
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

17
　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1,423地区、詳細調査103地区）の実
施により、優良農地の確保・保全等に寄与。

農村振興対策調査等民間団体
委託費のうち耕作放棄地防止適
正管理実証化事業委託

44
　地域における耕作放棄地解消事例の収集・分析の実
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
5,659

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。

国営干拓事業費
6,722

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
15,738
の内数

　着実な事業の実施（9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
1,532

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
43,802
の内数

　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。

経営体育成基盤整備事業費補
助

74,600
の内数

　着実な事業の実施（918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
35,033
の内数

　着実な事業の実施（393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
13,459
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。

防災ダム事業費補助
2,329

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。

ため池等整備事業費補助
20,792
の内数

　着実な事業の実施（899地区）により、優良農地の確
保・保全等に寄与。

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

耕作放棄地の発生抑制等と農地の保全及び有効利
用を図るため、地域農業者が安易に農地を管理でき
る方策を検討

大規模な地すべり防止施設の整備（目標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②、③）

洪水調節ダム等の整備（目標③）

平成19年度政策の実績評価（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

区画整理及び開畑等による広範な農地整備（目標
②、③）

緑資源機構によるほ場、農道等の一体的整備（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）

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）

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）

優良農地の確保・
保全

老朽化ため池等の整備（目標③）

干拓又は埋め立てによる農地造成（目標③）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

湛水防除事業費補助
16,467
の内数

　着実な事業の実施（188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
5,981

の内数
　着実な事業の実施（263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 3,948
　着実な事業の実施（98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
2,446

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。

公害防除特別土地改良事業費
補助

1,595
　着実な事業の実施（38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
3,656

の内数
　着実な事業の実施（33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
2,388

の内数
　着実な事業の実施（21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

5,861
　着実な事業の実施（5,915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 1,619
　着実な事業の実施（5,713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

8
　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

305
　着実な事業の実施（132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

156
　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。

湛水被害防止のための農業用排水施設の整備（目
標③）

農地の侵食防止等のための排水路等の整備

地すべり防止施設の整備（目標③）

被災した地すべり防止施設の早期復旧

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）

水質汚濁防止のための農業用用排水施設の整備
（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）

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

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

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

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）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

土地改良調査計画費
7,140

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。

土地改良融資事業等指導監督
費補助

816
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

1,503
　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。

農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金のうち「生産基盤の整
備」

34,088
の内数

　着実な事業の実施（714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132億円を融資。

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

－ －

土地改良法 － －

地すべり等防止法 － －

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

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

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

農業農村整備事業の実施に係る各種業務を効率的
かつ効果的に実施するための情報システム及び通信
ネットワークの整備・保守・運用（目標②、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）

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）

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）

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

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）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

－ －

農山漁村の活性化のための定
住等及び地域間交流の促進に
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）

－ －

所得税、法人税 － －

不動産取得税 － －

不動産取得税 － －

不動産取得税 － －

固定資産税、都市計画税 － －
地方税法第348条②二、第702条の２②
(独)緑資源機構が行う特定中山間保全整備事業の
用に供する固定資産に係る非課税

農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地
域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活
環境施設、地域間交流のための施設の整備を促進
し、農山漁村の活性化に寄与（目標②、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

租税特別措置法第37条、第37条の4、第65条の7、第
65条の8、第65条の9、第68条の78、第68条の79、第
68条の80
特定の事業用資産の買換え・交換の場合の課税の
特例措置（目標③）

地方税法附則第11条③
農業振興地域の整備に関する法律に基づく市町村
長の勧告等により農用地区域内の土地を取得した場
合の課税標準の特例

地方税法第73条の4①
（独）緑資源機構が行う特定中山間保全整備事業の
用に供する不動産を取得した場合の非課税

地方税法附則第10条⑤
（独）緑資源機構が行う農用地総合整備事業の用に
供する不動産を取得した場合の非課税

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

固定資産税、都市計画税 － －

不動産取得税、特別土地保有
税

－ －

不動産取得税、特別土地保有
税

－ －

畑地帯総合土地改良パイロット
事業費

37
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
5,659

の内数
　着実な事業の実施（6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
15,738
の内数

　着実な事業の実施（9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

74,600
の内数

　着実な事業の実施（918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
35,033
の内数

　着実な事業の実施（393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
13,459
の内数

　着実な事業の実施（6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 12,530
　着実な事業の実施（120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 6,040
　着実な事業の実施（188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

11,959
　着実な事業の実施（243地区）により、担い手への農地
利用集積等に寄与。

地方税法附則第14条①
(独)緑資源機構が行う農用地総合整備事業の用に供
する固定資産に係る非課税

地方税法第73条の6①、第587条、第603条
（独）緑資源機構が農用地総合整備事業の用に供す
る換地の取得等に対する不動産を取得した場合の非
課税

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）

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

地方税法第73条の6①、第587条、第603条
（独）緑資源機構が特定中山間保全整備事業の用に
供する換地の取得等に対する不動産を取得した場合
の非課税

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）

② 基盤整備による担
い手への農地利用
集積の促進

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）

農道の新設、改良

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）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

土地改良調査計画費
7,140

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

816
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

75
　農地関連地理情報の提供（43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（16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

2,222
　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（40道府県）。順次、供用開始。

農業農村整備等情報化推進調
査費

1,503
　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。

農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金のうち「生産基盤の整
備」

34,088
の内数

　着実な事業の実施（714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（822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132億円を融資。

土地改良法 － －

農山漁村の活性化のための定
住等及び地域間交流の促進に
関する法律

－ －

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）

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）

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

農業農村整備事業の実施に係る各種業務を効率的
かつ効果的に実施するための情報システム及び通信
ネットワークの整備・保守・運用（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）

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

農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地
域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活
環境施設、地域間交流のための施設の整備を促進
し、農山漁村の活性化に寄与（目標①、③）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

所得税、法人税 － －

所得税 － －

所得税 － －

所得税、法人税 － －

所得税、法人税 － －

所得税、法人税 － －

法人税 － －

国営かんがい排水事業費 214,314
　着実な事業の実施（143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

37
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
5,659

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。

国営干拓事業費
6,722

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
1,532

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。

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

租税特別措置法第33条の4、第65条の2、第68条の
73
収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除

租税特別措置法第34条の3、第65条の5、第68条の
76
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場
合の譲渡所得の特別控除

租税特別措置法第37条の6、第65条の10、第68条の
81
特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税
の特例

租税特別措置法第65条、第68条の72
換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特
例

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）

租税特別措置法第33条、第64条、第68条の70
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特
例
租税特別措置法第33条の2
交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特
例
租税特別措置法第33条の3
換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特
例

区画整理及び開畑等による広範な農地整備（目標
①、②）

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）

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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
43,802
の内数

　着実な事業の実施（23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
15,738
の内数

　着実な事業の実施（9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 31,641
　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。

基幹水利施設ストックマネジメン
ト事業費補助

4,000
の内数

　着実な事業の実施（193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
35,033
の内数

　着実な事業の実施（393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
13,459
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。

防災ダム事業費補助
2,329

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。

ため池等整備事業費補助
20,792
の内数

　着実な事業の実施（899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
16,467
の内数

　着実な事業の実施（188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
5,981

の内数
　着実な事業の実施（263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
2,446

の内数
　着実な事業の実施（44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
3,656

の内数
　着実な事業の実施（33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
2,388

の内数
　着実な事業の実施（21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

305
　着実な事業の実施（132地区）により、優良農地の確
保・保全等に寄与。

基幹的な農業水利ストックの効率的な更新・保全管
理を実施

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）

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）

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）

老朽化ため池等の整備（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）

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）

農業用用排水施設の整備

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）

湛水被害防止のための農業用排水施設の整備（目
標①）

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）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

土地改良調査計画費
7,140

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 3,424
　適切な維持管理の実施（467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 2,833
　適切な維持管理の実施（291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

6,744
　適切な維持管理の実施（実施見込み地区数は1644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

816
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

135
　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

313
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（16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

1,503
　農業農村整備事業の効率的、効果的な実施により、安
定的な用水供給機能の確保等に寄与。

農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金のうち「生産基盤の整
備」

34,088
の内数

　着実な事業の実施（714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132億円を融資。

土地改良法 － －

大規模な基幹的土地改良施設の維持管理

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）

農業農村整備事業の実施に係る各種業務を効率的
かつ効果的に実施するための情報システム及び通信
ネットワークの整備・保守・運用（目標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

用排水施設の高度な管理運用への対応を図るため
水管理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

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）

基幹的土地改良施設の維持管理

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）

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）

土地改良施設の管理体制の整備
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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

農山漁村の活性化のための定
住等及び地域間交流の促進に
関する法律

－ －

所得税、法人税 － －

直轄海岸保全施設整備事業費 3,397
　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 4,050
　着実な事業の実施（105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

371
　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 312
　着実な事業の実施（11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

155
　着実な事業の実施（21地区）により、農地海岸の保全
等に寄与。

海岸事業調査費 23
　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 － －

農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地
域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活
環境施設、地域間交流のための施設の整備を促進
し、農山漁村の活性化に寄与（目標①、②）

④ 農地海岸の保全・
海辺の再生

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

津波又は高潮発生時における人命の優先的な防護

租税特別措置法第37条、第37条の4、第65条の7、第
65条の8、第65条の9、第68条の78、第68条の79、第
68条の80
特定の事業用資産の買換え・交換の場合の課税の
特例措置（目標①）
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