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１．食料・農業・農村基本計画における農村振興について

第 食料 農業及び農村 関する施策 基本的な方針

食料・農業・農村基本計画
（平成２２年３月３０日閣議決定） ○計画的な土地利用の推進と転用規制の厳格化

○耕作放棄地対策の推進

優良農地の確保と有効利用の促進
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第１ 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
第２ 食料自給率の目標
第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
１．食料の安定供給の確保に関する施策
（１）食の安全と消費者の信頼の確保

①国民の食料を支える基本インフラの戦略的な保全管理
施設機能の監視・診断、補修、更新等を機動的かつ確実に行う新し
い戦略的な保全管理の推進

○耕作放棄地対策の推進

農業生産力強化に向けた農業生産基盤整備の抜本見直し

（２）国産農産物を軸とした食と農の結び付きの強化
（３）食品産業の持続的な発展と新たな展開
（４）総合的な食料安全保障の確立
（５）輸入国としての食料安定供給の重要性を踏まえた国際交渉への対応
２．農業の持続的発展に関する施策

い戦略的な保全管理の推進

②地域の裁量を活かした制度の推進
地域の創意工夫を活かした新たな交付金の導入

③食料自給率の向上等に資する農業生産基盤整備の推進
農地の排水対策の重点的な推進、地下水位制御システムなどの新
たな技術の導入 地域で必要な農業用水を確保するための ド

農業の持続的発展に関する施策
（１）戸別所得補償制度の創設と生産・経営関係施策の再整理
（２）農業・農村の６次産業化等による所得の増大
（３）意欲ある多様な農業者による農業経営の推進
（４）優良農地の確保と有効利用の促進
（５）農業災害による損失の補てん

たな技術の導入、地域で必要な農業用水を確保するためのハード・
ソフト施策の両面からのきめ細かな対策

農業と第２次・第３次産業の融合等により、農山漁村に由来するバイ
オマスなどのあらゆる資源と産業とを結びつけ 地域ビジネスの展開と

農業・農村の６次産業化

（５）農業災害による損失の補てん
（６）農作業安全対策の推進
（７）農業生産力強化に向けた農業生産基盤整備の抜本見直し
（８）持続可能な農業生産を支える取組の推進
３．農村の振興に関する施策
（１）農業・農村の６次産業化

オマスなどのあらゆる資源と産業とを結びつけ、地域ビジネスの展開と
新たな業態の創出を促す農業・農村の６次産業化を推進

農村への新たな交流需要の創出、都市部を含む人材の確保・育成、教育、医療・
介護の場としての農山漁村の活用等を推進

都市と農村の交流等

（１）農業・農村の６次産業化
（２）都市と農村の交流等
（３）都市及びその周辺の地域における農業の振興
（４）集落機能の維持と地域資源・環境の保全
（５）農山漁村活性化ビジョンの策定
４ 食料 農業 農村に横断的に関係する施策

介護の場としての農山漁村の活用等を推進

都市農地の保全や都市農業の振興に関する制度の見直しを検討。都市農業を
守り、振興する取組を推進し、その機能や効果を十分に発揮

集落機能 維持と地域資源 環境 保全

都市及びその周辺の地域における農業の振興

４．食料・農業・農村に横断的に関係する施策
（１）技術・環境政策等の総合的な推進
（２）「農」を支える多様な連携軸の構築
５．団体の再編整備等に関する施策

第４ 食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

農村コミュニティを維持・再生するための対応方策の検討、中山間地域等直接支
払制度の継続実施と法律上の措置とすることを含めたあり方の検討、農地・水・
環境保全向上対策の評価と施策のあり方の検証、鳥獣被害対策の推進、快適
で安全・安心な農村の暮らしの実現等の推進

集落機能の維持と地域資源・環境の保全

ために必要な事項
（１）官民一体となった施策の総合的な推進
（２）国民視点に立った政策決定プロセスの実現
（３）財政措置の効率的かつ重点的な運用

で安全安心な農村の暮らしの実現等の推進

農山漁村の将来像を明確化し、国と地方の役割分担による活性化施策の推進
方向を示す農山漁村活性化ビジョンを、関係府省連携の下、策定

農山漁村活性化ビジョンの策定
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○荒廃した耕作放棄地を再生利用

○優良農地の確保と有効利用の促進
耕作放棄地の解消に向けて、再生利用の取り組みに

２．農村振興の主な施策（平成23年度概算決定の主要事項）（１）

【食と地域の交流促進対策交付金 １７億円】

【耕作放棄地再生利用対策 所要額 ５６億円】

○豊かな地域資源を活かした交流促進の取組を直接支援

○荒廃した耕作放棄地を再生利用

○農業・農村の６次産業化

耕作放棄地の解消に向けて、再生利用の取り組みに
対する支援を実施するとともに、関連施策を必要に応
じて活用する。

【小水力等農業水利施設利活用促進事業 １０億円】

【食と地域の交流促進対策交付金 １７億円】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 １８４億円】

○農村地域における小水力等の利活用を促進

○農山漁村活性化に向けた施設等を整備

○農業 農村の６次産業化

農業者による生産・加工・販売の一体化や、農業
と第2次・第3次産業の融合等により、農山漁村に由
来する「資源」と、「産業」とを結びつけ、地域ビ
ジネスの展開と新たな業態の創出を促す農業・農村

○都市と農村の交流等及び都市農業の振興

【農山漁村活性化 ジ ク 支援交付金 億円】ジネスの展開と新たな業態の創出を促す農業 農村
の６次産業化を推進する。

○豊かな地域資源を活かした交流促進 取組を直接支援(再掲)

【農山漁村地域整備交付金 ３１８億円】
○地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の整備

農 農 振
○新たな交流需要の創造
○人材の確保・育成、都市と農村の協働
○教育、医療・介護の場としての農山漁村の活用
○都市及びその周辺の地域における農業の振興

【食と地域の交流促進対策交付金 １７億円】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 １８４億円】

○豊かな地域資源を活かした交流促進の取組を直接支援(再掲)

○農山漁村活性化に向けた施設等を整備（再掲）

○集落機能の維持と地域資源・環境の保全 【中山間地域等直接支払交付金 ２７０億円】
○中山間地域等の農業生産条件の不利を補正

○地域共同での水路等の保全管理と長寿命化の取組を推進
【農地・水保全管理支払交付金 所要額 ２８５億円】人口減少や高齢化の進行等により農村コミュニ

ティが失われつつある状況にかんがみ、農村の集落
機能の維持、都市住民も恩恵を受けてきた多面的機
能の維持、地域資源・環境の保全を進める取組等を
推進する。 【小水力等農業水利施設利活用促進事業 １０億円】

【食と地域の交流促進対策交付金 １７億円】
○豊かな地域資源を活かした交流促進の取組を直接支援（再掲）

○農村地域における小水力等の利活用を促進（再掲）
推進する。 【小水力等農業水利施設利活用促進事業 １０億円】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 １８４億円】
○農山漁村活性化に向けた施設等を整備（再掲）
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平成23年度農業農村整備対策概算決定の主要事項
～戸別所得補償制度を下支えする農業生産基盤整備の推進～

4農村振興の主な施策（平成23年度概算決定の主要事項）（２） 3

主要課題 主要事項
（農業農村整備事業 2,129億円）

全面的な改築・更新から長寿命化対策への転換
農業水利施設の保全・管理

○大規模農業地域の基幹的水利施設を対象に、造成した施設の機能を長期にわ
たって保全する長寿命化対策として、補修・補強等を着実に実施

【国営施設機能保全事業（新規） 国営かんがい排水事業 １,１３４億円の内数】

○既に機能低下が顕著な基幹的水利施設を対象に、国が監視を行いつつ、補修・補
強等を必要最小限の範囲で実施

【特別監視制度（新規） 国営かんがい排水事業 １,１３４億円の内数】

○農業水利施設の老朽化の進行
・戦後整備された農業水利施設の老朽化が急速に進行

しており、耐用年数を超過した施設は年々増加し、突

発事故が増加

早期に改修が必要となる国営造成施設の資産額：
○施設の老朽化等による災害・事故発生の範囲を回避するとともに、畑地かんがい
用水を含め農業用水の安定供給等を確保

【国営かんがい排水事業 １,１３４億円】

○地域共同による農地・農業用水等の保全管理活動に加え、老朽化が進む水路な
どの長寿命化のための補修・更新の取組を支援

【農地・水保全管理支払交付金[所要額] ２８５億円】

（うち長寿命化のための補修等 ４７億円）

早期に改修が必要となる国営造成施設の資産額：
総資産額7.6兆円のうち約4分の1の2兆円

耐用年数超過施設数（基幹的水利施設）：
水路約１万ｋｍ、ポンプ場は全施設の６割

・農地周りの水路等の日常管理は主に集落で実施して
きたが、補修・更新の対応は不十分な状況

○ 農地の排水改良などの整備

・麦・大豆を生産し、食料自給率を向上するためには排水
改良が不可欠
整備済 水 約 分 排水 良

○戸別所得補償制度の本格実施に当たり、麦・大豆の生産拡大や耕地利用率の向上
などに必要な基盤整備を推進

【戸別所得補償実施円滑化基盤整備（新規） 億円】

農地・水利の整備

食料自給率の向上に資する農業生産基盤整備の推進

（うち長寿命化のための補修等 ４７億円）

・区画整備済み水田の約3分の1は排水不良
・畑地かんがいの整備率は2割

○災害に強い農村づくり

【戸別所得補償実施円滑化基盤整備（新規） ２８０億円】

○戦略作物等の生産を拡大するため、戸別所得補償制度の本格実施初年度にあたり、
暗渠排水、水路の緊急補修、畑地の土層改良等の整備を実施

【戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業（新規） ２２０億円】
農地の防災保全

安全・安心な農村の実現○災害に強い農村づくり
・豪雨、地震、地すべり等自然災害が増大
・１時間当たり50mm以上の降雨の発生回数は、過去30年
で約5割増加

○農地防災対策として、湛水被害や危険な河川工作物の解消、地すべり対策などを着
実に推進 【国営総合農地防災事業 １７０億円】

【直轄地すべり対策事業 １９億円】

地域特性に応じた整備

安 安心な農村 実現

地域の裁量を活かした制度の推進

○総合的な農山漁村の整備
・地域のニーズに即した柔軟な対応を可能とする仕組みと
し、地域特性に応じた整備を促進

○自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、地域の自主性と創意工
夫による農山漁村地域の整備を推進 【農山漁村地域整備交付金 ３１８億円】

域特性 備

○地域のことは地域が決める「地域主権」を確立するため、基本的に地方が自由に使
える一括交付金として創設 【地域自主戦略交付金 ５,１２０億円】



食料の安定供給の確保や農業・農村の多面的機能の発揮など食料・農業・農村基本法が掲げる基本理念の実現
に向け、農林水産省は、土地改良法に規定する新たな土地改良長期計画（平成20年度から24年度）を策定。

３．土地改良長期計画の概要について

政策目標

■整備を実施した地区において、農地の利用集積率を向上 約７割以上

・うち面的集積率の向上 約７割以上

目指す主な成果（アウトカム指標）

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

〔自給率向上に向けた食料供給力の強化の視点〕

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

・新たに農業生産法人等を設立 約１３０法人

■延べ約２９０万ｈａの農地に対する用水供給機能等の確保

・機能診断済みの施設の割合（再建設費ベース） 約２割（Ｈ１９）→約６割（Ｈ２４）

育成と質の高い農地利用集積

③ 農用地の確保と有効利用に
よる食料供給力の強化

■基盤整備の実施による耕地利用率の向上 １０５％以上に向上

■農地、農業用水等の保全・整備による耕作放棄地の発生防止

１２０万ｈａ（Ｈ１９）→延べ約２０５万ｈａ（Ｈ２４）

■湛水被害等のおそれのある農用地の延べ面積 ９１万ｈａ（Ｈ１９）→約６７万ｈａ（Ｈ２４）

〔田園環境の再生・創造の視点〕

④ 田園環境の再生・創造と共生・
循環を活かした個性豊かで活力

■田園自然環境の創造に着手 約１，４００地域（Ｈ１９）→約１，７００地域（Ｈ２４）

・うち生態系のネットワークの保全 約６７０地域（Ｈ１９）→約８３０地域（Ｈ２４）

・うち良好な景観の保全・創出 約５０地域（Ｈ１９）→約８０地域（Ｈ２４）

■農村生活環境の向上循環を活かした個性豊かで活力
ある農村づくり

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

■農村生活環境の向上

・農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６１％（Ｈ１９）→７０％（Ｈ２４）

・汚水処理人口普及率（３省計） ８４％（Ｈ１９）→９３％（Ｈ２４）

・農業集落排水処理人口 約３５０万人（Ｈ１９）→約４００万人（Ｈ２４）

■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

〔農村協働力の形成の視点〕
（横断的視点） ■農地、農業用水等の保全管理に係る集落等の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１ ７ 地域（Ｈ１９） 約３ ０ 地域（Ｈ２４）

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 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３，６００箇所（Ｈ２４）

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

約１．７万地域（Ｈ１９）→約３．０万地域（Ｈ２４）

約１３０万人・団体（Ｈ１９）→約２２０万人・団体（Ｈ２４）

■多様な主体が工事の施工に直接参加する直営施工への延べ参加者数

約５．９万人（Ｈ１５～Ｈ１９）→約６．５万人（Ｈ２０～Ｈ２４） 4



（１） 大規模畑地かんがいによる収益性の高い畑作農業の展開
【豊川用水地区（愛知県豊橋市・田原市）】

４．農業農村整備事業等を通じた農村の振興 5

○昭和43年の豊川用水の全面通水により、畑地かんがいが可能となり、高収益性作物の作付が大幅に増加。

○これに伴って農業生産額が大きく増加し、豊川用水受益地域は全国有数の畑作地域へと発展。

施設園芸作物露地野菜初立池幹線水路

高収益性作物に作付け構成が変化

農業用水の通水により、収益性の高い「キャベツ」「メロン」「すいか」
などの作付割合が大幅に増加。

畑作の高収益化に伴い、受益市町村の総生産額が増大

（豊橋市は昭和４２年から平成１６年まで３８年間連続で農業産出額全国１位。
平成１７年からは、同じ豊川用水受益の田原市が全国１位）
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