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平成18年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：農村振興局農村政策課

【施策名】

農地 、農業用水等の整備・保全 政策体系上の位置付け Ⅴ－⑨

【施策の概要＜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。

【施策に関する目標】

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

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

99% （Ａ）

・優良農地の減少傾向に歯止めをかける ※

（平成21年度 405万ha） 406万ｈａ 407.5万ｈａ － （－）

・被害の発生するおそれのある農用地を減少さ

せる（平成19年度 延べ76万ha） 81万ｈａ 81.1万ｈａ 99% （Ａ）

※ 平成 17年度実績値の 407万 haについては 2005年農林業センサス（農山村地域調査）をもとに算定した推
計値であり、平成 18 年度については農業資源調査による実績値を使用しているため、値が連続しないことか
ら、今年度はランク付けを行わないこととする。

＜目標に関する分析結果＞

優良農地の確保については、社会経済情勢等により転用等が減少傾向にあること等から、優良な農地の減少傾向

に一定の歯止めがかかったと考えられる。しかしながら耕作放棄地注１については、全体として発生が鈍化する傾向

がみられるものの、農用地区域内の耕作放棄地面積は 15万 3千 haとなっている。
被害の発生するおそれのある農用地については、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・財産の安全が着実に確保されたものと

考えられるが、台風や集中豪雨等による災害被害が近年は大規模化、広域化しており、効果的な防災・減災対策の

更なる促進が必要となっている。

＜改善・見直しの方向性＞

平成 17 年 11 月に変更された国の基本指針に基づき、優良な農地を良好な状態で維持・保全しつつ、その有効利
用を図るため、都道府県基本方針に基づく市町村整備計画の変更を着実に推進する必要がある。そのためには、農

振制度等の適切な運用や農地パトロールなど耕作放棄地注１の発生防止等の諸施策を通じた取組が計画的に行われる

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、今後、助言等を行うこととする。

更に、耕作放棄地解消に向けた取組として市町村毎に「遊休農地解消計画」を策定するように働きかけるととも

に、耕作放棄率の高い市町村（250市町村程度）に対しては、重点指導市町村として現地調査等を実施することとし
ている。

また、今後とも着実に防災・減災対策を推進し、被害が発生するおそれのある農用地を減少にさせるためにも、

地域住民の安全にも寄与するハード整備、防災施設の管理体制の強化や地域住民への啓発活動等に資する防災情報

網やハザードマップの整備等のソフト対策が不可欠である。今後、これらのハード整備・ソフト対策が一体となっ

た防災対策を広域的に実施すること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こととする。

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

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

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に対する、意欲と能力のある経 20ポイント 18ポイント 90% （Ａ）

営体に利用集積された農地面積の割合の増加

（毎年度 20ポイント以上の増加を確保する）

＜目標に関する分析結果＞

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、

経営規模の拡大が可能となったことにより、担い手への農地の利用集積が図られたものである。
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＜改善・見直しの方向性＞

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、担い手に農地の利用集積を図り、

農業の生産性の向上と食料供給力の確保を図ることとする。そのためには、今後も担い手の育成・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り、着実に担い手への農地の利用集積を推進する。これ

に加えて、さらなる効率的かつ効果的な営農活動の実現に向けて面的なまとまりを重視した集積の取組を推進する

こととする。

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

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

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
注３
約４万５千kmのうち、各年度ご

とに機能低下のおそれのある基幹的農業用用排水路
注３

9,982km 9,652km 97% （Ａ）

の機能を確保する。

（毎年度 各年度ごとに機能低下のおそれのある基

幹的農業用用排水路注３の機能を確保）

＜目標に関する分析結果＞

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。

また、約 329km 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・見直しの方向性＞

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、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ストックマネジメント施策を平成 19 年度から本格的に導入
するとともに、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こととする。

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、海岸保全施設注４

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

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

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 97% （Ａ）

海辺のうち回復可能な海辺の再生延長

津波･高潮：2.2万haに減少

（基準：平成14年度 3.5万ha 2.47万ｈａ 2.51万ｈａ 96% （Ａ）

→ 目標：平成19年度 2.2万ha）

地震：6,700haに減少

（基準：平成14年度 8,200ha 7,000ｈａ 7,000ｈａ 100% （Ａ）

→ 目標：平成19年度 6,700ha）

海辺の再生：53kmに増加

（基準：平成14年度 40km 50.2km 49.6km 94% （Ａ）

→ 目標：平成19年度 53km）

＜目標に関する分析結果＞

農地海岸については、平成 18 年度から関係省庁が連携して、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するとともに、海岸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地域や環境に配慮すべき地域を着実に整備してきたところであり、効果的な施策の

推進が図られたものと考える。
＜改善・見直しの方向性＞

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注５に基づき、計画的に事

業を実施しているところであるが、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お

り、これまでのハード対策に併せてハザードマップ作成支援等のソフト対策を推進する。また、我が国周辺におい

て大規模地震の逼迫性が指摘されており、干拓地等の低平地は地震により防護施設が崩壊すれば甚大な被害となる

ことから、平成 19年度に創設した海岸耐震対策緊急事業により耐震化を重点的に推進することとする。
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【施策に関する評価結果】

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、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 18 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。

今後とも、改善・見直しの方向性を踏まえた施策の見直し、既存制度のより一層の適切な運用等効果的な施策の

推進に努めてゆくこととする。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】

関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）

第 166 回国会施政方針演 H19.1.26 地域の主要な産業である農業は、新世紀の戦略産業として、大きな

説 可能性を秘めています。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。「おいしく、安全な日本産品」の輸出を二〇一三

年までに一兆円規模とすることを目指すとともに、都市と農山漁村と

の交流の促進など、農山漁村の活性化に取り組みます。

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・農村基本計 H17.3.25 第３の２の（３）農地の有効利用の促進

画 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 H17.11.15 農用地区区域の農地面積

る基本指針（農振法第３ 407万 ha（平成 17年）→ 404万 ha（平成 27年）
条の２）

土地改良長期計画注２ H15.10.10 ・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 の農地に対する安定
的な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・安心な地域社会の形成への貢献

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（平成 14年度）→約 76万 ha（平成 19年度）
社会資本整備重点計画注５ H15.10.10 ・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（平成 14年度）→約 10万 ha（平成 19年度）
・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地域の

解消

約 13,000ha（平成 14年度）→約 10,000ha（平成 19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

平成 19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

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】

優良農地の確保、特に耕作放棄地注１の解消は喫緊の課題であり、望ましい農業構造を確立するためにも不可
欠である。したがって、優良農地である農振農用地区域内に含まれている耕作放棄地注１については、その発生
状況等について速やかに的確な把握を行うとともに、効果的な解消・発生防止策を講じるべきである。また、
生産性の向上や食料供給力の確保を図るため、農業生産基盤の整備を通じた担い手への農地の利用集積を引き
続き推進する必要がある。
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【政策評価会委員の意見】

・ 基盤整備は、まさに農業が産業としてテイクオフするための、民間で言えば企業の工場の設備投資
に当たるものであり、そういった位置付けの下に取り組むべきである。（立花委員）

・ 基盤整備の中でも、畦畔の除去など簡易な手法も含め、より多様でコストのかからない手法を普及させ、
基盤整備を契機とした面的集積が進むことを期待する。（立花委員）

・ 耕作放棄地に関する問題は、事態が深刻であることから、できれば現地調査等を通じた中で、より積極的
な取組方法を考えて欲しい。（八木委員）

・ 耕作放棄地の全てを解消するのは現実的には無理なところもあるので、本当に優良農地として面的に整備
して残すべきところと、そうではないところを整理して対処していく方が分かりやすいのではないか。（永石
委員）
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（別紙）

１ データ、資料等

目標①優良農地の確保・保全

＜目標設定の考え方＞

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。

このため、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」、土地改良

事業に関する基本的な方針である「土地改良長期計画注２」に基づき、優良農地の確保・保全については以下のとお

り目標値を設定する。

・優良農地の減少傾向に歯止めをかける

優良農地である農業振興地域の農用地区域内農地面積を指標

407万ｈａ（平成 17年度)→ 405万ｈａ（平成 21年度)
※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年度の中期にあたる平成 21年度としている。

・被害の発生するおそれのある農用地を減少させる

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(平成 14年度)→約 76万ｈａ（平成 19年度)

＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）

（優良農地の減少傾向に歯止めをかける）

統計部の農業資源調査結果により把握。

（被害の発生のおそれのある農用地を減少させる）

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。

＜目標達成状況の判定方法＞

農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

指標ア：優良農地の減少傾向に歯止めをかける

（達成率の計算方法）

・達成率=(当該年度実績値－当該年度すう勢値)÷(当該年度目標値－当該年度すう勢値)× 100

指標イ：被害の発生するおそれのある農用地を減少させる

（達成率の計算方法）

・達成率=（平成 14 時点の実績値－当該年度の実績値)÷(平成 14 時点の実績値－当該年度の目標値)×

被害発生のおそれのある農用地面積
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100

（目標達成度合の計算方法）

達成度合（％）=（指標アの達成率＋指標イの達成率)÷２

目標②基盤整備による担い手への農地利用集積の促進

＜目標設定の考え方＞

食料・農業・農村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、新たな食料・農業・農村基本計画の付属資料である「農業構造の展望」において、

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。

と具体的に示されているところである。

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。

このため、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ことを目標値として設定する。

＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）

事業の実施を契機として意欲との能力のある担い手への農地利用の集積が新たになされた面積を調査、

把握。

＜目標達成状況の判定方法＞

農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）

・達成率=（基盤整備事業の目標年度までの農地利用集積率の増加分)÷(農地利用集積率の増加分の目標
値)× 100

（本年度の目標達成度合）

90％=18÷ 20× 100

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

＜目標設定の考え方＞

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。

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

農地利用集積
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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。

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注３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ことを数値的に表す指標として基幹的農業用排水路注３延長を目標として

設定する。
＜目標値と実績値の推移＞

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。

（把握の方法）

平成 13 年度末時点における基幹的農業用用排水路注３延長約４万５千キ km であり、このうち耐用年数を
超過した基幹的農業用用排水路注３延長について、適切な管理と更新整備により用水供給機能等が適切に確

保されているか否かについて調査、把握。

＜目標達成状況の判定方法＞

農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）

・達成率=(当該年度の実績値（耐用年数を超過した基幹的な水路のうち適切な管理により維持されてい
る水路の延長）)÷(当該年度の目標値（耐用年数を超過した基幹的な水路の延長）)× 100

（本年度の目標達成度合）

97％=9,652÷ 9,981× 100

目標④農地海岸の保全・海辺の再生

＜目標設定の考え方＞

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注４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

災害による被害が依然として多く、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、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するための社会資本整備重点計画注５において定

められた指標（海岸関係省庁及び河川事業の合同指標））に基づき、農地海岸においては、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

設定する。

・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農地等の減少

3.5万 ha(平成 14年度) → 2.2万 ha(平成 19年度)
・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減少

約 8,200ha(平成 14年度) → 約 6,700ha(平成 19年度)
・失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の海辺の中で再生した海辺の延長

40km（平成 14年度）→ 53km（平成 19年度）

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。

＜目標値と実績値の推移＞

基幹的水路
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（把握の方法）

平成 14年度末時点の全国調査を基準に海岸事業の実施等による各指標の達成状況を把握、集計。

＜目標達成状況の判定方法＞

農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

指標ア：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の減少

（達成率の計算方法）

・達成率=(平成 14時点の実績値－当該年度の実績値)÷(平成 14当時の実績値－当該年度目標値)× 100

指標イ：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減少

（達成率の計算方法）

・達成率=(平成 14時点の実績値－当該年度の実績値)÷(平成 14当時の実績値－当該年度目標値)× 100

指標ウ：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

（達成率の計算方法）

・達成率=(当該年度の実績値－平成 14 時点の実績値)÷(当該年度の目標値－平成 14 時点の実績値)×
100

（目標達成度合の計算方法）

達成度合（%)=(指標アの達成率＋指標イの達成率＋指標ウの達成率)÷３

（本年度の目標達成度合）

97％=（96％（指標ア）＋ 100％（指標イ）＋ 94％（指標ウ））÷３

２ 用語解説

注１．耕作放棄地

耕作放棄地とは、農林業センサスにおいて「過去１年以上作付けをせず、この数年の間に再び耕作

津波・高潮による災害から一定水準の安全性が
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する意思のない土地」と定義されている統計上の用語である。

注２．土地改良長期計画

土地改良法の規定により、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議

会の意見を聴いた上で計画案を作成し閣議決定。

計画期間は、五年を一期とし、土地改良事業の実施の目標及び事業量を決定。

注３．基幹的農業用用排水路

基幹的農業水利施設は、その施設の受益面積が 100ha 以上存在する施設と定義している。用水路に
関しては、用水を 100ha 以上の農地に配水する水路であり、排水路であれば 100ha 以上の排水を集め
て処理する水路が基幹的水路となる。

注４．海岸保全施設

都道府県知事が防護すべき海岸として指定する「海岸保全区域」内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、

離岸堤、砂浜（指定したものに限る）その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設で

ある。

注５．社会資本整備重点計画

社会資本整備重点計画とは、国土交通省が所管する９つの事業分野計画（道路・交通安全施設・空

港・港湾・都市公園・下水道・治水・急傾斜地・海岸）を１本化したもので、事業内容を(1) 環境(2)
暮らし(3)安全(4)活力に大別しており、達成目標を従来の「事業費」から「達成される成果に転換。
環境関連では、二酸化窒素の環境基準達成率を 2007 年度に約 80%に向上、失われた自然の水辺を同約
20%再生するなどの目標が掲げられている。計画期間は 2003年度から 2007年度。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20070402press_1b.pdf



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地
方公共団体委託費のう
ち農用地適正利用推進
分析調査委託

－ 21

地域の違反転用実態及び是
正手法等についての調査・
分析（基本調査1,389地区、
詳細調査115地区）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

－
9,424
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 －
9,999
の内数

　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。

緑資源機構事業費補助 －
16,027
の内数

　着実な事業の実施（８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

－
1,800
の内数

　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。

国営総合農地防災事業
費

－
44,290
の内数

　着実な事業の実施（27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

－
80,010
の内数

　着実な事業の実施（1,022
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

－
37,590
の内数

　着実な事業の実施（426地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

優良農地の確
保・保全

①

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）

干拓又は埋め立てによる農地造成
（目標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）

区画整理及び開畑等による広範な農
地整備（目標②、③）

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）

違反転用への効率的かつ効果的な
対応を図るための、地域の違反転用
の実態及び是正手法等に関する調査
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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

諸土地改良事業費補助 －
9,011
の内数

　着実な事業の実施（15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 －
2,287
の内数

　着実な事業の実施（44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

－
24,715
の内数

　着実な事業の実施（983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 －
16,157
の内数

　着実な事業の実施（200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

－
5,781
の内数

　着実な事業の実施（301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

－ 5,390
　着実な事業の実施（123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

－
2,630
の内数

　着実な事業の実施（43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

－ 1,200
　着実な事業の実施（17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

－
3,379
の内数

　着実な事業の実施（32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

－
1,784
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。

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

老朽化ため池等の整備（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）

湛水被害防止のための農業用排水
施設の整備（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）

地すべり防止施設の整備（目標③）
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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 － 53
　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。

直轄地すべり防止施設
災害復旧費

－ 13 該当なし

農業用施設災害復旧事
業費補助

－ 5,544
　着実な事業の実施（10,326
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

－ 1,471
　着実な事業の実施（8,995）
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

－ 9
　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。

直轄地すべり対策災害
関連緊急事業費

－ 22 該当なし

農業用施設等災害関連
事業費補助

－ 729
　着実な事業の実施（23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

－ 171 該当なし

土地改良調査計画費 －
13,780
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

－ 37

　農業農村整備に関する調
査の実施（10地区）により、優
良農地の確保・保全等に寄
与。

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

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

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

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）

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

緊急に行う地すべり防止工事の早期
施工

⑨－12



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

－
801

の内数

　融資事業等に関する指導
等の実施（47都道府県等）に
より、優良農地の確保・保全
等に寄与。

農業農村整備等情報化
推進調査費

－ 1,344

農業農村整備事業の効率
的、効果的な実施により、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」

－
41,526
の内数

　着実な事業の実施（807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144億円を融資。

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

－ － －

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

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）

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）

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

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

公共事業支援システム最適化計画に
基づく既存システムの改修及び積算
システムのオープン化等（目標②、
③）
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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

－
1,675
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。

国営農地再編整備事業
費

－
9,424
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 －
16,027
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。

経営体育成基盤整備事
業費補助

－
80,010
の内数

　着実な事業の実施（1,022
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

－
37,590
の内数

　着実な事業の実施（426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）

租税特別措置法第３７条第１項、第６
５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

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）

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）

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

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

② 基盤整備による
担い手への農地
利用集積の促進
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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

諸土地改良事業費補助 －
9,011
の内数

　着実な事業の実施（15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

－ 14,317
　着実な事業の実施（122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

－ 7,136
　着実な事業の実施（212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

－ 14,674
　着実な事業の実施（302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 －
13,780
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

－
801

の内数

　融資事業等に関する指導
等の実施（47都道府県等）に
より、担い手への農地利用集
積等に寄与。

農村振興対策民間団体
事業推進費補助金のう
ち農村振興支援総合対
策事業

－ 93

農地関連地理情報の提供
（46道府県等）により、担い手
への農地利用集積等に寄
与。

農村振興対策民間団体
事業推進費補助金のう
ち戦略的畑地農業振興
支援事業費

－ 100
　着実な事業の実施（13地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

農村振興対策民間団体
事業推進費補助金のう
ち水土里情報利活用促
進事業

－ 2,400

地図情報データベースを都
道府県単位のまとまりで整備
中（34道府県）。順次共用開
始。

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
①、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、
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）

農道の新設、改良

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

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及び提供
等や農地情報の整備・活用による効
果等の普及・啓発、技術的な指導・助
言

畑地農業の振興の方向性が明らかに
されている地域における産地育生の
ための支援（目標③）

農地や水利施設等に関する地図情報
データベースを都道府県単位のまと
まりで整備
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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

農業農村整備等情報化
推進調査費

－ 1,344

農業農村整備事業の効率
的、効果的な実施により、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」

－
41,526
の内数

　着実な事業の実施（807地
区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

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（882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144億円を融資。

土地改良法 － － －

国営かんがい排水事業
費

－ 197,483
　着実な事業の実施（145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

－
1,675
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。

国営農地再編整備事業
費

－
9,424
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 －
9,999
の内数

　着実な事業の実施（２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

－
1,800
の内数

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

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

大規模な地すべり防止施設の整備
（目標①）

干拓又は埋め立てによる農地造成
（目標①）

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）

区画整理及び開畑等による広範な農
地整備（目標①、②）

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）

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）

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）

公共事業支援システム最適化計画に
基づく既存システムの改修及び積算
システムのオープン化等（目標①、
③）
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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

国営総合農地防災事業
費

－
44,290
の内数

　着実な事業の実施（27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
水事業費補助

－ 9,195
　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。

緑資源機構事業費補助 －
16,027
の内数

　着実な事業の実施（８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

－ 27,463
　着実な事業の実施（391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

－ 2,602
　着実な事業の実施（71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

－
37,590
の内数

　着実な事業の実施（426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 －
9,011
の内数

　着実な事業の実施（15地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

防災ダム事業費補助 －
2,287
の内数

　着実な事業の実施（44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

－
24,715
の内数

　着実な事業の実施（983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 －
16,157
の内数

　着実な事業の実施（200地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

農業用用排水施設の機能維持に必
要な補修

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）

緑資源機構によるほ場、農道等の一
体的整備（目標①、②）

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

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、
②）

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）

洪水調節ダム等の整備（目標①）

湛水被害防止のための農業用排水
施設の整備（目標①）
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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

地すべり対策事業費補
助

－
5,781
の内数

　着実な事業の実施（301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

－
2,630
の内数

　着実な事業の実施（43地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

地盤沈下対策事業費補
助

－
3,379
の内数

　着実な事業の実施（32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

－
1,784
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。

農業用施設等災害関連
事業費補助

－ 729
　着実な事業の実施（23地
区）により、優良農地の確保・
保全等に寄与。

土地改良調査計画費 －
13,780
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 － 2,304
　適切な維持管理の実施（96
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

－ 2,235
　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

－ 2,771

　適切な維持管理の実施
（278地区）により、安定的な
用水供給機能の確保等に寄
与。

大規模な基幹的土地改良施設の維
持管理

地すべり防止施設の整備（目標①）

基幹的土地改良施設の維持管理

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

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）

水質汚濁防止のための農業用用排
水施設の整備（目標①）

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①）
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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

土地改良施設維持管理
適正化事業費補助

－ 8,376

　適切な維持管理の実施
（1648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

－
801

の内数

　融資事業等に関する指導
等の実施（47都道府県等）に
より、安定的な用水供給機能
の確保等に寄与。

農村振興対策民間団体
事業推進費補助金のう
ち高機能型農業水利施
設支援対策事業費

－ 150

　実証調査（３地区）による高
度利用化支援システムの構
築により安定的な用水供給
機能の確保等に寄与

農村振興対策民間団体
事業推進費補助金のう
ち土地改良施設機能更
新等円滑化対策事業費

－ 350
着実な事業実施により、より
円滑な土地改良施設の更
新・整備及び管理に寄与。

農村振興対策民間団体
事業推進費補助金のう
ち戦略的畑地農業振興
支援事業費

－ 100
　着実な事業の実施（13地
区）により、安定的な用水供
給機能の確保等に寄与。

農業農村整備等情報化
推進調査費

－ 1,344

農業農村整備事業の効率
的、効果的な実施により、安
定的な用水機能の確保等に
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」

－
41,526
の内数

　適切な維持管理の実施
（807地区）により、安定的な
用水供給機能の確保等に寄
与。

農業基盤整備資金 － －
　土地改良事業の実施に伴
い、総額144億円を融資。

土地改良施設の管理体制の整備

公共事業支援システム最適化計画に
基づく既存システムの改修及び積算
システムのオープン化等（①、②）

高度利用化支援システムの開発整備
及び運用に係る専門技術者の育成

基幹的施設の耐震設計にかかる調
査、簡易補修等で機能回復を適切に
行うための調査及び国有土地改良財
産に関わる権利者及び土地利用状況
調査等

畑地農業の振興の方向性が明らかに
されている地域における産地育生の
ための支援（目標②）

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）

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）

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
①、②）
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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 － － －

直轄海岸保全施設整備
事業費

－ 3,700
　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

－ 4,176
　着実な事業の実施（131地
区）により、農地海岸の保全
等に寄与。

津波・高潮危機管理対
策緊急事業費統合補助

－ 367
　着実な事業の実施（4県）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

－ 417
　着実な事業の実施（15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

－ 64
　着実な事業の実施（37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
実施により、農地海岸の保全
等に寄与。

海岸法 － － －

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

被災した海岸保全施設の早期復旧

④ 農地海岸の保
全・海辺の再生

津波又は高潮発生時における人命の
優先的な防護

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）
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