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平成20年度実績評価書要旨

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：農村振興局農村計画課
評価書公表時期：平成21年７月

政策体系上の位置付け
施策名 農地、農業用水等の整備・保全

（実績評価書⑨） Ⅴ－⑨

農業生産基盤の整備・保全等の施策を、環境との調和に配慮しつつ講ずることにより、良好
施策の概 な営農条件を備えた農地及び農業用水等を確保するとともに、農業の生産性の向上を促進し、
要 望ましい農業構造の確立に資するため、以下の施策を推進する。

① 優良農地の確保・保全
② 基盤整備による担い手への農地利用集積の促進
③ 農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保
④ 農地海岸の保全・海辺の再生

【評価結果の概要】

（総合的評価）
政策に関 望ましい農業構造の実現に向け、国内農業の体質強化を図るため、担い手の育成・確保に係
する評価 る諸施策との十分な連携のもと、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水等の確保・保全の
結果の概 取組を進める必要がある。
要と達成 平成20年度は、施策の改善・見直しを通じた制度整備とそれら制度の効果的な運用により、
すべき目 各目標の達成に向けて着実に取組が進んだことにより、望ましい農業構造の確立に向けた良好
標等 な営農条件を備えた農地及び農業用水等の確保が図られた。

引き続き、「基盤整備による担い手への農地利用集積の促進」については、目標達成に向けて、
担い手を育成し、農地の有効利用を図るための制度整備及び制度の効果的な運用を図っていく
とともに、施策全体についても、分析を踏まえた改善・見直しの方向性及び食料・農業・農村
基本計画策定後の情勢変化等を踏まえた対応を図っていくことが必要である。

（必要性）
① 「優良農地の確保・保全」については、農業の持続的発展を図るためには、集団的農地や
土地基盤整備事業の対象地等の優良農地の減少傾向に歯止めをかけるとともに、これらの農
地等における農業災害の発生を防止する必要がある。

② 「基盤整備による担い手への農地利用集積の促進」については、良好な営農条件を備えた
農地を確保するため、農地の整備による生産性の向上と認定農業者、集落営農組織、農業生
産法人等の意欲と能力のある経営体への農地の利用集積を進めるとともに、農地の面的集積
を促進する必要がある。

③ 「農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保」については、安定的な用水供
給機能及び排水条件の確保のため、基幹的農業用用排水路約４万７千kmの老朽化が進行する
中にあって、適切な機能保全を行い、その機能を確保する必要がある。

④ 「農地海岸の保全・海辺の再生」については、津波・高潮及び地震による災害から一定の
水準の安全性を確保するため、津波・高潮、地震などの自然災害の被害を被っている干拓地
をはじめとする低平地等において、海岸保全施設の整備を進めることにより、津波・高潮等
の被害にさらされている農地等を減少させる必要がある。

（効率性）
① 「優良農地の確保・保全」のうち「優良農地の減少傾向に歯止めをかける」については、
都道府県・市町村に対する会議・研修等を通じた農業振興地域制度や農地転用許可制度の適
切な運用等に取り組んでおり、効率的に推進している。

「被害の発生するおそれのある農用地を減少させる」については、ハード整備とソフト対
策が一体となったため池等の農業用施設の防災・減災対策を行うことにより、効率的に推進
している。

② 「基盤整備による担い手への農地利用集積の促進」については、ほ場の大区画化等のハー
ド面での取り組みと併せて、担い手への農地利用の集積を図るための土地利用調整活動に対
する助成等のソフト面での取り組みを実施しており、効率的に実施している。

③ 「農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保」については、施設の長寿命化
を図りつつ、必要な更新整備等を計画的に実施しており、効率的に推進している。

④ 「農地海岸の保全・海辺の再生」については、ハード整備とソフト対策が一体となった津
波・高潮からの防護・避難対策を行うことにより、効率的に推進している。

（有効性）
① 「優良農地の確保・保全」のうち「優良農地の減少に歯止めをかける」については、実績
値が把握できないものの、農用地区域の編入要件を満たす農地について農用地区域へ編入す
るとともに、都道府県、市町村に対する会議・研修等を通じた農業振興地域制度や農地転用
許可制度の適切な運用等に取り組んだ。
また、「被害の発生のおそれのある農用地を減少させる」については、目標をおおむね達成

した。これは、自然災害の発生を未然に防止するとともに、農地防災対策を実施したことに
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よるものである。
② 「基盤整備による担い手への農地利用集積の促進」については、目標の達成状況は「Ｂラ
ンク」となった。これは、農業の構造改革の加速化を図る観点から、農業生産基盤の整備を
通じたほ場の大区画化等のハード面での取組みと併せて、担い手への農地利用の集積を図る
ための土地利用調整活動に対する助成等のソフト面での取組みにより推進したものの、多種
多様な作付を行うなど、営農形態な多様な地区においては、担い手への農地利用集積にむけ
た調整に時間を要する等の理由によるものである。

③ 「農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保」については、目標の達成状況
は「Ａランク」となった。これは、診断技術や対策工法の高度化を図る取組を充実し、予防
保全対策等を含めた管理による施設の長寿命化を図りつつ、必要な更新整備等を計画的に実
施したことによるものである。

④ 「農地海岸の保全・海辺の再生」については、目標の達成状況はおおむね有効であった。
これは、海岸保全施設整備事業、津波・高潮危機管理対策緊急事業、海岸耐震対策緊急事業、
海岸堤防等老朽化対策緊急事業及び海岸環境整備事業を実施したことによるものである。

（反映の方向性）
① 「優良農地の確保・保全」のうち「優良農地の減少傾向に歯止めをかける」については、
平成19年11月に公表した「農地政策の展開方向」に基づき、会議・研修等を通じ、都道府県、
市町村に対して必要な助言等を行うとともに、農業振興地域制度や農地転用許可制度の適切
な運用が図られるよう、都道府県とも連携して推進する。

「被害の発生するおそれのある農用地を減少させる」については、ハード整備とソフト対
策が一体となったため池等の農業用施設の防災・減災対策を引き続き行う。

② 「基盤整備による担い手への農地利用集積の促進」については、引き続き、ほ場の大区画
化等の基盤整備を推進するとともに、基盤整備と併せ大規模な経営体への農地利用集積を促
進する制度や水利施設の整備と連携して農地利用集積を推進するほか農地情報図の整備を推
進する。

③ 「農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保」については、引き続きストッ
クマネジメントの手法に基づき、農業用用排水施設の既存ストックを有効活用してライフサ
イクルコストの低減を図るとともに、畑地における農業用用排水施設の更新整備を行うこと
等により、水源からほ場に至る安定的な用水供給機能及び排水条件を確保する。

④ 「農地海岸の保全・海辺の再生」については、引き続き海岸保全施設の整備を効率的・効
果的に実施する。

また、地球温暖化に伴う海面水位の上昇や台風の激化による高潮災害のリスクの増大、切
迫する大規模地震・津波災害に対して、ハード・ソフト一体となった津波・高潮からの防護
・避難対策を推進する。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】

達成目標 指標名 単位 基準値 実績値(達成状況) 目標値 達成目標・指標の
（年度） 18年度 19年度 20年度 （年度） 設定根拠・考え方

優良農地 99％ 106％ 120％
の確保・ （Ａ） （Ａ） （Ａ）
保全 優良農地の 万ｈａ 407.5 407.5 408.3 ― 404 「農用地等の確保等に関する基本指針」

減少傾向に （平成 （平成 に基づき目標値を設定。
歯止めをか 18年度） 27年度）
ける

20年度の実績値は農業資源調査結果が公表されていないため「－」としている。

被害の発生

するおそれ 91 － － 85 67 土地改良事業の関する基本的な方針
のある農用 万ｈａ （平成 （平成 である「土地改良長期計画」に基づき
地を減少さ 19年度） 24年度） 目標値を設定。
せる

基盤整備 農業生産基

による担 盤の整備地 ％ 23 － － 55 農地利用集
い手への 区において、 （平成 （Ｂ） 積率7割
農地利用 意欲と能力 20年度） （毎年度）
集積の促 のある経営

進 体への農地 ％ － － － 74 このうち面
の利用集積 参考値 的集積率7
及び農地の 割
面的集積率 （毎年度）

農地に対 安定的な用

する安定 水供給機能 km 301 － － 284 老朽化に起
的な用水 及び排水条 （Ａ） 因する機能
供給機能 件の確保の 低下を生じ
及び排水 ため、基幹 た後に補修
条件の確 的農業用用 を行う基幹
保 排水路約４ 的農業用用
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万７千kmの 排水路の総
老朽化が進 について、
行する中に ３０１kmを
あって、適 目標に抑制
切な機能保 を図る。
全を行い、 （毎年度）
その機能を

確保する。

農地海岸 123％ 社会資本整備重点計画において定めら
の保全・ （Ａ） れた指標（海岸関係省庁及び河川事業
海辺の再 津波･高潮に の合同指標）に基づき目標値を設定。
生 よる災害か 万ｈａ 2.25 － － 1.96 1.15

ら一定の水 （平成 （平成
準の安全性 19年度） 24年度）
が確保され

ていない農

地等の減少

地震による

災害から一 ｈａ 6,800 － － 6,400 5,500
定の水準の （平成 （平成
安全性が確 19年度） 24年度）
保されてい

ない農地等

の減少

老朽化対策 ％ 73.5 － － 74.1 77.3
の延長の割 （平成 （平成
合 19年度） 24年度）
失われた自

然の海辺の ％ 30 － － 33 48
うち回復可 （平成 （平成
能な海辺の 19年度） 24年度）
再生の延長

の割合

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）
農地政策の展開 H19.11. 6 ・農地情報のデータベース化

関係する 方向について＜ ・耕作放棄地の解消に向けたきめ細やかな取組の実施
施政方針 農地に関する改 ・優良農地の確保対策の充実・強化
演説等内 革案と工程表＞ ・農地の面的集積を促進する仕組みの全国展開
閣の重要 21世紀新農政 H19. 4. 4 ・地域の関係機関等が有する農地情報の相互利用や一元化を進め
政策（主 2007 るとともに、基盤整備と一体的に担い手への農地利用集積を推進
なもの） する。これらにより、平成27年において効率的かつ安定的な農業

経営が経営する農地面積の７割程度を面的に集積することを目指
す。また、優良農地の確保、耕作放棄地の発生防止等も含め、総
合的な改革を実施する。
・農業生産に不可欠な地域資源である水を適切に供給する農業水
利施設について、その機能を最も効率的かつ経済的に維持するた
め、新規の施設の建設から既存の施設の有効活用・長寿命化に政
策を転換する。

第166回国会施政 H19. 1.26 意欲と能力のある担い手への施策の集中化、重点化を図ります。
方針演説 国民生活の基盤となる安心・安全の確保と、美しい環境を守る

ことは、政府の大きな責務であります。
大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を戦略的・重点

的に進めます。迅速かつ正確に防災情報を提供し、お年寄りや障
害者などの被害を最小限にするように努めます。

食料・農業・農 H17. 3.25 第３の２の（３）、（７）
村基本計画
農用地等の確保 H17.11.15 農用地区域内の農地面積
等に関する基本 407万ha（平成17年）→404万ha（平成27年）
指針
土地改良長期計 H20.12.26 ①効率的かつ安定的な経営体の育成と質の高い農地利用集積、②
画 農業用用排水施設のストックマネジメントによる安定的な用水供

給機能等の確保、③農用地の確保と有効利用による食料供給力
の強化

社会資本整備重 H21. 3.31 ①津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されてい
点計画 ない地域の面積、②地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の崩壊

による水害が発生するおそれのある地域の面積、③老朽化対策が
実施されている海岸保全施設の割合、④水辺の再生の割合、⑤ハ
ザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割
合、⑥総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが改善された数


