
  添付様式４　（国添付様式９）

　　第１　協定の対象となる資源

　　第２　実施計画

（１）地域の目指すべき方向

別紙「地域の目指すべき方向」のとおり

（２）活動の概要

「地域活動指針チェック表」のとおり

 農地・水・環境保全向上対策に係る活動計画

地目

ため池

ｋｍ ｋｍ

ａ

協定農用地

うち農振農
用地　※

ａ

「位置図」のとおり位　置

ａ ａ ａ ａ交付対象農用地
農用地

ａ

田

農業用施設
開水路 パイプライン

「位置図」に示す
範囲

草地

ａ ａ

ａ ａ ａ

計畑

箇所 ｋｍ

農道

 

    (参考)共同活動支援交付金の支出計画

別紙「付帯説明資料の支援交付金使途表」のとおり

　　第３　添付書面

１．地域活動指針チェック表（添付様式４別添１）

２．位置図（添付様式４別添２）

３．特認要件を適用した場合の整理表（添付様式４別添３）

４．促進費対象活動等実施計画(別添４)（様式第８号）

注：２の位置図は、既存の図面に必要事項を記入したものを添付することでも可とする。

１．特認要件を適用しない場合は、第３　添付書面の３．特認要件を適用した場合の整理表（添付様式
　　４別添３）を削除する。

３．促進費対象活動等を実施しない場合は、第３　添付書面の４．促進費対象活動等実施計画（様式
　　第８号）を削除する。

２．促進費対象活動等を実施する場合は、第３　添付書面の４．促進費対象活動等実施計画は、様式
　　第８号を使用する。

　　＜施行注意＞

５．付帯説明資料
　　・地域の目指すべき方向
　　・支援交付金使途表

 



　添付様式４ 別添２　（国添付様式９　別添２）
　位 置 図 活動組織名： ○○活動組織

〈注〉

この様式は削除されていますので、既存の図面に

協定農用地の範囲等を書き込んだものでも可。

削 除

協定の対象となる資源

農用地

開水路

パイプライン

農道

ため池

遊休農地

農村環境向上活動

〈注〉

この様式は削除されていますので、既存の図面に

協定農用地の範囲等を書き込んだものでも可。

この場合、図面をＡ４のファイルに綴れるように織

り込んで提出すること。

削 除



  添付様式５　（国添付様式１０）

　　第１　協定の対象となる資源

　　第２　実施計画

（１）地域の目指すべき方向

別紙「地域の目指すべき方向」のとおり

（２）活動の概要

「地域活動指針チェック表」のとおり

    (参考)共同活動支援交付金の支出計画

 農地・水・環境保全向上対策に係る活動計画

農業用施設
開水路 パイプライン ため池

ｋｍ ｋｍ

「位置図」のとおり位　置

交付対象農用地

ａ

ａ

地目 田 計畑

ａ ａ

ａ ａ ａ

農用地

ａａ

協定農用地

うち農振農
用地　※

「位置図」に示す
範囲草地

ａ ａ

ａ

箇所 ｋｍ

農道

 

    (参考)共同活動支援交付金の支出計画

別紙「付帯説明資料の支援交付金使途表」のとおり

　　第３　添付書面

１．地域活動指針チェック表（添付様式５別添１）

２．位置図（添付様式５別添２）

３．活動項目の整理表（添付様式５別添３）

４．特認要件を適用した場合の整理表（添付様式５別添４）

５．促進費対象活動等実施計画(別添５)（様式第８号）

３．促進費対象活動等を実施しない場合は、第３　添付書面の５．促進費対象活動等実施計画（様式
　　第８号）を削除する。

２．促進費対象活動等を実施する場合は、第３　添付書面の５．促進費対象活動等実施計画は、様式
　　第８号を使用する。

　　＜施行注意＞

６．付帯説明資料
　　・地域の目指すべき方向
　　・支援交付金使途表

注：２の位置図は、既存の図面に必要事項を記入したものを添付することでも可とする。

１．特認要件を適用しない場合は、第３　添付書面の４．特認要件を適用した場合の整理表（添付様式
　　５別添４）を削除する。

 



添付様式５ 別添２　（国添付様式１０　別添２）
　位 置 図 活動組織名： ○○活動組織削 除

〈注〉

この様式は削除されていますので、既存の図面に

協定農用地の範囲等を書き込んだものでも可。

この場合 図面をＡ４のフ イルに綴れるように織

協定の対象となる資源

農用地

開水路

パイプライン

農道

ため池

遊休農地

農村環境向上活動

削 除

〈注〉

この様式は削除されていますので、既存の図面に

協定農用地の範囲等を書き込んだものでも可。

この場合、図面をＡ４のファイルに綴れるように織

り込んで提出すること。



  添付様式６　（国添付様式２６）

　　第１　協定の対象となる資源

（１）協定の対象となる資源

（２）営農活動対象区域の範囲

　　第２　実施計画
（１）地域の目指すべき方向

　　　別紙「地域の目指すべき方向」のとおり

（２）活動の概要

　　　「地域活動指針チェック表及び営農活動計画」のとおり

（参考）交付金の支出計画

 農地・水・環境保全向上対策に係る活動計画

農業用施設
開水路 パイプライン ため池

ｋｍ ｋｍ

農道

地目 田

a

協定農用地

うち農振農
用地　※

交付対象農用地

a

「位置図」のとおり位　置

a a a a

計畑

農用地

a

「位置図」に示す
範囲

草地

a a

a a a

箇所 ｋｍ

位　置 「位置図」のとおり

区域内農用地面積 a　 「位置図」に示す範囲

共同活動支援交付金

　　別紙「付帯説明資料の支援交付金使途表」のとおり

営農活動支援交付金

万円

万円

万円

万円

万円

　　第３　添付書面

１．地域活動指針チェック表（添付様式６別添１）

２．位置図

３．特認要件を適用した場合の整理表（添付様式６別添３）

４．促進費対象活動等実施計画（別添４）（様式第８号）

５．営農活動計画(添付様式６別添５－１～５－４又は６－１～６－３)

注：２の位置図は、既存の図面に必要事項を記入したものを添付することでも可とする。

３．添付様式６別添５－４は区域内農用地面積から対象外農用地面積を差し引く方法を用いる場合

１．特認要件を適用しない場合は、第３　添付書面の３．特認要件を適用した場合の整理表（添付様式
　　６別添３）を削除する。

３．促進費対象活動等を実施しない場合は、第３　添付書面の４．促進費対象活動等実施計画（様式
　　第８号）を削除する。

２．促進費対象活動等を実施する場合は、第３　添付書面の４．促進費対象活動等実施計画は、様式
　　第８号を使用する。

　　＜施行注意＞

６．付帯説明資料
　　・地域の目指すべき方向
　　・支援交付金使途表

交付金の交付事務に要する経費

合　　計

地域全体の環境負荷低減に向けた推進活動に要する経費

先進的営
農支援

先進的取組実施農家への配分に要する経費

地域環境の保全等のための取組に要する経費

３．添付様式６別添５ ４は区域内農用地面積から対象外農用地面積を差し引く方法を用いる場合
　　のみ添付すること。



添付様式６ 別添２　（国添付様式２６　別添２）
　位 置 図 活動組織名：○○活動組織削 除

〈注〉

この様式は削除されていますので、既存の図面

に協定農用地の範囲等を書き込んだものでも可。

合 を 綴れ う 織
協定の対象となる資源

農用地

開水路

パイプライン

農道

ため池

遊休農地

農村環境向上活動

営農活動対象区域

先進的な取組の実施ほ場

削 除

〈注〉

この様式は削除されていますので、既存の図面

に協定農用地の範囲等を書き込んだものでも可。

この場合、図面をＡ４のファイルに綴れるように織

り込んで提出すること。



添付様式６別添５　(国添付様式２６別添５)

第１　地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する取組

(１)取組の実施内容

　①　ほ場からの環境負荷の流出を抑制する取組

　　　　浅水代かきの実施 　　　　無代かき栽培の実施
　　　　カバークロップの作付け

　　　　クリーニングクロップの作付け 　　　　あぜ塗りの実施(あぜシートの活用)

　②　有機物資源の循環利用の促進を通じた環境負荷の低減に資する取組

　　　　たい肥等有機質資材の施用 　　　　緑肥作物の利用

　③　化学肥料や化学合成農薬の低減を通じて環境負荷の低減に資する取組

　　　　肥効調節型肥料の施用 　　　　生物農薬の利用
　　　　肥料の局所施用 　　　　対抗植物の利用
　　　　有機質肥料の施用 　　　　被覆栽培の実施
　　　　土壌診断に基づく施肥 　　　　フェロモン剤の利用

　　　　マルチ栽培の実施
　　　　機械除草 　　　　光利用技術の利用
　　　　除草用動物の利用 　　　　抵抗性品種・台木の利用

　　　　熱利用土壌消毒技術の利用
　　　　温湯種子消毒技術の利用
　　　　栽培施設周辺の除草
　　　　土壌還元消毒技術の利用

　④　環境負荷低減に資する製品を利用する取組 ⑤　その他

　　　　リサイクルプラスチックの利用 　　　　その他(　　　　　　　　　　　　　)
　　　　生分解性プラスチックの利用

※該当する取組内容の□に☑ を入れる

▲▲区域 営農活動計画　　　　　実施状況報告（その１）

　　　　　　　(計画)(実績)      (計画)(実績)

　　　　不耕起栽培の実施

(２)取組の実施期間

第２　環境負荷低減に向けた推進活動

（注１）　該当する取組内容の□に☑ を入れる

（注２）　第２の「添付書類」には、推進活動を行う際に使用した資料名等を記入する。

技術研修会や先進地調査・研修などの技術
の普及・研修

技術マニュアルや普及啓発資料の作成など
の資料作成、配布

その他(　　　　　　　　　　　　　)

　支援対象年度と同じ４月から翌年３月までの期間

土壌、生物等の調査分析

先駆的農業者等による技術指導

取　組　内　容

環境負荷低減に向けた取組に関する検討
会、消費者との意見交換会等の開催等

技術実証ほの設置等による環境負荷低減技
術の実証・調査

先進的取組の展示効果を高めるための標示
等

　支援対象年度に収穫される対象作物の生産過程等

添　付　書　類(計画)(実績) 実 施 時 期



第３　まとまりをもって行う先進的な取組

○　主として取り組む作物区分

（計画） （実績）

水稲

麦・豆類

いも・根菜類

葉茎菜類

果菜類・果実的野菜

施設トマト等

果樹・茶

花き

上記以外

※該当する取組内容の□に☑ を入れる

取り組む作物区分



  添付様式７　（国添付様式２７）

　　第１　協定の対象となる資源

（１）協定の対象となる資源

km km 箇所 km

（２）営農活動対象区域の範囲

　　第２　実施計画

（１）地域の目指すべき方向

　　　別紙「地域の目指すべき方向」のとおり

（２）活動の概要

　　　「地域活動指針チェック表及び営農活動計画」のとおり

（参考）交付金の支出計画

共同活動支援交付金

　　別紙「付帯説明資料の支援交付金使途表」のとおり

営農活動支援交付金

　　第３　添付書面
１．地域活動指針チェック表(添付様式７別添１)

２．位置図

３．特認要件を適用した場合の整理表(添付様式７別添３)

４．促進費対象活動等実施計画(別添４)(様式第８号)

５．活動項目数等の整理表(添付様式７別添５)

６．営農活動計画(添付様式７別添６－１～６－４又は７－１～７－３)

協定農用地  a   a  

４．添付様式７別添６－４は、区域内農用地面積から対象外農用地面積を差し引く方法を用いる場合
　　のみ添付すること。

農用地

地目 田 畑 草地 計

 a  

 農地・水・環境保全向上対策に係る活動計画

 a   a   a  

位　置 「位置図」のとおり

 a   a  

 a  

農業用施設
開水路 パイプライン ため池 農道

うち農振農
用地

 a   a   a  

「位置図」に示す
範囲交付対象農用地

地域環境の保全等のための取組に要する経費

「位置図」のとおり

区域内農用地面積  a  「位置図」に示す範囲

位　置

３．促進費対象活動等を実施しない場合は、第３　添付書面の４．促進費対象活動等実施計画（様式
　　第８号）を削除する。

１．特認要件を適用しない場合は、第３　添付書面の３．特認要件を適用した場合の整理表（添付様式
　　７別添３）を削除する。

地域全体の環境負荷低減に向けた推進活動に要する経費  万円  

 万円  

交付金の交付事務に要する経費  万円  

先進的営
農支援

先進的取組実施農家への配分に要する経費  万円  

合　　計  万円  

７．付帯説明資料
　　・地域の目指すべき方向
　　・支援交付金使途表

　　＜施行注意＞

注：２の位置図は、既存の図面に必要事項を記入したものを添付することでも可とする。

２．促進費対象活動等を実施する場合は、第３　添付書面の４．促進費対象活動等実施計画は、様式
　　第８号を使用する。

 



添付様式７ 別添２　（国添付様式２７　別添２）
　位 置 図 活動組織名：○○活動組織削 除

〈注〉

この様式は削除されていますので、既存の図面

に協定農用地の範囲等を書き込んだものでも可。

合 を 綴れ う 織
協定の対象となる資源

農用地

開水路

パイプライン

農道

ため池

遊休農地

農村環境向上活動

営農活動対象区域

先進的な取組の実施ほ場

削 除

〈注〉

この様式は削除されていますので、既存の図面

に協定農用地の範囲等を書き込んだものでも可。

この場合、図面をＡ４のファイルに綴れるように織

り込んで提出すること。



添付様式７別添６　(国添付様式２７別添６)

第１　地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する取組

(１)取組の実施内容

　①　ほ場からの環境負荷の流出を抑制する取組

　　　　浅水代かきの実施 　　　　無代かき栽培の実施
　　　　カバークロップの作付け

　　　　クリーニングクロップの作付け 　　　　あぜ塗りの実施(あぜシートの活用)

　②　有機物資源の循環利用の促進を通じた環境負荷の低減に資する取組

　　　　たい肥等有機質資材の施用 　　　　緑肥作物の利用

　③　化学肥料や化学合成農薬の低減を通じて環境負荷の低減に資する取組

　　　　肥効調節型肥料の施用 　　　　生物農薬の利用
　　　　肥料の局所施用 　　　　対抗植物の利用
　　　　有機質肥料の施用 　　　　被覆栽培の実施
　　　　土壌診断に基づく施肥 　　　　フェロモン剤の利用

　　　　マルチ栽培の実施
　　　　機械除草 　　　　光利用技術の利用
　　　　除草用動物の利用 　　　　抵抗性品種・台木の利用

　　　　熱利用土壌消毒技術の利用
　　　　温湯種子消毒技術の利用
　　　　栽培施設周辺の除草
　　　　土壌還元消毒技術の利用

　④　環境負荷低減に資する製品を利用する取組 ⑤　その他

　　　　リサイクルプラスチックの利用 　　　　その他(　　　　　　　　　　　　　)
　　　　生分解性プラスチックの利用

※該当する取組内容の□に☑ を入れる

　　　　　　　(計画)(実績)      (計画)(実績)

　　　　不耕起栽培の実施

▲▲区域 営農活動計画　　　　　実施状況報告（その１）

(２)取組の実施期間

第２　環境負荷低減に向けた推進活動

（注１）　該当する取組内容の□に☑ を入れる

（注２）　第２の「添付書類」には、推進活動を行う際に使用した資料名等を記入する。

添　付　書　類

　支援対象年度に収穫される対象作物の生産過程等

　支援対象年度と同じ４月から翌年３月までの期間

環境負荷低減に向けた取組に関する検討
会、消費者との意見交換会等の開催等

(計画)(実績) 実 施 時 期

土壌、生物等の調査分析

技術実証ほの設置等による環境負荷低減技
術の実証・調査

先進的取組の展示効果を高めるための標示
等

先駆的農業者等による技術指導

取　組　内　容

技術研修会や先進地調査・研修などの技術
の普及・研修

技術マニュアルや普及啓発資料の作成など
の資料作成、配布

その他(　　　　　　　　　　　　　)



第３　まとまりをもって行う先進的な取組

○　主として取り組む作物区分

（計画） （実績）

水稲

麦・豆類

いも・根菜類

葉茎菜類

果菜類・果実的野菜

施設トマト等

果樹・茶

花き

上記以外

※該当する取組内容の□に☑ を入れる

取り組む作物区分



北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
会長　　氏　　　名　　　殿

市町村長 印

１．基礎支援対象活動確認一覧表

２．促進費対象活動等確認一覧表

３．共同活動支援交付金に係る実施状況調書（様式第２３号）

＜施工注意＞

　促進費対象活動等を行う対象活動組織がない場合、「２．促進費対象活動等確認一
覧表」は削除するものとする。

（様式第２２号）（国参考様式第２０号）

番　　　　　号
年　　月　　日

共同活動支援交付金に係る実施状況確認書

　農地・水・環境保全向上対策に係る協定を締結した対象活動組織について実施状況の
確認を行ったので、共同活動支援交付金に係る業務方法書第９条第２項に基づき、次の
関係書類を添えて報告します。

記



北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
会長　　氏　　　名　　　殿

（市町村長経由）
○○活動組織

代表　　氏　　　名　　印

１．収支実績報告書（ＮＯ．１，２）
２．共同活動参加人数等報告書

記

(様式第２３号)（国参考様式第２２号）

共同活動支援交付金に係る実施状況調書

番　　　　　号
年　　月　　日

　共同活動支援交付金に係る業務方法書第９条第３項に基づき、実施状況調書を作成した
ので次の関係書類を添えて提出します。


