
政策手段別評価結果書の要旨

【政策手段名】

国営農地再編整備事業

【政策手段の概要】

目 的 生産性の向上及び地域農業の展開方向に即した農業構造の実現並びに農業の振興を基幹と

した総合的な地域の活性化

内 容 概ね４００ha以上の農地等を対象に、区画整理及び開畑等の基幹事業と農業用用排水施設

の整備等の併せ行う事業を一体的に行う事業であり、以下の２タイプがある。

① 広範囲にわたる水田の大区画化等と担い手への農地利用集積を一体的に行う「一般型」

② 優良農地の保全や生産性の高い農業経営の定着を目指し、中山間地域の特色ある農業の

展開を図るための基礎的条件の整備を行う「中山間地域型」

達成目標 ○ 農地の整備及び土地利用の整序化を通じた大規模な優良農地の確保・保全

○ 事業を契機とした担い手への農地利用集積等による農業構造の改善 等

【政策分野の目標と政策手段の関連】

本事業は、区画整理等の基盤整備の総合的な実施により、政策分野の目標である「優良農地の確保・保全」、

「基盤整備による担い手への農地利用集積の促進」に寄与。また、区画整理等の面整備と併せて、用排水路

等の整備の一体的・総合的な実施により、「農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保」の目

標達成にも有効。

【事業のこれまでの具体的成果】

・ 平成16年度までに全国で約16,300ha（うち中山間地域で約8,500ha）の農地を整備

・ ほ場の大区画化・汎用化に併せて、用排水路や道路の整備を含めた総合的整備が行われた結果、各地区

において担い手への農地の利用集積等による経営規模の拡大や、生産コスト低減などの効果が発現 等

【政策手段の改善の方向】

一般型については、国が全国的な視点から先導的かつモデル的に実施するという事業目的を概ね達成した

ものとして、平成11年度以降の新規地区の採択を中止し、以降は補助事業により同様の整備を継続して実施。

事業効果をより一層高めるため、ソフト事業の活用や都道府県等関連機関との連携を更に図る必要がある。

【政策評価総括組織の所見】

政府における公共事業のあり方についての見直しの方向に沿った対応が必要である。また、厳しい財政

事情を踏まえ、コスト縮減の一層の推進など、効率性の改善が必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/10_2.pdf

担当：農村振興局農村政策課 ℡０３－３５０１－８６５１



政策手段(事業)名 国営農地再編整備事業 政策手段所管課名 農村振興局農地整備課

政策評価担当課名 農村振興局農村政策課

政 (1)目 的 近年の農業の国際化の進展に対応し、農業と農村の活性化を緊急に図

策 っていくためには、土地利用の整序化を図りつつ、生産基盤の整備を行

手 うとともに、農用地の流動化を進め、効率的かつ安定的な農業経営の展

段 開を図ることが重要である。

の また、中山間地域においては、過疎化・高齢化の進行等に伴い、耕作

概 放棄地が増大しており、優良農用地の保全を計画的に行いつつ、生産性

要 の高い農業経営の定着を図ることが緊急の課題となっている。

本施策（国営農地再編整備事業）は、このような地域の実情を踏まえ、

広域にわたる計画的な生産基盤の整備を行い、生産性の向上及び地域農

業の展開方向に即した農業構造の実現を図るとともに、農業的土地利用

と非農業的土地利用との整序化を図ることにより農業の振興を基幹とし

た総合的な地域の活性化に資することを目的とする。

(2)内 容 ○本政策手段は一般型と中山間地域型に区分される。

それぞれの内容を以下に示す。

項 目 一 般 型 中 山 間 地 域 型

基幹事業 区画整理及び開畑 区画整理及び開畑、
ため池等、湖岸堤防、土砂
崩壊防止のための土留工
等、農地保全施設の整備

併せ行う 農業用用排水施設、ため池 農業用用排水施設の整備
事業 等、湖岸堤防、土砂崩壊防

止のための土留工等、農地
保全施設の整備

採択要件 ①基幹事業の受益面積が、 ①基幹事業の受益面積が、
概ね400ha以上 概ね400ha以上で区画整

②事業完了時に受益地内に 理及び開畑が2/3以上
おける担い手への農地集 ②施工区域内の農用地面積
積増加率が概ね20％以 に占める田の割合が25
上 ％以上で、かつ地目変換

③施工区域内の農用地面積 及び非農用地区域の設定
に占める田の割合が25 が10％以上、等
％以上で、かつ地目変換
及び非農用地区域の設定
が5％以上、等

地域要件 なし 中山間地域（過疎地域、振

興山村、離島、半島振興対

策実施地域、特定農山村地

域等）

実施期間 平成元年度～平成１１年度 平成７年度～



事業の概要については別添

(3)達成目標 ・農地の整備及び土地利用の整序化を通じた大規模な優良農地の確保

（あらかじめ ・農地の区画整形・拡大及び農道、用排水路等の整備による農業生産性

成果目標が設 の向上

定されている ・事業を契機とした担い手への農地利用集積等による農業構造の改善

場合は、成果 ・地域の活性化に資する公共用地、地場産業施設用地等非農用地の創設

目標）

(4)事業予算 15年度 16年度 17年度

等の推移 予算額 12,824,000千円 12,305,000千円 12,000,000千円

（直近３カ年） 執行額 10,344,737千円 9,235,633千円 9,590,970千円

( 3) ( 3) ( 3)

地区数 5 5 5

※ 地区数の上段（ ）は中山間地域型で内数

政 (1)政策手段 政 策 分 野 名 農地、農業用水等の整備・保全

策 が関連する政 目 標 ①優良農地の確保・保全

分 策分野及び目 ②基盤整備による担い手への農地利用集積の促進

野 標 ③農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条

の 件の確保

目 目標値（目標年度）①405万ha（H21年度）

標 ②20ポイント以上の増加を確保する（各年度）

と ③機能低下のおそれのある基幹的農業用用排水路

政 の機能を確保（各年度）

策

手 (2)政策分野 本政策手段は、広域にわたる計画的な生産基盤の整備を行うものであ

段 の目標の達成 り、「①優良農地の確保・保全」の目標達成に向け、中心的な役割を果

の に向けての政 たしている。また、併せて担い手への農地の利用集積を行うものであり、

関 策手段の有効 政策目標である「②基盤整備による担い手への農地利用集積の促進」の

連 性（説明及び 目標達成に向け、中心的な役割を果たしている。更に、用排水路、道路

概念図） 等の整備が一体的・総合的に実施されることから、「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」の目標達成にも有効な手段と

なっている。

なお、地域の土地利用の再編整備と併せて公共用地など非農用地を創

設することが可能であり、これにより土地利用の整序化、地域の活性化

に資する。



（事前評価時の効果算定項目）

（整備内容） （目 標）

農業生産向上 区画整理 優良農地の確保・

作物生産 農道の整備 保全

品質向上 用排水施設の 農業生産性の向上

整備 農業構造の改善

農業生産性 農業経営向上

向上 営農経費節減

維持管理費節減

走行経費節減

生産基盤保全 優良農地の確保・

更新効果 保全

被害軽減 区画整理 安定的な排水条件

事 洪水被害軽減 用排水施設の の整備

地域排水 整備

水田貯留

業 農村定住 生活環境整備 区画整理 土地利用の整序化

条件整備 一般交通等経費 農道の整備 地域の活性化

節減

非農用地等創設

効 安全性向上

地域資産保全 区画整理 土地利用の整序化

・向上 農地造成 地域の活性化

果 文化財発見

公共施設保全

地下水かん養

地積確定

その他効果

事業のこれまでの ①大規模な優良農地の確保

具体的成果 ○国営農地再編整備事業は、平成元年度以降全国で24地区実施されて

（成果目標が設定 おり（うち完了済みが19地区）、平成16年度までに約16,300haの農地の

されている場合 整備が行われ、優良な農地の確保・保全が行われている。

は、成果目標に対 このうち、中山間地域型については12地区実施されており（うち完

する実績） 了済み9地区）、約8,500haの農地の整備が実施されている。



事業による農地の整備実績（平成元年以降） ［単位：千ha］

事業実績 整備面積 区画整理 農地造成
（ ８.５） （ ８.３） （０.２）
１６.３ １５.９ ０.４

※ 上段（ ）は中山間地域型による整備実績で内数

○なお、本政策手段により整備された農地においても、高齢化等により

一部作付けされていない農地が存在しており、これまでの整備面積に対

する割合は0.3％となっているが、全国の耕作放棄地率9.7％（2005年

農林業センサス（概数値））に比べて著しく低くなっている。

②担い手への農地利用集積

○ほ場の大区画化・汎用化に併せて、用排水路や道路の改修などを含め

た総合的な整備が行われた結果、各地区において担い手への農地の利用

集積等による経営規模の拡大や、生産コスト低減などの効果が発現して

いる。

特に水田を主に対象とした実施地区においては、事業完了時における

地区内の農地利用集積増加率（完了8地区実績）が、着手前と比較して

28.5％増加するなど、事業実施を契機として、地域の担い手等に対する

農地の利用集積が着実に進展している。

農地の利用集積状況の変化

（完了１９地区のうち、水田を主体とした８地区の実績）

③農業生産性の向上、農業構造の改善

〔Ａ地区（中山間地域型）における事例〕

○本地区においては、事業導入により大区画化が図られたことから、稲

作労働時間の大幅な短縮（約５割短縮）が図られるとともに、水稲の

10ａ当たり生産費も北海道平均と比較し約14％も低減する等、本政策

手段は農業生産性の向上に寄与している。
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〔Ｂ地区（中山間地域型）における事例〕

○本地区においては、事業の実施を契機に農事組合法人を設立し、担い

手となるこの法人に農地の利用集積を図ることで、複数の集落にまたが

る農地を一括管理する「一団地一農場方式」を構築している。

担い手（農事組合法人）への農地利用集積状況
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②整備後

①整備前

大区画ほ場（360㌃当たり:12筆→1筆）における労働時間の比較

耕起 代かき 田植え 水管理 収穫

360a当たり合計98時間

360a当たり合計47時間

・大区画化による作業の効率化

・地下かんがいシステムの導入による

　代かき、水管理作業の大幅な省力化

(H12)

 30㌃×12筆

 （H14）

360㌃×1筆

水稲１０a当たり生産費の比較（千円）

132

82

95

70千円

90千円

110千円

130千円

都府県（平均） 北海道（平均） Ａ地区

100%

 86%

※都府県、北海道は農林水産省「Ｈ１2農業経営統計調査結果」

※生産費は、育苗、耕起、整地、田植え、除草、管理、刈取脱穀、その他の直接間接労働



担い手である「農事組合法人」に集積が行われたことで、労働の集約

が進み、これにより、土地利用及び生産の合理化が図られ、ブロックロ

ーテーションによる効率的な水稲・大豆体系が実現している。下表は、

水稲と大豆の反収の変化を事業実施前後で比較したものであるが、大豆

については大幅に反収が増加している。

なお、水稲については主要作物であることから、事業着手前よりある

程度労働集約的な営農が行われていたものである。これに対して大豆は

農家が個々に営農を行っていたことと、暗渠排水等が未整備であったこ

となどから十分な反収が得られなかったものである。

水稲、大豆の反収の変化（県平均との比較） （単位：kg/10ａ）

作 物 区 分 事業実施前 事業実施後 実施後
（H7） （H14） 変化率

農事組合法人 ※２ 550 573 104%
水 稲

※１県内平均 510 507 99%

農事組合法人 ※２ 90 273 303%
大 豆

※１県内平均 81 120 148%

※１ 県内平均は作物統計調査結果

※２ 農事組合法人の事業実施前の値は法人に集積する前の地域の反収

担い手（農事組合法人）へ農地の集積を進めることにより、労働時間

は県内平均の２～３割と大幅に縮減されている。
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29%

45.2

12.813.0

53.2

※県は農業経営統計調査結果（米､大豆生産費統計）



④その他（非農用地の創設など）

○本事業では、優良農地の確保・整備による農業生産性の向上や担い手

の育成と併せて、換地処分により、用排水路・農道の再編整備や、公園、

住宅地等の非農用地の創出を計画的に行うことにより、無秩序な土地利

用を防止し、地域の合理的な土地利用を実現することが可能である。こ

れにより、まとまった優良農地の確保と、公共用地等の計画的な配置が

図られるとともに、整備された農道が生活道としても利用され利便性が

高まるなど、農村の生活環境の向上にも寄与している。なお、平成7～

16年度新規採択地区における創設非農用地の用途をみると、約４分の

３が河川用地や道路用地等として公共の用に供されている。

○農業農村整備事業では、事前評価や再評価に加えて、完了後評価を実

施しており、本事業についてもこれまで２地区で評価を行った※１。この

評価結果の概要は以下のとおりである。

地区名等 評 価 結 果 第三者委員会の意見

新 生 本事業の実施により、開畑 事後評価結果は妥当
しんせい

と区画整理が一体的に行わ である。

・都道府県 れ、経営規模が拡大し大型機

北海道 械の導入が図られるととも

・関係市町村 に、区画整理による営農作業

広尾郡忠類村 の効率化や新規にゆり根等の

・受益面積 作付が進み農業経営の安定が

1,291ha 図られている。また、農地集

・工期 積が円滑に進み担い手農家の

H2～H8 規模拡大に寄与している。

生田原川 本事業の実施により、経営 事後評価結果は妥当
いくたはらがわ

規模の拡大及び農用地の集積 である。

・都道府県 が進み、営農作業の効率化が

北海道 図られるとともに、しそ、花

・関係市町村 き等が導入され、農業経営の

紋別郡生田原 安定が図られている。また、

町、遠軽町 酪農家を中心に農地集積が進

・受益面積 んでおり、担い手の育成に寄

748ha 与している。

・工期

H6～H10 費用便益費＝1.04 (試算値)※２

※１ これまで19地区が完了しているが、最初に完了した地区が平成10年

度であることから、事業評価（完了後評価：完了後５年を経過した地

区が対象）を実施した地区は２地区のみとなっている。



※２ 完了地区の費用対効果（B/C）の分析は平成15年度から試行的に実施

されている。

○国営事業として、事業実施に必要な費用を機動的・集中的に投資する

ことにより、より広域かつ総合的な整備を短期間に行い、早期に事業効

果が発現している。

○本政策手段を展開するにあたり、政策目標の達成に資する、又は、国

民の価値観の多様化に対応する新たな取組を行っている。

例えば、Ａ地区においては、ほ場の地下に埋設したパイプによるかん

がい及び排水を行うことにより、適宜適切な地下水位の調節が可能とな

るとともに、当該施設が目詰まりしにくくなったことで施設の耐用性も

増している。

また、Ｃ地区（一般型）においては、豊かな自然環境に配慮し、水辺

環境のネットワーク化を図るとともに、地域特有の山居集落が形づくる

景観に配慮し、地区内の屋敷林、河畔林を極力保全することとしている。

このようなあらたな取組は、地区外からも多数の見学者が訪れるなど

大きな注目を浴びている。

さらに、Ｄ地区（一般型）においては、事業実施によるほ場の大区画

化を契機として地区内外に跨る農事組合法人が設立され、新たな営農の

形が確立されている。

このように、本政策手段は新たな取組を積極的に取り入れるとともに、

広い範囲にわたって新しい営農が導入されることにつながることから、

周辺地域に対するインパクトが非常に大きい。

(1)必要性 ①優良農地の確保の必要性

評 「食料・農業・農村基本計画」（H17.3）においては、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

価 内農業の生産性の向上と食料供給力の確保を図るため、面的なまとまり

を重視した農地の利用集積の加速化や、担い手の育成・確保の契機とな

結 る大区画化等の基盤整備を推進する必要があるとされている。

本政策手段は、広域にわたる計画的な生産基盤の整備・土地利用の整

果 序化を行い、地域の活性化に資するものであり、上記政策目標の達成の

ために必要である。

【国営農地再編整備と都道府県営ほ場整備との比較】

 事 業 工 期 8.8  年 8.8  年

 単年度施工量 105.0  ha 13.2  ha

※H17実施地区の１地区当たりの平均値の比較

国営農地
再編整備

都道府県営
ほ場整備



②農業構造の改革推進の必要性

望ましい農業構造を実現するためには、意欲ある担い手が活躍できる

条件整備を推進し、農業の構造改革を加速化する必要がある。

本政策手段は、実施に先立つ集落等における話し合いを通して地域農

業のあり方、地域活性化の方向等について合意を得る機会を提供すると

ともに、ほ場の物理的条件の改善と併せて、土地利用の整序化を図るこ

とができる。さらに、事業と併せて各種の構造改革推進施策を実施する

ことにより、地域農業の構造改革を促すことができることから、上記政

策目標の達成のために必要である。

③緊急性の有無

ＷＴＯ農業交渉や経済連携協定交渉の進展、農業従事者の高齢化・減

少等に伴う耕作放棄地の増加など、農業を取り巻く社会経済情勢は急激

に変化している。これらの変化に的確に対応し、我が国農業の持続的発

展を図るためには、農地の整備と担い手への農地の利用集積を強力に推

進し、農業構造の抜本的再編を図ることが急務となっている。

また、平成27年の食料自給率目標の達成に向け、水田の汎用化や畑

地の整備を着実かつ計画的に推進することが必要となっている。

このようなことから、本政策手段による農業基盤の整備を早急に行う

ことが必要である。

④国営で実施する必要性

中山間地域は国土の約７割を占め、国土・環境保全上極めて重要であ

るとともに、耕地面積、総農家数、農業算出額で全国の約４割を占め、

我が国の食料供給の重要な部分を担っている。しかしながら、地形・地

理的条件が悪く、経営規模の零細性、機械化の限界等から農業生産性は

総じて平地地域に比べて低い状態にあることから、担い手がなかなか育

たない状況にあり、耕作放棄地率についても13.1％と、平地地域の5.6

％に比べ高い値となっている。

このような状況を踏まえ、条件の劣る中山間地域において意欲ある担

い手が活躍できる農業生産条件の整備を国みずからが先導的に行い、適

切な農業生産活動の維持を図ることにより、多面的機能を確保するとと

もに地域の活性化を図ることが必要である。

(2)有効性 ○本施策により整備された農地は約16,300haであり、「優良農地の確保

・保全」の目標値に対する割合は0.4％となっているが、本政策手段を

契機として設立された農事組合法人が、複数の集落にまたがる農地を一

括管理する「一団地一農場」の構築や、事業実施地区外の農地を含めた

集落営農体制が組織された事例が見られる。

また、「基盤整備による担い手への農地利用集積の促進」の目標値で

ある20％に対しても28.5％と目標を達成している。

このように、基盤整備を契機に土地利用及び生産を合理化し、効率的



かつ収益性の高い経営の実現を図る試みがなされていることから、有効

な手段と考えられる。

また、本政策手段により整備された農地においては作付けされていな

い農地の割合が低くなっており、耕作放棄地の発生抑制にも有効な手段

であると考えられる。

○農地は作物生産の基礎であり、食料の安定供給の確保を図るためには、

生産に即したほ場条件の整備が必要不可欠である。

畑作物の生産振興に資する水田の畑地への転換あるいは畑地かんがい

施設が整備された農地の新たな造成を行う本施策は、生産基盤整備以外

の他の事務事業が代替できない基礎的な条件整備としての重要な役割を

担っている。

更に、農地の整備に際しては、土地・水の利用等に関する複雑な権利

関係の調整を伴うなど農業者個人による対応は非効率であることから、

本施策による実施が有効である。

○本政策手段は国が主体となって広範な地域を対象に事業を実施するも

のであり、地域一帯の土地利用形態や営農形態が短期間のうちに一変す

ることから、本政策手段は地区内だけでなく地区外に対しても大きなイ

ンパクトを与え、大きな効果を有する。

(3)効率性 ○費用と効果との関係に関する分析

本政策手段は、事業実施前の段階において、費用対効果分析を実施し、

効用が費用を上回っていることを確認するとともに、事業計画の策定、

工事施工に際しては、最も経済的なものとなるよう比較検討した上で決

定していることから、効率性が確保されている。

また、これまで実施した完了後評価においても、完了後も効果が発現

されているとの評価を受けており、平成15年度より試行として実施さ

れている完了地区の費用対効果（B/C）の分析結果においても、当初計

画の費用対効果1.16に対して1.04となっており、物価変動による事業費

の増加と農産物価格の低迷等もあり効果発現が低くなっているものの、

その効果が発現されていることが確認されている。

一方、事業予算の執行においては、毎年、繰越が発生している。この

原因は、本施策が権利関係の複雑な個人の土地や公共用地等を一体的に

整備するという性質のため、地元調整が難航したことや、予期せぬ埋蔵

文化財の出現により発掘調査等に時間を要したためであり、やむを得な

いものと考えるが、事業実施にあたっては県、市町村、地元農家の方々

と連携のもと、効率的な事業執行に努める必要がある。

なお、事業実施中においては、計画手法の見直しや建設副産物の再利

用等、事業コストの縮減を図っており、平成15年度は工事費の5.1％、



平成16年度は工事費の6.5％の縮減実績を上げている。

(4)その他

(公正性､優先性等)

政策手段の改善の ○本政策手段は平成元年度から24地区において、約16,300haの整備を

必要性、その内容 実施してきたが、このうち一般型については、国が全国的な視点から先

及びその理由 導的かつモデル的に実施するという事業目的をおおむね達成したものと

して、平成11年度に新規地区の採択を中止したところである。

以降は同政策手段の成果を踏まえ、補助事業により同様の整備を継続

して行っていくこととしたものである。

○本政策手段は農業生産基盤の整備を行うものであるが、いわゆるソフ

ト事業の活用により、本政策手段の実施による効果をより一層高めるこ

とが可能となると考えられ、都道府県、市町村等関連機関との連携を更

に図る必要がある。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 中山間地域において農地が整備されることは、優良農地の確保、生産

の所見 性の向上、担い手への農地利用集積のほか、多面的機能の確保のために

も重要な意義を有しており、地形や地理的条件等の制約により農業生産

性が低く、耕作放棄地も多いことから、現時点では、国が先導的かつモ

デル的に整備を行う必要があるため、本事業のうち中山間地域型につい

ては国が一定の関与を行う必要性は認められる。

しかしながら、現在、政府において国と地方との適切な役割分担を含

めた公共事業のあり方について見直しが行われており、本事業について

も、その見直しの方向や中山間地域における農地の整備の状況を踏まえ

ながら対応する必要がある。

なお、本事業のうち一般型については当初の目的を達成したことから、

新規採択は中止し、すでに採択している分については継続して事業を実

施している。

（２）有効性

本事業は、これまでの具体的成果によると、農地の整備による優良農

地の確保、生産性の向上、担い手への農地利用集積等が実現しているこ

とから、その有効性が認められる。

（３）効率性

本事業は、これまでも事業実施前に費用便益分析を行うほか、計画手

法の見直し等による事業コストの縮減を図るなど一定の効率性が認めら



れる。

しかしながら、厳しい財政事情を踏まえ、一般競争入札など効率的な

入札方式の導入の拡大等コスト縮減の努力を一層推進するとともに、ソ

フト事業との連携を一層強化するなど、効率性の改善が必要である。

なお、本事業のうち一般型については、既に採択している分について、

早期に事業を完了するよう一層努力する必要がある。

（４）総括所見

（効率性の改善）

本事業のうち中山間地域型については、優良農地を確保等するために

も重要であるが、農業生産性が低く、耕作放棄地も多いことから、国が

関与する一定の必要性は認められる。

しかしながら、現在、政府において、国と地方との適切な役割分担を

含めた公共事業のあり方について見直しが行われており、本事業につい

ても、その見直しの方向に沿って対応する必要がある。

また、有効性や一定の効率性も認められるものの、厳しい財政事情を

踏まえ、一般競争入札など効率的な入札方式の導入の拡大等コスト縮減

の努力を一層推進するとともに、ソフト事業との連携を一層強化するな

ど、効率性の改善が必要である。

なお、本事業のうち一般型については、既に採択している分について、

早期に事業を完了するよう一層努力する必要がある。

評価会委員の意見 ○ほ場整備の意義・効果については、堂々とアピールすべきである。競

争力向上の観点から、高水準の耕地基盤整備が重要である。労働費が半

減するなどまさにイノベージョンであり、技術開発と二本立てで推進し

ていくべきである。

○国営で整備されたほ場が転用されていることはないか。少しの悪い事

例で国民の不信を招かないように説明していくべきである。（立花委員）



現 況

実施後

国営農地再編整備事業のイメージ（一般型）


