
政策評価結果書の要旨
【政策分野】

農地、農業用水等の整備・保全

【政策分野全体の目指す姿】

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、望ましい農業構造の確立に資する。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】
重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）

農業の持続的発展を図るため、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、これら農地等における農業災害の発生を防止する。

目標①：優良農地の確保・保全
目標値 優良農地の減少傾向に歯止めをかける 実績値 達成状況 達成ランク

407万ha（H17年度） 407万ha % 100 Ａ

被害の発生するおそれのある農用地 100.5 Ａ

86万haに減少（H17年度） 85.9万haに減少 101 Ａ

要因の分 (1)優良農地の減少傾向に歯止めはかかっているものの、
析・改善 編入基準を満たす農地の編入の遅れ、耕作放棄の発生防止

の考え方 ・解消等が進まない等の傾向がみられる。また、被害の発

生するおそれのある農用地は、緊急的かつ着実な防災対策

の実施によって着実に減少している。

(2)優良農地の減少傾向に歯止めをかけるため、県市町村
担当者会議等を通じ、農振制度の一層適切な運用について

助言するとともに、耕作放棄が増加している市町村に対し

、適切な指導・助言等を行う必要がある。また、ハード整

備・ソフト対策が一体となった防災対策により災害に強い

地域の構築を図る必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

望ましい農業構造を確立するため、農業生産基盤の整備を通じて、生産性の高い営農を行う意欲と能力のある経営体に、

良好な営農条件を備えた農地の利用集積を進める。

目標②：基盤整備による担い手への農地利用集積の促進
目標値：20ﾎﾟｲﾝﾄ以上（各年度） 実績値：19ﾎﾟｲﾝﾄ 達成状況：95% 達成ランク： Ａ

要因の分 (1)生産基盤の整備による営農効率の向上や、農地流動化支
析・改善 援施策との一体的実施による相乗効果により、担い手への農

の考え方 地利用集積が促進され、目標を達成した。

(2)今後とも、農地利用集積の加速化を推進するとともに、
担い手の育成・確保の契機となるほ場の大区画化等の基盤整

備の推進が必要である。
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重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

農業用用排水施設の適切な保全管理や更新整備による有効活用等により、農地に対する安定的な用水供給機能及び排水

条件を確保する。

目標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
目標値：9,488km（H17年度） 実績値：9,158km 達成状況： 97% 達成ランク： Ａ

要因の分 (1)農業用用排水施設の適切な管理や必要な更新等を通じて
析・改善 既存ストックの有効活用を図ること等により、目標を達成し

の考え方 た。

(2)今後とも施設の機能を的確に把握する機能診断や施設の
長寿命化に資する予防保全対策等を行うとともに、更新適期

における計画的・機動的な更新整備や適切な保全管理に取り

組む必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（４）

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。

目標④：農地海岸の保全・海辺の再生
目標値 津波・高潮 2.74万haに減少 実績値 2.73万haに減少 達成状況 101.3 達成ランク Ａ

地 震 7,300haに減少 7,200haに減少 % 111.1 Ａ

海辺の再生 47.5kmに増加 47.6kmに増加 104.6 101.3 Ａ Ａ

（3目標値ともすべてH17年度）

要因の分 (1)農地海岸については、津波・高潮災害が想定される地域等、海岸保全施設の整備の必要性が高いところを
析・改善 着実に整備した。また、海岸管理者が景観や生態系の保全等の観点から整備が必要と判断した地域において、

の考え方 優先的に養浜等による砂浜の再生を実施した。

(2)今後は、ハード対策と併せてハザードマップ作成支援等のソフト対策を重点的に整備する必要がある。ま
た、事業実施に当たっては、環境保全や景観形成に十分に考慮する必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

平成１７年度については全ての指標の達成状況が良好であったが、評価の過程で明らかになった諸課題の解決に向け必

要な措置を講じるとともに、既存制度のより一層の適切な運用や限られた予算の重点化・効率化等を図りながら効果的な

施策の推進に努める必要がある。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/10_1.pdf

担 当：農村振興局農村政策課 ℡０３－３５９１－８６５１
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政策評価結果書

平成１８年３月３１日
（最終改訂同年７月７日）

実績評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 農地 、農業用水等の整備・保全

政策分野主管課 政策分野主管課：農村振興局設計課
及び関係課 関 係 課：農村振興局総務課、農村政策課、土地改良企画課、

資源課、事業計画課、地域計画官、水利整備課、
農地整備課、地域整備課、防災課

政策分野全体の 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
目指す姿 により、良好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、望ましい農業構造の確立に資する。

重点的に取り組むべき課題（課 目 標 判断に用いる指標
題ごとに目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

１ 農業の持続的発展を図るため、 ① 優良農地の確保・保全 農用地区域内の農
集団的農地や土地基盤整備事業 地面積や防災事業の
の対象地等の優良農地の減少傾 指 標：優良農地の減少傾向に歯止めを 実施により湛水等の災
向に歯止めをかけるとともに、こ かける 害から一定水準の安
れら農地等における農業災害の 目標年次：H21年度 全性が確保された農用
発生を防止する。 目 標 値：405万ha 地の延べ面積を調査

（基準：H16年度 407万ha
→ 目標：H21年度 405万ha）

指 標：被害の発生するおそれのある農
用地を減少させる

目標年次：H19年度
目 標 値：76万haに減少（延べ面積）
（基準：H14年度 延べ100万ha
→ 目標：H19年度 延べ76万ha）

２ 望ましい農業構造を確立するた ② 基盤整備による担い手への農地利用集積 事業の実施を契機と
め、農業生産基盤の整備を通じ の促進 して意欲と能力のある
て、生産性の高い営農を行う意欲 経営体への農地利用
と能力のある経営体に、良好な営 指 標：基盤整備の完了地区において、 の集積が新たになされ
農条件を備えた農地の利用集積 農地流動化型の農地整備事業を た面積を調査
を進める。 実施した面積に対する、意欲と能

力のある経営体に利用集積された
農地面積の割合の増加

目標年次：各年度
目 標 値：20ポイント以上の増加を確保する



３ 農業用用排水施設の適切な保 ③ 農地に対する安定的な用水供給機能及び 老朽化の進行等に
全管理や更新整備による有効活 排水条件の確保 より機能低下のおそれ
用等により、農地に対する安定的 のある基幹的な農業
な用水供給機能及び排水条件を 指 標：安定的な用水供給機能及び排水 用用排水路として、建
確保する。 条件の確保のため、基幹的農業 設後の経過年数が長

用用排水路約４万５千kmのうち、 い基幹的な水路（耐用
各年度ごとに機能低下のおそれの 年数を超過）を対象と
ある基幹的農業用用排水路の機 し、土地改良区等を通
能を確保する。 じて、適切な管理や更

目標年次：各年度 新により機能が維持さ
目 標 値：各年度ごとに機能低下のおそれ れた水路延長等を調

のある基幹的農業用用排水路の 査
機能を確保

（目標値は、前年度の整備実績により変動。
H17年度目標値：9,488km）

４ 津波・高潮、地震などの自然災 ④ 農地海岸の保全・海辺の再生 事業実施により津波
害の被害を被っている干拓地をは ・高潮及び地震による
じめとする低平地等において、海 指 標：津波・高潮及び地震による災害 災害から一定の水準
岸保全施設の整備を進めることに から一定の水準の安全性が確保 の安全性が確保された
より、津波・高潮等の被害にさらさ されていない農地等の減少、失わ 農地等の面積や失わ
れている農地等を減少させる。 れた自然の海辺のうち回復可能な れた自然の海辺のう

海辺の再生延長 ち、回復可能な自然の
目標年次：H19年度 海辺の中で再生した海
目 標 値： 辺の延長を調査
津波･高潮：2.2万haに減少

（基準：H14年度 3.5万ha
→ 目標：H19年度 2.2万ha）
地震：6,700haに減少

（基準：H14年度 8,200ha
→ 目標：H19年度 6,700ha）
海辺の再生：53kmに増加

（基準：H14年度 40km
→ 目標：H19年度 53km）



実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画
第３の２の（３）農地の有効利用の促進

(関係箇所) 第３の２の（７）農業生産の基盤の整備
農用地等の確保等に関する基本指針（農振法第３条の２）
土地改良長期計画
社会資本整備重点計画

目標年度 食料・農業・農村基本計画 H27年
農用地等の確保等に関する基本指針 H27年
土地改良長期計画 Ｈ19年度
社会資本整備重点計画 H19年度

目標値 農用地等の確保等に関する基本指針
・農用地区域内の農地面積 407万ha（H17年） → 404万ha（H27年）
土地改良長期計画
・意欲と能力のある経営体の育成
農業生産基盤の整備地区において、意欲と能力のある経営体への農地の利用
集積率を事業実施前より20ポイント以上向上させる。

・安定的な用水供給機能等の確保
基幹的農業用用排水施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図りつつ、

施設が有する延べ約250万haの農地に対する用水供給機能及び排水条件の確保を
図る。
・農業災害の防止と安全・安心な地域社会への貢献
湛水被害等が発生するおそれのある農用地の延べ面積
約100万ha（H14年度) → 約76万ha（H19年度）

社会資本整備重点計画
・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ない地域の面積

約15万ha（H14年度） → 約10万ha（H19年度）
・地震時に防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのある地域の解消

約13,000ha（H14年度） → 約10,000ha（H19年度）
・失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の水辺の中で再生した水辺の割合

H19までに約2割再生
※目標値は、海岸事業（農村振興局、水産庁、河川局、港湾局）及び河川事業との合
同指標。

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕

我が国の食料自給率は、先進国に比べて極めて低い状況にあり、食料・農業・農村基本計画に基づき食料自給
率の向上を図ることが喫緊の課題である。食料自給率目標の達成のためには、農業振興地域制度の適切な運用
等による優良農地の確保、地域の特性に応じた農業生産基盤の整備・保全等の推進を通じて良好な営農条件を備
えた農地及び農業用水を確保するとともに、農業生産性の向上、担い手の育成、価格や需要に応じた作物選択の
自由度の増大等を図ることが不可欠であることから、食料の安定供給の確保及び農業の持続的発展に資する主要
施策として政策分野「農地、農業用水等の整備・保全」を設定し、評価を行うものとする。
なお、社会資本整備重点計画法第７条の規定に基づき、重点計画に定めのある重点目標に照らして評価を行う

必要がある海岸事業の重点目標についても併せて行うこととする。
（１）優良農地の確保・保全
農業の持続的な発展を図るため、耕作放棄の発生の防止や防災事業の実施等により、優良農地を確保・保

全する。
（２）地域の特性に応じた農業生産基盤の整備・保全

① 効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立に向け、担い手
への農地の利用集積等の加速化に資する基盤整備を推進する。

② 食料の安定供給の確保等のため、現在約250万haの農地に整備されている基幹的な農業用用排水施
設の適切な保全管理や更新整備を行うことなどにより、これら農地への安定的な用水供給機能及び良好
な排水条件を確保する。

（３）農地海岸の保全・海辺の再生
津波、高潮及び地震等による自然災害等から農地等を守り、国土の保全と良好な海岸環境の形成に資す
る。



〔政策分野の目標設定の考え方〕

目標① 優良農地の確保・保全

農業の持続的な発展のためには、農業生産にとって最も基礎的な資源である農地の確保・保全を図っていく必
要があるが、農地はいったん毀損されると、原状に回復することが困難なことから、集団農地や土地基盤整備事
業の対象地等の優良農地については､これを良好な状態で維持･保全し､その有効利用を図ることが重要である。
優良農地については、農業振興地域制度により農用地区域として設定され、この区域内においては、原則とし

て農地の転用を禁止し、土地基盤整備事業等の農業振興施策を計画的に実施することにより、その確保・整備と
有効利用を図ってきたところである。
しかしながら、優良農地である農用地区域内の農地面積は、耕作放棄地の増加、農地の他用途への転用等に

より減少しており、平成17年には407万haとなっている。今後も同様の減少傾向が続くと想定した場合、平成27年
にはこれが374万haまで減少すると推計される。
このことから、耕作放棄の発生の防止等の各般の施策を講ずることにより、農用地区域内の農地面積の減少

傾向に歯止めをかけることを目標値として設定する。
また、平成14年度時点における被害が発生するおそれのある農用地（延べ約100万ha）について、防災事業の

実施により被害の発生のおそれがある農用地の減少を目標値として設定する。
なお、当該目標のランク付けは、それぞれの目標値の達成状況（百分率）の単純平均により行う。

目標② 基盤整備による担い手への農地利用集積の促進

基本法において示された「効率的かつ安定的な農業経営」が農業生産の相当部分を担う「望ましい農業構造
の姿」については、新たな基本計画の付属資料である「農業構造の展望」において具体的に示されており、平成
２７年までに、
１．家族農業経営で33～37万、集落営農で２～４万、法人経営で１万程度の効率的かつ安定的な農業経営を
育成・確保すること
２．これらの農業経営に農地利用の７～８割程度を集積することを目指して必要な各種の施策を総合的に策定
・実施する必要がある。

効率的かつ安定的な農業経営やこれを目指す意欲と能力のある担い手によって、生産性の高い営農が行わ
れることにより、農業の持続的発展が図られ、食料の安定供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮さ
れることにつながることから、食料生産基盤の整備を通じて、これらの農業経営への農地の利用集積を着実に推
進することが重要である。
具体的には、基盤整備事業実施地区においては、事業を通じて当該地区の担い手に対して、受益面積の20％

以上に当たる農地を新たに利用集積する（完了地区の実績から、これにより担い手の経営規模が２倍強に拡大
することとなる）ことを当面の政策目標とする。

目標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

これまでに、延べ約250万haの農地に基幹的農業用用排水水路が整備（１３年度末時点で約４万５千kmの延
長）されており、これら施設は現在土地改良区等により維持管理されている。
しかしながら、これら施設のうち建設後の経過年数が長い施設は、適切な管理や更新を実施しなければ、老朽

化の進行等により、安定的な用水供給機能や良好な排水条件を確保することが困難な状況となる。
国内農業の生産性の向上と食料供給力の確保を図るためには、農業生産にとって最も基礎的な資源である農

地・農業用水について良好な営農条件を備えつつ確保し、これの有効利用が必要である。
このため、これまでに約250万haの農地で整備された基幹的農業用用排水路等の長寿命化や、ライフサイクル

コスト（建設・維持管理等にかかる全てのコスト）の低減等による既存ストックの有効活用等により、安定的な用水
供給機能や良好な排水条件を確保する目標を設定する。



目標④ 農地海岸の保全・海辺の再生

生産性の高い優良農地は、干拓地をはじめとする低平地に多数存在するが、これら優良農地については、こ
れを防護する海岸保全施設が所要の安全水準を十分に確保していないなどの理由から、高潮、波浪、地震など
の自然災害による被害は依然として多く、これら自然災害から優良農地を守る必要がある。
また、海岸は、陸域と海域とが相接する空間であり、そこには特有の環境に依存した固有の生物も多く存在す

るとともに、白砂青松等の名勝や自然公園等の優れた自然景観の一部を形成しているが、開発等による自然海
岸の減少等により、美しく豊かな海岸環境が損なわれていることから、砂浜の復元・創出を行う必要がある。
このため、社会資本整備重点計画において定められた以下の重点目標（社会資本整備重点計画法に基づき、

社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するための指標（海岸関係省庁及び河川事業の合同指
標））に基づき農地海岸に関係する目標値を設定し、評価を行う。
なお、当該目標のランク付けは、それぞれの目標値の達成状況（百分率）の単純平均により行う。
・津波・高潮により災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積

約15万ha(H14年度) → 約10万ha(H19年度)
・地震時に防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのある地域の解消

約13,000ha(H14年度) → 約10,000ha(H19年度)
・失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の水辺の中で再生した水辺の割合

H19までに約２割再生

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 優良農地の確保・保全

基準値及び算出方法
優良農地の減少傾向に歯止めをかけるという目標を達成するため、優良農地の転用抑制等非農業的土地需

要への適切な対応や農業振興地域整備計画の見直し等を通じて優良農地への編入を促進する農業振興地域
制度について、その一層適切な運用を図るとともに、耕作放棄の発生防止に効果的な土地基盤整備事業等の
推進や担い手への農地の利用集積、耕作放棄地の再活用を積極的に展開する必要がある。
これらの政策手段による施策の効果を把握するための指標は、農業振興地域の農用地区域内農地面積と
し、目標値については、農用地等の確保等に関する国の基本的考え方である「農用地等の確保等に関する基
本指針」において平成27年における農用地区域内の農地面積として404万haを見込んでいることを踏まえ、おお
むね現状程度の確保を見込むこととする。
なお、目標年度は、「農用地等の確保等に関する基本指針」の平成27年の中期にあたる平成21年度(平成22

年)とすることとした。

（基本指針における目標値とすう勢値）

被害の発生するおそれのある農用地の減少については、H14年度における被害の発生するおそれのある農
用地（延べ約100万ha）をH14時点の実績値（基準値）として設定している。
当該年度の実績値は、防災事業を行うことにより一定水準の安全性が確保された農用地の延べ面積を集計

し、前年度の実績値から減じた面積とする。

※ 各年度の目標値は、平成27年
の目標面積（404万ha）とすう勢面
積（政策を講じない場合に見込ま
れる面積）が平成１７年の面積か
ら毎年度均等に減少するものとし
て算出した。
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〔達成率算定方法〕

・優良農地の減少傾向に歯止めをかける

当該年度実績値 － 当該年度すう勢値
────────────────── × 100
当該年度目標値 － 当該年度すう勢値

・被害の発生するおそれのある農用地を減少させる

H14時点の実績値 － 当該年度の実績値
────────────────── × 100
H14時点の実績値 － 当該年度の目標値

目標② 基盤整備による担い手への農地利用集積の促進

基準値及び算出方法
担い手への農地の利用集積の目標値については、平成19年までの新たな土地改良長期計画（平成15年10

月閣議決定）において、「農業生産基盤の整備地区において、意欲と能力のある経営体への農地の利用集積率
を事業実施前より20ポイント以上向上させる」こととされており、政策評価においてもこれに基づき、事業の受益
面積の20％以上の農地を新たに担い手に集積することを目標値とすることが適当である。

達成状況の判定方法
農地流動化型の農地整備事業が完了した地区を対象に、事業の実施を契機として意欲と能力のある経営体

への農地利用の集積が新たになされた面積と当該事業の実施面積を比較する。

〔達成率算定方法〕

基盤整備事業の目標年度までの農地利用集積面積の増加分
─────────────────────────── × 100

基盤整備事業の受益面積

目標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

基準値及び算出方法
現在、延べ約250万haの農地に基幹的農業用用排水施設が整備されている。また、今後、新規かんがい施設

の整備などにより、安定的な用水供給機能等が確保される農地は増加する。
基幹的農業用用排水施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図りつつ、施設全体が有する約250万

haの農地に対する安定的な用水供給機能や良好な排水条件を確保することを数値的に表す指標として、水路
延長を用いる。
平成13年度末における基幹的な水路の延長は約４万５千kmであり、土地改良区等により、維持管理されてい

る。これら施設のうち、建設後の経過年数が長い施設は、適切な管理や更新を実施しなければ、老朽化の進行
などにより、安定的な用水供給機能や良好な排水条件を確保することが困難となる。
このため、このような施設に相当する水路延長を分母とし、これらのうち適切な管理や更新により維持される

水路延長を分子として達成率を算出する。

〔達成率算定方法〕

当該年度の実績値
──────── × 100
当該年度の目標値



目標④ 農地海岸の保全・海辺の再生

基準値及び算出方法
農地海岸において、平成19年度までの５年間で優先的に整備する必要のある地域の面積や海辺の延長につ

いて全国調査を実施し、以下のとおり目標値として設定している。
なお、整備の必要性については、都道府県知事が定める海岸保全基本計画に基づき、海岸管理者が区域の

事業の必要性・緊急性を総合的に判断したうえで決定している。
・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ない農地等の減少

3.5万ha(H14) → 2.2万ha(H19)
・地震時に防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのある農地等の減少

8,200ha(H14) → 6,700ha(H19)
・失われた自然の海辺のうち、回復可能な自然の海辺の中で再生した海辺の延長

40km(H14) → 53km(H19)

〔達成率算定方法〕

・津波・高潮、地震

H14時点の実績値－当該年度の実績値
───────────────── × 100
H14時点の実績値－当該年度の目標値

・海辺の再生

当該年度の実績値－H14時点の実績値
───────────────── × 100
当該年度の目標値－H14時点の実績値



実績評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標① 優良農地の確保・保全

目標② 基盤整備による担い手への農地利用集積の促進

目標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

目標④ 農地海岸の保全・海辺の再生

注） ③基幹的水路のH17以降の目標値は、当該年度の
前年度までの整備実績により定まるためひし形（◆）
で表示している。

農用地区域内農地面積（優良農地）

100%

390
392
394
396
398
400
402
404
406
408
410

H17 H18 H19 H20 H21

（年度）

優
良
農
地
面
積

50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%

(万ha)

目
標
達
成
率

農地利用集積

85%
75%

95%

0

5

10

15

20

25

30

H15 H16 H17 H18 H19

（年度）

経
営
面
積
増
加
割
合 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

（ﾎﾟｲﾝﾄ）

目
標
達
成
率

津波・高潮による災害から一定水準の安全性が
確保されていない農地等

107% 106% 101%

0

1

2

3

4

H15 H16 H17 H18 H19

（年度）

農
地
等
面
積

50%

70%

90%

110%

（万ha）

目
標
達
成
率

地震時に防護施設崩壊による水害が
発生するおそれのある農地等

133%

117% 111%

6000

6500

7000

7500

8000

H15 H16 H17 H18 H19

（年度）

農
地
等
面
積

50%

70%

90%

110%

130%

（ha）

目
標
達
成
率

基幹的水路

98% 97% 97%

0

2000

4000

6000

8000

10000

H15 H16 H17 H18 H19

（年度）

水
路
延
長

50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%

（km）

目
標
達
成
率

被害発生のおそれのある農用地面積

102%
92%

101%

0

20

40

60

80

100

H15 H16 H17 H18 H19

（年度）

農
用
地
面
積

50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%

（万ha）

目
標
達
成
率



【参考データ】

凡 例

：実績値

：目標値

：すう勢値

：達成状況

失われた自然の海辺のうち、回復可能な
自然の海辺の中で再生した海辺
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実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況
優良農地の確保
・保全 優良農地の確保・保全の達成状況は１００.５％で達成ランクはＡ

指標①：優良農地の減少傾向に歯止めをかける

本年度の目標値 ４０７万 haに留める（基準年からの通算）
本年度の実績値 ４０７万 ha（基準年からの通算）
達成状況：１００％ 達成ランク：Ａ

基準値 ４０７万 ha（Ｈ１６年度）
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 ー

指 標②：被害の発生するおそれのある農用地を減少させる

本年度の目標値 ８６万 haまで減少させる（基準年からの通算）
本年度の実績値 ８５.９万 ha（基準年からの通算）
達成状況：１０１％ 達成ランク：Ａ

基準値 延べ１００万 ha（Ｈ１４年度）
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 １０２％

Ｈ１６実績値 ９０.８万 ha

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・優良農地の減少傾向に歯止めをかける指標の達成状況は良好である。

・これは農振制度等の適切な運用及び社会経済情勢等により、優良な農地の転用等が

減少傾向にあること等から、農用地区域からの除外が抑制されたことによるものと考

えられる。

・しかしながら、①関係権利者等の合意形成が進まないことなどによる編入基準を満

たす農地の編入の遅れ、②耕作放棄の発生防止・解消等が進まないこと等の傾向がみ

られる。

・被害の発生するおそれのある農用地を減少させる指標の達成状況は良好である。緊

急的かつ着実な防災対策の実施により、順調に事業地区が完了しており、農業生産の

維持・安定と併せて、国土保全、地域住民の生命・財産の安全の確保が着実に進んで

いるものと考えられる。
・しかしながら、一方で、近年、想定外の規模の集中豪雨により被害が発生したり、

地域の管理・防災体制が脆弱になっていること等により災害が発生する危険性が高ま

りつつあるものと考えられる。

改善・見直しの方向

・昨年１１月に変更された国の基本的考え方である基本指針に基づき、集団的に存在

する農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良な農地を良好な状態で維持・保全

し、かつその有効利用を図るため、都道府県基本方針の見直しに基づく市町村計画の

変更を着実に推進し、計画達成に向け、農振制度等の適切な運用や耕作放棄地の発生

防止等の諸施策を通じた農用地等の確保のための取組が計画的に推進されるよう、都

道府県、市町村担当者を対象とした会議、研修を通じ、農振制度の一層適切な運用に

ついて、今後助言等に努める必要がある。

・また、耕作放棄地面積が増加している等の市町村に対し、今後現地指導を行うこと

としており、今後もこうした取組により、適切な指導・助言等を行うことにより、耕

作放棄地の解消及び発生防止に努める必要がある。



・甚大な被害が発生した平成１６年の災害を教訓に、今後ともため池改修等のハード

整備による防災対策を着実に推進し、被害が発生するおそれのある農用地の減少によ

り一層努めるとともに、ため池決壊等の災害に備え、農地等の災害予測・情報伝達シ

ステムの整備やハザードマップの整備、地域の防災体制の整備などのソフト対策を推

進し減災に努める。今後、これらのハード整備・ソフト対策が一体となった防災対策

により集中豪雨や地震等の災害に強い地域の構築を図る必要がある。

目標② 目標値、実績値、達成状況
基盤整備による
担い手への農地 指 標：基盤整備の完了地区において、農地流動化型の農地整備事業を実施した面積

利用集積の促進 に対する、意欲と能力のある経営体に利用集積された農地面積の割合

本年度の目標値 ２０ポイント

本年度の実績値 １９ポイント

達成状況：９５％ 達成ランク：Ａ

基準値 ２０ポイント（各年度）

（参考）昨年度の達成状況 ７０％

Ｈ１６目標値 ２０ポイント

Ｈ１６実績値 １４ポイント

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・達成状況は概ね良好である。

・これは、区画整理、暗きょ排水等の生産基盤の整備により大型機械の導入や管理労

力の軽減が図られ、営農効率が向上したことによって、担い手の経営規模が拡大し集

積が促進したものと考える。

・また、生産基盤整備事業を事業の啓発普及、関係農家の意向確認及び担い手と農業

委員会等関係者との連絡連携強化等を図る農地流動化支援施策と一体的に実施したこ

とによる相乗的な効果として発現されているものと考える。

・しかしながら、農業・農村においては、農地の減少、農業の構造改革の遅れ、過疎

化・高齢化が進行しつつある。また、消費・生産両面の要因による食料自給率の低下

等さまざま問題を抱えている。

・こうしたことから、農業の持続的発展のためには、効率的かつ安定的な農業経営が

農業生産の相当部分を担う農業構造を確立することが必要であり、農地の整備による

生産性の向上と意欲と能力のある経営体への農地の利用集積を進めることが求められ

ている。

・平成１８年度においては、集落営農の組織化・法人化への取組の加速化及び品目横

断的経営安定対策の対象者確保に資するため、生産基盤整備事業を関連支援施策と一

体的に講じることとしている。

改善・見直しの方向

・農業生産にとって基礎的な資源である良好な営農条件を備えた農地を確保し農業の

生産性の向上と食料供給力の確保を図るため、農地の利用集積の加速化を推進すると

ともに、担い手の育成・確保の契機となるほ場の大区画化等の基盤整備を推進するこ

とが必要であると考える。

・また、これまで蓄積してきた優良な農地ストックについて、更新整備を適切に実施

し、機能を維持・増進していく必要があると考える。

・米政策改革の推進に向けて、地域の営農ビジョンに則した担い手の育成・確保の契

機となる水田の汎用化等農地の条件整備を推進し、担い手への農地の利用集積を推進

する必要がある。



・さらに、昨年度の経営所得安定対策大綱の決定を受け、新たな経営安定所得対策の

対象経営となる特定農業法人等の担い手を育成し、これら担い手への農地の利用集積

の推進に資する基盤整備が必要である。

目標③ 目標値、実績値、達成状況
農地に対する安
定的な用水供給 指 標：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施設

機能及び排水条 約４万５千 kmのうち、各年度ごとに機能低下おそれのある基幹的農業用用排水路の機
件の確保 能を確保する。

本年度の目標値 ９,４８８ｋｍ
本年度の実績値 ９,１５８ｋｍ
達成状況：９７％ 達成ランク：Ａ

基準値 －
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 －

Ｈ１６実績値 ８，６４０ｋｍ

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・達成状況は概ね良好である。

・農業用用排水施設の適切な管理や必要な更新等を通じて既存ストックの有効活用を

図るとともに、畑地における農業用用排水施設の整備を行うこと等により、安定的な

用水供給機能及び排水条件が確保されているものと考える。

・約３３０ｋｍの水路で機能低下により支障が生じたが、土地改良区等により補修が

行われ、大半が年度内に機能を回復している。

改善・見直しの方向

・農地・農業用水は、農業生産にとって最も基礎的な資源であり、良好な営農条件を

備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利用を通じて、国内農業の生産性の

向上と食料供給力の確保を図る必要がある。

・そのため、我が国の食料の安定的な供給を支える農業用用排水施設の機能を確保す

る観点から、今後とも施設の機能を的確に把握する機能診断や施設の長寿命化に資す

る予防保全対策及びそれらを担う管理体制の整備を行うとともに、更新適期における

計画的・機動的な更新整備や適切な保全管理に取り組む必要がある。

目標④ 目標値、実績値、達成状況
農地海岸の保全
・海辺の再生 農地海岸の保全・海辺の再生の達成状況は１０４.６％で達成ランクはＡ

指 標：津波・高潮及び地震による災害から一定の水準の安全性が確保されていない

農地等の減少、失われた自然の海辺のうち回復可能な海辺の再生延長

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ない農地等の解消

本年度の目標値 ２.７４万 haに減少
本年度の実績値 ２.７３万 haに減少
達成状況：１０１.３% 達成ランク：Ａ

基準値 ３.５万 ha（Ｈ１４年度）
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 １０４%
Ｈ１６実績値 ２.９８万 ha

②地震時に防護施設の崩壊による水害が発生するおそれのある農地等の解消

本年度の目標値 ７,３００ haに減少



本年度の実績値 ７,２００ haに減少
達成状況：１１１.１% 達成ランク：Ａ

基準値 ８,２００ ha（Ｈ１４年度）
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 １５０%
Ｈ１６実績値 ７,５００ ha

③失われた自然の海辺のうち回復可能な自然の海辺の中で再生した海辺の増加

本年度の目標値 ４７.５ kmに増加
本年度の実績値 ４７.６ kmに増加
達成状況：１０１.３% 達成ランク：Ａ

基準値 ４０ km（Ｈ１４年度）
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 １０４%
Ｈ１６実績値 ４５.１ km

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・達成状況は良好である。

・これは、大規模地震の発生に伴う津波等の災害や台風等の発生に伴う高潮災害が想

定される地域等、海岸保全施設の整備の必要性が高いところを着実に整備したことに

よるものであり、優良農地の保全が適切に図られたものと考えられる。

・限られた予算の範囲で早急な対応が求められており、ハード対策のみならずソフト

対策を含めた取組を行うことが早期減災対策に有効な方策と考えられる。

・③の失われた自然の海辺のうち、回復可能な自然の海辺の中で再生した海辺の延長

については、平成１７年度時点で調査したところ４０ km（平成１４年度末時点）が４
７.６ km と約８ km の増となり、達成率は１０１.３％であった。これは、海岸管理者
が景観や生態系の保全等の観点から整備が必要と判断した地域において優先的に、養

浜等による砂浜の再生を実施したものである。

改善・見直しの方向

・我が国は、台風の常襲地帯であり、かつ地震多発地帯にあるため、高潮や津波の来

襲が多いという厳しい地理的条件、自然条件下にあり、海岸災害も頻発している。ま

た、海外における地震による津波やハリケーンによる高潮などの大規模な海岸災害を

踏まえ、我が国の津波・高潮対策についても早急な対応が求められている。

・海岸事業では、関係省庁が連携して平成１８年度から、津波及び高潮発生時におけ

る人命の優先的な防護の観点から従来の津波危機管理対策緊急事業を高潮対策にも拡

充し、津波・高潮危機管理対策緊急事業としたところであり、今後はハード対策と併

せてハザードマップ作成支援等のソフト対策を重点的に整備する必要がある。

・また、海岸の環境容量は有限であることから、事業実施にあたっては環境保全につ

いて十分考慮するとともに、景観形成に対する十分な配慮により、人々が海岸に親し

むことができる海岸保全施設の整備を行う必要がある。

・農地海岸事業については、平成１５年度を初年度として策定された社会資本整備重

点計画に基づき、計画的に事業を実施しているところであり、事業効果の早期発現に

向けた工期管理の徹底、コスト縮減に取り組むなど、事業の効率性の一層の向上に努

める。

・本事業の実施による減災・災害予防の効果について、シンポジウム等の機会や関係

団体発行の機関誌等により事業効果事例を紹介するなど関係省庁と連携して、広く国

民の理解が得られるよう、引き続き努める。

総合的な所見 本政策分野は、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、



（各局政策評価 担い手の育成・確保に係る諸施策との十分な連携の下、生産性の高い営農を行うため

担当課長） の基盤となる良好な営農条件を備えた農地及び農業用水の確保・保全並びに農業災害

の発生の防止等を目指している。

平成１７年度については全ての指標の達成状況が良好であることから、講じた政策

手段はおおむね有効であったものと考えられる。

一方、各指標ともその政策手段の有効性を検証する過程で、課題や懸念材料も明ら

かになったところである。

このため、顕在化した諸課題の解決に向け必要な措置を講じるとともに、既存制度

のより一層の適切な運用や限られた予算の重点化・効率化を図りながら効果的な施策

の推進に努めてゆく必要がある。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】

評価結果は概ね妥当であるものの、優良農地の確保・保全対策については、目標を達成しているが、優

良農地の編入基準を満たす農地の編入促進等の施策の有効性について、より一層の検証が必要である。

本分野に関連するハード事業については、これまでもソフト事業との連携、事前の費用対効果分析など

効率的な整備に努めてきたところであり、今後も引き続きこれらの取組を続けていくとともに、厳しい財

政事情を踏まえ、コスト縮減の努力を一層推進する必要がある。

また、国際競争力の強化のための担い手育成が農政の最重要課題であることにかんがみ、担い手への施

策の重点化・集中化を一層進める必要がある。

【評価会委員の意見】



【 既存ストックの効率的な更新整備 】

＜従来の対応＞

○一部が損傷すると部分的に診断

○損傷した部分を事後的に補修

繰り返し

損傷部分が増加すると全体を更新整備

標準的な耐用年数（約４０年）を確保

＜今後の対応＞

施設毎の機能診断を実施 （施設機能の調査と診断を実施し劣化度を判定）

継続使用可能

長寿命化対策
を実施

更新整備が必要

万一の場合には、セーフティネット対策

ライフサイクルコストを節約し、財政負担を平準化しつつ、
必要な部分から更新整備

（過度の予防対策の防止に有効）
継続使用

老朽化の状況に応じて最適な補修を実施

従来以上の耐用年数を実現し、ライフサイクルコストを低減

【ケース１】

【ケース２】

【ケース３】

試験により施設本体の
強度を確認

現況断面の内側にｺﾝｸﾘｰﾄ
を打設し、ﾄﾝﾈﾙを補強

表面被覆工を実施し、
磨耗の進行を抑制

水路の内側にバンドを
敷設し、漏水を防止

ライフサイクルコストの低減

適時・適切に更新整備しないと・・・

決壊前

造成後60年を経過した固定堰が決壊
→約4,000haの農地で取水が一時不可能に

決壊後



（別紙）農地整備事業における「担い手」

対象事業の完了時において、次に定める基準を満たす農業者又は農業者の組織する
団体とする。なお、それぞれの地域の実情を勘案できるものとする。
(1) 農業者(農業生産法人を含む。)の場合

認定農業者(農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。以下「経営基盤強
化法」という。）第12条第１項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)であること又
は次に掲げるすべての要件を備えていること。
ア 専ら若しくは主としてその農業経営に従事すると認められる16歳以上65歳未満
の農業従事者がいるものであること又は後継者が近く農業に従事する見込みがあ
ると認められること(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員の中に当
該農業従事者がいるものであること。)。

イ その者が現に農業経営者として農業に従事しているか、新規就農希望者(農業
後継者を含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、かつ、
農業によって自立しようとする意欲と必要な知識及び技術を有すると認められる
こと。

ウ 対象事業完了時における経営等農用地の面積(農業生産法人にあっては、経営
等農用地の面積をその常時従事者たる構成員の数で除した面積)が、おおむね3.5
ﾍｸﾀｰﾙを超えていること。

エ 基盤整備関連経営体育成等促進計画（以下「促進計画」という。）の目標年度
までに認定農業者となることが確実と見込まれること。

(2) 生産組織の場合
認定農業者であること又は次に掲げるすべての要件を備えていること。

ア 農業者の組織であり、その構成員の加入脱退にかかわらず、同一の目的を有す
る組織体として存続し、代表者、組織の運営、機械・施設の管理利用、受託料金
等に関する規約を定めているものであること。

イ 主たる従事者の中に、(1)のア及びイの要件を満たす者がいること。また、対
象事業完了時において、基幹ほ場３作業についてそれぞれのオペレーターの作業
面積(生産組織における受託以外で自らの所有権等に基づき農作業を行っている
場合には、当該作業面積を含む。)が(1)のウに定める基準を超えていること。

ウ 促進計画の目標年度までに認定農業者となることが確実と見込まれること。
(3) 集落営農の場合

特定農業団体（経営基盤強化法第23条第４項に定める特定農業団体をいう。）又
は次に掲げるすべての要件を満たす組織であることが確実と見込まれること。
ア 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する
事項、総会の議決事項等が定められている定款又は規約を有していること

イ その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業生
産法人となることに関する計画であって、次に掲げる基準に適合するものを有し
ており、かつ、その達成が確実と見込まれること

(ｱ) 農業生産法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、当該計画
の策定の日（以下「計画策定日」という。）から起算して５年を経過する日前で
あること

(ｲ) 当該団体が農業生産法人となるために実施する事項及びその実施時期が定めら
れていること

(ｳ) 当該団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額（以下「目標農業所得額」
という。）が定められており、かつ、その額が、当該団体がオに規定する農用地
の利用の集積の目標を定める区域に係る市町村の経営基盤強化法第６条第１項に
規定する基本構想（以下「基本構想」という。）において農業経営基盤の強化の
促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること

(ｴ) 当該団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定

〔別紙〕担い手の定義（H18°）



められており、かつ、その内容が、基本構想で定められた効率的かつ安定的な農
業経営の指標と整合するものであること

ウ その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること
エ その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分していること
オ 基本構想において定められた農用地利用改善事業の実施の単位として適当であ
ると認められる区域の基準に適合する区域における農用地の利用の集積の目標
（計画策定日から起算して５年を経過する日前に、当該区域内の農用地の面積の
３分の２以上（当該団体が、当該区域内の生産調整面積の過半について主な基幹
作業（水稲については耕起・代かき、田植え及び稲刈り・脱穀、麦及び大豆につ
いては耕起・整地、播種及び収穫、その他の品目についてはこれらに準ずる農作
業をいう。）の委託を受ける場合にあっては、２分の１以上）の利用の集積を行
うことを内容とするものに限る。）が定められており、かつ、その達成が確実と
見込まれること

(4) 法人(農業生産法人を除く。)の場合
対象事業の目標年度において認定農業者となることが確実と見込まれるものとし

て市町村長が認定する者であること。
(5) その他担い手として育成すべきであると市町村長が認めた者であること。

注）下線部分は平成１７年度から平成１８年度にかけて追加された部分。

〔別紙〕担い手の定義（H18°）



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

農村振興対策調査等委
託費のうち農用地保全
分析調査委託

－ 4

　地方公共団体等が設置す
る公共施設等についての実
態調査、非農業的土地利用
との調整のあり方についての
調査・分析（詳細調査29地
区）の実施により、優良農地
の確保・保全等に寄与。

国営農地再編整備事業
費

－
10,118
の内数

　着実な事業の実施（5地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

国営干拓事業費 －
13,010
の内数

　着実な事業の実施（3地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

緑資源機構事業費補助 －
16,540
の内数

　着実な事業の実施（10地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

直轄地すべり対策事業
費

－
2,888
の内数

　着実な事業の実施（6地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

国営総合農地防災事業
費

－
44,060
の内数

　着実な事業の実施（29地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

経営体育成基盤整備事
業費補助

－
85,117
の内数

　着実な事業の実施（1,125
地区）により、優良農地の確
保・保全等に寄与。

畑地帯総合整備事業費
補助

－
39,821
の内数

　着実な事業の実施（474地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

実績評価（政策手段シート）

政策手段の内容
(関連する指標)

農地、農業用水等の整備・保全

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

緑資源機構によるほ場、農道等の一
体的整備（目標②、③）

優良農地の確
保・保全

①
公共施設等の設置に伴う農地転用等
について、計画的土地利用を行うた
めの調整手法の検討等の調査

区画整理及び開畑等による広範な農
地整備（目標②、③）

干拓又は埋め立てによる農地造成
（目標③）

農地の区画の整形とこれと一体的に
行う用排水施設、農道等の整備（目標
②）

畑地帯における用水手当、区画整
理、農道等の総合的な整備（目標②、
③）

広域的な災害防止のための農業用用
排水施設等の一体的整備（目標③）

大規模な地すべり防止施設の整備
（目標③）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

畑地帯開発整備事業費
補助

－
401

の内数

　着実な事業の実施（4地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

諸土地改良事業費補助 －
8,256
の内数

　着実な事業の実施（24地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

防災ダム事業費補助 －
2,997
の内数

　着実な事業の実施（47地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

ため池等整備事業費補
助

－
22,027
の内数

　着実な事業の実施（1,064
地区）により、優良農地の確
保・保全等に寄与。

湛水防除事業費補助 －
14,590
の内数

　着実な事業の実施（207地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

地すべり対策事業費補
助

－
5,360
の内数

　着実な事業の実施（334地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

農地保全整備事業費補
助

－ 5,026
　着実な事業の実施（128地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

水質保全対策事業費補
助

－
3,073
の内数

　着実な事業の実施（31地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

公害防除特別土地改良
事業費補助

－ 820
　着実な事業の実施（5地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

地盤沈下対策事業費補
助

－
3,246
の内数

　着実な事業の実施（35地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

総合農地防災事業費補
助

－
1,886
の内数

　着実な事業の実施（22地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

地すべり防止施設の整備（目標③）

老朽化ため池等の整備（目標③）

湛水被害防止のための農業用排水施
設の整備（目標③）

災害防止のための農業用用排水施設
等の整備（目標③）

農地の侵食防止等のための排水路等
の整備

有害物質による農作物等への被害を
防止するための農用地等の整備

水質汚濁防止のための農業用用排水
施設の整備（目標③）

地盤沈下防止のための農業用用排水
施設等の整備（目標③）

農地造成及びこれに付帯する農業用
用排水施設等の整備（目標③）

農地の高度利用等のための生産基盤
の総合的・一体的な整備（目標②、
③）

洪水調節ダム等の整備（目標③）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

鉱毒対策事業費補助 － 250
　着実な事業の実施（2地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

直轄地すべり防止施設
災害復旧費

－ 76
　着実な事業の実施（1地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

農業用施設災害復旧事
業費補助

－ 6,970
　着実な事業の実施（11,800
地区）により、優良農地の確
保・保全等に寄与。

農地災害復旧事業費補
助

－ 1,613
　着実な事業の実施（12,300
地区）により、優良農地の確
保・保全等に寄与。

海岸保全施設等災害復
旧事業費補助のうち地
すべり防止施設分

－ 20
　着実な事業の実施（6地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

直轄地すべり対策災害
関連緊急事業費

－ 42
　着実な事業の実施（1地区）
により、優良農地の確保・保
全等に寄与。

農業用施設等災害関連
事業費補助

－ 541
　着実な事業の実施（74地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

直轄農業用施設災害復
旧事業費

－ 232 該当なし

土地改良調査計画費 －
6,839
の内数

　国営土地改良事業等の基
本計画や地区計画の策定等
に関する調査の実施により、
優良農地の確保・保全等に
寄与。

農業生産基盤整備調査
計画費補助

－ 38

　農業農村整備に関する調
査の実施（9地区）により、優
良農地の確保・保全等に寄
与。

農業生産基盤等の整備を計画的かつ
着実に推進するための農業農村整備
に関する調査

被災した農業用施設の早期復旧

農業生産基盤等の整備を計画的かつ
着実に推進する基本計画や地区計画
の策定等に関する調査（目標②、③）

災害復旧に併せて行う再度災害防止
工事等の早期施工（目標③）

被災した農業用施設の早期復旧

緊急に行う地すべり防止工事の早期
施工

被災した農地の早期復旧

被災した地すべり防止施設の早期復
旧

鉱毒水等による農作物等の被害を防
止するための農業用用排水施設等の
整備

被災した地すべり防止施設の早期復
旧



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

土地改良融資事業等指
導監督費補助

－
802

の内数

　融資事業等に関する指導
等の実施（46道府県等）によ
り、優良農地の確保・保全等
に寄与。

元気な地域づくり交付金
のうち「農業生産の基盤
の整備」

－
46,607
の内数

　着実な事業の実施（937地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

農業基盤整備資金 － －
土地改良事業の実施に伴
い、総額○○億円を融資【Ｐ】

農業振興地域の整備に
関する法律

－ － -

農地法 － － -

集落地域整備法 － － －

地方拠点都市地域の整
備及び産業業務施設の
再配置の促進に関する
法律

－ － －

良好な営農条件及び居住環境の確
保を図ることが必要な集落地域につ
いて、農業の生産条件と都市環境と
の調和のとれた地域の整備を計画的
に推進し、その地域の振興と秩序ある
整備に寄与

農地を農地以外に転用する場合等
に、大臣又は知事の許可を要すること
とし、優良農地を確保し、効率的な土
地利用に資する

農業生産基盤の整備の円滑な実施の
ために農林漁業金融公庫資金を融通
（目標②、③）

農地の高度利用等のための生産基盤
の総合的・一体的な整備（目標②、
③）

土地改良事業の円滑な実施のための
融資事業等に関する指導等（目標
②、③）

総合的に農業振興を図る地域に、必
要な施策を推進する措置を講じ農業
の発展及び国土資源の合理的な利用
に寄与

地方拠点都市地域について、都市機
能の増進及び居住環境の向上等の
一体的な整備の促進並びに当該地域
への産業業務施設の移転の促進に際
し、農山漁村の整備の促進等に配慮



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

土地改良法 － － －

地すべり等防止法 － － －

農林水産業施設災害復
旧事業費国庫補助の暫
定措置に関する法律

－ － －

所得税・法人税（農振法
関連：事業資産の買換
え、交換）

－ － -

畑地帯総合土地改良パ
イロット事業費

－
2,227
の内数

　着実な事業の実施（3地区）
により、担い手への農地利用
集積等に寄与。

国営農地再編整備事業
費

－
10,118
の内数

　着実な事業の実施（5地区）
により、担い手への農地利用
集積等に寄与。

緑資源機構事業費補助 －
15,119
の内数

　着実な事業の実施（8地区）
により、担い手への農地利用
集積等に寄与。

② 基盤整備による
担い手への農地
利用集積の促進

地すべり及びぼた山の崩壊による被
害を除却又は軽減し、国土の保全と
民生の安定に寄与

農業生産基盤の整備及び開発を図
り、農業の生産性の向上、農業構造
の改善に寄与（目標②、③）

北海道の大規模な畑地帯における農
業用用排水施設等の整備（目標③）

農地、農業用施設の災害復旧事業に
要する費用につき国が補助を行い、
農業の維持を図り、あわせてその経営
の安定に寄与

緑資源機構によるほ場、農道等の一
体的整備（目標①、③）

区画整理及び開畑等による広範な農
地整備（目標①、③）

租税特別措置法第３７条第１項、第６５
条の７第１項
農用地区域外の農地等から農用地区
域内の農地等への買換え、交換を促
進することにより、農用地区域内の農
用地等の効率的かつ永続的な土地利
用に資するため、特定の事業用資産
の買換え、交換の場合の譲渡所得の
課税特例措置



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

経営体育成基盤整備事
業費補助

－
85,117
の内数

　着実な事業の実施（1,125
地区）により、担い手への農
地利用集積等に寄与。

畑地帯総合整備事業費
補助

－
39,821
の内数

　着実な事業の実施（474地
区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

諸土地改良事業費補助 －
8,256
の内数

　着実な事業の実施（24地
区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

広域農道整備事業費補
助

－ 25,378
　着実な事業の実施（161地
区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

一般農道整備事業費補
助

－ 8,900
　着実な事業の実施（273地
区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

農林漁業用揮発油税財
源身替農道整備事業費
補助

－ 18,260
　着実な事業の実施（362地
区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

土地改良調査計画費 －
6,839
の内数

　国営土地改良事業等の基
本計画や地区計画の策定等
に関する調査の実施により、
担い手への農地利用集積等
に寄与。

土地改良融資事業等指
導監督費補助

－
802

の内数

　融資事業等に関する指導
等の実施（46道府県等）によ
り、担い手への農地利用集積
等に寄与。

元気な地域づくり交付金
のうち「農業生産の基盤
の整備」

－
46,607
の内数

　着実な事業の実施（937地
区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

農地の区画の整形とこれと一体的に
行う用排水施設、農道等の整備（目標
①）

農地の高度利用等のための生産基盤
の総合的・一体的な整備（目標①、
③）

農業生産基盤等の整備を計画的かつ
着実に推進する基本計画や地区計画
の策定等に関する調査（目標①、③）

広域営農団地の基幹となる農道の新
設、改良

農道の新設、改良

農道の新設、改良

農地の高度利用等のための生産基盤
の総合的・一体的な整備（目標①、
③）

土地改良事業の円滑な実施のための
融資事業等に関する指導等（目標
②、③）

畑地帯における用水手当、区画整
理、農道等の総合的な整備（目標①、
③）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

農村振興支援総合対策
事業のうち農地情報整
備促進事業

－ 42,692 （集計中）

農地保有合理化促進対
策資金貸付金のうち担
い手育成農地集積事業
費

－ －
着実な事業の実施（1,122地
区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

農業基盤整備資金 － －
土地改良事業の実施に伴
い、総額○○億円を融資【Ｐ】

土地改良法 － － －

国営かんがい排水事業
費

－ 191,445
　着実な事業の実施（128地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

畑地帯総合土地改良パ
イロット事業費

－
2,227
の内数

　着実な事業の実施（3地区）
により、安定的な用水供給機
能の確保等に寄与。

国営農地再編整備事業
費

－
10,118
の内数

　着実な事業の実施（5地区）
により、安定的な用水供給機
能の確保等に寄与。

国営干拓事業費 －
13,010
の内数

　着実な事業の実施（3地区）
により、安定的な用水供給機
能の確保等に寄与。

直轄地すべり対策事業
費

－
2,888
の内数

　着実な事業の実施（6地区）
により、安定的な用水供給機
能の確保等に寄与。

国営総合農地防災事業
費

－
44,060
の内数

　着実な事業の実施（29地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

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

③

ほ場整備を契機とした農地流動化促
進のための無利子資金の融資

農業生産基盤の整備の円滑な実施の
ために農林漁業金融公庫資金を融通
（目標①、③）

区画整理及び開畑等による広範な農
地整備（目標①、②）

全国レベルで整備されている農地関
連地理情報の一元的管理および提供
等

大規模な地すべり防止施設の整備
（目標①）

広域的な災害防止のための農業用用
排水施設等の一体的整備（目標①）

干拓又は埋め立てによる農地造成
（目標①）

大規模な農業地域における基幹的農
業用用排水施設の整備

農業生産基盤の整備及び開発を図
り、農業の生産性の向上、農業構造
の改善に寄与（目標①、③）

北海道の大規模な畑地帯における農
業用用排水施設等の整備（目標②）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

水資源機構かんがい排
水事業費補助

－ 9,359
　着実な事業の実施（6地区）
により、安定的な用水供給機
能の確保等に寄与。

緑資源機構事業費補助 －
16,540
の内数

　着実な事業の実施（10地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

かんがい排水事業費補
助

－ 29,403
　着実な事業の実施（313地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

基幹水利施設補修事業
費補助

－ 2,543
　着実な事業の実施（72地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

畑地帯総合整備事業費
補助

－
39,821
の内数

　着実な事業の実施（474地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

畑地帯開発整備事業費
補助

－
401

の内数

　着実な事業の実施（4地区）
により、安定的な用水供給機
能の確保等に寄与。

諸土地改良事業費補助 －
8,256
の内数

　着実な事業の実施（24地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

防災ダム事業費補助 －
2,997
の内数

　着実な事業の実施（47地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

ため池等整備事業費補
助

－
22,027
の内数

　着実な事業の実施（1,064
地区）により、安定的な用水
供給機能の確保等に寄与。

湛水防除事業費補助 －
14,590
の内数

　着実な事業の実施（207地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

地すべり対策事業費補
助

－
5,360
の内数

　着実な事業の実施（323地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

水質保全対策事業費補
助

－
3,073
の内数

　着実な事業の実施（31地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

老朽化ため池等の整備（目標①）

畑地帯における用水手当、区画整
理、農道等の総合的な整備（目標①）

緑資源機構によるほ場、農道等の一
体的整備（目標①、②）

湛水被害防止のための農業用排水施
設の整備（目標①）

水質汚濁防止のための農業用用排水
施設の整備（目標①）

農業用用排水施設の整備

水資源機構による大規模な基幹的農
業用用排水施設の整備

農業用用排水施設の機能維持に必
要な補修

地すべり防止施設の整備（目標①）

洪水調節ダム等の整備（目標①）

農地造成及びこれに付帯する農業用
用排水施設等の整備（目標①）

農地の高度利用等のための生産基盤
の総合的・一体的な整備（目標①、
②）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

地盤沈下対策事業費補
助

－
3,246
の内数

　着実な事業の実施（35地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

総合農地防災事業費補
助

－
1,886
の内数

　着実な事業の実施（22地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

土地改良調査計画費 －
6,839
の内数

　国営土地改良事業等の基
本計画や地区計画の策定等
に関する調査の実施により、
安定的な用水供給機能の確
保等に寄与。

国営造成施設管理費 － 2,272

　適切な維持管理の実施
（129地区）により、安定的な
用水供給機能の確保等に寄
与。

水資源機構かんがい排
水事業造成施設管理費
補助

－ 2,186
　適切な維持管理の実施（15
地区）により、安定的な用水
供給機能の確保等に寄与。

国営造成施設管理費補
助

－ 2,808
　適切な維持管理の実施（30
地区）により、安定的な用水
供給機能の確保等に寄与。

土地改良施設維持管理
適正化事業費補助

－ 8,520
　着実な事業の実施（2,103
地区）により、安定的な用水
供給機能の確保等に寄与。

土地改良融資事業等指
導監督費補助

－
802

の内数

　融資事業等に関する指導
等の実施（46道府県等）によ
り、安定的な用水供給機能の
確保等に寄与。

元気な地域づくり交付金
のうち「農業生産の基盤
の整備」

－
46,607
の内数

　着実な事業の実施（937地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

農業生産基盤等の整備を計画的かつ
着実に推進する基本計画や地区計画
の策定等に関する調査（目標①、②）

水資源機構による大規模な基幹的農
業用用排水施設の維持管理

土地改良事業の円滑な実施のための
融資事業等に関する指導等（目標
②、③）

農地の高度利用等のための生産基盤
の総合的・一体的な整備（目標①、
②）

大規模な基幹的土地改良施設の維
持管理

基幹的土地改良施設の維持管理

土地改良施設の管理体制の整備

地盤沈下防止のための農業用用排水
施設等の整備（目標①）

災害防止のための農業用用排水施設
等の整備（目標①）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
(関連する指標)

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

農業基盤整備資金 － －
土地改良事業の実施に伴
い、総額○○億円を融資【Ｐ】

土地改良法 － － －

直轄海岸保全施設整備
事業費

－ 3,800
　着実な事業の実施（3地区）
により、農地海岸の保全等に
寄与。

海岸保全施設整備事業
費補助

－ 4,634
　着実な事業の実施（120地
区）により、農地海岸の保全
等に寄与。

海岸環境整備事業費補
助

－ 493
　着実な事業の実施（19地
区）により、農地海岸の保全
等に寄与。

公有地造成護岸等整備
事業費統合補助

－ 10
　着実な事業の実施（1地区）
により、農地海岸の保全等に
寄与。

海岸保全施設等災害復
旧事業費補助のうち海
岸保全施設分

－ 69
　着実な事業の実施（44地
区）により、農地海岸の保全
等に寄与。

海岸事業調査費 － 24
　海岸事業に関する調査の
実施（2地区）により、農地海
岸の保全等に寄与。

海岸法 － － －

④ 農地海岸の保
全・海辺の再生

農業生産基盤の整備及び開発を図
り、農業の生産性の向上、農業構造
の改善に寄与（目標①、②）

農業生産基盤の整備の円滑な実施の
ために農林漁業金融公庫資金を融通
（目標①、②）

海岸事業計画の策定や海岸保全施
設等の整備を計画的かつ着実に推進
するための海岸事業に関する調査

津波、高潮、波浪等の被害から海岸
を防護するとともに、海岸環境の整備
と保全及び公衆の海岸の適正な利用
を図り、国土の保全に資する

国土保全上特に重要な海岸について
海岸保全施設を整備

高潮や侵食災害等から農地や地域住
民を防護

国土保全と調和を図りつつ、海岸環
境を整備

国土を保全し、併せて公共用地等確
保のための護岸等を整備

被災した海岸保全施設の早期復旧


