
Ａ

Ｂ Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｃ Ｂ

Ｂ

Ｂ Ａ

Ａ

Ｂ

（参考）○ハード整備とソフト対策を総合化することによる農地利用集積の相乗効果

ハード整備のみの場合 ハード整備とソフト対策を総合的に取り組んだ場合

ハード整備
ハード整備では、換地によってダイナミックな農地利用集積が可
能であることに加え、地域の意識を大きく転換する契機となる。

＋ソフト対策のみの場合
（区画整理済み）

ソフト対策

ＡさんがＢさんと さんの利用C
権を借受
分散ながら、規模は拡大

ケース１

個別農家への農地利用集積

ケース２

整備を契機に生産組合を設立

したり、集落営農へ移行

法人設立や機械導入

等の営農支援

個別農家への農地
利用集積や作業受
委託の促進

○区画、農道、用排水の整備
による生産性の向上

○分散していた農地の集団化

Ｂ

Ｃ

Ａ
Ａ

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｂ
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○ 整備方法についても、成果目標の達成方法が地域の置かれている条件によって多様であることを想定しつつ、状況に応じ
たより効率的な施策を弾力的・重点的に実施するといった対応が必要。

○ 施策目標を達成するための施策の重点化のイメージ ○ 状況に応じた整備を契機とした農地利用集積

（地域の状況に応じた効率的な施策を実施） ・未整備農地を新たに整備

整備後相当年数を経過し、機能低下した施設を部分更新・

3.6

7.9

0

2

4

6

8

10

事業実施前 事業実施後

（ha/経営体）

注）平成８年度～１２年度に完了した都道府県営ほ場整備事業２９０地区の実績

10.2

5.0

0

2

4

6

8

10

12

事業実施前 事業実施後

（ha/経営体）

注）平成８年度～１２年度に完了した土地改良総合整備事業１１２地区の実績

効 果

・用排水施設の機能向

上

・農地の利用集積によ

る規模拡大

効 果

・生産基盤条件の抜本

的向上

・農地の利用集積によ

る規模拡大

区画整備済

機能低下

区画整備済

問題なし

進んでいない
ある程度

進んでいる
進んでいる

水田地域

整備の
必要なし

農地集積状況

整備状況

未整備
区画整備済

問題なし

区画整備済

機能低下

施策のイメージ

整備内容

の検討

ハード整備

ソフト支援

土地利用

調整･経営
体育成など

整備内容

の検討

整備内容

の検討

新規整備を契機に

農地集積を促進

機能更新整備

を契機に格段の

農地集積を促進

農地流動化
対策等により
農地集積を促進

機能更新整備

により

担い手を支援

土地利用

調整･経営
体育成など

土地利用

調整･経営
体育成など

地域の合意形成

注）平成８年度～12年度に完了した都道府県営ほ場整備事業290地区の実績

注）平成８年度～12年度に完了した土地改良総合整備事業112地区の実績

費 用

万円 程度130 /10a

費用は平成11年度～14年度に新規採択された土地改良総合整備事業120地区から算出

費用は平成12年度に新規採択された都道府県営ほ場整備事業110地区から算出

費 用

万円 程度60 /10a
( )暗渠のみは 万円 程度20 /10a
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Ⅴ 目標設定のイメージと整備方法の考え方

１ 意欲ある農業経営体の育成支援

＜施策目標＞効率的かつ安定的な農業経営が必要とする集団的で生産性の高い農地を、効率的に整備し集積を図る。

＜アウトカム目標のイメージ＞ ＜整備の考え方＞

意欲ある農業経営体の育成のため、整備対象の重点化、既存

ストックの活用（再整備 、農地集積のためのソフト施策との連農業経営上の成果 ）

携強化などを図る。

（例）
○ 整備対象地域の重点化＜外形的成果＞
水田の整備状況は、団地規模や傾斜などの立地条件によ・認定農業者数や担い手農地面積の飛躍的な増加

り格差があり、今後の整備ポテンシャルも異なることから（増加率等の数値目標）
施策目標の達成をより効果的に進められると期待される地＜経営内容上の成果＞

・稲作労働時間を○％（又は○hr/10a）に減少 域を重点的に整備

・稲作生産コストを○％（又は○円/60kg）に減少

○ 既存ストックの活用

未整備地区での新たな整備だけではなく、これまでの整

備によるストックのうち、用排水路等が老朽化しているも

のについて、効率的な部分更新を行うとともに、担い手へ消費者レベルでの成果

の農地集積を加速化する手法を重視（例）
・消費者余剰の増加

（良質な農産物を合理的な価格で安定的に供給）

○ 農地集積促進のためのソフト施策との連携強化

（施策の総合化）＜関連する主な事業＞
○ ほ場整備事業（担い手育成型） 農地集積を促進するため基盤整備とソフト施策を一体的

○ 土地改良総合整備事業 に実施し、施策の総合化を推進

○ 国営農地再編整備事業
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２ 消費者ニーズに対応した総合的な食料供給力の強化

＜施策目標＞食料自給率の向上に寄与し、安全・安心で多様な農産物の供給力を支える生産条件を、立地条件に応じて機動的
に整備

＜アウトカム目標のイメージ＞ ＜整備の考え方＞

○ 水田の汎用化農業経営上の成果
排水整備による汎用化を、新規に区画整理を行う際だけでは

（例） なく、機能低下が進んでいる区画整理済の水田についても営農
支援対策と連携しつつ重点的に整備＜外形的効果＞

・麦・大豆の作付率を倍増 農地の有効利用
・耕作放棄発生の防止

○ 畑地の整備・経営規模の拡大（土地利用型の場合）
・作付作物の多様化 立地条件等に応じた重点的・段階的整備を、営農技術支援等

のソフト対策と連携して実施＜経営内容上の成果＞
・畑地かんがい・労働時間の短縮

・通作、輸送時間の短縮による営農経費の削減 気候、作目や施設園芸等の営農形態を考慮するほか、産地化
され用水利用型営農技術が定着している、又は今後定着させよ
うとしている地域を重点的に整備するとともに、早期に効果が
発現するよう段階的・機動的に整備

消費者レベルでの成果 ・農道
（例） 耕作放棄防止の観点を含め、農業継続の基礎的条件として、
・ 全ての畑を対象として整備食料自給率の向上

・草地整備・消費者ニーズに対応した多様な農産物の供給
飼料作物の生産性の向上を図る観点から立地条件、利用目的（ ブランド日本」産品の普及）「

に応じ重点的に整備・都市と農村の共生・対流活動の促進（アクセスの改善）

＜関連する主な事業＞
○ 広域連絡農道の整備○ ほ場整備事業（担い手育成型）

○ 土地改良総合整備事業 主産地を形成している広域営農団地等を対象に、一般道路と
○ 畑地帯総合整備事業 の連携調整を図りつつ、農産物の円滑輸送のため早期に効果発
○ かんがい排水事業 現できる路線を重点的に整備
○ 草地畜産基盤整備事業、畜産基盤再編総合整備事業
○ 農道整備事業
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３ 安定的な用水供給機能の効率的な維持確保

＜施策目標＞農業生産の基礎を支える基幹水利施設の機能をライフサイクルコストを抑えつつ維持確保

＜アウトカム目標のイメージ＞ ＜整備の考え方＞
水田農業及び畑地かんがいに依存する畑地農業は、安定的で良質

な用水供給等を行う基幹的農業水利施設が生産条件の基礎となって
いる。
今後は、この基幹的農業生産地域を重点として、予防保全対策に

よる長寿命化と施設毎の老朽度の判断に基づく適期の更新（ストッ
クマネジメント）によりライフサイクルコストを抑制しつつ、既存
ストックの施設機能を確保する。

○ 予防保全対策の導入
順次更新時期を迎える多大な既存ストックについて、

予防保全を取り入れた適切な維持保全対策により、施設
の長寿命化を図る。

○ 更新整備手法の転換
地区全体としての更新整備から、施設毎の老朽度合い

に応じた効率的・機動的な更新整備手法への転換を図る。
（施設の整備ニーズの変化から物理的老朽化に重点を
おいた整備）

＜関連する主な事業＞
○ かんがい排水事業（国営、公団営、補助）
○ 国営造成施設管理事業

・農業用水の安定確保

（農業生産の持続、多様化に向け、○○万haへの用水供

給を確保）

・予防保全対策の導入による施設の長寿命化

＋

・地域用水機能の維持増進

（せせらぎ、親水、防火用水等）

・多様な農産物の安定供給（食料自給の下支え）

・水循環系の健全性確保

農業経営上の成果（更新事業の直接的効果）

地域住民レベルの成果

消費者レベルの成果

（例）

（例）

（例）
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４ 循環型社会の構築

＜施策目標＞環境への負荷を軽減し持続的な社会システムの構築に資するため、農業の自然循環機能を活かした有機
資源の循環利用の仕組みを確立

＜アウトカム目標のイメージ＞ ＜整備の考え方＞

従来から行ってきている集排汚泥や家畜排せつ物の処理施設
整備を着実に推進。併せて、新たな資源循環システムの構築の
ため、関係部局の連携強化や一体的なハード・ソフト対策など

・農村地域における有機性廃棄物のリサイクル率 の実証的な取り組みを実施・普及
の向上（集排汚泥のリサイクル率○○％ＵＰ、
家畜排せつ物処理率○○％ＵＰ）

○ 現行施策の着実な推進（既存ストックの活用）・廃棄物焼却場への持込み量の減少
ソフト施策の活用などにより、資源循環に対する意・再生エネルギーの利用量の増加

識・機運の醸成を図り、現有の資源循環施設の稼働率
の一層の向上、集約化、機能向上を図るとともに、現
行施策（集排汚泥や家畜排せつ物の処理施設整備）を
着実に推進

○ 実証的な取り組みの実施及び普及
①関係部局間の連携強化
複数種の廃棄物を対象に関係部局が連携して、資源・有機農産物の供給

循環に係る総合的な取り組みを実施（事業実施区域全・廃棄物処理費用の削減（焼却処分量の減量化）
体を見据えた、有機性資源全般の循環利用計画の作成・環境負荷の低減（家畜排せつ物の不適切な処
など）理の解消による苦情発生件数の減少）

②ソフト施策との連携強化
資源循環施設の円滑な運営が図られるよう、ハード

整備と併せて、利用者サイドとの連携調整や需給マッ＜関連する主な事業＞
チング対策などのソフト対策を一体的に実施し、資源○ 農業集落排水事業
循環の取り組みを促進○ 農村振興総合整備事業（地域資源循環管理）

○ 資源リサイクル畜産環境整備事業

農村地域での成果

消費者レベルでの成果

（例）

（例）
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５ 自然と共生する豊かな農業農村環境の創造

＜施策目標＞事業実施の際、自然環境の保全や修復等に積極的に取組み、自然環境と共生した豊かな農村環境を創造

＜アウトカム目標のイメージ＞ ＜整備の考え方＞

＜関連する主な事業＞
○ 全ての事業
（拠点整備として：農村振興総合整備、地域用水
環境整備、ため池整備）

消費者レベルでの成果

・農村らしい自然豊かで美しい景観を持つゆとりある空

間を提供

農村地域での成果

・市町村毎に作成されている「田園環境整備マスタープ

ラン」に基づき、環境創造区域内で少なくとも１カ所

は自然共生水路を実現

・環境省等と連携した環境保全プロジェクトを○カ所で

実施

・農村の２次的自然を生かした拠点的な環境整備を○カ

所で実施

・自然とふれあえる土地改良施設を全農業集落の○％で

確保

「環境との調和への配慮」が土地改良事業の実施原則となっ

ていることを踏まえ、先導的な取り組みのほか、各地区で具体

的な成果を上げる。

○ 田園環境整備マスタープランに基づく具体的な整備

生産性の向上と環境の保全・修復との調和について地域関

係者の合意形成を図りつつ、環境創造地区内において具体的

な自然共生型の環境づくりを進める。また、その際、地域住

民の参加を得ながら維持管理についても継続性のある体制づ

くりを進める。

○ 環境省等と連携した取り組みや拠点的な整備

環境省等と連携した自然環境保全についての構想策定や調

査を実施するとともに、自然と共生した環境づくりに重点を

おいた拠点的な整備を全国で実施する。

（例）

（例）
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６ 都市と農山漁村の共生・対流

〈施策目標〉地域の個性を生かした農村環境の整備を実施することにより、都市と農山漁村の双方向で人々が行き交う新たな
ライフスタイルの実現に向けた魅力ある多様な農村づくりを支援

○地域ごとに目標を設定
これまでの都市の整備水準に追いつくような客観的な目標

設定でなく、高齢者福祉、地域環境、田園居住など地域の多
様なニーズを踏まえた目標を設定。

〈関連する主な事業〉
○農村振興総合整備
○中山間総合整備
○農業集落排水事業

〈アウトカム目標のイメージ〉 〈整備の考え方〉

魅力ある多様な農村づくりのため、地域の自主性にもとづく目
標を各々設定し、関係府省との連携、地域住民の参画のための
ソフト施策の活用等を図る。

○関係府省との連携
地域の多様なニーズの達成、地域条件に応じた効率的な整

備のためには、関係府省と連携した整備を実施。

○地域住民等の参画のためのソフト施策との連携強化
住民参加による検討会の開催や自主的な住民活動などの取

り組みなどのソフト施策等により、地域住民による施設の利
活用を通じた地域づくりを推進。・多面的機能確保と定住の促進（耕作放棄地率の周辺

との比較、定住人口の維持、洪水調整機能等多面的
機能の発揮)

地域住民レベルでの成果

都市住民レベルでの成果

中山間地域での成果

・農村環境の向上(水洗化、集落道路の舗装・改善)
・農業の持続的発展(農業用水の水質改善、基幹的農業
者の確保、過疎化の抑制)

・都市と農村の共生・対流活動による憩いの場の提供
（交流人口、ＵＪＩターン者、棚田オーナー、市民
農園貸与数の増加など）
・大切な水域環境の保全・向上(汚濁負荷削減率)

○地域の特徴を活かした農地と生活環境の一体的整備
中山間地域においては、地域の特徴を活かした事業計画の

下で、営農が確実に継続されるように農地と生活環境の整備
を一体的に実施。

（例）

（例）

（例）
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７ 農業災害の防止と安心・安全な地域社会の形成への貢献

＜施策目標＞ 農地防災対策の実施により、農業生産の維持及び農業経営の安定を図るとともに、併せて安全・安心
な地域社会の形成に貢献

＜アウトカム目標のイメージ＞ ＜整備の考え方＞

＜関連する主な事業＞

○ため池等整備事業 ○防災ダム事業

○湛水防除事業 ○地すべり対策事業 等

農業生産の維持及び農業経営の安定とともに、安全・安心な

地域社会の形成に貢献する農地防災対策を推進

○農業生産の維持及び農業経営の安定

・農地・農業用施設の災害の未然防止

・単なる老朽化ではなく、他動的な要因により機能

が低下した農地・農業用施設について、その機能

を回復

・農地・農業用施設に対する被害発生の危険度が高

い地区を優先的に実施

○安全・安心な地域社会の形成への貢献

人命や公共用施設に対する被害発生の危険度も踏

まえて、事業を実施

農業生産・農業経営への効果

・農業生産の維持及び農業経営の安定を確保

・農地等における災害に対する保全指標を○○％

向上

・安全・安心な地域社会の形成に貢献

・事業実施区域内における宅地や公共用施設の災

害に対する保全指標を○○％向上

地域社会への効果

消費者レベルでの効果

・自然災害等のリスクから農村を守り、豊かな生

活環境を創出

（例）

（例）

（例）
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Ⅵ 土地改良長期計画の位置付けと定めるべき事項
１ 法令での規定事項

○ 土地改良長期計画は、土地改良法の規定に基づき、土地改良事業の種別ごとに、事業の実施の目標及び事業量を定めるこ
ととされ、計画期間は１０年。なお、事業量については事業費を記載。

○ 他の公共事業関係長期計画についても、事業の実施の目標及び事業量を定めることとされている。事業量については、住
宅建設５箇年計画が着工戸数、漁港漁場整備計画が事業実施地区数等が記載されていることを除き、事業費を記載。

○ 公共事業関係長期計画の計画事項と事業量の取扱い○ 法令における長期計画に係る主な規定事項

◇ 土地改良法
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 （第４条の２第２項）。

◇ 土地改良法施行令
土地改良長期計画は、１０年と１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 第１条の８

◇ 土地改良法施行規則
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 （第５条の２）。
１ 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
及び変更

２ 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及び変更、区画整理その他農用地。
の改良のため必要な事業

３ 農用地の保全のため必要な事業
４ 農用地の造成並びに埋立て及び干拓

注：法令に基づく計画ではないが、閣議決定文では、事業の実施の目標及び事業の量が定められている。

計　画　名 根　拠　法 事業量の取扱い

第８次
下水道整備７箇年計
画

下水道整備緊急措置法
事業の実施の目標
事業の量

事業費

第８次
廃棄物処理施設整備
計画

廃棄物処理施設整備緊
急措置法

事業の実施の目標
事業の量

事業費

第６次
都市公園等整備７箇
年計画

都市公園等整備緊急措
置法

事業の実施の目標
事業の量

事業費

第９次 港湾整備７箇年計画 港湾整備緊急措置法
事業の実施の目標
事業の量

事業費

第６次
特定交通安全施設等
整備事業７箇年計画

交通安全施設等整備事
業に関する緊急措置法

事業の実施の目標
事業の量

事業費

第12次 道路整備５箇年計画 道路整備緊急措置法
整備の目標
整備の事業の量

事業費

第八期 住宅建設５箇年計画 住宅建設計画法
住宅の建設の目標
建設の事業量

建設戸数

第９次 治水事業７箇年計画 治山治水緊急措置法
事業の実施の目標
事業の量

事業費

第２次 森林整備事業計画 森林法
事業の実施の目標
事業の量

事業費

漁港漁場整備法
事業の実施の目標
事業の量

整備対象地区数等

第４次 土地改良長期計画 土地改良法
事業の実施の目標
事業の量

事業費

第６次
海岸事業７箇年計画
（注）

　－
事業の実施目標
海岸事業の量

事業費

第７次
空港整備７箇年計画
（注）

　－
事業の実施の目標
事業の量

事業費

第４次
急傾斜地崩壊対策事
業５箇年計画（注）

　－
事業の実施の目標
事業の量

事業費

計　画　事　項

 漁港漁場整備計画
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（参考）閣議決定文

土地改良長期計画

平成５年４月９日閣議決定
改定 平成９年12月19日閣議決定

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４条の２に規定する土地
改良長期計画を次のとおり定める。

１ 土地改良事業の実施の目標

今後の農業発展の方向に即応して農業基盤の整備及び開発を図り，
もって農業構造の改善，農業の生産性の向上及び国内における食料供
給力の維持強化に資することを目的とし，平成５年度以降の１４箇年
間に総額４１兆円（調整費３兆６,０００億円を含む ）に相当する事。
業を実施するものとする。
この計画においては，地域における関係農業者等の合意形成を図り

つつ，効率的かつ安定的に農業経営を行う者が生産性や収益性の高い
農業を展開していくための基礎となる農業基盤の整備を推進し，併せ
て景観形成や環境保全に配慮した快適で活力ある農村地域の形成及び
国土資源の効率的利用に資するため，農用地の総合的整備及びその前
提となる基幹農業用用排水施設の整備並びに各種防災事業を推進する
とともに，農産物需給の動向等を考慮しつつ農用地造成事業を推進す
ることを基本方針とし，平成５年度以降の１４箇年間においては，継
続事業の早期完了を図るほか，計画的に新規事業の実施を進めるもの
とする。
その種別ごとの事業の実施の目標は次のとおりとする。

(1) 農用地総合整備事業 農用地の利用上必要な農業用用排水施設 基（ （
幹的なものを除く ）及び農業用道路の新設及び変更，区画整理そ。
の他農用地の改良のため必要な事業）
農用地総合整備事業については，効率的かつ安定的に農業経営を

行う者が生産性や収益性の高い農業を展開していくための基礎とな
る農用地の整備を行い，併せて快適な生活環境の形成等に配慮した
農村地域の環境の改善及び国土資源の効率的利用に資するため，そ
れぞれの地域の自然的，社会的条件等に応じた整備水準の達成に必
要な事業を総合的に推進するものとする。
この場合，田については，農地の流動化及び集団化と併せてほ場

の大区画化を推進することを重視し，ほ場整備を中心に，農業用道
路の整備，農業用用排水施設の整備及び暗渠排水，客土その他の田
地の改良のために必要な事業を，畑については，畑地総合整備を中
心に，農業用道路の整備，農業用用排水施設の整備，区画整理その
他畑地の改良のために必要な事業を，快適な生活環境の形成等農村

。 ，地域の環境の改善に配意しつつ総合的に実施するものとする また
広域にわたる農産物の生産その他の営農の組織化のためその基幹と
なる農業用道路の整備を実施するものとする。
平成５年度以降の１４箇年間においては，効率的かつ安定的に農

業経営を行う者が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立に資す
るため，田を約９０万ヘクタール，畑を約５０万ヘクタール整備す
るのに必要な事業を行うものとする。

(2) 基幹農業用用排水施設整備事業（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及び変更）
基幹農業用用排水施設整備事業については，農用地整備の前提と

なる条件を整備するとともに，農業上の土地利用の高度化，水利用
の安定と合理化等を図るため所要の事業を行うものとする。

(3) 防災事業（農用地の保全のため必要な事業）
防災事業については，農業災害の軽減及び農業用水の汚濁，農用

地の土壌の汚染その他の公害の防止又は除去を図るとともに，農用
地整備の前提となる条件を整備するため，それぞれの土地条件に応
じて必要な農地防災，農地保全，公害対策等の各種防災事業を総合
的に推進し，併せて農用地の保全を通じて国土の保全に資するよう
実施するものとする。

(4) 農用地造成事業（農用地の造成並びに埋立て及び干拓）
農用地造成事業については，農産物の需給の動向及び立地条件を

考慮しつつ，地域の特性に応じた多様な農業生産の展開を図るとと
もに，国土資源の効率的利用に資するため，草地の造成，既耕地の
整備と一体的な農地の造成等を行うものとし，平成５年度以降の１
４箇年間において，農用地約１０万ヘクタールの造成を行うものと
する。

２ 事業量

この計画における土地改良事業に関する事業量は，おおむね次の
とおりとする。
国が行い又は補助する事業 ３２兆３，６００億円
(1) 農用地総合整備事業 ２１兆９，５００億円
(2) 基幹農業用用排水施設整備事業 ６兆３，３００億円
(3) 防 災 事 業 ２兆６，７００億円
(4) 農用地造成事業 １兆４，１００億円
地 方 単 独 事 業 等 ５兆０，４００億円
調 整 費 ３兆６，０００億円
合 計 ４１兆０，０００億円
， ， ， ，なお この計画の実施に当たっては 今後の農業事情 経済事情

財政事情等を勘案しつつ，弾力的な推進を図るものとする。
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２ 計画内容を具体的に説明するための対応

○ 閣議決定される計画内容は、基本的事項に限られることから、より具体的内容を対外的に説明するため、閣議決定と併せ
て農林水産省としての説明資料を作成し、公表。

○ 食料・農業・農村基本計画や水産基本計画においても、閣議決定される計画と併せて農林水産省として参考資料を公表。

閣議決定文の内容

１　土地改良事業の実施の目標

　　（１）農用地総合整備事業

　　（２）基幹農業用用排水施設整備事業

　　（３）防災事業

　　（４）農用地造成事業

２　事業量（事業費）

食料・農業・
農村基本計画

農業経営の展望

農業構造の展望

閣議決定

＜参考＞

農林水産省公表資料の内容

＋

＜閣議決定＞

水産基本計画
沿岸漁業の生産
構造の展望

＜閣議決定・国会報告＞ ＜参考＞

＋

Ⅰ　豊かな農業・農村を実現するための農用地の総合整備

１　魅力ある農業実現のための基盤整備
（１）水田の整備

　　 　整備目標：標準区画化以上７５％
　　　 　　　　　　　大区画　３０％
（２）畑の整備

　 　　整備目標：農道　７５％
　　 　 畑地かんがい施設整備　３０％
（３）農道の整備
（４）中山間地域の総合的整備

２　快適で美しい田園空間を形成するための総合的整備
（１）生活環境整備
　 　　整備目標：農業集落排水施設整備　３万集落
（２）中山間整備

Ⅲ　安全な国土を維持・形成するための整備

○　現行計画の閣議決定文と農林水産省公表資料との比較

○　法令で定める計画とあわせて公表された参考資料

○　計画の概要　：　事業量、計画期間

○　計画内容

閣議決定文の内容

１　土地改良事業の実施の目標

　　（１）農用地総合整備事業

　　（２）基幹農業用用排水施設整備事業

　　（３）防災事業

　　（４）農用地造成事業

２　事業量（事業費）

食料・農業・
農村基本計画

農業経営の展望

農業構造の展望

閣議決定

＜参考＞

農林水産省公表資料の内容

＋

＜閣議決定＞

水産基本計画
沿岸漁業の生産
構造の展望

＜閣議決定・国会報告＞ ＜参考＞

＋

Ⅰ　豊かな農業・農村を実現するための農用地の総合整備

１　魅力ある農業実現のための基盤整備
（１）水田の整備

　　 　整備目標：標準区画化以上７５％
　　　 　　　　　　　大区画　３０％
（２）畑の整備

　 　　整備目標：農道　７５％
　　 　 畑地かんがい施設整備　３０％
（３）農道の整備
（４）中山間地域の総合的整備

２　快適で美しい田園空間を形成するための総合的整備
（１）生活環境整備
　 　　整備目標：農業集落排水施設整備　３万集落
（２）中山間整備

Ⅲ　安全な国土を維持・形成するための整備

○　現行計画の閣議決定文と農林水産省公表資料との比較

○　法令で定める計画とあわせて公表された参考資料

○　計画の概要　：　事業量、計画期間

○　計画内容

Ⅱ　高生産性農業を実現するための基幹農業用用排水施設整備
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３ 農村環境整備の位置付け

○ 農村地域は、農業生産の場であるとともに生活の場でもあるため、食料の安定供給の確保と多面的機能の十分な発揮という
目的を達成するには農業振興施策と農村振興施策の一体的な実施が必要であり、また、農道が同時に集落の生活道としても機
能する等機能の一体性もあることから農業生産基盤と生活環境との一体的な整備が効率的であるという特質を持つ。

このため、土地改良長期計画には、農業生産基盤整備等の土地改良法に基づく事業のほか、農業集落排水施設や集落道等
の農村環境の整備に係る事業も盛り込み計画的に推進。

○ 農業振興施策と農村振興施策の一体的実施の必要性

○ 農村地域の特質による一体的整備の必要性

地域の土地利用の太宗を占めている農地の整備と生活環境の整備とは一体的に実施することによって
地域の一体性 効果的で効率的な整備が可能となる。例えば、ほ場整備事業による土地利用の整序化と生活環境施設

や道路の用地創出等。

農村地域では、一つの施設が農業上の機能と地域生活上の機能を併せて発揮することが通常であり、
機能の一体性 一体的に実施することで効果的・機能的整備が可能となる。例えば、農道と集落道、かんがい排水施

設と集落排水路等。

食料・農業・農村基本法 第５条
農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業

が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役

割を果たしていることにかんがみ （中略）農業の生産条件の、

整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興

が図らなければならない。

農業生産基盤の整備

・農業用用排水施設の整備

・ほ場整備

・農道整備

・農業集落排水施設整備

・水辺環境整備

農村生活環境の整備

多面的機能の発揮食料の安定供給

農業の持続的発展

農村の振興
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Ⅶ 計画期間の取扱い
１ 現行の計画期間の考え方

○ 土地改良長期計画の計画期間は、事業が着工から完成まで長期間を要すること、計画の前提となる「農産物の需要と供給の
長期見通し」がおおむね１０年程度先を見通し策定されていたことなどを踏まえ、１０年を１期とされてきた。

現行の計画期間　１０年

＜基本的考え方＞
○土地改良事業は、通常、着工か
ら完成までに長期間要すること

○「農産物の需要と供給の長期見
通し」が１０年程度先を見通し策
定とされていたこと

○市場原理の更なる導入
　　価格政策の見直し
　　民間流通への移行
○農産物市場の国際化
　　国境措置の段階的削減
○財政状況の悪化
　　長期累積債務の増大
　　地方財政の危機的状況

農業農村を取り巻く情勢の変化

○評価結果を踏まえた的確な施策の
　見直し

政策評価の実施

○長期計画の上位フレームとなる食料・
　農業・農村基本計画のおおむね５年
　ごとの見直し

基本計画との整合性

諸情勢の変化等に柔軟に対
応できる計画とするため、

計画期間を短縮

現行の計画期間　１０年

＜基本的考え方＞
○土地改良事業は、通常、着工か
ら完成までに長期間要すること

○「農産物の需要と供給の長期見
通し」が１０年程度先を見通し策
定とされていたこと

○市場原理の更なる導入
　　価格政策の見直し
　　民間流通への移行
○農産物市場の国際化
　　国境措置の段階的削減
○財政状況の悪化
　　長期累積債務の増大
　　地方財政の危機的状況

農業農村を取り巻く情勢の変化

○市場原理の更なる導入
　　価格政策の見直し
　　民間流通への移行
○農産物市場の国際化
　　国境措置の段階的削減
○財政状況の悪化
　　長期累積債務の増大
　　地方財政の危機的状況

農業農村を取り巻く情勢の変化

○評価結果を踏まえた的確な施策の
　見直し

政策評価の実施

○評価結果を踏まえた的確な施策の
　見直し

政策評価の実施

○長期計画の上位フレームとなる食料・
　農業・農村基本計画のおおむね５年
　ごとの見直し

基本計画との整合性

○長期計画の上位フレームとなる食料・
　農業・農村基本計画のおおむね５年
　ごとの見直し

基本計画との整合性

諸情勢の変化等に柔軟に対
応できる計画とするため、

計画期間を短縮
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２ 他の計画での計画期間の考え方

○ 食料・農業・農村基本計画は、１０年後の目標を設定しているが、情勢の変化や施策の効果に関する評価を踏まえ、おお
むね５年ごとに見直し。また、農林水産関係の法令に基づく計画、指針等は、５年ごとに策定される例が多い。

、 、 、 。○ 他の公共事業関係長期計画は 上位計画との整合性 諸情勢の変化を見通し得る範囲等を勘案し ５年を１期として策定

○ ５年ごとに作成される農林水産分野の施策の基本方向等を定める
主な計画・指針食料・農業・農村基本計画

⇒ おおむね５年ごとに見直し（目標期間１０年）

＜５年ごとの見直しの考え方＞

○ 昨今の諸情勢の変化は急速であり、１０年程度の期間で
は施策の前提と実態がかい離するおそれがあること

○ 施策実施による効果を十分に評価する必要があること

○ 農林水産分野に関する計画については、法令上５年ごと
に見直すこととされている例が多いこと

公共事業関係長期計画
⇒ 土地改良長期計画を除き原則５年

＜他の計画における計画期間の考え方＞

○ 森林整備事業計画
全国森林計画が５年ごとに策定されること、経済・財政

状況をある程度確実性をもって見通し得る範囲等を勘案

○ 漁港漁場整備長期計画
水産基本計画の５年ごとの見直し、標準的工期等を勘案

計画名 根拠法令 計画期間等

食料・農業・農村基本計画
「食料・農業・農村基本法」に基づき政
府が策定（閣議決定）

１０年後を目標とし、おお
むね５年ごとに見直し

農林水産省政策評価基本
計画

「政策評価法」に基づき農林水産大臣
が決定

５年（Ｈ１３～１７）

卸売市場整備基本方針
「卸売市場法」に基づき農林水産大臣
が決定

Ｈ２２年を目標とし、おお
むね５年ごとに作成

酪農及び肉用牛生産の近
代化を図るための基本方針

「酪農及び肉用牛生産の振興に関す
る法律」に基づき農林水産大臣が決定

Ｈ２２年度を目標とし、お
おむね５年ごとに作成

果樹農業振興基本方針
「果樹農業振興特別措置法」に基づき
農林水産大臣が決定

Ｈ２２年度を目標とし、お
おむね５年ごとに作成

協同農業普及事業の運営
に関する指針

「農業改良助長法」に基づき農林水産
大臣が策定

おおむね５年ごとに作成

森林・林業基本計画
「森林・林業基本法」に基づき政府が
決定（閣議決定）

２０年後を目標とし、おお
むね５年ごとに見直し

全国森林計画
「森林・林業基本法」に基づき政府が
決定（閣議決定）

１５年を１期とし、５年ごと
に作成

水産基本計画
「水産基本法」に基づき政府が策定
（閣議決定）

１０年後を目標とし、おお
むね５年ごとに見直し

- 47 -




