
～新たな土地改良長期計画について～  



 「水」（農業用水、農業水利施設）と「土」(農地）は、農業の基盤であり、 
私たちの食を支えています。土地改良事業は、こうした「水」と「土」を整備･ 
保全する役割を担っています。 
 平成２４年３月､政府は､農業の体質強化と震災からの復興等を図るため、これから 
５年間(平成24～28年度)の土地改良事業の基本方針となる「土地改良長期計画｣を 
策定しました。 
 私たち日本人の貴重な財産である「水」と「土」を次世代に引き継いでいける 
よう､「食を支える水と土の再生・創造」を基本理念に掲げ、新しい土地改良の 
取組を推進していきます。 

新たな土地改良長期計画の枠組み 

政策課題 

Ⅲ． 地域を「育む」 
 ～農村の協働力や地域 
     資源の潜在力を活かした 
     コミュニティの再生～    

Ⅰ．農を「強くする」 
 ～地域全体としての 
   食料生産の体質強化～   

Ⅱ．国土を「守る」 
 ～震災復興、防災・減災力の 
     強化と多面的機能の発揮～ 

１．農地の大区画化・汎用
化等による農業の体質
強化 

２．農地・水等の生産資源
の適切な保全管理と有
効利用による食料供給
力の確保 

３．被災地域の災害に強い
新たな食料供給基地とし
ての再生・復興 

４．ハード・ソフト一体となっ
た総合的な災害対策の
推進による災害に強い
農村社会の形成 

６．地域の主体性・協働力
を活かした地域資源の
適切な保全管理・整備 

７．小水力発電等の自立・
分散型エネルギーシス
テムへの移行と美しい農
村環境の再生・創造 

政策目標 

○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 

【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             

 
 

○基幹的農業水利施設の長寿命化対策 

【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） 

○農地・農業用施設の災害復旧の推進 

【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 

○防災・減災対策の推進 
【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おそれの解消                                                      

                                          約１０万ha以上 

○地域協働による農地・農業用水の保全管理 
 
【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     延べ約１，０００万人・団体以上 

○小水力発電等の再生可能エネルギーの生産 

【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    約１，０００地域 

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 

○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 

（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） 

重点的な取組 

はじめに 
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経 営 形 態 耕作面積(ha) ほ場形態

Ａ１ (農)尾崎泉地区生産組合 １５５．２

Ａ２ (農)今井 ３４．５

Ａ３ (有)ネオファームかいばみ ３２．８

Ａ４ (農)野新田 ３３．１

Ｂ１ 規模拡大志向農家 ３．７

大区画
（１２０ａ）

標準区画
（５０ａ）

凡　　　　　　例

経 営 形 態 耕作面積

Ａ１ 農業生産法人 ５７

凡　　　　　　例

○水田の畦畔除去等による区画拡大や暗きょ排水の整備を､農家自らによる 
 施工も取り入れて、安く早く進めます。 
○基盤整備を契機とした、地域の中心となる経営体への農地集積を進めます｡ 

農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化 

農地の大区画化と中心経営体への集積により、効率的かつ生産性の高い農業を実現：新潟県 

【重点指標①】整備地区での地域の中心と
なる経営体への農地集積率 約８割以上 

水田の整備 

事業実施前 

事業実施後 

事業実施による水稲の 
労働時間と生産費の削減 

戸数
（戸）

戸当面積
（ha/戸）

大規模経営体 3 21

小規模農家 339 0.7

戸数
（戸）

戸当面積
（ha/戸）

大規模経営体 6 45

小規模農家 55 0.7

農地の大区画化と集積による生産コストの削減 

２ 

政策目標１ 

畑の整備 

○用排水施設の整備 約1.6万ha 

○区画整理や土層・土壌改良等の整備   
                 約2.1万ha 

新潟県Ｓ市 

大規模経営体に 
農地を集積 

30a程度区画 

全国 
250
万ha 

大区画
(1ha程度 
以上) 

未整備 
（30a程度 

未満の区画） 

134万ha
（54%） 

94万ha
（38%） 

21万ha 
（8%） 

大区画ほ場を 
約40万haに拡大 

（平成22年） 
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○全面的な改築・更新に代えて、劣化の状況に応じた補修等の整備を計画的に 
 進め、効率的に施設の長寿命化を図ります。 
○老朽化した施設が増加する中、必要となる施設の更新整備は着実に進めます。 

農地・水等の生産資源の適切な保全管理と有効利用
による食料供給力の確保 

老朽化が著しい頭首工を更新し、農業用水を安定的に取水：山形県 

改修前 

【重点指標②】機能診断を完了する基幹水利
施設の割合 約４割（H22）→約７割（H28） 

基幹的農業水利施設の老朽化状況（平成21年） 機能診断の実施 

今後５年間で 

供用開始後10年以上を経過 
する全ての施設 

耐用年数を超過する全ての 

施設等 

○国営造成施設の９割 

の機能診断を実施 

○県営造成施設の５割 

３ 

政策目標２ 

基幹的農業水利施設のストック量 

国営 
0.8兆円 

県営等 
2.3兆円 

国営 
0.8兆円 

県営等 
1.7兆円 

全体 
17.9兆円 

既に標準耐用年数 
を超過した施設 

3.1兆円 

さらに今後10年のうちに 
標準耐用年数を超過 
する施設を加えると 

5.6兆円 

コンクリート強度検査 

コンクリートコア採取 



○東日本大震災の被災地域においては農地や農業水利施設等の迅速な復旧を 
 進め、津波被災農地はおおむね３年以内の営農再開を、基幹的農業水利施設 
 の復旧はおおむね５年間での完了を目指します。 

被災地域の災害に強い新たな食料供給基地としての
再生・復興 

津波被害を受けた農地の復旧：宮城県 

営農再開が可能と見込まれる農地面積 

【重点指標③】営農再開が可能となる
被災地域の農地  約１．９万ha  

平成24年度 平成25年度 平成26年度 

岩手県 220ha 140ha 350ha 

宮城県 5,450ha 4,120ha 3,440ha 

福島県 400ha 1,350ha 1,200ha 

農業・農村の復興マスタープラン 
（平成24年4月20日） 直轄災害復旧事業（仙台東地区）の整備構想 

４ 

政策目標３ 

農地復旧前 農地復旧後 

整備前 整備後 



ハザードマップの事例

被害想定範囲

被害想定範囲

ため池

洪水

洪水

ため池

ため池
洪水

１次避難所
２次避難所

２次避難所

凡 例

被害想定範囲

２次避難所

１次避難所

○老朽化したため池の整備や排水機場の改修などにより、農地における湛水被害 
  等の災害のおそれを解消します。 
○耐震化を含むため池の堤体の改修・補強等のハード整備に、ハザードマップ 
  などのソフト対策を組み合わせて、災害の未然防止・軽減を図ります。 

ハード・ソフト一体となった総合的な災害対策の
推進による災害に強い農村社会の形成 

ため池の改修整備を行い、農地の湛水被害等の災害を未然に防止：香川県 

【重点指標④】老朽化ため池の整備等による
湛水被害等の防止  約１０万ha以上 

ため池のハザードマップ 

主要なため池の4分の3が 
江戸時代以前に築造 

堤体の土質調査 

堤体の断面測量 

ため池の築造年代 ため池の耐震性調査 

５ 

政策目標４ 

改修後 改修前 

約６.４万箇所 

江戸時代以前 約70% 

明治・大正 約20% 

昭和以降 約10% 



○優良農地の維持､美しい農村環境の保全･創出等により、農業・農村の多面的 
 機能を維持し、次世代に継承していきます。 

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 

ほ場整備とともに魚道を設置し、コウノトリを育む環境を整備：兵庫県 

生態系の保全に配慮した水路整備 

兵庫県立コウノトリの郷公園提供 

６ 

政策目標５ 

環境に配慮した水路整備 

水路の生き物調査 

水遊びができるよう緩斜面の階段護岸を設置 

落差工の改良 親水性に配慮 

水田区間 集落隣接区間 山林隣接区間 

水路の連続性に配慮して落差工を改良 



○これまでに整備されてきた農地や農業用水等の地域資源について、非農家も
含めた多様な主体の参加により、地域ぐるみの保全管理を進めます。 

○老朽化が進む農地周りの水路等の長寿命化のための補修等の活動や、水質・
土壌等の保全活動など高度な取組も進めます。 

地域の主体性・協働力を活かした地域資源の適切
な保全管理・整備 

【重点指標⑤】地域協働による保全管理活動への
参加者数  延べ約１，０００万人・団体以上 

政策目標６ 

農地・水保全管理支払に取り

組む集落数（比率） 

農地・水、中山間の双方に取

り組む集落数（比率） 

中山間直接支払に取り組む

集落数（比率） 

未実施 

3万4千集落 
（45％） 

4千集落 
（5％） 

2万2千集落 
（30％） 

1万4千集落 
（19％） 

農業用用排水路を 
管理する集落数 

（全国：7万5千集落） 

① 組織の設立 

② 計画の策定 

③ 申請書類の提出 

④ 活動の実施 

活動を実施する組織を設立 
します。 

それぞれの地域で取り組む
活動の計画を策定します。 

市町村と協定を結ぶなどの手続を行い、組織から 
地域協議会又は都道府県へ申請を行います。 

交付金を受け、計画に基づき活動を実施します。 

８１％ 
（１９２万人・団体） 

都府県 
（10a当たり） 

北海道 
（10a当たり） 

田 4,400円 3,400円 

畑 2,800円 1,200円 

草地 400円 200円 

農地・水保全管理支払交付金の仕組み 
地域協働による農地・農業用施設の 
保全管理の取組（平成２２年度実績） 

共同活動交付金の基本単価※ 

 （国と地方公共団体の合計額） 
 

※継続地区は基本単価の7.5割を上限 

７ 

水路の泥上げ 

生物多様性の保全に配慮した施設（ワンド）の設置 農道の保全管理 

花壇の植栽 
景観の形成 



○農業水利施設の更新整備にあたって、水路の落差を利用した小水力発電施設  
 を導入するなど、再生可能エネルギーの利用の取組を進めます。 

政策目標７ 小水力発電等の自立･分散型エネルギーシステムへ
の移行と美しい農村環境の再生・創造 

農業用水を利用した小水力発電を行い、地域資源を有効活用（下段写真中央の建物が発電所）：石川県 

【重点指標⑥】再生可能エネルギーの導入
計画の作成地域数  約１，０００地域 

８ 

実施前 発電機 

小水力発電設置後 

売電単価（※） 
約１０円／ｋｗｈ 

※平成24年7月施行の固定価格買取制度により今後
の売電単価は決定 

 
約１，７００万円 

土地改良施設の操作 
に使用した電力料金 

 
約３００万円 

 
約１，０００万円 

土地改良施設 

の維持管理費 

発電施設の 
維持管理費等  

約３，０００Ｍｗｈ  

年間発生電力量 
 

約３，０００万円 

売電収入 

最大使用水量  約２．０ｍ３／ｓｅｃ 
最大出力     約１，０００ｋｗ 

売電収入による電力料金等の負担軽減 

Ａ県Ｂ地区の事例 

最大使用水量  約２．０ｍ３／ｓｅｃ 
最大出力     約１，０００ｋｗ 

      発電施設概要 

（平成24年4月時点の買取価格案では、25.2～35.7円/kwh） 



平成２４年度における主な取組 

「農地」と「水」を最大限に活用した農業生産力の強化と、安心・安全な農村 
づくりの実現を目指します。 

１．担い手への農地集積を促す基盤づくり 

２．農業水利施設等の防災・減災対策の強化 

３．新たな主体によるリスクマネジメントの推進 

４．小水力発電等再生可能エネルギーの導入促進 

○地震発生のおそれの高い地域における耐震化対策を実施 

○国営造成施設の突発事故に対する二次被害の防止、軽減のための迅速な応急対策の実施 

○農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の整備を推進 

○農業者の自力施工等も活用した水田の畦畔除去等による区画拡大や老朽施設の補修等を推進 

○地域コミュニティを活用した水路等の保全管理、長寿命化等の高度な取組を支援 

○農業者の自力施工等も活用した水田の畦畔除去等による区画拡大や老朽施設の補修等を推進 

○小水力等発電施設の導入を促進するため、調査設計、低コスト化技術の実証等を支援 

【小水力等農村地域資源利活用促進事業（新規）  ７億円】 

農地・水保全管理支払交付金    ２４７億円 
  うち向上活動支援交付金（拡充）  ６２億円 

【国営施設応急対策事業（新規） 国営かんがい排水事業１，１６２億円の内数】  

【震災対策農業水利施設整備事業（新規） ２４億円】 

【国営総合農地防災事業（拡充)        １６７億円】  

【戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 ２５３億円】 

【国営農地再編整備事業等           ８６億円】  

【農業体質強化基盤整備促進事業 ２２０億円（８０１億円  H23第4次補正）】 

【農業体質強化基盤整備促進事業 ２２０億円（８０１億円  H23第4次補正）】(再掲) 

  関連情報は以下のホームページでもご覧いただけます。 
  ・新たな土地改良長期計画について 
     http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/totikai/index.html 
  ・平成24年度予算の概要について     
     http://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/index.html 

 新たな土地改良長期計画に基づき､農家自らによる施工や老朽化した 
施設の計画的な補修等を取り入れるとともに、必要な予算を確保し、 
低コストで効率的な整備を推進していきます。 
 平成２４年度においては、以下のような取組を推進していきます。 

農林水産省 
農村振興局 整備部 設計課計画調整室 
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 
TEL 03-3502-8111（内線5514） FAX 03-3500-4053 

■お問い合わせ先 

（平成24年４月発行） 
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