
成果指標と事業量（案） 資成果指標と事業量（案） 資料 ３成果指標と事業量（案） 資料－３成果指標と事業量（案） 資料 ３成果指標と事業量（案） 資料 ３成果指標と事業量（案）
１ 重点的な取組と目指す成果（案）１ 重点的な取組と目指す成果（案）１ 重点的な取組と目指す成果（案）１ 重点的な取組と目指す成果（案）１．重点的な取組と目指す成果（案）点 取組 指 成果（案）

基本 念 「食 を 支 る 水 と 生 創 造基本理念 「食 を 支 え る 水 と 土 の 再 生 創 造」基本理念： 「食 を 支 え る 水 と 土 の 再 生 ・ 創 造」基本理念： 「食 を 支 え る 水 と 土 の 再 生 ・ 創 造」基本理念： 「食 を 支 え る 水 と 土 の 再 生 創 造」基本理念 食 を 支 え る 水 再 創 造」

政策課題 政策目標 重点的な取組政策課題 政策目標 重点的な取組政策課題 政策目標 重点的な取組政策課題 政策目標 重点的な取組

○地域 中心となる経営体 農地集積を加速化する整備 重点化 た大 化 化 推進○地域の中心となる経営体への農地集積を加速化する整備に重点化した大区画化 汎用化の推進○地域の中心となる経営体への農地集積を加速化する整備に重点化した大区画化・汎用化の推進○地域の中心となる経営体への農地集積を加速化する整備に重点化した大区画化 汎用化の推進

農 等 【重点指標①】１ 農地の大区画化 汎用化等 【重点指標①】１ 農地の大区画化・汎用化等 【重点指標①】１．農地の大区画化 汎用化等 【重点指標①】農地の大区画化 汎用化等
○基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上による農業の体質強化 ○基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上による農業の体質強化 ○基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上による農業の体質強化 ○基盤整備実施地区 おける地域 中 なる経営体 農地集積率 約 割以
全国の水田の現在の大区画割合（８％）を 大規模な経営体が耕作する水田の大区画割合（15%）並みに引き上げるための大

による農業の体質強化
全国の水田の現在の大区画割合（８％）を 大規模な経営体が耕作する水田の大区画割合（15%）並みに引き上げるための大全国の水田の現在の大区画割合（８％）を、大規模な経営体が耕作する水田の大区画割合（15%）並みに引き上げるための大

Ⅰ 農を「強くする 区画化の整備を実施（大区画水田の面積20 40万h ） これにより 水田の集積を促進し 集積率８割の達成に資するⅠ 農を「強くする」 区画化の整備を実施（大区画水田の面積20→40万ha） これにより 水田の集積を促進し 集積率８割の達成に資するⅠ 農を「強くする」 区画化の整備を実施（大区画水田の面積20→40万ha）。これにより、水田の集積を促進し、集積率８割の達成に資する。Ⅰ．農を「強くする」農を 強くする」
地域全体としての食料生～地域全体としての食料生 ○基幹的農業水利施設の長寿命化対策～地域全体としての食料生 ○基幹的農業水利施設の長寿命化対策地域全体としての食料生

農地 水等 生産資源 適
○基幹的農業水利施設の長寿命化対策

産の体質強化 ２ 農地 水等の生産資源の適
○基幹的農業水利施設の長寿命化対策

産の体質強化～ ２ 農地・水等の生産資源の適
【重点指標②】産の体質強化～ ２．農地 水等の生産資源の適
【重点指標②】産の体質強化 農

保全管 有
【重点指標②】

切な保全管理と有効利用に
【重点指標②】

切な保全管理と有効利用に
基幹水 施 機能診 済 割合 建 費 約 割 約 割

切な保全管理と有効利用に
○基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベ ス） 約４割（H22）→約７割（H28）

切な保全管理と有効利用に
確

○基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベース） 約４割（H22）→約７割（H28）
よる食料供給力の確保

○基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベ ス） 約４割（H22） 約７割（H28）
よる食料供給力の確保 国営施設 割 県営施設 割 機能診断を する と より 老朽施設 長寿命化を促進よる食料供給力の確保 国営施設の９割 県営施設の５割で機能診断を了することにより 老朽施設の長寿命化を促進よる食料供給力の確保 国営施設の９割、県営施設の５割で機能診断を了することにより、老朽施設の長寿命化を促進国営施設の９割、県営施設の５割で機能診断を了することにより、老朽施設の長寿命化を促進

○農地 農業用施設の災害復旧の推進
被災 域 災害 強 新

○農地・農業用施設の災害復旧の推進
３ 被災地域の災害に強い新た

○農地 農業用施設の災害復旧の推進
３ 被災地域の災害に強い新た

農 農業用施設 災害復 推進
３．被災地域の災害に強い新た

【 指 ③】
被災地域 災害 強 新

【重点指標③】な食料供給基地としての再 【重点指標③】な食料供給基地としての再 【重点指標③】な食料供給基地としての再 ③
震災 被災地域 お る営農 開が 能となる農地 積 約

な食料供給基地としての再
○震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１ ９万ha

生 復興
○震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１ ９万ha

生・復興
○震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１．９万ha

生・復興 農業 農村の復興マスタ プランに基づき H26年度までに警戒区域等を除く概ねすべての農地で営農再開生 復興 農業・農村の復興マスタープランに基づき H26年度までに警戒区域等を除く概ねすべての農地で営農再開農業 農村の復興マスタ プランに基づき、H26年度までに警戒区域等を除く概ねすべての農地で営農再開農業 農村 復興 ラ 、 年度 警戒 域等を除 概 す 農 営農再開

○防災 減災対策 推進○防災・減災対策の推進○防災・減災対策の推進
国土を「守る ド 体とな た

○防災 減災対策の推進
Ⅱ 国土を「守る」 ４ ハ ド ソフト 体となったⅡ 国土を「守る」 ４ ハード・ソフト一体となった 【重点指標④】Ⅱ．国土を「守る」 ４．ハ ド ソフト 体となった 【重点指標④】Ⅱ．国土を 守る」 体 【重点指標④】

震災復興 防災 減災力 総合的な災害対策の推進に
【重点指標④】

～震災復興 防災 減災力の 総合的な災害対策の推進に ○老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害のおそれの解消～震災復興、防災・減災力の 総合的な災害対策の推進に ○老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害のおそれの解消震災復興、防災 減災力の 総合的な災害対策の推進に ○老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害のおそれの解消
強化と多面的機能の発揮 よる災害に強い農村社会の

○老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害のおそれの解消
強化と多面的機能の発揮～ よる災害に強い農村社会の 約１０万h 以上強化と多面的機能の発揮～ よる災害に強い農村社会の 約１０万ha以上強化と多面的機能の発揮 よる災害に強い農村社会の 約１０万ha以上

形成 今後 農地等に甚大な被害を及ぼすおそれのあるため池等を早急に改修することにより 農地約10万h の湛水形成 今後 農地等に甚大な被害を及ぼすおそれのあるため池等を早急に改修することにより 農地約10万haの湛水形成 今後、農地等に甚大な被害を及ぼすおそれのあるため池等を早急に改修することにより、農地約10万haの湛水形成 今後、農地等に甚大な被害を及ぼすおそれのあるため池等を早急に改修する とにより、農地約 万 の湛水
被害等を防止被害等を防止被害等を防止被害等を防

農地 整備 安定的な水利５ 農地の整備 安定的な水利５ 農地の整備 安定的な水利５．農地の整備、安定的な水利
○優良農地の維持 美しい農村環境の保全 創出等による多面的機能の発揮

農 備、 定
シ ム 維持や農村環境 ○優良農地の維持 美しい農村環境の保全・創出等による多面的機能の発揮システムの維持や農村環境 ○優良農地の維持、美しい農村環境の保全・創出等による多面的機能の発揮システムの維持や農村環境 ○優良農地の維持、美しい農村環境の保全 創出等による多面的機能の発揮

基幹 施 命 減 策 推進 美 農 境 保全 創 等
システムの維持や農村環境

（２の基幹水利施設の長寿命化 ４の防災 減災対策の推進 ７の美しい農村環境の保全 創出等により
農

の保全等による農業 農村
（２の基幹水利施設の長寿命化 ４の防災・減災対策の推進 ７の美しい農村環境の保全・創出等により

の保全等による農業・農村
（２の基幹水利施設の長寿命化、４の防災 減災対策の推進、７の美しい農村環境の保全 創出等により

の保全等による農業・農村
長 農

対応）の保全等による農業 農村 対応）
の多面的機能の発揮

対応）
の多面的機能の発揮の多面的機能の発揮の多面的機能の発揮

域協働 農 農業 水 保全管○地域協働による農地 農業用水の保全管理○地域協働による農地・農業用水の保全管理○地域協働による農地 農業用水の保全管理

地域 主体性 協働力を活６ 地域の主体性 協働力を活 【重点指標⑤】６ 地域の主体性・協働力を活 【重点指標⑤】６．地域の主体性 協働力を活 【重点指標⑤】域 体性 協働 を活 【重点指標⑤】
かした地域資源の適切な保 ○非農家等 多様な主体 参加 よる地域共 活動 参加者数 延べ約 人 団体 上地域を「育む かした地域資源の適切な保 ○非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数 延べ約１ ０００万人 団体以上Ⅲ 地域を「育む」 かした地域資源の適切な保 ○非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数 延べ約１ ０００万人・団体以上Ⅲ 地域を「育む」 かした地域資源の適切な保 ○非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数 延べ約１，０００万人 団体以上Ⅲ． 地域を「育む」
全管理 整備 農地 水保全管 支払等 地域共 動 る農地 農業 水等 保全管 整備を き続き推進

Ⅲ． 地域を 育む」
全管理・整備 農地・水保全管理支払等の地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理・整備を引き続き推進全管理・整備 農地・水保全管理支払等の地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理・整備を引き続き推進

農村の協働力や地域資
全管理 整備 農地 水保全管理支払等の地域共同活動による農地 農業用水等の保全管理 整備を引き続き推進

（ 人 団体は農業就業人 人( ) 約 倍）～農村の協働力や地域資 （1 000万人・団体は農業就業人口261万人(H22)の約４倍）農村の協働力や地域資 （1,000万人・団体は農業就業人口261万人(H22)の約４倍）農村 協働 域資 （1,000万人 団体は農業就業人口261万人(H22)の約４倍）
源の潜在力を活かしたコ源の潜在力を活かしたコ源の潜在力を活かしたコ潜

７ 小水力発電等の自立 分散 ○小水力発電等 生 能 ネ ギ 生産ミ ニティの再生 ７ 小水力発電等の自立・分散 ○小水力発電等の再生可能エネルギ の生産ミュニティの再生～ ７．小水力発電等の自立・分散 ○小水力発電等の再生可能エネルギーの生産ミュニティの再生 ７．小水力発電等の自立 分散 ○小水力発電等の再生可能エネルギ の生産
型 ネルギ システム の型エネルギーシステムへの 【重点指標⑥】型エネルギーシステムへの 【重点指標⑥】型エネルギ システムへの 【重点指標⑥】
移行と美 農村環境

【重点指標⑥】
移行と美しい農村環境の再 ○小水力発電等の再生可能 ネルギ の導入に向けた計画作成に着手済みの地域 約１ ０００地域移行と美しい農村環境の再 ○小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手済みの地域 約１ ０００地域移行と美しい農村環境の再 ○小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手済みの地域 約１，０００地域移行 美 農村環境 再
生 創造

○小水力発電等の再生可能 ネルギ の導入に向けた計画作成に着手済みの地域 約１，０００地域
れま 事業 生 能 ギ を導 域 約 倍生 創造 これまでに事業により再生可能エネルギ を導入した47地域に対して約20倍 1生・創造 これまでに事業により再生可能エネルギーを導入した47地域に対して約20倍 1生 創造 これまでに事業により再生可能エネルギ を導入した47地域に対して約20倍 1創造



２ 成果指標 事業量（案）２ 成果指標 事業量（案）２ 成果指標・事業量（案）２ 成果指標・事業量（案）２．成果指標 事業量（案）２．成果指標 事業量（案）
※赤枠内が重点指標と重点指標に係る事業量※赤枠内が重点指標と重点指標に係る事業量※赤枠内が重点指標と重点指標に係る事業量※赤枠内が重点指標と重点指標に係る事業量

事業量（案）政策目標（案）政策課題（案） 成果指標（案） 事業量（案）政策目標（案）政策課題（案） 成果指標（案） 事業量（案）政策目標（案）政策課題（案） 成果指標（案） 事業量（案）政策目標（案）政策課題（案） 成果指標（案）

【重点指標①】【重点指標①】 ■農地集積と水田の汎用化を加速化するための農地整備【重点指標①】 ■農地集積と水田の汎用化を加速化するための農地整備【 点指標①】
○基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体 の農地集積率 約８割以上（Ｈ２８）

■農地集積と水田の汎用化を加速化するための農地整備
○基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上（Ｈ２８）○基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上（Ｈ２８）

○整備済み水田の畦畔除去等による区画拡大も含めた大区画化の整備○整備済み水田の畦畔除去等による区画拡大も含めた大区画化の整備

農
○整備済み水田の畦畔除去等による区画拡大も含めた大区画化の整備

１ 農地の大区画化 約２０万h１ 農地の大区画化・ ○基盤整備実施地区における大区画ほ場の割合 約７割以上（Ｈ２８） 約２０万ha１．農地の大区画化 ○基盤整備実施地区における大区画ほ場の割合 約７割以上（Ｈ２８） 約２０万ha

汎用化等 よる農
○基盤整備実施地区における大区画ほ場の割合 約７割以上（Ｈ２８）

○畑地の農業用用排施設の整備 約１ ６万h汎用化等による農 ○畑地の農業用用排施設の整備 約１ ６万ha汎用化等による農 ○畑地の農業用用排施設の整備 約１．６万ha汎用化等による農
○区画整理や土層 土壌改良等の畑地の整備 約２ １万h○基盤整備実施地区における耕地利用率 １０８％以上（Ｈ２８）

業の体質強化農を「強くする
○区画整理や土層・土壌改良等の畑地の整備 約２ １万ha○基盤整備実施地区における耕地利用率 １０８％以上（Ｈ２８）

業の体質強化農を「強くする」
○区画整理や土層 土壌改良等の畑地の整備 約２．１万ha○基盤整備実施地区における耕地利用率 １０８％以上（Ｈ２８）

○基盤整備実施地 おける麦 大 作付率 上（ ）業の体質強化農を「強くする」 ○区画整理や暗きょ排水等の整備による水田の汎用化 約１６万h○基盤整備実施地区における麦・大豆の作付率 １７％以上（Ｈ２８）業の体質強化農を 強くする」 ○区画整理や暗きょ排水等の整備による水田の汎用化 約１６万ha○基盤整備実施地区における麦・大豆の作付率 １７％以上（Ｈ２８） ○区画整理や暗きょ排水等の整備による水田の汎用化 約１６万ha○基盤整備実施地区 おける麦 大 作付率 以 （ ）

このうち整備済み水田における暗きょ排水の整備 約１０万h盤 農 産 ・このうち整備済み水田における暗きょ排水の整備 約１０万ha○基盤整備実施地区における新たな農業生産法人等の設立 約３００法人（Ｈ２４～Ｈ２８） このうち整備済み水田における暗きょ排水の整備 約１０万ha○基盤整備実施地区における新たな農業生産法人等の設立 約３００法人（Ｈ２４～Ｈ２８）

地域全体 このうち地下水位制御システムの導入 約１ ０万h
○基盤整備実施地区における新たな農業生産法人等の設立 約３ 法人（ ８）
○基盤整備実施地区における６次産業化に取り組む地区の割合 約５割以上（Ｈ２８）地域全体として ・このうち地下水位制御システムの導入 約１．０万ha○基盤整備実施地区における６次産業化に取り組む地区の割合 約５割以上（Ｈ２８）地域全体として このうち地下水位制御システムの導入 約１．０万ha○基盤整備実施地区における６次産業化に取り組む地区の割合 約５割以上（Ｈ２８）地域全体として

食料生産の食料生産のの食料生産の 【重点指標②】
農地 水等 生産

の食料生産の 【重点指標②】
機能診断を実施する施設 水路約 機場等約 箇所２ 農地・水等の生産

食
体 強

【重点指標②】
○機能診断を実施する施設 水路約１ ３万ｋｍ 機場等約１ ４００箇所２．農地・水等の生産体質強化 ○基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベ ス） 約４割（Ｈ２２） 約７割（Ｈ２８）
○機能診断を実施する施設 水路約１．３万ｋｍ、 機場等約１，４００箇所２．農地 水等の生産体質強化 ○基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベース） 約４割（Ｈ２２）→約７割（Ｈ２８）
○機能診断を実施する施設 水路約 万 、 機場等約 ， 箇所

資源の適切な保全
体質強化 ○基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベ ス） 約４割（Ｈ２２） 約７割（Ｈ２８）

資源の適切な保全
体質強

資源の適切な保全資源の適切な保全
○国営造成施設の機能保全計画の策定率（再建設費ベ ス） 約４割（Ｈ２２）→約８割（Ｈ２８） ○機能保全計画を策定する国営造成施設

管理と有効利用に
○国営造成施設の機能保全計画の策定率（再建設費ベース） 約４割（Ｈ２２）→約８割（Ｈ２８） ○機能保全計画を策定する国営造成施設

管理と有効利用に
○国営造成施設の機能保全計画の策定率（再建設費 ス） 約４割（Ｈ２２） 約８割（Ｈ２８） ○機能保全計画を策定する国営造成施設

管理と有効利用に
○戦略的保全管理による国営造成施設の更新等整備費用の低減率 約３割減（Ｈ２３年度比） 水路約６ ０００ｋｍ 機場等約４００箇所

管 有効利用
○戦略的保全管理による国営造成施設の更新等整備費用の低減率 約３割減（Ｈ２３年度比） 水路約６，０００ｋｍ、 機場等約４００箇所

よる食料供給力の
○戦略的保全管理による国営造成施設の更新等整備費用の低減率 約３割減（Ｈ２３年度比） 水路約６，０００ｋｍ、 機場等約４００箇所

よる食料供給力のよる食料供給力の
○協定に基づく地域共同の取組による農地 農業用水等の保全 約２００万h

確保 ○農地 農業用水の保全 整備による優良農地の維持 約３６０万 （ ２８）
○協定に基づく地域共同の取組による農地・農業用水等の保全 約２００万ha

確保 ○農地・農業用水の保全・整備による優良農地の維持 約３６０万ha（Ｈ２８）
○協定に基づく地域共同の取組による農地 農業用水等の保全 約２００万ha 

確保 ○農地 農業用水の保全 整備による優良農地の維持 約３６０万ha（Ｈ２８）
○耕作放棄地の解消 約４万h確保 ○耕作放棄地の解消 約４万ha○耕作放棄地の解消 約４万ha

被災地域 災害３ 被災地域の災害 【重点指標③】３ 被災地域の災害 【重点指標③】３．被災地域の災害 【重点指標③】

に強い新たな食料
【重点指標③】
○震災 被災地域 おける営農再開が 能となる農地 面積 約に強い新たな食料 ○震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１ ９万haに強い新たな食料 ○震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１．９万haに強い新たな食料 震災 被災 域 おけ 営農再開 能 な 農 面積 約

供給基地としての国土を「守る」 供給基地としての国土を「守る」 供給基地としての国土を「守る」 供給基地としての国土を 守る」
再生 復興再生・復興再生 復興

震災復興震災復興 【重点指標④】震災復興、 ○各種防災事業の実施 約２ ６００地区【重点指標④】
４ ド ソフト 体

震災復興、 ○各種防災事業の実施 約２ ６００地区【重点指標④】
４ ハード・ソフト一体防災 減災力と

○各種防災事業の実施 約２，６００地区【重点指標④】
○老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害の４．ハ ド・ソフト 体防災・減災力と ○老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害のド ソフト 体防災・減災力と ○老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害の

とな た総合的な
防災 減災力と

おそれの解消 約１０万h 以上となった総合的な
多面的機能

おそれの解消 約１０万ha以上となった総合的な
多面的機能の

おそれの解消 約１０万ha以上総
災害 策 推進

多面的機能の
災害対策の推進に

多面的機能の
○ハザ ドマ プの整備等のため池の減災対策により 災害リスクが軽減される農業集落戸数災害対策の推進に

発揮
○ハザードマップの整備等のため池の減災対策により 災害リスクが軽減される農業集落戸数

○ ザ ド プ 作成等 減災対策を実施するため池数 約 箇所
災害対策の推進に

発揮
○ハザ ドマップの整備等のため池の減災対策により、災害リスクが軽減される農業集落戸数

約 戸（ ） 約 戸（ ） ○ハザードマップの作成等の減災対策を実施するため池数 約２ ３００箇所
よる災害に強 農

発揮 約１５万戸（Ｈ２２）→約２９万戸（Ｈ２８） ○ハザードマップの作成等の減災対策を実施するため池数 約２，３００箇所
よる災害に強い農

発揮 約１５万戸（Ｈ２２）→約２９万戸（Ｈ２８） ○ ザ ッ 作成等 減災対策を実施する 池数 約 ， 箇所
よる災害に強い農 約 戸（ ） 約 戸（ ）よる災害に強い農
村社会の形成 ○国営造成施設における重要構造物の耐震設計 照査の実施率村社会の形成 ○国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の実施率

○国営造成施設における耐震設計 照査を行う重要構造物 約１３０箇所村社会の形成 ○国営造成施設における重要構造物の耐震設計 照査の実施率
約２割（Ｈ２３） 約６割（Ｈ２８） ○国営造成施設における耐震設計・照査を行う重要構造物 約１３０箇所村社会の形成
約２割（Ｈ２３）→約６割（Ｈ２８） ○国営造成施設における耐震設計 照査を行う重要構造物 約１３０箇所約２割（Ｈ２３） 約６割（Ｈ２８）

【重点指標⑤】【重点指標⑤】【重点指標⑤】
○非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動 の参加者数○非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数○非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数

○協定に基づく地域共同活動による適切な保全管理（取組面積（農地面積））延べ約１ ０００万人 団体以上（Ｈ２４ Ｈ２８） ○協定に基づく地域共同活動による適切な保全管理（取組面積（農地面積））
６ 地域の主体性 協 延べ約１ ０００万人・団体以上（Ｈ２４～Ｈ２８） ○協定に基づく地域共同活動による適切な保全管理（取組面積（農地面積））
６ 地域の主体性・協 延べ約１，０００万人 団体以上（Ｈ２４～Ｈ２８）

約２００万h６．地域の主体性 協
○地域共同活動による農地 農業用水等の保全管理の取組面積に占める 長寿命化等の高度な 約２００万ha

働力を活か た地
○地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理の取組面積に占める 長寿命化等の高度な 約２００万ha

働力を活かした地
○地域共同活動による農地 農業用水等の保全管理の取組面積に占める、長寿命化等の高度な

働力を活かした地 活動の取組面積の割合 約３割（Ｈ２８）働力を活かした地 活動の取組面積の割合 約３割（Ｈ２８）
域資源の適切な保

活動の取組面積の割合 約３割（Ｈ２８）
○広域的な実施体制 農地 農業用水等 地域資源 総合的な管理 取域資源の適切な保 ○広域的な実施体制の下での農地・農業用水等の地域資源の総合的な管理の取域資源の適切な保 ○地域共同活動による農地 農業用水等の保全管理を広域的に実施する体制が
○広域的な実施体制の下での農地・農業用水等の地域資源の総合的な管理の取域資源の適切な保

地域を「育む
○地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理を広域的に実施する体制が

広域 実施体制 農 農業用 等 域資源 総 管
組（農地面積 資源量（水路 農道 延長））全管理 整備地域を「育む」

○地域共同活動による農地 農業用水等の保全管理を広域的に実施する体制が
整備され る地域 約 地域 組（農地面積 資源量（水路 農道の延長））全管理・整備地域を「育む」 整備されている地域 約１ ３００地域 組（農地面積、資源量（水路、農道の延長））全管理・整備地域を 育む」 整備されている地域 約１，３００地域 農 積 農 長

農地面積約 万 水路 万 農道 万
管理 整備

農地面積約４０万ha 水路８ ０万km 農道４ ６万km
○農業農村整備事業等 おける直営施 参加者数

農地面積約４０万ha、水路８．０万km、農道４．６万km
○農業農村整備事業等における直営施工の参加者数

農 農
○農業農村整備事業等における直営施工の参加者数

農村 協働
○農業農村整備事業等 おける直営施 参加者数

延べ約８ ０万人（Ｈ２４ Ｈ２８） ○多様な主体が工事の施工に直接参加する直営施工の実施 延べ約１ ０００地区農村の協働力 延べ約８ ０万人（Ｈ２４～Ｈ２８） ○多様な主体が工事の施工に直接参加する直営施工の実施 延べ約１，０００地区農村の協働力 延べ約８．０万人（Ｈ２４ Ｈ２８） ○多様な主体が 事の施 に直接参加する直営施 の実施 延 約１，０００地区農村の協働力農
資や地域資源のや地域資源の 【重点指標⑥】や地域資源の 【重点指標⑥】域資源 【重点指標⑥】

潜在力を活かし ○小水力発電等の再生可能エネルギ の導入に向けた計画作成に着手済みの地域
小水力発電等

潜在力を活かし ○小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手済みの地域
７ 小水力発電等の

潜在力を活かし ○小水力発電等の再生可能エネルギ の導入に向けた計画作成に着手済みの地域
７ 小水力発電等の

潜在 を活
約１ ０００地域７．小水力発電等の

たコミ ニティの 約１ ０００地域
自立 分散型 ネたコミュニティの 約１，０００地域
自立・分散型エネたコミュニティの 自立・分散型エネティ

○基盤整備において農村環境の創造に着手済の地域 ○基盤整備における農村環境の再生 創造に向けた整備 約７３０箇所
自立 分散型 ネ

再生 ○基盤整備において農村環境の創造に着手済の地域 ○基盤整備における農村環境の再生・創造に向けた整備 約７３０箇所
ルギ システム再生 ○基盤整備において農村環境の創造に着手済の地域 ○基盤整備における農村環境の再生 創造に向けた整備 約７３０箇所
ルギーシステムへ再生

約１ ７００地域(Ｈ２２) 約２ ２００地域(Ｈ２８)ルギ システムへ再
約１ ７００地域(Ｈ２２)→約２ ２００地域(Ｈ２８)ルギ シ テ 約１，７００地域(Ｈ２２)→約２，２００地域(Ｈ２８)

の移行と美しい農 このうち生態系のネ トワ クの保全に取り組む地域 約９００地域(Ｈ２２) 約１ ３００地域(Ｈ２８) このうち生態系のネ トワ クの保全の推進 約５２０箇所の移行と美しい農 ・このうち生態系のネットワークの保全に取り組む地域 約９００地域(Ｈ２２)→約１ ３００地域(Ｈ２８) ・このうち生態系のネットワークの保全の推進 約５２０箇所の移行と美しい農 このうち生態系のネットワ クの保全に取り組む地域 約９００地域(Ｈ２２)→約１，３００地域(Ｈ２８) このうち生態系のネットワ クの保全の推進 約５２０箇所農
村環境 生 創 このうち良好な景観の保全 創出に取り組む地域 約９０地域（Ｈ２２） 約１３０地域（Ｈ２８） このうち農村地域における良好な景観の保全 創出 約５０箇所村環境の再生 創 ・このうち良好な景観の保全・創出に取り組む地域 約９０地域（Ｈ２２）→約１３０地域（Ｈ２８） ・このうち農村地域における良好な景観の保全・創出 約５０箇所村環境の再生・創 このうち良好な景観の保全 創出に取り組む地域 約９０地域（Ｈ２２）→約１３０地域（Ｈ２８） このうち農村地域における良好な景観の保全 創出 約５０箇所村環境の再生 創
造造 ○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６４％（Ｈ２２）→約７０％（Ｈ２８） ○農業集落排水汚泥のリサイクルを新たに実施 約３７０地区造 ○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６４％（Ｈ２２）→約７０％（Ｈ２８） ○農業集落排水汚泥のリサイクルを新たに実施 約３７０地区造 ○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６４％（Ｈ２２） 約７０％（Ｈ２８） ○農業集落排水汚泥のリサイクルを新たに実施 約３７０地区

○農業集落排水処理人口普及率 ６ ％（ ） ６％（ ） ○農業集落排水施設の整備 約６００地区○農業集落排水処理人口普及率 ６８％（Ｈ２１）→７６％（Ｈ２８） ○農業集落排水施設の整備 約６００地区○農業集落排水処理人口普及率 ６８％（Ｈ２１）→７６％（Ｈ２８） ○農業集落排水施設の整備 約６００地区
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※「５ 農地の整備 安定的な水利システムの維持や農村環境の保全等による農業 農村の多面的機能の発揮」については ２の基幹水利施設の長寿命化 ４の防災 減災対策の推進 ７の美しい農村環境の保全 創出等により対応※「５ 農地の整備 安定的な水利システムの維持や農村環境の保全等による農業・農村の多面的機能の発揮」については ２の基幹水利施設の長寿命化 ４の防災・減災対策の推進 ７の美しい農村環境の保全・創出等により対応※「５．農地の整備、安定的な水利システムの維持や農村環境の保全等による農業 農村の多面的機能の発揮」については、２の基幹水利施設の長寿命化、４の防災 減災対策の推進、７の美しい農村環境の保全 創出等により対応。



３ 現行計画と新たな計画の成果指標（案）３ 現行計画と新たな計画の成果指標（案）３ 現行計画と新たな計画の成果指標（案）３ 現行計画と新たな計画の成果指標（案）３．現行計画と新たな計画の成果指標（案）．現行計画 新 な計画 成果指標（案）
中間評価の値現行計画 新たな計画（案） ※青字は重点指標中間評価の値現行計画 新たな計画（案） ※青字は重点指標中間評価の値現行計画 新たな計画（案） ※青字は重点指標
（Ｈ２２実績）

※青字 重点指標
（Ｈ２２実績）（Ｈ２２実績）

○整備を実施した地区にお 農地 利用集積率を向上 約 割以上○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 【重点指標①】基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上変６７％○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 【重点指標①】基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上変更６７％○整備を実施 地区 お 、農地 利用集積率を向 約 割以
うち 的集積率 向上 約 割 上

【重点指標①】基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上変更
・うち面的集積率の向上 約７割以上

変更
８３％・うち面的集積率の向上 約７割以上 ８３％うち面的集積率の向上 約 割以上

基盤整 施 割 約 割○基盤整備実施地区における大区画ほ場の割合 約７割以上新 ○基盤整備実施地区における大区画ほ場の割合 約７割以上新 ○基盤整備実施地区における大区画ほ場の割合 約７割以上新

○基盤整備の実施による耕地利用率の向上 １０５％以上 ○基盤整備実施地区における耕地利用率 １０８％以上継続１０３％○基盤整備の実施による耕地利用率の向上 １０５％以上 ○基盤整備実施地区における耕地利用率 １０８％以上継続１０３％○基盤整備の実施による耕地利用率の向上 １０５％以上 ○基盤整備実施地区における耕地利用率 １０８％以上継続１０３％

○基盤整備実施地区における麦 大豆の作付率 １７％以上新 ○基盤整備実施地区における麦・大豆の作付率 １７％以上新 ○基盤整備実施地区における麦 大豆の作付率 １７％以上新

○新たに農業生産法人を設立 約１３０法人 ○基盤整備実地地区における新たな農業生産法人等の設立 約３００法人継続１４６法人○新たに農業生産法人を設立 約１３０法人 ○基盤整備実地地区における新たな農業生産法人等の設立 約３００法人継続１４６法人○新たに農業生産法人を設立 約１３０法人 ○基盤整備実地地区における新たな農業生産法人等の設立 約３００法人継続１４６法人

○基盤整備実施地区における６次産業化に取り組む地区の割合 約５割以上新 ○基盤整備実施地区における６次産業化に取り組む地区の割合 約５割以上新 ○基盤整備実施地区における６次産業化に取り組む地区の割合 約５割以上新

○機能診断済みの施設の割合（再建設費ベ ス） 約２割（Ｈ１９）→約６割（Ｈ２４） 【重点指標②】基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベ ス） 約４割（Ｈ２２） 約７割（Ｈ２８）継続３９％○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） 【重点指標②】基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベース） 約４割（Ｈ２２）→約７割（Ｈ２８）継続３９％○機能診断済みの施設の割合（再建設費ベ ス） 約２割（Ｈ１９） 約６割（Ｈ２４） 【重点指標②】基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベ ス） 約４割（Ｈ２２） 約７割（Ｈ２８）継続３９％

新 ○国営造成施設の機能保全計画の策定率（再建設費ベ ス） 約４割（Ｈ２２）→約８割（Ｈ２８）新 ○国営造成施設の機能保全計画の策定率（再建設費ベース） 約４割（Ｈ２２）→約８割（Ｈ２８）新 ○国営造成施設の機能保全計画の策定率（再建設費 ス） 約４割（Ｈ２２） 約８割（Ｈ２８）新

○戦略的保全管理による国営造成施設の更新等整備費用の低減率 約３割減（ ２３年比）新 ○戦略的保全管理による国営造成施設の更新等整備費用の低減率 約３割減（Ｈ２３年比）新
○農地 農業 水等 保全 整備 よる耕作放棄地 発生防止

○戦略的保全管理による国営造成施設の更新等整備費用の低減率 約３割減（Ｈ２３年比）新
延べ○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 延べ○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 延べ○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

約 約 ○農地 農業 水 保全 整備 る優良農地 維持 延べ約変
延

約１２０万ｈａ（Ｈ１９）→延べ約２０５万ｈａ（Ｈ２４） ○農地・農業用水の保全・整備による優良農地の維持 延べ約３６０万ha変更約１９９万ha約１２０万ｈａ（Ｈ１９）→延べ約２０５万ｈａ（Ｈ２４） ○農地・農業用水の保全・整備による優良農地の維持 延べ約３６０万ha変更約１９９万ha約１２０万ｈａ（Ｈ１９） 延 約２０５万ｈａ（Ｈ２４） ○農地 農業用水の保全 整備による優良農地の維持 延 約 万変更約１９９万ha

【重点指標③】震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１ ９万新 【重点指標③】震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１ ９万ha新 【重点指標③】震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１．９万ha新 【 標③】震災 被災 域 営農 開 農 積 約新

【重点指標④】老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害の○湛水被害等のおそれのある農用地の延べ面積 約９１万ｈ （ ） 約６７万ｈ （ ）
【重点指標④】老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害の

継続約８１万h○湛水被害等のおそれのある農用地の延べ面積 約９１万ｈａ（Ｈ１９）→約６７万ｈａ（Ｈ２４）
【重点指標④】老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害の

継続約８１万ha○湛水被害等のおそれのある農用地の延べ面積 約９１万ｈａ（Ｈ１９）→約６７万ｈａ（Ｈ２４）
おそれの解消 約１０万h 以上

継続約８１万ha
おそれの解消 約１０万ha以上

継続
おそれの解消 約１０万ha以上

○ ザ ドマ プの整備等のため池の減災対策により 災害リスクが軽減される農業集落戸数○ハザードマップの整備等のため池の減災対策により 災害リスクが軽減される農業集落戸数
○減災対策が実施されているため池数 約２ ２００箇所（Ｈ１９） 約３ ６００箇所（Ｈ２４）

○ハザ ドマップの整備等のため池の減災対策により、災害リスクが軽減される農業集落戸数
変更約２ ５００箇所○減災対策が実施されているため池数 約２ ２００箇所（Ｈ１９）→約３ ６００箇所（Ｈ２４） 約１５万戸（ ） 約２９万戸（ ）
変更約２ ５００箇所○減災対策が実施されているため池数 約２，２００箇所（Ｈ１９）→約３，６００箇所（Ｈ２４） 約１５万戸（Ｈ２２）→ 約２９万戸（Ｈ２８）
変更約２，５００箇所 約１５万戸（Ｈ２２）→ 約２９万戸（Ｈ２８）約 戸 約 戸

造成施 構造物 施 約 割 約 割新 ○国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の実施率 約２割（Ｈ２３）→約６割（Ｈ２８）新 ○国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の実施率 約２割（Ｈ２３）→約６割（Ｈ２８）新 ○国営造成施設における重要構造物の耐震設計 照査の実施率 約２割（Ｈ２３） 約６割（Ｈ２８）新

○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 【重点指標⑤】非農家等 多様な主体 参加 よる地域共 活動 参加者数○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 【重点指標⑤】非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数○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 【重点指標⑤】非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数
変更約２ ０万地域

参加者数 約１ ７万地域（ ） 約３ ０万地域（ ）
【重点指標⑤】非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動 の参加者数

約 体
変更約２ ０万地域

参加者数 約１ ７万地域（Ｈ１９）→約３ ０万地域（Ｈ２４） 延べ約１ ０００万人・団体以上（Ｈ２４ Ｈ２８）
変更約２．０万地域

参加者数 約１．７万地域（Ｈ１９）→約３．０万地域（Ｈ２４） 延べ約１，０００万人・団体以上（Ｈ２４～Ｈ２８）
約１９１万人 団体

数 約 約
約 人 団体 約 人 団体

延 約１，０００万人 団体以上（Ｈ２４ Ｈ２８）
約１９１万人・団体

約１３０万人・団体（Ｈ１９）→約２２０万人・団体（Ｈ２４）
約１９１万人 団体

約１３０万人・団体（Ｈ１９）→約２２０万人・団体（Ｈ２４）約 万人 団体（ ） 約 万人 団体（ ）

○地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理の取組面積に占める 長寿命化等の高度な活動の○地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理の取組面積に占める、長寿命化等の高度な活動の
新

○地域共同活動による農地 農業用水等の保全管理の取組面積に占める、長寿命化等の高度な活動の
新 取組面積の割合 約３割新 取組面積の割合 約３割新 取組面積の割合 約３割

○地域共同活動による農地 農業用水等の保全管理を広域的に実施する体制が整備されている地域○地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理を広域的に実施する体制が整備されている地域
新

○地域共同活動による農地 農業用水等の保全管理を広域的に実施する体制が整備されている地域
新

約１ ３００地域
新

約１ ３００地域
新

約１，３００地域

○農業農村整備事業における直営施 の延べ参加者数○農業農村整備事業における直営施工の延べ参加者数
○農業農村整備事業等における直営施工の参加者数 延べ約８ ０万人（ ２ ２８）

○農業農村整備事業における直営施工の延べ参加者数
継続約３ ９万人 ○農業農村整備事業等における直営施工の参加者数 延べ約８ ０万人（Ｈ２４～Ｈ２８）

農業農村整備事業 おける直営施 延 参 者数
約 人 約 人

継続約３ ９万人 ○農業農村整備事業等における直営施工の参加者数 延べ約８．０万人（Ｈ２４～Ｈ２８）
約５ ９万人（Ｈ１５～Ｈ１９）→約６ ５万人（Ｈ２０～Ｈ２４）

継続約３．９万人
約５．９万人（Ｈ１５～Ｈ１９）→約６．５万人（Ｈ２０～Ｈ２４）約 万人（ ） 約 万人（ ）

【重点指標⑥】小水力発電等の再生可能エネルギ の導入に向けた計画作成に着手済みの地域【重点指標⑥】小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手済みの地域
新

【重点指標⑥】小水力発電等の再生可能エネルギ の導入に向けた計画作成に着手済みの地域
新

約１ ０００地域
新

約１ ０００地域
新

約１，０００地域約 ， 域

○ 園自然環境 創造 着手済 地域○田園自然環境の創造に着手済の地域○田園自然環境の創造に着手済の地域
○基盤整備において農村環境の創造に着手済の地域 約１ ７００地域（Ｈ２２） 約２ ２００地域（Ｈ２８）約１ ７００地域

○田園自然環境の創造に着手済の地域
約 約

○基盤整備において農村環境の創造に着手済の地域 約１ ７００地域（Ｈ２２）→約２ ２００地域（Ｈ２８）約１ ７００地域
約１ ４００地域（Ｈ１９）→約１ ７００地域（Ｈ２４）

○基盤整備において農村環境の創造に着手済の地域 約１，７００地域（Ｈ２２）→約２，２００地域（Ｈ２８）約１，７００地域
約１，４００地域（Ｈ１９）→約１，７００地域（Ｈ２４）

このうち生態系のネ トワ クの保全 約９００地域（ ） 約１ ３００地域（ ）継続約９００地域
約１，４００地域（Ｈ１９） 約１，７００地域（Ｈ２４）

・このうち生態系のネットワークの保全 約９００地域（Ｈ２２）→約１ ３００地域（Ｈ２８）継続約９００地域
このうち生態系のネットワ クの保全 約６７０地域（Ｈ１９）→約８３０地域（Ｈ２４）

このうち生態系のネットワ クの保全 約９００地域（Ｈ２２）→約１，３００地域（Ｈ２８）継続約９００地域
・この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）

のうち良好な景観の保全 創出 約９０地域 約１３０地域約９０地域
このうち生態系のネットワ クの保全 約６７０地域（Ｈ１９） 約８３０地域（Ｈ２４）

・このうち良好な景観の保全・創出 約９０地域（Ｈ２２）→約１３０地域（Ｈ２８）約９０地域
このうち良好な景観の保全 創出 約５０地域（Ｈ１９）→約８０地域（Ｈ２４）

・このうち良好な景観の保全・創出 約９０地域（Ｈ２２）→約１３０地域（Ｈ２８）約９０地域
・このうち良好な景観の保全・創出 約５０地域（Ｈ１９）→約８０地域（Ｈ２４）

う 良 景観 保 創 約 域 約 域約 域
このうち良好な景観の保全 創出 約５０地域（Ｈ１９） 約８０地域（Ｈ２４）

続○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６１％（Ｈ１９）→７０％（Ｈ２４） 継続 ○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６４％（Ｈ２２）→約７０％（Ｈ２８）６４％○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６１％（Ｈ１９）→７０％（Ｈ２４） 継続 ○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６４％（Ｈ２２）→約７０％（Ｈ２８）６４％○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６１％（Ｈ１９） ７０％（Ｈ２４） 継続 ○農業集落排水汚泥のリサイクル率 ６４％（Ｈ２２） 約７０％（Ｈ２８）６４％

○汚水処理人口普及率（３省計） ８ ％ ９３％ ６％○汚水処理人口普及率（３省計） ８４％（Ｈ１９）→９３％（Ｈ２４） ８６％（Ｈ２１）○汚水処理人口普及率（３省計） ８４％（Ｈ１９）→９３％（Ｈ２４） ８６％（Ｈ２１）汚 普

○農業集落排水処 人 普 率○農業集落排水処理人口 約３５０万人（Ｈ１９）→約４００万人（Ｈ２４） ○農業集落排水処理人口普及率 ６８％（Ｈ２１）→７６％（Ｈ２８）約３６０万人 変更 3○農業集落排水処理人口 約３５０万人（Ｈ１９）→約４００万人（Ｈ２４） ○農業集落排水処理人口普及率 ６８％（Ｈ２１）→７６％（Ｈ２８）約３６０万人 変更 3○農業集落排水処理人口 約３５０万人（Ｈ１９） 約４００万人（Ｈ２４） ○農業集落排水処理人口普及率 ８％（ ） ％（ ８）約３６０万人 変更 3
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