し、「強み」のある
産地形成を進めることが重要である。
このため、実需者ニーズ等に対応した
新品種・新技術の導入促進等の取組
を支援する。

生産者及び実需者をはじめとする関係者が
連携して新品種・新技術の評価を行うこと等
により、「強み」のある産地形成に資する品種
及び技術の導入を促進する取組を支援。

－
都道府県
市町村
民間団体等

○ 〇 定額 31 21
（継続）
・指定棚田地域での取組に対する
「採択時の配慮（ポイント加算）」

指定棚田地域

令和4年度に生産体制・技術確立支援を実
施する場合、公募期間までに、指定棚田地
域の指定を受けた上で、要綱・要領に基づ
く書類の提出を行う必要がある。

農産局 技術普及課 P.15



※本一覧に位置づけられた各事業は、全国向けの事業であり、棚田地域でも利用可能な事業。
※棚田地域における実績（事例）については、R３年度以前の実績（事例）を含む。
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No. 府省庁名 事　業　名 事　業　目　的 事　業　概　要 棚田地域における実績（事例） 事業実施主体 主な
補助率

R３予算
（百万円）

R４予算概算決
定（百万円）

令和４年度予算概算決定
における優先採択措置、
優遇措置の追加や要件

緩和等の拡充措置

左記措置の
対象範囲

活動計画申請に当たっての留
意事項

（各事業の採択時期、活動計
画に位置付ける際の留意点

等）

15 農林水産省

強い農業づくり
総合支援交付金
のうち産地基幹
施設等支援タイ
プ

産地の収益力強化と持続的な発展の
ため、強い農業づくりに必要な産地基
幹施設の整備等を支援

産地農業において中心的な役割を果たして
いる農業法人や農業者団体等による集出荷
貯蔵施設等の産地の基幹施設の導入を支
援。

－
都道府県、市町村、
農業者の組織する団
体等

○ ○ 〇 1/2以内 16,214 12,565

（継続）
・指定棚田地域について、一部施設
の補助率の嵩上げ、面積要件緩和
・中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みを活用した優遇措置（優先枠
加算、面積要件緩和、上限事業費
緩和）

指定棚田地域

令和4年度に中山間農業ルネッサンス事業
の枠組みを活用する場合、国から都道府
県への割当内示までに指定棚田地域の指
定を受けている必要がある。

内数 農産局 総務課生産推進室 P.16

16 農林水産省
環境保全型農業
直接支払交付金

農業の持続的発展のためには、食料
供給の観点のみならず、自然環境保
全などの多面的機能が発揮されること
が必要であることから、農業生産に由
来する環境負荷の軽減とともに地球温
暖化防止や生物多様性保全等に効果
の高い取組を推進する。

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低
減する取組と合わせて行う地球温暖化防止
や生物多様性保全等に効果の高い営農活動
に取り組む農業者の組織する団体等に対し
て、取組面積に応じて支援。

13地区
（「日本の棚田百選」に選定された棚田（134
地区）における令和３年３月現在の実施地区
数）

農業者の組織する団
体等

○ 定額 2,450 2,650

（継続）
中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みを活用した優遇措置（要件緩
和）

指定棚田地域

令和４年度に中山間地農業ルネッサンス
事業の枠組みを活用する場合、事業計画
の提出（令和４年６月末〆切）までに指定
棚田地域の指定を受けている必要があ
る。

農産局 農業環境対策課 P.17

17 農林水産省

畜産生産力・生
産体制強化対策
事業のうち放牧
活用型持続的畜
産生産推進

国産飼料の一層の増産と着実な利用
の拡大のための体制整備により、畜産
の生産力及び生産体制の強化を図
る。

放牧を推進するための放牧利用推進、放牧
牛の導入、放牧条件整備の取組を支援す
る。

- 生産者集団等 ○ ○ 定額
1/2以内

887 853

（継続）
中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みを活用した優遇措置（要件緩
和）

指定棚田地域

令和４年度に中山間地農業ルネッサンス
事業の枠組みを活用する場合、本事業の
公募時（２月から３月頃を予定）までに指定
棚田地域の指定を受けている必要があ
る。

内数 畜産局 飼料課 P.18

18 農林水産省
集落営農活性化
プロジェクト促進
事業

集落営農組織の構成員の高齢化や減
少が進む中で、将来にわたって農地を
持続的に利用できるよう、集落営農の
活性化に向けたビジョンづくり、その実
現に向けた取組を総合的に支援する。

集落営農における活性化に向けたビジョンづ
くりや人材の確保、新たな作物の導入等の取
組を支援する。

－
都道府県
市町村
集落営農組織

○ ○ 定額
１/2以内

- 370
中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みを活用した優遇措置（優先配
分）

指定棚田地域

令和４年度に中山間農業ルネッサンス事
業の枠組みを活用する場合、国から都道
府県への割当内示までに指定棚田地域の
指定を受けている必要がある。

内数 経営局 経営政策課 P.19

19 農林水産省

機構集積協力金
交付事業のうち
地域集積協力金
交付事業

担い手への農地集積・集約化を加速す
るため、貸借に加え、これと一体的に
行われる農作業受委託を含め、農地
バンクを通じて農地集積・集約化に取
組む地域等を支援。

貸借に加え、これと一体的に行われる農作業
受委託を含め、農地バンクを通じて農地集
積・集約化に取り組む地域に対して協力金を
交付する。

－
市町村（又は都道府
県）

○ 定額 3,485 1,085

（継続）
中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みを活用した優遇措置（優先配
分、要件緩和）

指定棚田地域

令和４年度に中山間地農業ルネッサンス
事業の枠組みを活用する場合、交付決定
までに指定棚田地域の指定を受けている
必要がある。

内数 経営局 農地政策課 P.20

20 農林水産省
中山間地域等直
接支払交付金

中山間地域等では、高齢化の進行に
伴う耕作放棄の増加等により、農業の
有する国土の保全、水源のかん養等
の多面的機能の低下が懸念されるた
め、農業者等に中山間地域と平地の農
業生産条件の不利を補正するための
交付金を支払うことにより、中山間地
域等の農業生産活動の維持を図る。

中山間地域等において、地目や傾斜等に応
じた交付金を、集落等を単位とする協定に基
づき、５年間以上農業生産活動を継続して行
う農業者等に協定農用地面積に応じて交付。

101地区（そのうち26地区が棚田加算を活
用）
（「日本の棚田百選」に選定された棚田（134
地区）における令和２年度の実施地区数）

農業者の組織する団
体等

〇 定額 26,100 26,100

（継続）
①対象地域に指定棚田地域（保全
を図る棚田等に限る）（要件緩和）
②認定棚田地域振興活動計画の保
全対象の棚田等に対する加算措置
の創設

（R4決定）
③棚田地域振興活動加算を受ける
農地のうち、超急傾斜農地を対象に
加算額を引き上げ

①指定棚田地域（保全を
図る棚田等に限る）

②③認定棚田地域振興
活動計画の対象棚田等
のうち、一定の要件を満
たす地域

①令和４年度から実施する場合、令和４年
６月末までに指定棚田地域の指定を受け
た上で、要綱・要領に基づく書類の提出を
行う必要がある。

②③令和４年度から実施する場合、令和４
年６月末までに活動計画の認定を受けた
上で、要綱・要領に基づく書類の提出を行
う必要がある。
なお、「棚田等の保全」、「棚田等の保全を
通じた多面にわたる機能の維持・発揮」、
「棚田を核とした棚田地域の振興」の各々
について、定量的な取組目標を１つ以上設
定・達成すること等が要件。

農村振興局
地域振興課

中山間地域・日本型直
接支払室

P.21



※本一覧に位置づけられた各事業は、全国向けの事業であり、棚田地域でも利用可能な事業。
※棚田地域における実績（事例）については、R３年度以前の実績（事例）を含む。
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No. 府省庁名 事　業　名 事　業　目　的 事　業　概　要 棚田地域における実績（事例） 事業実施主体 主な
補助率

R３予算
（百万円）

R４予算概算決
定（百万円）

令和４年度予算概算決定
における優先採択措置、
優遇措置の追加や要件

緩和等の拡充措置

左記措置の
対象範囲

活動計画申請に当たっての留
意事項

（各事業の採択時期、活動計
画に位置付ける際の留意点

等）

21 農林水産省

農山漁村振興交
付金のうち中山
間地農業推進対
策

傾斜地等の条件不利性とともに鳥獣被
害の増加、人口減少・高齢化・担い手
不足など、厳しい状況に置かれている
中山間地において、清らかな水、冷涼
な気候、棚田の景観等の中山間地の
特色をいかした多様な取組を後押しす
る。

地域の所得向上に向けた計画を深化させる
取組等の支援に加え、収益力向上や棚田地
域の保全・振興等のモデル支援、複合経営
の実践等を支援。また、農村ＲＭＯを形成す
るため、農村地域づくり協議会等が作成する
将来ビジョンに基づく調査、行動計画策定や
実証事業等の取組を支援するほか、中間支
援組織の育成を通じた伴走支援体制の構築
等の支援を実施。

・栃木県那珂川町
　棚田地域の一体的な管理のための地図シ
ステムを導入し効率化を図るとともに、地域
の魅力発信PR動画により都市農村交流を促
進

・新潟県上越市
　中山間地域で活躍している農業者を講師と
して、棚田再生を通じた地域の活性化及び
棚田米の販売戦略に係るセミナーを開催。

都道府県、市町村,
地域協議会等

○ ○ 定額 9,805 9,752

（継続）
・対象地域に指定棚田地域（要件緩
和）
・棚田の保全・振興に特化したモデ
ル事業メニュー

指定棚田地域

ルネ推進モデルの棚田支援活用は、指定
棚田地域であることを前提としている。

推進事業の活用にあたって、指定棚田地
域振興計画の認定を受けていれば、地域
別農業振興計画の変更の手続きは不要。
（ただし、地域別農業振興計画との紐付け
が必要ですので、ルネ事業担当と調整、情
報共有をお願い致します。）

参考：地域別農業振興計画の認定スケ
ジュール
R4.1末までに提出、計画の変更は随時受
付

内数 農村振興局
地域振興課

中山間地域・日本型直
接支払室

P.22～
P.25

22 農林水産省
農山漁村振興交
付金

農山漁村の自立及び維持発展に向
け、都市と農山漁村の双方から「農山
漁村を知ってもらう」機会を創出すると
ともに、農山漁村が持つ豊かな自然や
「食」を、農業やその関連産業のみなら
ず、観光、福祉、教育等にも活用するこ
とにより、農山漁村における就業の場
の確保、所得の向上及び雇用の増大
を実現し、地域の活性化を図る。

地域の創意工夫による活動の計画づくりから
農業者等を含む地域住民の就業の場の確
保、農山漁村における所得の向上や雇用の
増大に結びつける取組を総合的に支援し、農
林水産業に関わる地域コミュニティの維持と
農山漁村の活性化及び自立化を後押しす
る。

・岐阜県恵那市（中野方農泊推進協議会）
日本棚田百選である「坂折棚田」棚田オー
ナーに対する宿泊促進プロモーションチラシ
作成。

・兵庫県養父市
用水路等の整備により棚田の機能を確保
し、棚田の景観や農作業体験により、交流人
口の増加、棚田で生産された農産物の販売
促進を図る。

・広島県安芸太田町（井仁棚田周辺地域活
性化協議会）
日本棚田百選である「井仁の棚田」を活用し
たグリーンツーリズム等を実施。

地域協議会、市町
村、農林漁業者の組
織する団体　等

○ ○ ○ 定額、1/2　等 9,805 9,752

①～④：（継続）
①指定棚田地域での取組に対する
上限助成額上乗せの優遇措置（地
域活性化対策）
②棚田の保全・振興に対応した事
業メニューの追加（農山漁村発イノ
ベーション対策（農山漁村発イノ
ベーション等整備事業のうち定住促
進対策型、交流対策型））
③中山間地農業ルネッサンス事業
の枠組みを活用した優遇措置（優先
採択）
④③に加え、補助率嵩上げ（農山漁
村発イノベーション対策（農山漁村
発イノベーション等整備事業のうち
産業支援型））

①③④指定棚田地域

②認定棚田地域振興活
動計画

①、③を活用する場合は、対策毎に定める
公募の申請までに指定棚田地域の指定を
受けている必要がある。
②を活用する場合は、棚田地域振興法第
12条の規定による「指定棚田地域振興活
動計画」の認定申請（「活性化計画」のみな
し提出）を行う必要がある。　なお、「みなし
提出」を行った場合であっても、本交付金
の交付を受けるためには「活性化計画」に
基づく事業と同様の手続きが必要となる。
④を活用する場合は、整備事業の開始前
に６次産業化の取組を盛り込んだ指定棚
田地域振興活動計画の認定を受けた上
で、実施要綱に基づく地域経済への波及
効果に関する目標を設定した事業実施計
画の提出を行う必要がある。

内数 農村振興局 ①③都市農村交流課
②④地域整備課

P.26～
P.32

23 農林水産省
鳥獣被害防止総
合対策交付金

野生鳥獣の生息分布区域が拡大し、
農作物被害が深刻化している中、市町
村が作成する被害防止計画に基づく取
組を総合的に支援することで、野生鳥
獣による農作物被害の軽減を図る。

農作物被害のみならず農山漁村での生活に
影響を与える鳥獣被害の防止のため、鳥獣
の捕獲等の強化やジビエフル活用への取組
等を支援

・佐賀県唐津市
棚田地域における鳥獣被害防止対策とし
て、本交付金を活用して侵入防止柵の設置
等を行い、農作物被害を軽減し、棚田の維
持に寄与。

協議会、地方公共団
体、民間団体

○ ○ ○ 定額、
1/2以内等

11,005 10,003

（継続）
・指定棚田地域について、補助率嵩
上げ（50%→55%）の対象としている。
・中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みを活用した審査時のポイント
加算（審査時に+3ポイント）

指定棚田地域

①令和４年度に中山間地農業ルネッサン
ス事業の枠組みを活用するとともに優遇措
置（ポイント加算）を受ける場合、事業実施
計画の提出（概ね５月下旬頃）までに指定
棚田地域の指定を受けている必要があ
る。
②令和４年度に補助率の嵩上げの措置を
受ける場合、事業実施計画の提出（概ね５
月下旬頃）までに指定棚田地域の指定を
受けている必要がある。

内数 農村振興局
鳥獣対策・農村環境課

鳥獣対策室
P.33

24 農林水産省
多面的機能支払
交付金

農村地域の集落機能の低下により地
域の共同活動等が困難な状況となって
いるため、多様な人材の参画や広域的
な保全管理を促進し、地域資源の保全
管理体制を強化することにより、多面
的機能の維持・発揮に寄与するととも
に、担い手農家への農地集積という構
造改革を後押しする。

地域共同で行う、多面的機能を支える活動
や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的
向上を図る活動として以下を支援。
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の
路面維持など地域資源の基礎的保全活動
（農地維持支払）
・水路、農道、ため池の軽微な補修景観形成
や生態系保全などの農村環境保全活動など
地域資源の質的向上を図る共同活動や施設
の長寿命化のための活動（資源向上支払）

54地区
（「日本の棚田百選」に選定された棚田（134
地区）における令和２年度の実施地区数）

農業者等の組織する
団体

〇 定額 48,652 48,702

（継続）
・中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みを活用した優遇措置（要件緩
和）

指定棚田地域

令和４年度に中山間地農業ルネッサンス
事業の枠組みを活用する場合、令和４年６
月末までに指定棚田地域の指定を受けて
いる必要がある。

農村振興局
農地資源課多面的機能

支払推進室
P.34

25 農林水産省
農業農村整備関
連事業

農業の競争力強化のための農地の大
区画化や汎用化・畑地化、新たな農業
水利システムの構築、国土強靭化のた
めの農業水利施設の適切な更新・長
寿命化、ため池の防災・減災対策や農
業用ダムの洪水調節機能強化、集落
排水や農道等の生活インフラの整備等
を推進。

１．農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備（農業競争力
強化対策）
担い手への農地集積や農業の高付加価値化を図るため、農地
中間管理機構との連携等により、農地の大区画化や汎用化・畑
地化、畑地かんがい施設の整備等を推進。また、水利用の高度
化や水管理の省力化を図るため、パイプライン化やICTの導入
等により、新たな農業水利システムの構築を推進。
２．農業水利施設の戦略的な保全管理、防災・減災対策（国土
強靱化対策）
農業水利施設の更新・長寿命化・耐震化、農地の湛水防止対
策、ため池の防災・減災対策、農業用ダムの洪水調節機能強化
等を推進。
３．農村整備（田園回帰・農村定住促進）
農村に人が安心して住み続けられる条件を整備するため、集落
排水施設や農道等の整備を推進。
（対象事業）
①農業競争力強化基盤整備事業
②農村地域防災減災事業
③農山漁村地域整備交付金
④農地耕作条件改善事業
⑤農業水路等長寿命化・防災減災事業
⑥中山間地域農業農村総合整備事業
⑦農村整備事業

農地耕作条件改善事業
・指定棚田地域における令和３年度事業実
施地区は13地区（長野県小谷村、富山県砺
波市、岡山県高梁市ほか）

中山間地域農業農村総合整備事業（例）
・静岡県松崎町：区画整理、農業用用排水
路、農道整備
・宮崎県高千穂町：農業用用排水路、農道整
備、営農飲雑用水施設

都道府県、市町村、
土地改良区等

○ ○ ○ 定額、平場は50％、
中山間地域は55％

235,009 224,985

（継続）
・指定棚田地域を含む条件不利地
域において、補助率嵩上げ（①②③
④⑤⑦）
・指定棚田地域を含む条件不利地
域において、採択要件緩和（①②③
⑦）
・中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みを活用した優遇措置（優先採
択）（①③④⑤⑥⑦）
・指定棚田地域を含む条件不利地
域のみを対象に事業を実施（⑥）

指定棚田地域

（①②④⑤⑥⑦について）
令和４年度に補助率の嵩上げ、採択要件
緩和等の措置を受ける場合や、令和４年
度に中山間地農業ルネッサンス事業の枠
組みを活用する場合、事務手続上、令和４
年１月中旬までに指定棚田地域となること
が判明していること並びに指定棚田地域の
取扱及び補助率の嵩上げを踏まえた県内
の来年度予算の調整を終えておく必要が
ある。
（③について）
地区の採択等は都道府県の裁量で実施さ
れることとなるため、各都道府県における
事務手続において必要となる時期までに、
指定棚田地域の指定を受けている必要が
ある。

農村振興局

①④農地資源課経営体
育成基盤整備推進室

②防災課
③⑥⑦地域整備課

⑤水資源課

P.35～
P44

26 農林水産省
地すべり対策事
業

地すべり防止区域内において地すべり
対策を実施することにより、農用地・農
業用施設をはじめ人家、人命及び公共
用施設等の被害を防止し、国土の保全
と安全で快適な生活環境の実現に貢
献する。

地すべり防止を図るために行う地すべり防止
施設の整備等

・長野県長野市
塩本地区の棚田を含む約185haを保全対象
として、地すべり防止事業を実施

・長野県大町市
重太郎地区の棚田を含む約111haを保全対
象として、地すべり防止事業を実施

①国

②都道府県
　市町村
　土地改良区
　等

○ ○
①2/3

②1/2

①340

②農村地域防災減災
事業 （44,909百万円）

の内数

①440

②農村地域防災減災
事業 （40,725百万円）

の内数

- - - 農村振興局 防災課 P.45，P.39



※本一覧に位置づけられた各事業は、全国向けの事業であり、棚田地域でも利用可能な事業。
※棚田地域における実績（事例）については、R３年度以前の実績（事例）を含む。
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補助率

R３予算
（百万円）

R４予算概算決
定（百万円）

令和４年度予算概算決定
における優先採択措置、
優遇措置の追加や要件

緩和等の拡充措置

左記措置の
対象範囲

活動計画申請に当たっての留
意事項

（各事業の採択時期、活動計
画に位置付ける際の留意点

等）

27 林野庁
治山事業
のうち地すべり
防止事業

地すべり防止区域内において地すべり
対策を実施することにより、山地に起
因する災害を防止し、農用地・農業用
施設をはじめ国民の生命・財産の保全
を通じて、安全で安心できる豊かなくら
しの実現を図る。

地すべり防止を図るために行う地すべり防止
施設の整備等

・新潟県市上越市、十日町市（直轄事業）
頸城地区の棚田約279haを保全対象として、
地すべり防止事業を実施

・新潟県上越市（補助事業）
中ノ俣地区の棚田約2haを保全対象として、
地すべり防止事業を実施

国、都道府県 ○ 2/3、1/2 61,948 62,027 - - - 内数 森林整備部 治山課 P.46

28 林野庁
森林・山村多面
的機能発揮対策
交付金

過疎化・高齢化の進行に伴い森林の
手入れが遅れている山村地域におい
て、地域住民や森林所有者、地域外関
係者等からなる活動組織が実施する
森林の保全管理、森林資源の利用、関
係人口の拡大等の取組を支援すること
により、森林の多面的機能の発揮や山
村地域の活性化を図る。

森林の多面的機能発揮とともに関係人口の
創出を通じ、山村地域のコミュニティの維持・
活性化を図るため、地域の活動組織が実施
する森林の保全管理、森林資源の活用を図
る取組等を支援する。
※中山間地農業ルネッサンス事業の地域別
農業振興計画に位置づけられた、農地等の
維持保全にも資する取組及び中山間地域等
直接支払交付金により荒廃農地の林地化を
図った箇所の取組を優先的に支援する。

- 地域協議会 ○ 定額、1/2以内、1/3
以内

1,393 1,349

中山間地農業ルネッサンス事業の
枠組みの活用及び中山間地域等直
接支払交付金による荒廃農地の林
地化箇所に対する優遇措置（優先
採択）

指定棚田地域

令和4年度に中山間地農業ルネッサンス事
業の枠組みの活用及び中山間地域等直接
支払交付金による荒廃農地の林地化を
図った箇所の取組を行う場合、各都道府県
に設置される地域協議会が定める交付申
請期限までに指定棚田地域の指定を受け
ている必要がある。

内数 森林整備部 森林利用課 P.47

29 国土交通省

「小さな拠点」を
核とした「ふるさ
と集落生活圏」
形成推進事業

人口減少・高齢化が進む中山間地域
等において、基幹集落に複数の生活
サービスや地域活動の場を集め、周辺
集落とネットワークで結ぶモデル的な
「小さな拠点」の形成を推進する。

モデル的な小さな拠点の形成を図る観点か
ら、一定規模以上の集落圏等における生活
機能の再編・集約するための既存施設の改
修等の施設整備に対する支援。

- 市町村
NPO法人等

○ ○ 市町村1/2以内
NPO法人等1/3以内

44 17

既存施設を活用した生活能の再編・
集約に係る改修等の施設整備につ
いて本事業の活用が可能であり、
今後も引き続きこの方針を継続する
こととする。

-
募集時期：令和3年12月下旬以降
採択時期：令和4年3月末頃

国土政策局 地方振興課 P.48

30 国土交通省
景観改善推進事
業

地域への誇りや愛着を持ち、地域住民
にとって住みよい環境を整備するととも
に、内外からの観光客の訪問先となる
魅力あるまちづくりを推進するため、地
域における魅力ある景観形成に向けた
取組を支援する。

・景観計画の策定・改定に対する支援
・景観計画の策定・改定にあたっての外部専
門家登用やコーディネート活動に対する支援
・景観規制上の既存不適格となる建築物等
への是正措置に対する支援

棚田地域での事例：
○静岡県松崎町、佐賀県みやき町、宮崎県
三股町、長野県小谷村
景観計画の策定・改定のための取組みを実
施

市区町村 ○ 1/2、1/3 79 72 - - 採択時期は令和4年3月末頃を予定 都市局

公園緑地・景観課

景観・歴史文化環境整
備室

P.49

32 国土交通省
空き家対策総合
支援事業

空家特措法を積極的に活用して、空き
家・不良住宅の除却、空き家の活用、
関連事業など総合的な空き家対策に
取り組む市町村に対して支援を行う。

①空家住宅等、特定空家等又は不良住宅の
除却等に要する費用を支援。
②空家住宅等の改修等に要する費用を支
援。
③関連する事業に要する費用を支援。　等

- 地方公共団体 ○ 1/2、1/3、2/5　等 4,500 4,500

棚田地域における空き家対策につ
いては本事業の活用が可能であ
り、今後も引き続きこの方針を継続
することとする。

- -

社会資本
整備総合
交付金で
も同様の
支援が可

能

住宅局
住宅総合整備課住環境

整備室
P.53

33 国土交通省
住宅市場を活用
した空き家対策
モデル事業

全国における空き家対策を加速化する
ため、空き家対策の執行体制の整備
が必要な自治体における専門家等と
連携した相談窓口の整備等を行う取
組、民間事業者が空き家の発生防止
等の抜本的対策に取り組むモデル的
な取組、ポスト・コロナ時代を見据えて
顕在化した新たなニーズに対応した総
合的・特徴的な取組について支援を行
い、その成果の全国への展開を図る。

①空き家に関する相談窓口等の民間連携支援
相談窓口等の空き家対策の執行体制の整備
が必要な自治体を対象として、空き家相談のた
めの人材育成、法務・不動産・建築等の多様な
専門家と連携した相談体制を構築する取組を
支援。
②住宅市場を活用した空き家に係る課題の解
決
空き家に係る全国共通の各種課題に対して、
住宅市場を活用した空き家対策に関する新た
なビジネスの構築等のモデル的な取組に対し
て支援。
③ポスト・コロナ時代を見据えて顕在化した新
たなニーズに対応した総合的・特徴的な取組支
援
立地・管理状況の良好な空き家の利活用の促
進等、顕在化した新たなニーズに対応した総合
的・特徴的な取組に対して支援。

-
地方公共団体
民間事業者等

○ ○ ○ 定額 350 350

棚田地域における空き家対策に関
する人材育成等については本事業
の活用が可能であり、今後も引き続
きこの方針を継続することとする。

-
令和3年4～5月に事業提案を募集し、7月
に採択。

住宅局
住宅総合整備課住環境

整備室
P.54

P.50～
P.52

①治山治水（857,836
百万円［省全体]）の内
数
※上記予算額は、デジタル庁一

括計上分を含まない。

②社会資本総合整備
（1,485,112百万円［省
全体]）の内数

①治山治水（880,636
百万円［省全体]）の内
数
※上記予算額は、デジタル庁一

括計上分を含まない。

②社会資本総合整備
（1,397,301百万円［省
全体]）の内数

- -
水管理・国土保

全局
砂防部

砂防計画課31 国土交通省
地すべり対策事
業

地すべり防止施設等の新設等を行うこ
とにより、人家、公共建物、河川、道路
等の公共施設その他のものに対する
地すべり等による被害を除却し又は軽
減し、国土の保全と民生の安定に資す
ることを目的とする。

地すべり防止区域において、排水施設、擁壁
その他の地すべり防止施設等を新設、改良
し、その他地すべり等を防止するために実施
する地すべり防止工事

-
①国

②都道府県
○

①2/3

②1/2

棚田地域における地すべり対策に
ついては事業の活用が可能であ
り、今後も引き続きこの方針を継続
することとする。



※本一覧に位置づけられた各事業は、全国向けの事業であり、棚田地域でも利用可能な事業。
※棚田地域における実績（事例）については、R３年度以前の実績（事例）を含む。
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R３予算
（百万円）

R４予算概算決
定（百万円）

令和４年度予算概算決定
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優遇措置の追加や要件

緩和等の拡充措置

左記措置の
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活動計画申請に当たっての留
意事項

（各事業の採択時期、活動計
画に位置付ける際の留意点

等）

34 観光庁
広域周遊観光促
進のための観光
地域支援事業

国内外の旅行者の混雑や密を低減さ
せつつ、各地域への周遊を促進するた
め、観光地域づくり法人（DMO）が中心
となり、地域が一体となって行う、調
査・戦略策定、滞在コンテンツの充実、
受入環境整備、旅行商品流通環境整
備、情報発信といった取組に対して総
合的な支援を行う。

登録DMOが中心となって実施する国内外の
旅行者の混雑や密を低減させつつ、各地域
への周遊を促進するための以下の取組（地
方ブロック毎に開催される連絡調整会議にお
ける調整を行ったものに限る）に対する支援
等を行う。

（補助メニュー）
  ①調査・戦略策定、②滞在コンテンツの充
実、③受入環境整備、④旅行商品流通環境
整備、⑤情報発信・プロモーション

・岐阜県飛騨市
Ｒ３年度事業にて、「種蔵「棚田と板倉の風
景」と山里文化」が含まれる岐阜県の「明日
の宝もの」等を活用したコンテンツ造成事業
へ支援。
※上記の棚田地域はあくまでも活用資源の
候補であり、実際にコンテンツ化するかは現
時点では未決定。

訪日外国人旅行者
及び日本人国内旅
行者のニーズに応え
る取組を行う登録
DMO、地方公共団体

○ ○

定額
（調査・戦略策定）

事業費の1/2
（滞在コンテンツの
充実、受入環境整
備、旅行商品流通
環境整備、情報発
信・プロモーション）
※継続事業につい
ては
2年目:2/5、3年
目:1/3

765 765

当該事業の要件を満たしている棚
田を含む地域については、事業の
活用が可能であり、今後も引き続き
この方針を継続することとする。

訪日外国人旅行者及び
日本人国内旅行者が多
く訪れている棚田を含む
地域のうち、広域周遊観
光促進のための支援を
希望する地域

補助金対象の前提である連絡調整会議
は、通例10月・2月に行われており、会議開
催までの事業計画の作成が求められる。

観光庁
観光地域振興部

観光地域振興課 P.55

35 観光庁

地域観光資源の
多言語解説整備
支援事業
（R3年度補正
「訪日外国人旅
行者受入環境整
備緊急対策事
業」）

地域が行う観光資源の解説整備を支
援し、魅力的で分かりやすい解説の充
実・多言語化を図ることで、訪日外国
人者の満足度を向上させ、滞在日数や
消費額の増加につなげる。

文化財や国立公園等について、わかりやすく
魅力的な多言語解説文を作成できる英語の
ネイティブライター等の専門人材をリスト化
し、地域へ派遣し解説文の作成を支援。併せ
て、解説文作成のノウハウを蓄積し、他地域
へ横展開できるようガイドラインを作成。

・宮崎県高千穂町
平成30年度事業において、高千穂峡内の観
光資源の一つとして、高千穂の棚田の魅力
を外国人にも分かりやすく説明できる解説文
を作成。
・広島県安芸太田町
令和元年度事業において、井仁の棚田の魅
力を外国人にもわかりやすく説明できる解説
文を作成。
・徳島県上勝町
令和2年度事業において、樫原の棚田の魅
力を外国人にもわかりやすく説明できる解説
文を作成。

協議会等 ○ 多言語解説文作成
費を支援

460
R3年度補正9,988百万

円の内数
- -

実施地域の選定結果は令和４年３月下旬
を予定。なお、解説板等の媒体整備に係る
費用は本事業の対象外。

観光庁
観光地域振興部

観光資源課 P.56

36 観光庁
（文化庁）

Living History
（生きた歴史体
感プログラム）事
業

文化財に新たな付加価値を付与し、よ
り魅力的なものとするための取組
(Living History)を支援することなどによ
り、文化財の活用による地域活性化の
好循環を創出を行う。また、訪日外国
人観光客が多く見込まれる日本遺産
や世界文化遺産などにおいて、地域全
体で魅力向上につながる一体的な整
備を行うことで、観光拠点としての更な
る磨き上げを図る。

文化財建造物や史跡等の文化財に新たな付
加価値を付与し、より魅力的なものとするた
めの取組
　｢Living History（生きた歴史体感プログラ
ム）｣を支援するとともに、日本遺産等の外国
人観光客が見込まれる地域で行う、魅力向
上につながる一体的な整備を支援する。

-
所有者、地方公共団
体、協議会等

○ ○ ○ 原則１／２ 1,800 713 - -

事業の採択時期は、通例、4月、6月、9月、
11月、2月の初頭であり、各採択時期の概
ね2カ月前には文化庁担当部門と事業内
容についての協議が完了していることが求
められる。
また、本事業は「外国人観光客の顕著な増
加が見込まれる地域」で行われる文化財
の磨き上げに関する事業に対し支援を行う
こととしており、申請時に観光振興事業指
定の有無や外国人観光客入れ込み数及び
事業後の目標値等についての回答が求め
られる。

※観光庁
に一括計
上した上
で、文化
庁にて移
し替えて

執行

観光庁
観光地域振興部

（文化庁）

観光資源課
（文化資源活用課）

P.57

37 観光庁

訪日外国人旅行
者受入現地整備
緊急対策事業
（宿泊施設イン
バウンド対応支
援事業）

全国各地の観光地において、訪日外
国人旅行者がストレスフリーで快適に
旅行できる環境を整備するため、旅
館・ホテルの無料公衆無線LAN 環境
整備等の個別の取組を支援する。

旅館・ホテル等の宿泊施設において、訪日外
国人旅行者にとって利用しやすい宿泊環境
の整備を促進するため、宿泊事業者が実施
する無料公衆無線LAN 環境整備や決済端
末整備等の基本的ストレスフリー環境整備に
要する経費の一部について支援する。

- 民間事業者 ◯

基本的ストレスフ
リー環境整備：１／
３
（補助金の合計額は
宿泊事業者等団体
又は構成員宿泊事
業者の数に150万円
を乗じた額を上限と
する。
 また宿泊事業者等
団体又は一の構成
員宿泊事業者に対
する補助金の額は
150万円を上限とす
る。）

3,383百万の内数 2,706百万の内数

指定棚田地域に所在する宿泊事業
者が地域のDMOや地方公共団体と
連携して、地域の訪日外国人の宿
泊者数を向上させるための具体的
な取組を行っている場合は優先採
択を行う。

指定棚田地域に所在す
る宿泊事業者のうち、訪
日外国人の受入環境整
備を希望する事業者

募集時期（予定）：令和4年4月～8月
予算がなくなり次第終了

観光庁 観光産業課 P.58

38 観光庁

訪日外国人旅行
者受入現地整備
緊急対策事業
（宿泊施設イン
バウンド対応支
援事業）

全国各地の観光地において、訪日外
国人旅行者がストレスフリーで快適に
旅行できる環境を整備するため、旅
館・ホテルのバリアフリー化の個別の
取組を支援する。

旅館・ホテル等の宿泊施設において、訪日外
国人旅行者にとって利用しやすい宿泊環境
の整備を促進するため、宿泊事業者が実施
するトイレのバリアフリー化や出入口の改修
等のバリアフリー環境整備に要する経費の一
部について支援する。

- 民間事業者 ◯

バリアフリー環境整
備：１／２（上限500
万円）

3,383百万の内数 2,706百万の内数

指定棚田地域に所在する宿泊事業
者の策定したバリアフリー化計画
が、高齢者、障害者等を含めた訪
日外国人旅行者の安全・安心の確
保のために重要な宿泊施設と認め
られる場合は、優先採択を行う。

指定棚田地域に所在す
る宿泊事業者のうち、訪
日外国人旅行者の安
全・安心の確保のために
バリアフリー環境整備を
希望する事業者

募集時期（予定）：令和4年4月～8月
予算がなくなり次第終了

観光庁 観光産業課 P.58

39 観光庁
「新たな旅のスタ
イル」促進事業

より長期かつ多くの旅行機会の創出と
旅行需要の平準化に向けて、ワーケー
ション等の普及・定着を図る。

ワーケーション等の受け手（地域）と送り手
（企業）をマッチングするモデル事業を実施し
て効果検証を行うとともに、ウェブサイト等を
通じた情報発信を実施。

－ 国 〇 〇 〇 委託事業として実施 504 324 - － － 観光庁 参事官（MICE） P.59



※本一覧に位置づけられた各事業は、全国向けの事業であり、棚田地域でも利用可能な事業。
※棚田地域における実績（事例）については、R３年度以前の実績（事例）を含む。
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補助対象 担当

No. 府省庁名 事　業　名 事　業　目　的 事　業　概　要 棚田地域における実績（事例） 事業実施主体 主な
補助率

R３予算
（百万円）

R４予算概算決
定（百万円）

令和４年度予算概算決定
における優先採択措置、
優遇措置の追加や要件

緩和等の拡充措置

左記措置の
対象範囲

活動計画申請に当たっての留
意事項

（各事業の採択時期、活動計
画に位置付ける際の留意点

等）

40 環境省
指定管理鳥獣捕
獲等事業交付金

近年、ニホンジカやイノシシ等の鳥獣に
よる自然生態系への影響、農林水産
業等への被害が深刻化しており、積極
的な捕獲による個体群管理が不可欠
なため、ニホンジカとイノシシの個体数
を2023年度までに半減させることを当
面の捕獲目標とする「抜本的な鳥獣捕
獲強化対策」の達成に向け、全国的な
指定管理鳥獣（ニホンジカ・イノシシ）の
捕獲の推進を図る。

指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画
を策定し、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施
する都道府県等に対して、
① 指定管理鳥獣捕獲等事業に係る実施計
画の策定
② 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施
等を交付金により支援。

－ 都道府県、協議会 〇 ○ 定額、
1/2以内等

100 200
棚田へのニホンジカ・イノシシの侵
入を抑制するための捕獲について
は本交付金で支援。

- -

令和3年度
補正予算
（23億円）
において
も支援

自然環境局
野生生物課鳥獣保護管

理室
P.60

41 環境省

生物多様性保全
推進交付金
（エコツーリズム
地域活性化支援
事業）

国立公園等において、自然観光資源を
活用した地域活性化を推進するため、
魅力あるプログラムの開発、ガイド等
の人材育成等、地域のエコツーリズム
推進に向けた取組を交付金により支援

エコツーリズム推進法に基づく全体構想を作
成し、原則として３年以内に認定申請を行う
方針を有する地域協議会（地方公共団体等
で構成）を対象
魅力あるプログラムの開発、ガイド等の人材
育成等、地域のエコツーリズム推進に向けた
取組を交付金により支援

－ 地域協議会 ○  1/2 28 28
棚田地域においてエコツーリズムに
取り組む地域協議会の支援には、
本交付金の活用を図っていく。

エコツーリズム推進法に
基づく全体構想を作成
し、原則として３年以内
に認定申請を行う方針を
有する地域協議会であ
ること。

令和4年1月下旬～2月下旬に公募、3月中
目途に採択予定

自然環境局
国立公園課

国立公園利用推進室
P.61

42 内閣府
地方創生推進交
付金

地域の実情に応じた地方創生の効率
的かつ効果的な実施を図るため、地方
公共団体の自主的・主体的で先導的な
事業を支援する。

地方創生の推進を目的として、地方版総合
戦略に基づき、地方公共団体が自主的・主体
的に行う先導的な事業のうち、地域再生計画
に記載された、複数年度にわたる事業につい
て、国から交付金を直接交付することにより、
安定的かつ継続的に支援する。

・高知県本山町
「本山丸ごと産地付加価値推進事業」　農村
のくらしと棚田環境を守るため米のブランド
化に向けた取組を進めているところ、「農産
物」で魅力ある商品づくりや販売、観光と連
携した商社機能づくりによって地域の活性化
を図るため、ブランド米関連の加工品づくり
や、６次産業化などを事業推進員を設置し進
めるとともに、農山村と観光の連携事業とし
て地域と生産者がセットになった棚田散策ツ
アーの開催などに取り組むもの。

地方公共団体 ○ 1/2 100,000 100,000

棚田地域の振興について、地方公
共団体の自主的・主体的で先導的
な取組で地方創生に資するものに
ついて、引き続き地方創生推進交
付金により支援する。

- - 内数
地方創生推進事

務局
P.62

43 内閣府
地域活性化伝道
師派遣制度

地域の成長・雇用創出を担う地域人材
の強化に向けて切れ目なく支援を行
う。

地域の活性化に向け意欲的な取組を行おう
とする地域に対して、地域おこしの専門家（地
域活性化伝道師）を紹介し、指導・助言を行
う。

- 地方公共団体 ○ 伝道師の派遣に係
る旅費・謝金

0.6 0.4 - -

伝道師の派遣にあたっては、基本的には
自治体等が伝道師と直接契約を行う。
内閣府派遣を自治体が希望する場合は、
一定の要件を満たす場合、内閣府からの
支援を受けることが可能。

地方創生推進事
務局

P.63
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