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１ 計画の政策枠組みの見直し（案）

現行計画の政策枠組み 次期計画の政策枠組み現行計画 政策枠組

■ 国民・消費者の「いのち」を守る農業・

次期計画の政策枠組み

■■ 国内農業国内農業のの体質体質をを ■■ 豊かな田園自然環境豊かな田園自然環境

（平成１５～１９年度） （平成２０～２４年度）

食料供給力の強化 地域の再生

農村の基盤づくり

1. 意欲と能力のある経営体の育成

2 総合的な食料供給基盤の強化

１．効率的かつ安定的な

経営体の育成と質の

強化し、食料の安定強化し、食料の安定
供給を供給を支える支える視点視点

を創造し、安全・安心を創造し、安全・安心
な社会の形成を図るな社会の形成を図る
視点視点

■ 「循環」を基調とした社会の構築

2. 総合的な食料供給基盤の強化
（農用地の確保と有効利用）

経営体の育成と質の

高い農地利用集積

２．農業水利施設のストッ

クマネジメントによる安

４．共生・循環を活かした

魅力ある地域の再生と

豊かな田園自然環境

の創造
3. 安定的な用水供給機能等の確保

4. 農業災害の防止と安全・安心な
地域社会の形成への貢献

クマネジメントによる安

定的な用水供給機能

等の確保

農用地の確保と有効

の創造

５．減災の観点も重視し

た農業災害の防止に

よる安全 安心な地域

■ 人と自然、都市と農村の「共生」を実現

5. 循環型社会の構築に向けた取組

３．農用地の確保と有効

利用による食料供給

力の強化

よる安全・安心な地域

社会の形成への貢献

6. 自然と農業生産が調和した豊かな
田園自然環境の創造 ■■ 農村協働力を活かし、農地、農業用水等の適切な農村協働力を活かし、農地、農業用水等の適切な

保全管理を図る視点保全管理を図る視点（横断的視点）（横断的視点）

農村協働力の形成

－１－

7. 個性ある美しいむらづくり ６．農村協働力を活かし、集落等の共同活動を通じた農
地、農業用水等の適切な保全管理



■■ 国内農業国内農業のの体質体質をを強化し、食料の安定供給を強化し、食料の安定供給を

次期計画の政策目標 対応方針（ポイント）

食料供給力の強化

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

支える支える視点視点

２．農業水利施設のストックマネジメントによる

・意欲と能力ある経営体への農地利用集積率の向上
・特に面的集積の推進
・農業生産法人等の設立

・基幹的農業用用排水施設について、適時適切な更新整備を通じて安定的な２．農業水利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

用水供給機能及び排水条件の確保を図るため、ストックマネジメントを推進

・耕地利用率の向上
・耕作放棄の発生防止と優良農地の確保
・湛水被害等の発生するおそれのある農用地面積の減少

魅

■■ 豊かな田園自然環境を創造し、安全・安心な豊かな田園自然環境を創造し、安全・安心な
社会の形成を図る視点社会の形成を図る視点 ・田園自然環境の創造の一層の推進

・生態系のネットワークの保全

地域の再生

４．共生・循環を活かした魅力ある地域の再生と
豊かな田園自然環境の創造

５．減災の観点も重視した農業災害の防止による
安全・安心な地域社会の形成への貢献

生態系のネットワ クの保全
・農村地域における良好な景観の保全
・農業集落排水汚泥リサイクルの推進
・農業集落排水処理人口の拡大

・ため池整備と連携した防災情報伝達体制やハザードマップの整備の推進

■■ 農村協働力を活かし、農地、農業用水等の農村協働力を活かし、農地、農業用水等の
適切な保全管理を図る視点適切な保全管理を図る視点（横断的視点）（横断的視点） ・多様な主体が工事の施工に直接参加する直営施工の推進

農村協働力の形成

（１）施策連携の強化

６．農村協働力を活かし、集落等の共同活動を
通じた農地、農業用水等の適切な保全管理

踏まえるべき事項
（５）情報化の推進 技術の開発

・ハードとソフトの連携強化を図り、活性化に向け、農地、農業用水等の保全管
理に係る協定に基づく地域共同活動を拡大

（１）施策連携の強化
（２）国と地方公共団体、土地改良区等の役割分担と連携強化
（３）地域の特性に応じた整備
（４）地球環境問題への対応

－２－

（５）情報化の推進、技術の開発
（６）入札契約の透明性、競争性の拡大
（７）事業評価の厳正な運用と透明性の確保
（８）工期管理とコスト縮減



政策目標 事業の実施の目標（目指す主な成果） 事業量

次期土地改良長期計画（Ｈ２０～Ｈ２４）における事業の実施の目標と事業量

食料供給力 強化

２ 次期計画の成果目標

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

意欲と能力のある経営体への農地の利用集積を条件として約○haの農地におい
て、区画整理、農業用用排水施設の整備、営農上必要な農業用道路の整備

約○ｈａの畑地において農業用用排水施設の整備

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
・約○割以上
・このうち面的集積率を約○割以上

農業生産基盤の整備地区において、新たに農業生産法人等を設立
・約○法人

基幹的農業用用排水施設に いて 適時適切な更新整備を通じて延べ約290万h の農地に

食料供給力の強化

②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

約○ｋｍの農業用用排水路と約○箇所の農業用用排水施設について機能診断を
実施

基幹的農業用用排水施設について、適時適切な更新整備を通じて延べ約290万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ため、ストックマネジメントを推進

・機能診断済みの施設の割合（再建設費ベース）
約2割（H18）→約○割（H24）

約○ｈａの水田において、区画整理や暗きょ排水等の整備による水田の汎用化

耕作放棄地の発生を防止し優良農地を確保するため 約○ｈ の農地等において

水稲と畑作物の選択的作付を可能とする基盤整備の実施により対象農地における耕地利用
率を

○％以上に向上
③農用地の確保と有効利用による食料
供給力の強化

耕作放棄地の発生を防止し優良農地を確保するため、約○ｈａの農地等において
農地、農業用水等の保全管理に係る協定に基づく地域共同活動により適切な保
全管理を図るほか、区画整理や営農上必要な農業用道路等の整備を行う

各種防災事業を約○地区で総合的に推進

・○％以上に向上
農地等の保全・整備により耕作放棄地の発生の防止を図り優良農地を確保

・約170万ｈａ（Ｈ19）→延べ約○ｈａ（Ｈ24）
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91万ha（H19）→約○ha（H24）

自然 境 創造 着

④共生 循環を活かした魅力ある地域

農村地域における田園自然環境の創造に向けた整備

・約○箇所で実施
・このうち生態系のネットワークの保全の推進を約○箇所で実施
・このうち農村地域における良好な景観の保全・創出を約○箇所で実施

農業集落排水汚泥のリサイクルを約○地区において新たに実施

田園自然環境の創造に着手
・約1,400地域（Ｈ19）→約○地域（Ｈ24）
・このうち生物多様性に配慮した生態系のネットワークの保全の推進

約670地域（Ｈ19）→約○地域（Ｈ24）
・このうち農村地域における良好な景観の保全・創出

約50地域（Ｈ19）→約○地域（Ｈ24）

農業集落排水汚泥のリサイクル率

地域の再生

④共生・循環を活かした魅力ある地域の

再生と豊かな田園自然環境の創造

農業集落排水汚泥のリサイクルを約○地区において新たに実施

農業集落排水施設の整備を約○地区において実施

快適で魅力ある農村の実現のための整備を約○地区において実施

農業集落排水汚泥のリサイクル率
・61％（H18）→○％（H24）

農業集落排水処理人口
・約340万人（H18）→約○人（Ｈ24）

汚水処理人口普及率（３省計）
・82％（H18）→○％（Ｈ24）

農業生産基盤の整備等において 多様な主体が 事の施 に直接参加する直営

農業生産基盤の整備等において、農業者や地域住民等の多様な主体が工事の施工に直接
参加する直営施工への参加者数

⑤減災の観点も重視した農業災害の防
止による安全・安心な地域社会の形成
への貢献

農業災害の防止等を図るため、ため池の整備を約○地区において実施
防災情報伝達体制やハザードマップの整備がなされているため池数

・約2,200箇所（Ｈ１９）→約○箇所（Ｈ２４）

農村協働力の形成

⑥農村協働力を活かし、集落等の共同
活動を通じた農地、農業用水等の適切
な保全管理

農業生産基盤の整備等において、多様な主体が工事の施工に直接参加する直営
施工を延べ約○地区において実施

約○の農地、農業用水等の保全管理に係る協定に基づく地域共同活動により、
約○haの農地等において適切な保全管理を実施

参加する直営施工 の参加者数
・延べ約5.0万人（Ｈ14～Ｈ18） → 延べ約○人（Ｈ20～Ｈ24）

活性化に向け、農地、農業用水等の保全管理に係る協定に基づき地域共同活動を行う地域
数及び参加者数

・約4万地域（Ｈ19）→約○地域（Ｈ24）
・約190万人・団体（Ｈ19）→約○人・団体（Ｈ24）

－３－

農村協働力の形成



現行計画
の目標

目指す主な成果

政策評価基準に照らした評価※ 次期計画の目標（案）背景となる法令等

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

①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
・約○割以上
・このうち面的集積率を約○割以上

農業生産基盤の整備地区において、新たに農業生産法人等を設立
・約○法人

整備を実施した地区において農地の利用集積率

計画 ：20ポイント以上

Ｈ18実績：18ポイント

食料・農業・農村基本計画（食料・農業・農村基本計画（H17.3H17.3）農業構造の展望）農業構造の展望
・H27における担い手への集積７～８割、法人経営
１万

2121世紀新農政世紀新農政20072007（（H19.4H19.4））

・H27における担い手の集積のうち７割を面的に集
積

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

→概ね有効

②安定的な用水
供給機能等の

安定的な用水供給機能及び排水条件を確保
（延べ約250万haの農地に相当）

②農業水利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

基盤整備の実施により汎用化した農地における
耕地利用率

計画 ：105％以上に向上

Ｈ18実績 102％

③総合的な食料
供給基盤の強
化（農用地の
確保と有効利

食料・農業・農村基本計画（食料・農業・農村基本計画（H17.3H17.3））
H27における耕地利用率105％

③農用地の確保と有効利用による食料供給力の強化

供給機能等の
確保 基幹的農業用用排水施設について、適時適切な更新整備を通じて延べ約290万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ため、ストックマネジメ
ントを推進
・機能診断済みの施設の割合（再建設費ベース）

約２割（H18）→約○割（H24）

計画 ：100％
Ｈ18実績： 97％

2121世紀新農政世紀新農政20072007（（H19.4H19.4））

・農業水利施設の機能を最も効率的かつ経済的
に維持するため、既存の施設の有効活用・長寿命
化に政策を転換

②農業水利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

→概ね有効

→有効性の

水稲と畑作物の選択的作付を可能とする基盤整備の実施により対象農地における耕地
利用率
・○％以上に向上

農地等の保全・整備により耕作放棄地の発生の防止を図り優良農地を確保
・約170万ｈａ（Ｈ19）→延べ約○ｈａ（Ｈ24）

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91万ha（H19）→約○ha（H24）

Ｈ18実績：102％

〔達成度合: ＝63%〕

確保と有効利
用）

④農業災害の防
止と安全･安心
な地域社会の
形成への貢献

湛水被害等のおそれのある農用地の延べ面積

計画 ：約100万ha→ 約76万ha
Ｈ19見込：約100万ha→ 約76万ha

・H27における耕地利用率105％

被害のおそれのある農用地面積は、現行計画期間
における整備により減少した一方、ため池の老朽

経済財政改革の基本方針経済財政改革の基本方針20072007（（H19.6H19.6））
・５年程度を目途に、農業上重要な地域を中心に
耕作放棄地ゼロを目指す

③

→概ね有効

向上が必要
である102%-97%(実施前)

105%-97%(〃)

農業集落排水汚泥のリサイクル率
・61％（H18）→○％（H24）

約91万ha（H19）→約○ha（H24）

⑤循環型社会の
構築に向けた
取組

家畜排せつ物のたい肥化等による年間処理量

計画 ：約280万トンの増加

Ｈ19見込：約363万トンの増加

農業集落排水汚泥のリサイクル率

計画 ：45％→ 55％
生物多様性国家戦略（生物多様性国家戦略（H19 10H19 10））

における整備により減少した 方、ため池の老朽
化等により新たに発生したため、Ｈ１９年時点にお
いて見直した結果当該面積は９１万ｈａ

バイオマス・ニッポン総合戦略（バイオマス・ニッポン総合戦略（H18.3H18.3））
・2010年に廃棄物系バイオマスの80％以上を利活
用（炭素量換算）

家畜排せつ物の９割が利活用されており目標を達成、次期計画では目指す主な成果としない

④共生・循環を活かした魅力ある地域の再生と豊かな田園自然環境の創造
→概ね有効

→概ね有効
田園自然環境の創造に着手した地域

・約1,400地域（H19）→約○地域（H24）
・このうち生物多様性に配慮した生態系のネットワークの保全の推進

約670地域（H19）→約○地域（H24）
・このうち農村地域における良好な景観の保全・創出

約50地域（H19）→約○地域（H24）
農業集落排水処理人口

⑥自然と農業生
産が調和した
豊かな田園自
然環境の創造

田園自然環境の創造に着手した地域

計画 ：約500地域→ 約1,700地域

Ｈ19見込：約500地域→ 約1,400地域

Ｈ19見込：45％→ 65％ 生物多様性国家戦略（生物多様性国家戦略（H19.10H19.10））
・田園地域・里地里山における生態系のネットワー
クの保全

景観法（景観法（H16.6H16.6）、歴史街づくり法（）、歴史街づくり法（H20H20予定）予定）

・景観農業振興地域整備計画、歴史的風致維持
向上計画（仮称）

概ね有効

→有効性

の向上が
必要であ
る

・約340万人（H18）→約○人（Ｈ24）
⑦個性ある美し
いむらづくり

農業集落排水処理人口普及率

計画 ：39％→ 52％
Ｈ19見込：39％→ 57％ 防災情報伝達体制やハザードマップの整備がなされているため池数

・約2,200箇所（Ｈ19）→約○箇所（Ｈ24）

おおむね10年後にH19時点の中小都市並の汚水処
理人口普及率を達成

経済財政改革の基本方針経済財政改革の基本方針20072007（（H19.6H19.6））
・災害から国民の生命、財産及び生活を守るた
め、防災・減災対策を着実に推進。ハザードマッ
プの普及促進等ハード・ソフトの連携を図る 農業生産基盤の整備等において 農業者や地域住民等の多様な主体が工事の施工に

※達成ランク

ランク 評価 達成度合

⑤減災の観点も重視した農業災害の防止による安全・安心な地域社会の形成への貢献

⑥農村協働力を活かし、集落等の共同活動を通じた農地、農業用水等の適切な保全管理

→概ね有効

国土利用計画（策定中）国土利用計画（策定中）
・「国土の国民的経営」

国土形成計画（策定中）国土形成計画（策定中）

・「新たな公」を基軸とする地域づくり

普 促 携 図 農業生産基盤の整備等において、農業者や地域住民等の多様な主体が工事の施工に
直接参加する直営施工への参加者数
・延べ約5.0万人（Ｈ14～Ｈ18）→延べ約○人（Ｈ20～Ｈ24）

活性化に向け、農地、農業用水等の保全管理に係る協定に基づき地域共同活動を行う
地域数及び参加者数
・約4万地域（Ｈ19）→約○地域（Ｈ24）
・約190万人・団体（Ｈ19）→約○人・団体（Ｈ24）

Ａ 概ね有効 90％以上

Ｂ
有効性の向上が

必要である
50％以上
90％未満

Ｃ
有効性に問題が

ある
50％未満

－４－



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政策目標

目指す主な成果 ○意欲と能力のある経営体への農地利用集積率・面的集積率の向上

○新たに農業生産法人等の設立○新たに農業生産法人等の設立

○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とともに、農地の面的集積を促進すること
により経営規模を拡大し、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の実現を図る。

目指す主な成果のイメージ

Ｈ１９まで Ｈ２４ 将来あるべき姿

効率的かつ安定的な経営体が
農業生産の相当部分を担う
望ましい農業構造の確立

○基盤整備地区において事業実施
前より担い手への農地利用集積率
は１８ポイント向上（Ｈ１５～１８実
績）

基盤整備を契機として担い手の農地が

面的に集積

B氏の農地
（面的に集積）

○担い手の農地は分散しており、非
効率的

（面的に集積）

A氏の農地
（面的に集積）

＜Ｈ２７＞
○農地の７～８割程度を集積
○そのうち７割が面的に集積

C氏の農地
（分散の状態）

新たに農業生産法人
の設立

（面的に集積）

B氏の農地
（分散の状態）

A氏の農地
（分散の状態）

150
98

生産コスト

２／３に低減

千円／10ａ
千円／10ａ

経営規模
約２．１倍に

拡大
16.0

ha／経営体7.5
ha／経営体

－５－

事業実施前 事業実施後事業実施前 事業実施後

／経営体



政策目標

目指す主な成果

② 農業水利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

○基幹的農業用用排水施設について、適時適切な更新整備を通じて安定的な用水供給機能及び
排水条件の確保を図るため、ストックマネジメントを推進

○土地改良区等による適切な管理や必要な更新、機能診断等基幹的農業用用排水施設のストックマネジメントの実施により、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、安定的な用水供給機能及び排水条件の確保
を図り、良質な農産物の安定供給及び農業用水の健全な循環の確保を図る。

国営・県営造成施設のうち機能診断を実施し 国営造成施設の全ての 概ね１０年後には全ての基幹的農業用用排水施設

目指す主な成果のイメージ

Ｈ１９まで Ｈ２４ 将来あるべき姿

国営 県営造成施設のうち機能診断を実施し
た施設の割合は２割（Ｈ１８年度時点） ほか県営造成施設で機

能診断を実施

概ね１０年後には全ての基幹的農業用用排水施設
についてストックマネジメントを適用し、効率的
に施設の機能を維持。安定的な農業生産条件とな
る用水供給等を確保。

機場

水路

合計

貯水池

頭首工

水門等

管理施設

試験により施設本体の強度を確認

ストックマネジメントの仕組み 予防保全への転換による施設の長寿命化、ライフサイクルコスト低減のイメージ

予め

0% 5% 10% 15% 20% 25%

施設の長寿命化

対
策
工
事

予
防
保
全
の
た

め
の
計
画
作
成

機
能
診
断

調
査
・評
価

日
常
管
理

従来の対応
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

施設の長寿命化

施
設
機
能

再建設

補修
補修

－６－

ル
コ
ス
ト

評価期間

予防保全的な対応

評価期間

深刻な
機能低下



○水稲と畑作物の選択的作付を可能とする基盤整備の実施による耕地利用率の向上

○耕作放棄地の発生の防止を図り優良農地を確保

政策目標

目指す主な成果

③ 農用地の確保と有効利用による食料供給力の強化

○耕作放棄地 発 防 を図り優良農地を確保

○湛水被害等が発生するおそれのある農用地の縮小

○農地の有効利用、中山間地域等における不利な生産条件の改善や農地等の適切な保全管理による耕作放棄の発生防止等により、
農産物の安定的な供給に資するほか、農用地の保全のため必要な整備を実施することにより、農業災害の防止による農業生産の維
持及び農業経営の安定化を図る。

目指す主な成果のイメージ

Ｈ１９まで Ｈ２４ 将来あるべき姿

農業生産基盤の整備による
耕作放棄の発生防止

○
区

○
ほ農

排水改良による水田の畑利用の
更なる推進

区暗

耕作放棄の発生防止や湛水被
害の防止等による優良農地の確
保と農地の有効利用を図り、我
が国の食料供給力を強化

水稲と畑作物の選択的作付
を可能とする基盤整備後の

耕地利用率
１０２％

（参考：全国９３％（Ｈ１８）） 区
画
の
整
形

ほ
場
へ
接
続
す
る

農
道
の
整
備

区
画
整
理
、

暗
渠
排
水
の
整
備

食料・農業・農村基本計画

Ｈ１５
年

Ｈ２７
年

農地面積

（参考：全国９３％（Ｈ１８））

集落・地域による農地、農業
用水等の保全活動
約１７０万ｈａ（Ｈ１９）

湛水被害等のおそれのある
農用地

延べ約９１万ｈａ（Ｈ１９）

農地、農業用水等の保全管理に係る
協定に基づく地域共同活動により

農地等の適切な保全管理

農地面積

（万ｈａ）
４７４ ４５０

耕地利用率
（％）

９４ １０５排水機場等の整備による
湛水被害等のおそれのある

農用地の縮小
農振法に基づく農用地等の確

Ｈ１７
年

Ｈ２７
年

農振農用地

農振法に基づく農用地等の確
保等に関する基本指針

－７－

区域内農地
面積（万ｈａ）

４０７ ４０４



④ 共生・循環を活かした魅力ある地域の再生と豊かな田園自然環境の創造政策目標

目指す主な成果 ○田園自然環境の創造、生態系のネットワークの保全、農村地域における良好な景観の保全・創出

○農業集落排水汚泥のリサイクル率の向上

○農業集落排水処理人口の拡大

○地域の合意形成を図りつつ、農村地域における豊かな生態系の保全、良好な景観の形成等を一層推進し 、自然や景観と農業生産が調

和した豊かな田園自然環境の創造を図るとともに、農業集落排水汚泥等の適正な循環的利用を行うための施設整備等を行うことにより、
農業の特質を活かした環境への負荷の少ない循環型社会の構築に資する。さらに、農村生活環境施設の整備を実施すること等により、地農業の特質を活かした環境 の負荷の少ない循環型社会の構築に資する。さらに、農村生活環境施設の整備を実施すること等により、地
域の特性を活かした豊かな田園自然環境に囲まれた快適で魅力ある農村環境を形成し、農村の総合的な振興と地域の再生を図る。

目指す主な成果のイメージ

Ｈ１９まで Ｈ２４ 将来あるべき姿

共生・循環を活かした魅
力ある地域づくりと豊か
な田園自然環境の創造

田園自然環境の創造に
着手

約１，４００地域

うち

生態系のネットワークの保全 農村における良好な
景観の保全・創出

Ｈ１９まで Ｈ２４ 将来ある き姿

うち
生態系のネットワークの保全

約６７０地域

うち
農村地域における良好な

景観の保全・創出

生態系のネットワークの
保全、良好な景観の保
全・創出の取組の全国拡
大

景観の保全・創出
約５０地域

（それぞれＨ１９見込み）

農業集落排水汚泥の
リサイクル率

循環型社会の構築 快適な生活環境

農産物 一般家庭
廃棄物系バイオマスの利
活用による循環型社会の
構築（バイオマスニッポン
総合戦略：８０％の利活

汚水処理人口普及率
８２％（Ｈ１８）

農業集落排水処理人口

リサイクル率
約６１％（Ｈ１８）

用を目標）

農村の汚水処理施設の
整備を中小都市並みの普
及水準 向上農業集落排水処理人口

普及率・普及人口
５５％、３４０万人（Ｈ１８）

－８－

農業集落排水施設の整備による水質改善農業集落排水汚泥の堆肥化等によるリサイクル

及水準に向上



政策目標

目指す主な成果

⑤ 減災の観点も重視した農業災害の防止による安全・安心な地域社会の形成への貢献

○防災情報伝達体制やハザードマップの整備がなされたため池数

○ため池等の整備や防災情報の的確な伝達・共有化を推進することにより、農村地域における農業災害の防止と被害の軽減を
図り、併せて農用地の保全を通じて国土の保全並びに地域住民の生命・財産及び生活環境の安全の確保に資する。

目指す主な成果のイメ ジ目指す主な成果のイメージ

ハードの整備と併せた減災対
策 農業災害 防止と災朽 進 等

Ｈ１９まで Ｈ２４ 将来あるべき姿

ため池の防災・減災対策を一層促進
策により、農業災害の防止と災
害発生時の被害の軽減を図
り、安全・安心な地域社会の形
成に貢献

老朽化の進行等により
決壊等のおそれがある
ため池の改修を進める
とともに、減災の観点か
らソフト対策を促進

ため池の防災 減災対策を 層促進

ため池の改修
(ハード整備)

整備前

ため池の減災
(ソフト対策)

防災情報伝達体制の整備

防災情報伝達体制やハ
ザードマップの整備がな
されているため池数
約２，２００箇所（Ｈ１９）

行政
気象や危険度等情
報の確実な提供

ため池管理者
降雨等の気象情報
に基づいた適切な
ため池管理

＋

防災情報の伝達・共有化によ
り、災害の未然防止及びため池
被災時 流被害 軽減が

老朽ため池の着実な改修等によ
る災害防止

整備後

防災情報の共有化
＋ 被災時の下流被害の軽減が図

られるため池数の拡大ハード整備と併
せてソフト対策を
一層推進し、地
域防災力を強化

（ハザードマップ）

－９－



政策目標

目指す主な成果

⑥ 農村協働力を活かし、集落等の共同活動を通じた農地、農業用水等の適切な保全管理

○農業生産基盤の整備等において、農業者や地域住民等の多様な主体が工事の施工に直接参加する直営施工へ
の参加者数

○活性化に向け 農地 農業用水等の保全管理に係る協定に基づく地域共同活動を行う地域数及び参加者数○活性化に向け、農地、農業用水等の保全管理に係る協定に基づく地域共同活動を行う地域数及び参加者数

○事業の構想から計画策定、工事実施、維持管理に至る各段階において、集落活動などの農村協働力の優れた面を活用するととも
に、地域の自主性に基づき、農業者、土地改良区に加え、地域住民、女性、ＮＰＯ等の多様な主体の参加を促進することにより、当
事者意識・参加者意識の醸成と住民意見の反映を図りつつ、農地、農業用水等の適切な保全管理の確保と生産条件の改善を進
め 食料の安定供給と多面的機能の発揮に資する。め、食料の安定供給と多面的機能の発揮に資する。

目指す主な成果のイメージ

Ｈ１９まで Ｈ２４ 将来あるべき姿

農振農用地区域内の地域を
対象に取組を一層拡大するこ
とを目指し、多様な主体の参
加を促進

多様な主体が工事の施工
に直接参加する直営施工

延べ約５．０万人
（Ｈ１４～１８）

多様な主体が工事の施工に直接参加する直営施工の推進

全ての農業農村整備事業を対象
（例） ・小規模な水路の設置

・農道のコンクリート舗装
・暗渠排水 など 加を促進。

農村協働力の活用・形成を通
じて農地、農業用水等の適切
な保全管理と生産条件の確
保を図り、食料の安定供給と

協定に基づく地域共同活動
・約４万地域

・約１９０万人・団体の参加

活性化に向け、農地、農業用水等の保全管理に係る協定に基づく地域共同活動を拡大

◆多様な主体の参加による取組への支援

農地・水・環境保全向上対策 など

◆集落単位の取組への支援

中山間地域等直接支払制度 など

・暗渠排水 など
コンクリート舗装 親水水路の整備

保を図り、食料の安定供給と
多面的機能の発揮に資する。

約１９０万人 団体の参加
（Ｈ１９）

農地 水 環境保全向上対策 など

市
町
村

中山間地域等直接支払制度 など

集落協定を
締結した農家等
（活動計画の作成等）

協定
活動組織の
イメージ

農家

地域住民ＪＡ

ＮＰＯ

学校

土地
改良区

自治会

営農組合
農業法人

＜実施のイメージ＞
＜実施のイメージ＞

■水路の土砂あげ、補修 ■ため池の維持補修■農道の道普請

■優良な生産基盤

学校
ＰＴＡ 子供会女性会

－１０－

塗りつぶし：地域共同活動
○ ：直営施工

塗りつぶし：地域共同活動
○ ：直営施工



３ 今後の検討スケジュール（予定）

第５回 １２月１４日第５回 １２月１４日
◆中間論点整理（骨子案）

○次期計画作成に当たっての課題
○課題に対応した農業農村整備の展開方向

第１回農業農村振興整備部会 ９月７日
◆土地改良長期計画の概要
◆現行計画の実施状況（平成１８年度迄の実績）

平成２０年３月１８日
第２回農業農村振興整備部会 ９月２８日

◆農業・農村をとりまく情勢と課題
◆中間とりまとめ（案）

○次期計画の政策枠組みと対応方針

◆農業 農村を りまく情勢 課題

第３回農業農村振興整備部会 １０月１９日
◆ 地調査

（平成２０年５月頃 パブリック・コメント）
◆現地調査

１０月～１１月

平成２０年６月頃
◆最終とりまとめ（案）

○パブコメ等を踏まえ、次期計画の政策目標

１０月 １１月
地方懇談会

◆第１回、第2回部会内容
◆地方別の整備状況等

第４回 １１月２１日
◆地方懇談会報告
◆中間論点整理（素案）

平成２０年夏頃
◆土地改良長期計画（案）について諮問 答申◆中間論点整理（素案）

○次期計画作成に当たっての課題
○課題に対応した農業農村整備の展開方向

◆土地改良長期計画（案）について諮問、答申
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