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－１－

視点 論点整理と委員等の主な意見 成果目標のあり方（案）

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

【論点】 ・国際化、自給率低下の中で農業構造改革を進めるため、生産コスト
の低減等生産性の向上を図るとともに、

・引き続き担い手育成施策との連携を進め、農地利用の質的向上に

一層努める必要があるのではないか。

・意欲と能力ある経営体への農地利
用集積率の向上

・特に面的集積率の向上

・農業生産法人等の設立数の増大

【主な意見】・土地改良事業の必要性を老朽化などの緊急性と、国際化などの必
然性から強く出す必要。

・国産農産物供給の確保の必要性を国民に向けて発信すべき。

・基盤整備を通じてどれだけの担い手が確保されたのか、また今後確
保するのかを示す必要。

・所得増加の視点も含め、法人化等新たな生産構造について検討が
必要。

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

【論点】 ・基幹水利施設から末端の施設まで一貫した水利システムの適切な
維持管理に向け、ライフサイクルコストの低減を、国民的課題として
とらえ、既存施設のストックマネジメントを早急に進めるとともに、

・これに必要な技術や体制を整備していく必要があるのではないか。

・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

（基幹的農業用用排水施設の機能
診断の実施）

【主な意見】・土地改良事業の必要性を老朽化などの緊急性と、国際化などの必
然性から強く出す必要。【再掲】

・施設が持つ多面的機能の維持は国民的な課題であり、ライフサイク
ルコストを考えながら、健全に更新整備・維持管理していくシステム作
りが重要。

・地方財政が厳しい中、施設の老朽化には国民的な視点から取り組
む必要。

・我が国が世界に誇れる水資源の利活用のため、「水の道」のイメージ
を示し、水利ストックの維持の必要性を導き出す必要。

１ 土地改良長期計画を巡る論点の整理（案）
（１）政策の目標とすべき事項



視点 論点整理と委員等の主な意見 成果目標のあり方（案）

３．農用地の確保と有効利用
による食料供給力の強化

【論点】 ・国民・消費者の視点から食料供給力の強化に努める必要があるのではないか。

・また、中山間地域などの地域の特性を踏まえるとともに、耕作放棄地の発生防
止も重視しながら、引き続き農地の有効利用を進める必要があるのではないか。

・さらに、災害の多発、温暖化に伴う被災リスクの高まりなどの状況を踏まえ、引
き続き十分な農地等の保全や防災対策を講じる必要があるのではないか。

・耕地利用率の向上

・優良農地の確保と耕
作放棄の発生防止

・湛水被害等の発生す
るおそれのある農用
地面積の減少

【主な意見】・食料の安定供給、安全・安心な農作物、安価な価格など、消費者の視点を重視
する必要。

・食料供給力を計画の中に位置づけして欲しい。

・高い耕地利用率を維持するためには排水関係の整備、再整備を進める必要。

・耕作放棄地対策には基盤整備が必要。

・生産と生活の場が一体となって地域の文化や歴史を守っていってこそ、農業や
農村、田畑が守っていけることから、生産と生活を一体的に守ることが重要。

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

【論点】 ・地域の創意工夫を活かしながら、自然環境や良好な景観など、地域資源を活か
した農村の活性化を進め、農業生産と調和した豊かな田園自然環境の創造と循
環型社会の形成に一層努めるとともに、先進的な取組をモデルとして活用できる
よう、国と地方が情報を共有し、普及を図っていく必要があるのではないか。

・高齢者や小規模な農家も安心して生活できる環境づくりを進めていく必要がある
のではないか。

・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
を保全する地域の拡
大

・農村地域における良
好な景観の保全のモ
デル的な展開

・農業集落排水汚泥リ
サイクル率の向上

・農業集落排水処理人
口の拡大

【主な意見】・次期計画では事業で多面的機能を増進させるということに積極的に取組むべき。

・豊岡市の「コウノトリの舞」のブランドが高く売れていることが重要であり、こうした
先進モデルを普及させるべき。

・次期計画では景観を大きな柱として欲しい。頭首工などが時間とともに周辺景観
に溶け込むエイジングも評価してよいのではないか。

・都市化・混住化の中で、兼業小規模農家は農業生産のみならず、施設の維持管
理などでも重要であり支援が必要。

－２－



視点 論点整理と委員等の主な意見 成果目標のあり方（案）

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

【論点】 ・関係施策との一層の連携や、過疎化・高齢化などに配慮し減災対策に取り組
む必要があるのではないか。

・気象情報に基づきため
池管理者に警戒もしく
は事前の水位低下を
呼びかける防災情報伝
達体制やハザードマッ
プの整備の拡大

【主な意見】・生産と生活の場が一体となって地域の文化や歴史を守っていってこそ、農業や
農村、田畑が守っていけることから、生産と生活を一体的に守ることが重要。【再
掲】

・ストックの維持･長寿命化に加え、防災、温暖化の視点が重要。

・中山間地域の農地保全の必要性等を耕作放棄や下流の災害防止の観点から
計画に盛り込んで欲しい。

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

【論点】 ・地域の農業者・地域住民等多様な主体が工事の施工に直接参加する直営施
工を一層推進する必要があるのではないか。

・また、基盤整備（ハード）と農地、農業用水等の保全管理活動に対する支援

（ソフト）との連携を強化し、多様な主体の参画による農村協働力の優れた面を
農地、農業用水等の適切な保全管理に活用する必要があるのではないか。

・多様な主体が工事の
施工に直接参加する直
営施工の拡大

・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

【主な意見】・直営施工はコストダウンの観点よりも、当事者意識と誇りを取り戻すためであると
考えるべき。

・地域の活性化は土地改良のみではなく、ソフト対策など他の事業との連携が必
要ではないか。

・中山間地域の小水路の管理にはマンパワーを活かすような支援が必要。

・農村協働力の向上については、外部の人が入る仕組み、新しい形態が必要で
はないか。

・女性参画といったキーワードが必要ではないか。

－３－



視点 論点整理と委員等の主な意見 踏まえるべき事項（案）

１．計画の実施に当たっ
て、効率的かつ効果的
な事業の実施上踏ま
えるべき事項

【論点】 ・農地情報の共有やコスト縮減等に向け、情報化や新技術の開発等を促進すべきでは
ないか。

・情報化の推進、技術
の開発

【主な意見】・農地利用集積を進めるためＧＩＳなど情報インフラの整備も必要。

・情報化や技術開発により事業コストを低減する視点が必要。

【論点】 ・国と都道府県、市町村、土地改良区の役割の明確化、国が行う事業の集中化・重点
化、効率的な事業の実施、国と地方の連携の強化等を図るとともに、土地改良区の体
制整備を図るべきではないか。

・国と地方公共団体、
土地改良区等の役割
分担と連携強化

【主な意見】・国と地方の役割分担を計画の中に位置づけし、地方の自主性も重視して国と地方が
連携して計画を達成していくべき。

・地方分権の流れにも留意する必要。

・土地改良区の役割を重視するとともに、その活性化を図る必要。

【論点】 ・コスト縮減を図るとともに国民の理解を得るため、入札契約の透明性の確保や競争
性の一層の拡大を図る必要があるのではないか。

・入札契約の透明性、
競争性の拡大

【主な意見】・直営施工にはコスト縮減という優れた面があり、もっとＰＲすべき。

【論点】 ・長期的な視点から、農業農村整備における温暖化のような地球環境問題への対応も
必要ではないか。

・地球環境問題への対
応

【主な意見】・地球規模の気候変動の影響については、海岸平野の農地が水没し食料の安定供給
に影響を与えるなど、新しい発想が必要。

・水田のほ場整備による生産コストの削減はバイオ燃料の生産条件としても重要。

・水田の整備においては、多様な生態系サービスを維持する観点から水田の湿地機能
を重視すべき。

【論点】 ・施策の連携、地域の自主性、地域特性に応じた整備、事業評価の厳正な運用と透明
性の確保、工期管理とコスト縮減等の視点については、現行計画に引き続き必要では
ないか。

・施策連携の強化

・地域の特性に応じた
整備

・工期管理とコスト縮減

・事業評価の厳正な運
用と透明性の確保

【主な意見】・基盤整備が出来たからといって担い手が育っているとは限らないので、ソフトとハード
をセットで取り組む必要。

・全国一律ではなく、地域の特性を生かし地域の実態に応じた整備が必要。

・次期計画で政策の目標にするには時期尚早のものについて、次々期計画において検
討できるようデータ等の蓄積が必要。

－４－

（２）計画の実施に当たって踏まえるべき事項



２ 関連する施策・計画等

（１）（１） 農村振興政策農村振興政策

２－１ 農政改革の推進 （H19～）

２－２ 農地政策改革 （検討中） との整合・連携

２－３ 「農村振興政策推進の基本方向」 （H19） と基盤整備

２－４ 地球環境問題への対応

（２）（２） その他その他

２－５ 国土利用計画 （H20.2国土審議会答申） との整合

２－６ 国土形成計画 （H20.2国土審議会答申） との整合

２－７ 社会資本整備重点計画 （策定中） との連携

２－８ 生物多様性国家戦略 （H19.11閣議決定） の反映

－５－



－６－

２－１ 農政改革の推進

農地・水・環境
保全向上対策
（Ｈ１９年度～）

水田・畑作経営
所得安定対策
（品目横断的経営
安定対策）
（Ｈ１９年産～）

米の生産調整支
援策の見直し
（米政策改革推進対策）

（Ｈ１９年産～）

水田・畑作経営所得安定対策の

導入に伴い、米の収入変動の緩
和対策を始め、従来から講じて

いる米政策の支援対策を見直し

○ 米の生産調整

を円滑に実施す
るための対策

○施策の対象者
・・・ 生産調整

実施者

担い手を対象に、経営全体に着

目し、諸外国との生産条件の格
差から生じる不利を補正するた

めの補てんと収入減少の影響を
緩和するための補てんを実施

○ 担い手に施策

を集中化・重点
化し、構造改革

を加速化するた
めの対策

○施策の対象者

・・・担い手（認定農
業者及び一定の

条件を備える集
落営農で一定の
経営規模）

農政改革三対策の着実な推進について（Ｈ１９年１２月）

米政策改革推進対策
○主食用米の生産数量目標の適切な設定
○「新規需要米」による生産調整方式の
導入 等

農地・水・環境保全

向上対策
○申請・報告手続きと
確認事務の簡素化

水田・畑作経営所得安定対策
○面積要件の見直し
（市町村特認制度の創設） 等

水田・畑作経営所得安定対策の

導入に併せ、地域の共同活動に
より、農地・農業用水等の資源

や環境の保全向上を図る新たな
対策を導入

○ 農村地域を面と

して活性化する
ための対策

○施策の対象者

・・・担い手以外も含
めた多様な主体

が参加する地域
共同体

農政改革三対策の着実な推進について（H19.12）

次期土地改良長期計画
の目指すべき方向性

○農用地の確保と有効利用

による食料供給力の強化

・耕作放棄の発生防止と優良農
地の確保

○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

・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

○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

・意欲と能力ある経営体への農
地利用集積率の向上

○平成１９年度より水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）、米政策改革及び農地・水・環境保全向上対策を実施してい
るところ。

○平成１９年１２月に農政改革三対策緊急検討本部において、「農政改革三対策の着実な推進について」を決定し、実態に即した必要な改
善等を行いつつ着実な推進を図ることとしたところ。

○担い手の育成や耕作放棄地の発生防止、農村地域の活性化は、次期土地改良長期計画においても重要な視点。



２－２ 農地政策改革との整合・連携

○農業構造のぜい弱化が進むなか、担い手への農地利用集積はある程度進んでいるものの、その農地は分散しており、効率的な経営は困

難な状況。

○このため、農地の有効利用の促進を図るために農地情報の整備、耕作放棄地解消に向けた取組、農地の面的集積の促進等を行う方向で
農地に関する政策を総合的に見直すこととしているところ。

○土地改良長期計画の作成においても、農地政策改革の検討方向に沿って、農地利用集積の促進や農地の有効利用を重視。

－７－

○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

・農地・水等資源の保全に向けた
地域共同の取組の強化

次期土地改良長期計画
の目指すべき方向性

○農用地の確保と有効利用によ

る食料供給力の強化

・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

○ 農地の所有、利用状況等が載った農地情報図を関係機関共通のデータベースとして整備し、相互に活用
○ 貸出農地情報、賃借料等新規参入等に必要な情報に全国からアクセスできる体制を整備

農地に関する情報を地図情報として一元化し、データベース化

○ 耕作放棄地について、現状把握、解消方策の策定、これに応じた対策の実施により、５年後を目途に解消

耕作放棄地の解消に向けた取組を展開

農地政策の改革の方向

○ 農用地区域からの除外を厳格化し、転用許可不要の病院・学校等の公共転用を許可の対象にする等、転
用許可制度及び農振制度を強化し、優良農地を確保

転用規制の強化等、優良農地を確保するための措置を充実

○ 現場に働きかけ、委任・代理で農地を集めて農業者に面的にまとまった形で再配分する仕組みを全国の
市町村段階で展開することにより、農地の面的集積を促進

農地の面的集積を促進

○ 所有から利用への転換を図り、所有権と利用権の規制を切り離し
① 所有権については厳しい規制を維持
② 利用権については農地の有効利用の観点から規制を見直し
○ これにより、集落営農の法人化、農業生産法人の経営発展、農業経営に意欲のある者等の参入による農
地の有効利用を促進
○ 長期間の賃貸借が可能になるよう措置、標準小作料制度等は廃止の方向で見直し

所有から利用への転換を図り、農地の有効利用を促進

農 地 の 有 効 利 用 を 促 進

足腰の強い農業を実現、農村地域を活性化

農地政策の展開方向について＜農地に関する改革案と工程表＞（H19.11）農林水産省

整
合
・
連
携

整
合
・
連
携



２－３ 「農村振興政策推進の基本方向」と基盤整備

○政策の方向として「集落間連携・都市との協働による自然との共生空間の構築」を提案。これを基本として各地域でそれぞれの条件・特性
を踏まえて独自の農村像を描くことが必要。

○地域が目指す農業・農村に応じて、農村が自ら考え行動し、それを行政が支援することが農村振興の基本であり、政策の基本方向の提

示の他、情報提供、地域の取組のためのきっかけや仕組みづくり、制度を含めた生産・生活環境基盤の整備等の分野・施策での国の関
与が期待されるところ。

○農村像実現を支援するための主な手段のひとつとして、農業生産基盤に加えて、農村の基本的な生活環境・交流基盤の整備が必要。

－８－

○○国内農業国内農業のの体質体質をを強化し、食料の安定供給強化し、食料の安定供給
をを支える支える視点視点

○豊かな田園自然環境を創造し、安全・安心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な社会の形成を図る視点

○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

農村像実現を支援するための主な手段農村像実現を支援するための主な手段

(1) ソーシャル・キャピタルの再生とヒューマン・キャピ
タル(人材)の育成

(2) 地域資源の保全と有効活用
・環境・景観等の地域資源については、地域の発意によ
る活動を国や地方自治体がサポートする等の検討
・農地や農業用水・農業水利施設については、農村振

興の視点から考えられる活用の手法等について検討、
施策の充実

(3) 都市の力の活用
(4) 農村環境の保全

(5) 特色ある活性化戦略
(6) 効率的・効果的な資本投資
・農業生産基盤に加えて、農村の基本的な生活環境・交
流基盤の整備

「農村振興政策推進の基本方向」研究会中間とりまとめ（Ｈ１９年１２月）

次期土地改良長期計画
の目指すべき方向性

農村振興政策推進の基本方向



２－４ 地球環境問題への対応

○地球温暖化問題への対応

○平成１９年６月に農林水産省地球温暖化対策総合戦略を策定し、小水力発電施設の整備等自然エネルギーの有効活用を進めているところ。

○今後、ＩＰＣＣの第4次評価報告を踏まえ、地球温暖化による気象・水象等の変化が及ぼす影響の把握・整理を行い、今後予想される影響を評
価した上で、営農の変化も踏まえた必要な対応策について具体化し、土地改良事業に反映していく必要。

今後の適応策の検討方向

リスク度合いの把握と現象の観
測・監視

○推定した地域の閾値又は危険水準に対応
するリスクの確認

○施設機能の診断と影響の観測や監視を継
続

順応型管理による適応

機能増進による適応

■農地・農業用水・土地改良施設における地球温暖化対応策

○栽培・水管理などの営農や施設の操作・管理
を通じて、既存施設の機能を最大限に生かす

○施設の機能を増進するための整備の検討

平均気温の
上昇

降水形態の
変化

平均海面
水位の上昇

【農地・農業用水と
土地改良施設への影響】

○温暖化の影

響に脆弱な地
域の特定

○温暖化の影
響が顕著とな
る季節、期間
の特定

○広域における

モニタリング・
リスク評価・管
理手法の検討

【農業・農村への影響】

○栽培適地の移動

○積雪の減少による
河川流量の減少

○無降雨日数の増加に
よる厳しい渇水の頻度
の増大

○集中豪雨の程度、頻
度の増大 等

○農村の水循環系の
変化

○植生への影響

○野生動物、植物の
生息分布の変化

等

地球温暖化
による現象

（農地への影響）

○蒸発散量の増加による
農地の乾燥化

○農地等の湛水被害の
増加 等

（農業用水への影響）

○融雪利用可能水量の
減少

○かんがい必要用水量
の増大 等

（土地改良施設への
影響）

○水利施設の用水供給
機能の低下

○水利施設の洪水流下
能力、排水能力の不足

○低平地の排水機場、
排水樋門の能力不足

等

（農業への影響）

（農村への影響）

－９－

緩和策

食料供給力の
視点

農地・農業用水
等の活用

化石燃料の使

用量抑制の視
点

貢献策

○健全な水循環の維持

○農地における生物多様性の確保 等

○水田の汎用化や畑
地利用推進のため
の基盤整備の推進

次期土地改良長期計画の目指すべき方向性食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会資料（Ｈ20.1）



持続可能な国土管理

･より良い状態で国土を次世代へ引き継ぐ

２－５ 国土利用計画との整合

○人口減少社会を受け、国土の量的調整・質的向上を総合的に展開し、地目横断的・総合的・双方向的な「持続可能な国土管理」により、能
動的に展開する計画が決定される見込み。

○「持続可能な国土管理」や「多様な主体による国土管理」など、国土利用計画に示される措置については、次期土地改良長期計画におい
ても重要な視点。

－１０－

土地需要の量的調整、
国土の有効利用

国土利用の
総合的マネジメント

･自然的土地利用の転換抑制

等

「安全・安心」､「循環・共生」､
「美しさ」 の重視

･環境負荷の低減､自然の保全･再生

･個性ある景観の保全･形成 等

地域類型別・利用区分別の国土利用の基本方向

・必要な農用地の確保・整備

・多様な主体の参画
・耕作放棄地の農用地としての積極的活用 等

国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要

平成29年において、農地450万ha 等

措置の概要
○国土の保全と安全性の確保

○環境の保全と美しい国土の形成
○土地利用の有効利用の促進
・農用地の利用集積、低未利用地の優先的な再利用 等

○国土の国民的経営の推進
・所有者､地域住民､企業等多様な主体による国土管理 等

次期土地改良長期計画
の目指すべき方向性

国土利用計画

○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

・意欲と能力ある経営体への農地利

用集積率の向上

○農用地の確保と有効利用による

食料供給力の強化

・耕作放棄の発生防止と優良農地の

確保

○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

・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

（H20.2国土審議会答申）



２－６ 国土形成計画との整合

○「人口減少が国の衰退につながらない国土づくり」「地域づくりに向けた地域力の結集」「多様で自立的な広域ブロックからなる国土」をポイ
ントとして、国土形成計画が策定されているところ。

○「持続可能な地域の形成」や「新たな公」による地域づくりなど、国土形成計画が示す戦略的取組については、次期土地改良長期計画に
おいても重要な視点。

－１１－

グローバル化や人口減少に
対応する国土の形成

○安全で安心した生活

が保障される災害に
強いしなやかな国土

○多様な民間主体を地

域づくりの担い手と
捉えた「新たな公」

横断的視点

（１）東アジアとの円滑な交
流・連携

（２）持続可能な地域の形成

（３）災害に強いしなやかな
国土の形成

（４）美しい国土の管理と継承

（５）｢新たな公｣※を基軸と

する地域づくり

○地域資源の活用

○人材の誘致と活用

○循環と共生を重視し
た国土管理

○我が国の自給能力
向上

◇人口減少が

国の衰退に
つながらない
国土づくり

◇地域づくり

に向けた地
域力の結集

◇多様で自立
的な広域ブ
ロックからな
る国土

◆戦略的取組◆計画の
ポイント

安全で美しい国土の再構築
と継承

◆キーワード

共
通
す
る
視
点

※「新たな公」：行政のみならず、地縁型のコミュニティやＮＰＯ、企業なども

含めた多様な主体が担い手となり、これらが従来の公の領
域に加え、公と私の中間的な領域で協働すること

次期土地改良長期計画の目指すべき方向性国土形成計画

○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

・意欲と能力ある経営体への農地利用集積率の向上

○農用地の確保と有効利用による食料供給力の強化

・耕作放棄の発生防止と優良農地の確保

○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

・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

○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

○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

・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

○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

・生態系のネットワークの保全

・農業集落排水汚泥リサイクルの推進

（H20.2国土審議会答申）



２－７ 社会資本整備重点計画との連携

－１２－

○次期重点計画は、平成２０年夏頃の閣議決定を目途に検討が進められているところ。

○人口減少・高齢化社会、災害への対応、景観や環境、老朽化への対応等において、土地改良長期計画と同様の視点から計画が検討され
ているところ。

○一方、東アジア地域の成長への対応といった、土地改良長期計画では扱っていない課題が盛り込まれているところ。

社会資本整備審議会・交通政策審議会合同会議（H19.7）

(6)情報通信技術の急速な進展を活かしたイノベーションの推

進

(5)社会資本ストックの老朽化等への対応

(4)環境や美しい景観の形成等に対する投資の推進

(3)増大する災害リスク等に対し、安全・安心な社会を形成す

る投資の推進

(2)東アジア地域の成長へ対応しつつ地域の活力を高める投

資の推進

(1)人口減少社会の到来と急速な高齢化の進展に対応した

投資の推進

○対応すべき課題
○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

○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

○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

共
通
す
る
視
点

○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

次期土地改良長期計画の目指すべき方向性社会資本整備重点計画

※社会資本整備重点計画（道路、港湾、治水、下水道、空港、都市公園
等、特定交通安全、海岸、急傾斜地の旧計画を一本化したもの）



○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

・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

２－８ 生物多様性国家戦略の反映

○平成１９年７月に農林水産省生物多様性戦略を策定、生物多様性保全をより重視した施策の推進に移行。

○第三次生物多様性国家戦略においては、田園地域・里地里山において、水田や水路、ため池などの水と生態系ネットワークの保全等を推進
することとしたところ。

生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本方針

１ 科学的認識と予防的順応的態度

２ 地域重視と広域的な認識

３ 連携と協働

４ 社会経済的な仕組みの考慮

５ 統合的な考え方と長期的な観点

基本戦略

１ 生物多様性の社会への浸透

２ 地域における人と自然の関係の再構築

３ 森・里・川・海のつながりの確保

４ 地球規模の視野を持った行動

次期土地改良長期計画
の目指すべき方向性

第三次生物多様性国家戦略

○田園地域・里地里山における施策

・水田や水路、ため池などの水と生態系のネットワークの保全の推進

・農村環境の保全・利用と地域資源活用による農業振興

・希少な野生生物など自然とふれあえる空間づくりの推進

－１３－

水路から水田へ遡上する魚

水田で越冬するツル

（H19.11閣議決定）



○農地・農業水利施設に関する情報の地理情報システム等による電子化を促進し、農地利用集積や水利ストックの有効活用等農業・
農村の振興を図る様々な取組に活用することで事業の計画的・効率的な実施を図ることが重要。

○今後の農業農村整備事業の効率的な実施に資する技術開発の方向等を定めた「農業農村整備事業に関する新たな技術開発五カ
年計画」を策定するとともに、民間等が開発した新技術の導入事例を普及マニュアルや設計・施工指針及び事例集として整備し、新
技術の積極的な活用を図る取組を今後とも継続する必要。

農地や農業水利施設に関する情報を収集・整備し、
地図情報によるデータベースを構築

農業の体質強化

水利ストックの有効活用 災害に強い農業・農村づくり

魅力ある農業・農村づくり

提 供

提 供 提 供

提 供

担い手の育成・確保や
農地の利用集積の更なる促進

予防的な保全対策を通じた
施設の長寿命化を推進

地域住民のみならず
都市住民にとっても魅力ある
農業・農村づくりを推進

防災・減災のための危機管理
の強化を推進

収
集

収
集

情報の整備
済範囲

情報の
新規整備

農地・農業水利施設情報の電子化

－１４－

４－１ 情報化の推進、技術の開発

画像・地形図

農業水利施設

農地筆・区画図

農地関連情報等

農業農村整備事業に関する新たな技術開発五カ年計画農業農村整備事業に関する新たな技術開発五カ年計画

新技術事例集新技術事例集

○施策課題に対応した今後の農業農村整備事業の
実施に必要な技術開発の方向をとりまとめ

○本計画において技術開発の方向性を示し、産官学
における効率的な技術開発を促進
・農地基盤に係る遠隔情報収集技術
・効率的に補修・更新するための機能診断技術
・ライフサイクルコストを低減する補修・補強技術 など

○対象期間は平成１６年度から平成２０年度

連
携

関
係
機
関
の
も
つ
農
地
に
関
す
る
情
報
等

（
所
有
者
・
耕
作
者
・
利
用
状
況
等
）

４ 計画の実施に当たって踏まえるべき事項



反映

４－２ 国と地方公共団体、土地改良区等の役割分担と連携強化

○地方分権の議論の中で、行政改革推進法（平成１８年６月施行）において、土地改良事業の国と地方の役割分担について検討するとされたこと

から、 平成１８年７月から平成１９年３月にかけ９回にわたり食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会企画小委員会にお
いて集中審議し、食料自給率の向上や生物多様性等の多面的機能の保全は国の大きな政策目標であり、この達成のため、優良農地や水利施

設の整備・確保を、全国的な規模・視点で国の責務として措置する必要がある旨の結論を平成１９年３月に得たところ。

○次期土地改良長期計画の推進に当たっても、この内容を踏まえ、国と地方公共団体、土地改良区等との適切な役割分担のもと、整備を進める
とともに、土地改良事業において中核的な役割を担っている土地改良区の活性化を図りつつ、事業の実施や施設の管理の体制整備等に留意す
ることが必要。

○なお、地方分権に関する議論の進展状況にも留意する必要。
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土地改良事業における国と地方の適切な役割分担

次期土地改良長期計画
（Ｈ２０～２４）

○食料自給率の向上や生物多様性等の多面的機能の保全は国の大きな政策目標
であり、この達成のため、優良農地や水利施設の整備・確保を、全国的な規模・視
点で国の責務として措置する必要。

① 国の責務

⑤ 国と地方の連携強化

○地域で必要な整備がされるとともに土地改良区や市町村の役割が事業実施に関
して重要であることから、国と末端部分を担う都道府県、市町村、管理等を担う土
地改良区との適切な役割分担と連携の一層強化が必要。

○国営事業と連携した末端整備の実施や、基盤整備を通じた担い手の育成、中山
間地域等における生産基盤と生活環境の一体的整備、防災等による農業生産の
維持や農業経営の安定化等を担う。

② 地方公共団体の役割

○農地・農業水利施設は農業者の生産基盤である一方食料安全保障や国土保全
等国レベルの公共財の側面をもつが、地方公共団体にすべての整備を委ねた場
合、国全体としての必要水準が確保されないおそれがあり、国の関与が必要。

④ 国の関与の必要性

③ 土地改良区の役割

○土地改良事業実施に当たり、同意取得や事業費負担徴収等中核的役割を担うと
ともに、国営事業で造成された施設を含め基幹から末端までの農業水利施設の
管理、地域用水機能についての啓蒙活動の実施等公的な役割を担う。

（参考） 地方分権改革のスケジュール

食料・農業・農村政策審議会
農業農村整備部会企画小委員会報告（H19.3）



４－３ 入札契約の透明性、競争性の拡大
○ 農業農村整備事業においては、入札契約の透明性・競争性を高めるための取り組みを行ってきており、より透明性・競争性の高い
「一般競争入札」を拡大しているところ。

○ また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１７年）の制定により、価格と品質が総合的に優れた調達を図るため、民間
の技術力を活かした「総合評価落札方式」を拡充し、着実に促進しているところ。

○ 今後も公共工事の品質の確保を図りつつ、透明性と競争性の高い入札契約方式の拡大を図っていく必要。
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透

明
性

競 争 性

低入札価格調査制
度の導入（Ｈ６）

工事費内訳書提出
の導入（Ｈ１３）

入札方式にＶＥ
方式導入（Ｈ９）

総合評価落札方式
の導入（Ｈ１３）

発注見通しの公表（Ｈ１３）

入札結果の公表（Ｈ１３）

等級格付け結果の公表
（Ｈ１１）

電子入札の本格導入（Ｈ１５）

通常指名競争方式

公募型指名競争入札
方式

導入（Ｈ６）

一般競争入札方式

本格導入（Ｈ６）

指名業者名等公表拡大（Ｈ１７）

公共工事の品質確保

の促進に関する法律
が制定（H１７）
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（総合評価落札方式の導入状況（金額ベース））

平成１８年度から２億円以上の工
事に拡大。
（従前7.3億円以上）
平成２０年度からは、さらに、９千
万円以上に拡大。

総合評価落札方式の拡充と
適用工事の拡大（Ｈ１８）

対象範囲の
拡大

＜平成19年度の入札方式＞

一般競争入札方式：

工事概要等の公告を行い、入札参加資
格者すべての者に競争させる方式

公募型指名競争入札方式：

公募により、技術力の高い者を指名する
方式

工事希望型競争入札方式：

工種に応じた資格者から２０社程度を選
定し技術資料の提出を求め、技術適性を
確認したすべての者に競争させる方式

通常指名競争方式：

指名基準に基づき業者を指名する方式

H19（上半期）



４－４ 地球環境問題への対応

○食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会において、地球温暖化防止に貢献する農業の推進について議論されており、
基盤整備においても必要な対応策について具体化し、土地改良事業に反映していく必要。
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食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会資料（Ｈ20.1.30）


