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土地改良法 

第四条の二 農林水産大臣は、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て、
政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画（以下「土地改良長期計画」という。）の案を作成し、閣議の
決定を求めなければならない。 

２ 土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実
施の目標及び事業量を定めるものとする。 

３  土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し
並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように
定めるものとする。 

第四条の三 土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があったため必要があ
るときは、改定することができる。 

土地改良法施行令 

 （土地改良長期計画） 

第一条の八 法第四条の二第一項の土地改良長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の
範囲内においてするものとする。 

○土地改良長期計画は、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。 

  （土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別）  

第五条の二  法第四条の二第二項 の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。  

  一  農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更  

  二  農用地の利用上必要な農業用用排水施設（前号に掲げるものを除く。）及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画
整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業  

  三  農用地の保全のため必要な事業  

土地改良法施行規則 

１．土地改良長期計画の位置付け 
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○第４次計画までの「事業量」重視から前計画（計画期間：平成15年～19年）では国民の視点に立った「達成される
成果」（アウトカム目標）重視へと転換。 

○さらに、時代の変化に即応した計画となるよう計画期間を１０年から５年に短縮。 

２．土地改良長期計画の変遷 2 

都市並みの生活環境

食の多様化

農
業
情
勢

社
会
全
般

農
業
農
村
整
備
事
業
の
展
開

（H13：生態系保全型水田整備推進事業）

S24
土地改良法制定

H4
新政策

H11
新基本法 H13土地改良法改正

【農政の動き】

昭和35年 平成3年 平成11年 平成17年

●未整形から標準区画（30a）への整備

（S38：ほ場整備事業）

●生産基盤と一体的な農村の生活環境整備

（S52：農道整備事業の整理統合）
（S58：農業集落排水事業）

戦後の食糧危機

S44：開田抑制
S48：第一次石油危機

H5：ｶﾞｯﾄｳﾙｸﾞｱｲ・ﾗｳﾝﾄﾞ農業合意
H4：生活大国5ヶ年計画

●大区画水田（1ha）の整備

（H1：低コスト大区画ほ場整備事業）

●基盤整備を契機とした担い手の育成

（H5：担い手育成基盤整備事業）

●魅力ある田園づくりによる都市との共生

（H11：田園整備事業）

【国民のニーズ】

食の量の確保 食の量から質を重視

【農村のニーズ】

増産重視 生活環境改善

H13：BSE発生 H16：鳥インフルエンザ発生

S35：国民所得倍増計画

S37：全国総合開発計画

H9：環境影響評価法

H14：ﾊﾞｲｵﾏｽ・ﾆｯﾎﾟﾝ総合戦略S54：第二次石油危機

●生態系保全型の水田整備の全国的な展開

（H20：生物多様性対応基盤整備パイロット事業）

H19  品目横断的経営安定政策
（H20～水田・畑作経営所得安定対策）

●認定農業者などの経営体の育成

（H15：経営体育成基盤整備事業）

●減農薬などの環境保全型農業の支援

（H16：地域環境保全型農業推進総合整備事業）

●地域共同による農地・農業用

水等の保全管理への支援
（H19:農地・水・環境保全向上対策）

H２０：国土形成計画
（全国計画）

S36
農業基本法

S45
総合農政

食の安全・安心確保

地域の個性を活かした魅力ある美しい農村づくり

H12 食料・農業・農村基本計画 H17  食料・農業・農村基本計画

H22：口蹄疫発生

H23 戸別所得補償制度
(H22   戸別所得ﾓﾃ゙ ﾙ対策）

●農業生産力強化に向けた
農業生産基盤整備の推進

(H23：戸別所得補償実施円滑化基盤整備)

平成22年

H23：東日本大震災発生

●地域の自主裁量を拡大する

一括交付金の創設
（H23：地域自主戦略交付金）

●地域共同による施設の保全管理
・長寿命化への支援

（H23:農地・水保全管理支払交付金）
※農地・水・環境保全向上対策を拡充

●長寿命化対策への転換

（H23:国営施設機能保全事業）

食糧増産
構造政策の推進
農村の定住条件
の整備

生産性の向上と
農業生産の選択的拡大

【事業の展開方向】
食料の安定供給の確保

農業の持続的な発展
農村の振興

多面的機能の発揮

環境との調和への配慮
地域の意向の重視と地域との連携
土地改良区の役割の一層の発揮

第４次計画 前計画 現行計画

H5～ H15～ H20～【土地改良
長期計画】

S40～
第1次
計画

S48～
第2次
計画

S58～
第3次
計画

長
期
計
画

H22  新たな食料・農業・
農村基本計画

H19  農山漁村活性化法

H22：生物多様性国家戦略2010

H22：ﾊﾞｲｵﾏｽ活用推進基本計画

H22：財政運営戦略 新成長戦略

H16：景観法施行

H13：ﾄ゙ｰﾊﾗｳﾝﾄ゙立ち上げ

H13～21：骨太の方針等

≪農政と一体となった事業展開≫



（１）現計画の政策枠組み 

 

（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                  

政策の視点と政策目標 

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 

自給率向上に向けた食料供給力の強化の視点 

農村協働力の形成の視点（横断的視点） 

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 

３ 農用地の確保と有効利用による食料供給力

の強化 

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 

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・安心な地域社会の形成への貢献 

田園環境の再生・創造の視点 

踏まえるべき事項 

３．現行土地改良長期計画の概要 

 

（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           
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政策目標 

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 

③ 農用地の確保と有効利用に 
 よる食料供給力の強化 

■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 

    ・新たに農業生産法人等を設立            約１３０法人 

〔農村協働力の形成の視点〕 
（横断的視点） 

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 

■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） 

〔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 
地域社会の形成への貢献 

■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 

      ・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 

                  約２，２００箇所（Ｈ１９）→約３，６００箇所（Ｈ２４） 

目指す主な成果（アウトカム指標） 

■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） 

■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） 

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）現計画の政策目標と目指す主な成果 4 



（３）現計画の政策目標と事業量 

■農村地域における田園自然環境の創造に向けた整備    約１，７００箇所 

     ・うち生態系のネットワークの保全             約７４０箇所 

     ・うち良好な景観の保全・創出               約３０箇所で実施 

■田園環境の再生・創造に向けた農村生活環境施設等の整備 

     ・農業集落排水汚泥のリサイクル       新たに約５１０地区（約９４０地区） 

     ・農業集落排水施設の整備               約８６０地区（約１，６００地区） 
     ・個性豊かで活力ある農村づくりのための整備      約８２０地区（約１，５００地区） 

■老朽化等に伴い緊急に対策を要するため池等の整備      約１，９００地区 

■ため池防災情報伝達体制等の整備 

〔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 
  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・安心な地域 
  社会の形成への貢献 

政策目標 

■農地利用集積を条件とした区画整理等          約７．５万ｈａ（約１３万ｈａ） 

■畑地における農業用用排水施設の整備          約３．７万ｈａ（約３．０万ｈａ） 

■基幹的な水利施設について機能診断を実施      水路約１．５万ｋｍ 
                         機場等約１，６００箇所 

■予防保全対策や適時適切な更新整備 

■畑地における農業用用排水施設の新規整備 

■区画整理や暗きょ排水等の整備による水田の汎用化    約５．０万ｈａ（約６．９万ｈａ） 

■立地条件に応じた農地等の整備や鳥獣侵入防止施設の整備 

■耕作放棄地の発生防止・優良農地確保のため、地域共同 
 活動による適切な保全管理・区画整理等         約２００万ｈａ 

■大型機械体系に対応した草地の整備 

■基幹的な農業用道路の整備 

■各種防災事業の総合的推進               約３，０００地区（約４，５００地区） 

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 

③ 農用地の確保と有効利用による 
  食料供給力の強化 

■集落等の協定に基づく地域共同活動による適切な保全管理  約３．０万協定 
                             約２００万ｈａ 

■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８００地区 

〔農村協働力の形成の視点〕（横断的視点） 

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 

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〕 

（  ）は前計画の値 事業量 
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備考

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７割以上 67% H22年度

　このうち面的集積率
約７割以上 83% H22年度

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130法人 146法人設立 H22年度

意欲と能力のある経営体への農地の利用集積を条件と
した区画整理、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7.5万ha 4.4万ha H22年度

約3.7万haの畑地において農業用用排水施設の整備
約3.7万ha 1.5万ha H22年度

目指す
主な成果

機能診断済みの基幹的農業用用排水施設の割合（再建
設費ベース）

 約２割(H19)
　　　   →約６割(H24)

39% H22年度

事業量 約1.5万ｋｍの水路と約1,600箇所の施設について機能
診断を実施

水路　約1.5万km
施設　約1,600箇所

水路　0.8万ｋｍ
施設　1,016箇所

H22年度

目指す
主な成果

基盤整備の実施により対象農地における耕地利用率
105％以上 103% H22年度

事業量 約5.0万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 約5.0万ha 2.7万ha H22年度

目指す
主な成果

農地、農業用水等の保全・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120万ha(H19)
  →延べ約205万ha(H24)

延べ199万ha H22年度

事業量 耕作放棄地の発生を防止し優良農地を確保するため、
約200万ｈａの農地において、協定に基づく地域共同の
取組により農地・農業用水等の保全 約200万ｈａ 197万ha H22年度

目指す
主な成果

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67万ha(H24)

81万ha H22年度

事業量 各種防災事業を約3,000地区で総合的に推進
約3,000地区 2,208地区 H22年度

政策目標
Ｈ２０～Ｈ２２

実績値

目指す
主な成果

事業量

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

分類 指標及び事業量

③農用地の確保と有効利
　用による食料供給力の
　強化

目標値

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

（４-１）成果指標及び事業量の実績一覧（１／２） 6 
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（４-２）成果指標及び事業量の実績一覧（２／２） 

備考

個性豊かで活力ある農村づくりに向け、田園自然環境
の創造に着手した地域

 約1,400地域(H19)
     →約1,700地域(H24)

1,747地域 H22年度

　このうち生態系のネットワークの保全の推進  約670地域(H19)
      →約830地域(H24)

925地域 H22年度

　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80地域(H24)

90地域 H22年度

農村地域における田園自然環境の創造に向けた整備
約1,700箇所 571箇所 H22年度

　このうち生態系のネットワークの保全の推進
約740箇所 389箇所 H22年度

　農村地域における良好な景観の保全・創出
約30箇所 44箇所 H22年度

農業集落排水汚泥のリサイクル率
61％(H19)→70％(H24) 64.0% H21年度

汚水処理人口普及率（３省計）
84％(H19)→93％(H24) 86% H21年度

農業集落排水処理人口  約350万人(H19)
      →約400万人(H24)

360万人 H21年度

農業集落排水汚泥のリサイクルを約510地区において新
たに実施

約510地区 152地区 H21年度

農業集落排水施設の整備を約860地区において実施
約860地区 567地区 H22年度

個性豊かで活力ある農村づくりのための整備を約820地
区において実施

約820地区 740地区 H22年度

目指す
主な成果

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3,600箇所(H24)

2,409箇所 H21年度

事業量 農業災害の防止等を図るため、ため池の整備を約1,900
地区において実施

約1,900地区 982地区 H22年度

目指す
主な成果

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1.7万地域(H19)
    →約3.0万地域(H24)
 130万人・団体(H19)
  →約220万人・団体(H24)

2.0万地域

191万人・団体
H22年度

事業量 約3.0万の集落等の協定に基づく地域共同の活動によ
り、約200万haの農用地において、農地・農業用水等の
適切な保全管理を実施

約200万ha 197万ha H22年度

目指す
主な成果

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(H20～24)

3.9万人 H22年度

事業量 多様な主体の参画による直営施工を延べ約800地区にお
いて実施

約800地区 494地区 H22年度

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

事業量

目指す
主な成果

目指す
主な成果

事業量

④田園環境の再生・創造
　と共生・循環を活かし
　た個性豊かで活力ある
　農村づくり

政策目標 分類 指標及び事業量 目標値
Ｈ２０～Ｈ２２

実績値
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（法人/千ha） 

○基盤整備実施地区では、農地の利用集積率は６７％、面的集積率は８３％に向上しており、農地の整備は効率的か 
   つ安定的な経営体の育成に寄与。 
○基盤整備実施地区では、新たに１４６の農業生産法人等が設立。農地の利用集積を条件とした基盤整備を契機に、 
     組織化や法人化が進展。 
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成果指標 目標 H20～H22実績 

農地の利用集積率を 
７割以上に向上 70% 67% 

このうち面的集積率を 
７割以上に向上 70% 83% 

新たに農業生産法人等
を約１３０法人設立 約130法人 

146法人 
（達成済） 

※H22年度実績については、宮城県のデータは未集計 
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【政策目標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 

実施状況① 

４．現行土地改良長期計画の実施状況  

目指す成果の達成状況 

59  

205  

0

100

200

実施前 実施後 

法
人
数 

実績 
146法人の増 

目標値 
130法人の増 

全国： 農業生産法人数 11,829（H22） 
     農地面積459.3千ha（H22） 
 
基盤整備地区： 農業生産法人数 157 
                       受益面積 29,558ha 
 
  （基盤整備実施地区の農業生産法人数及び受益面
積は、H20～H22年度にほ場整備事業を完了した
283地区の実績） 

ほ場整備完了地区における農業経営の組織化、法人化の状況 

注）平成20～21年度にほ場整備事業を完了した246地区の完了
時点での実績。 
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全国平均 
27時間/10a 

20時間/10a 

29時間/10a 

(時間/10a) 

20

40

60

80

100

120

事業実施前 事業実施後 

生産費 

全国平均 
124千円/10a 

93千円/10a 

78千円/10a 

(千円/10a) 
経営面積 労働時間 

注1：H20～H21年度にほ場整備事業等が完了した、全国246地区における聞き取り調査結果による実績 
注2：経営面積の全国平均は、農業構造動態調査によるH21年度の販売農家一戸当たりの実績 
注3：労働時間及び生産費の全国平均は、米生産費統計によるH21年度の実績 

ほ場整備事業完了地区における担い手の経営面積、労働時間及び生産費の変化 

農業生産法人の設立状況 生産組織化の状況 

ほ場整備実施地区数 

２４６地区 

 
 

１３５地区 

うち生産組織が設立
している地区数 

246 

（ほ場整備実施地
区数の約６割） 

うち法人化数（予定も含む） 

 

設立している生産組織
の数 

 ２５５ 

１５７ 

255 
生産組織の数 

157 

 （生産組織の約６割） 

135 

ほ場整備実施地区数

２４６地区

１３５地区

うち生産組織が設立
している地区数

246

（ほ場整備実施地
区数の約６割）

うち法人化数（予定も含む）

設立している生産組織
の数

２５５

１５７

255
生産組織の数

157

（生産組織の約６割）

135
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