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Ⅰ.土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の改定について 

１． 背景及び改定の必要性 

 
畑のほ場整備に係る調査・計画については、土地改良事業計画設計基準・計画「ほ

場整備（畑）」に基づき行われているところである。 
 
しかしながら、昭和 53 年に現行基準が制定されてから、おおむね四半世紀が経

過し、制定当時と比べ技術の進展はもちろんのこと、食料・農業・農村を取り巻く

社会経済情勢も大きく変化し、畑地におけるほ場整備の政策課題も変化してきてい

る。 
 
特に、平成 11 年度には、食料・農業・農村政策に関する基本理念等を明確にし

た「食料・農業・農村基本法」が制定され、ほ場整備を含めた農業生産基盤の整備

については、同基本法の第 24 条において、「地域の特性に応じて、環境との調和に

配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、農地の区画の拡大、水田の汎用化、

農業用用排水施設の機能の維持増進その他の農業生産の基盤の整備に必要な施策

を講ずる」ことが明確に位置付けられた。また、同基本法に掲げられた理念や施策

の基本方向を具体化した「食料・農業・農村基本計画」（平成 17 年３月閣議決定）

において、「面的なまとまりを重視した農地の利用集積の加速化や、担い手の育成・

確保の契機となるほ場の大区画化等の基盤整備を推進する」ことが記述されている。 
 
また、平成 13 年度には、基本法に即した形で土地改良法が改正され、環境との

調和への配慮や地域の意向を踏まえた事業計画の策定が新たに盛り込まれたとこ

ろである。 
 
今後とも畑におけるほ場整備を適正かつ効率的に施行するためには、これら諸情

勢の変化に対応した計画基準に改定していく必要がある。 
 
さらには、事務次官通知と構造改善局長通知の 2 つのみに区分され、基本・規範

的事項と参考的事項が混在している現行の基準を、基本・規範的な事項と技術に求

められる柔軟性・選択性等の両立を確保するため、基準本文（事務次官通知）、基

準の運用（農村振興局長通知）、基準及び運用の解説、技術書の 4 つに細区分して

再編整備する。 
 



 3

２． 土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の改定における現在まで 

の検討経緯 

 
土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の改定については、平成 15 年 7

月に、ほ場整備（畑）に関する専門的知識を有する学識経験者等を構成員とした「ほ場

整備（畑）計画基準検討委員会」を設け、改定案の検討を行っている。検討の際には、

地方農政局、国営事業所及び都道府県の土地改良事業関係者等に対して査読（計3回実

施）を依頼し、意見・情報等を反映することに努めた。 
平成 16 年度末には、食料・農業・農村政策審議会に土地改良事業計画設計基準・計

画「ほ場整備（畑）」の改定について諮問を行い、平成17年度には、食料・農業・農村

政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会技術小委員会で調査・審議を行い、途中、

パブリックコメントを経て、改定案について了承された。 
 

○ ほ場整備（畑）計画基準検討委員会の構成 
 
委員長  佐藤 洋平 (独)農業環境技術研究所 理事長 
委 員  井上 久義 (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 
           近畿中国四国農業研究センター傾斜地基盤部基盤整備研究室長 
委 員  木村 伸男 岩手大学農学部農林環境科学科教授 
委 員  駒村 正治 東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科教授 
委 員  凌  祥之 (独)農業工学研究所農地整備部畑整備研究室長 
委 員  菅井 晴雄 和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場長 

   委 員  千家 正照 岐阜大学応用生物科学部応用生物科学科教授 
   委 員  矢沢 正士 北海道大学大学院農学研究科教授 

幹 事  農村振興局企画部土地改良企画課課長補佐（農地集団化班） 
幹 事  農村振興局企画部資源課課長補佐（営農指導班） 
幹 事  農村振興局企画部事業計画課課長補佐（国営農地整備班） 
幹 事  農村振興局企画部事業計画課課長補佐（水利防災班） 
幹 事  農村振興局整備部設計課課長補佐（設計基準班） 
幹 事  農村振興局整備部水利整備課課長補佐（補助事業班） 
幹 事  農村振興局整備部農地整備課課長補佐（地域整備班） 
幹 事  農村振興局整備部農地整備課課長補佐（経営体育成事業企画班） 
幹 事  農村振興局整備部地域整備課課長補佐（中山間事業推進班） 
幹 事  農村振興局企画部資源課課長補佐（計画基準班） 
事務局  （財）日本水土総合研究所 
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○ 「ほ場整備（畑）計画基準検討委員会」における検討経緯 

 

昭和 53 年９月    現行基準制定 

平成 15 年７月    平成 15 年度 第 1 回検討委員会開催（通算 1回目） 

平成 15 年 11 月    平成 15 年度 第 2回検討委員会開催（通算 2回目） 

平成 16 年３月    平成 15 年度 第 3 回検討委員会開催（通算 3回目） 

平成 16 年７月    平成 16 年度 第 1 回検討委員会開催（通算 4回目） 

平成 16 年 10 月    平成 16 年度 第 2回検討委員会開催（通算 5回目） 

平成 17 年２月    平成 16 年度 第 3 回検討委員会開催（通算 6回目） 

平成 17 年３月    食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会 

           農業農村整備部会平成16年度第3回技術小委員会（事前説明） 

食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会 

           農業農村整備部会（食料・農業・農村政策審議会に諮問） 

平成 17 年６月    平成 17 年度 第 1 回検討委員会開催（通算 7回目） 

平成 17 年 10 月    平成 17 年度 第 2回検討委員会開催（通算 8回目） 

平成 17 年 12 月    食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会 

           農業農村整備部会平成17年度第2回技術小委員会(調査・審議) 

平成 18 年 1 月 4 日   国民からの意見・情報の募集(パブリックコメント) 

～平成 18 年 2 月 3 日 

平成 18 年２月    平成 17 年度 第 3回検討委員会開催（通算 9回目） 

平成 18 年３月    食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会 

           農業農村整備部会平成17年度第3回技術小委員会(調査・審議) 

食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会 

           農業農村整備部会（食料・農業・農村政策審議会から答申予定） 
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Ⅱ．土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の主要検討項目

について 
  

１．関連諸通知を含めた全体構成の変更  

 

現行基準は、枠内文章（事務次官通知）と枠外解説・参考（農村振興局長通

知）の 2つのみから構成されており、基本的・規範的事項と事例等の参考とな

る事項が混在している。このため、どの部分が必ず守らなければならない事項

で、どの部分が幅広い解釈や弾力的運用が可能な事項なのか、不明確な状況に

なっている。 

上記課題を解決する観点から、基本的・規範的事項を規定した「基準本文」

（事務次官通知）及び「基準の運用」（農村振興局長）と、それ以外の「基準及び運

用の解説」及び「技術書」の 4 つに再編する。  

 

 

２．地域特性に応じたほ場整備計画手法の充実 

 

地域の特性（立地条件や土地利用）を踏まえた弾力的な整備を一層推進する

観点から、地域特性の違いにより、ほ場整備の調査・計画で考慮すべき固有の

事項についての記述の充実を図る。 

具体的には、傾斜区分に応じて考慮すべき固有の事項や樹園地・施設畑等の

調査・計画に当たっての記述の充実を図ることとする。 

 

 

３．環境に配慮した調査・計画に係る記述の充実  

 

平成 13 年度に改正された土地改良法、平成 15 年度に策定された「水とみど

りの『美の里』プラン 21」及び平成 17 年度に制定された景観法等の趣旨を踏

まえ、畑におけるほ場整備の調査・計画に当たり、「環境との調和に配慮しつ

つ、総合的な観点から十分な検討を行う」旨を基準本文に位置付けるとともに、

関連する記載の充実を図ることとする。 

 

 

４．担い手の育成を踏まえた調査・計画に係る記述の充実 

 

食料・農業・農村基本計画の趣旨も踏まえつつ、ほ場整備の目的の一つとし

て、「担い手の育成に資するための農地の利用集積」を基準本文に位置付ける

とともに、担い手の育成に関する調査・計画に係る記述の充実を図る。 

 

 

５．その他 

上記の検討項目の他に、「基準本文」に係る主要検討項目として、地区設定

の考え方、再整備の際に留意すべき事項、計画提示の考え方、土づくり、鳥獣

被害防止等に関する記述の充実を図る。 
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Ⅲ．土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の主要改定内容 

について 
 

１．関連諸通知を含めた全体構成の変更 

計画基準が本来有すべき規範性と、技術に求められる即時性、柔軟性、選択性等を確保

するため、従来の計画基準を以下のように基準本文（事務次官通知）、基準の運用（農村振

興局長）、基準及び運用の解説、技術書の4つに区分する。 
 
（ア）上記 4 つの区分のうち、基準本文、基準の運用には、地域の特性や個別の現場条件な

どにかかわらず、全ての計画において遵守すべき事項を規定する。 
①基準本文（農林水産省事務次官依命通知）には、基本・規範的な事項 
②基準の運用（農村振興局長通知）には、基準本文の具体的な規定事項 

をそれぞれ定める。 
 
（イ）上記の①及び②で規定した事項について、根拠や背景等を明確にし、それらの適切な

運用と技術の向上を図る観点から、③基準及び運用の解説を整備する。 
 
（ウ）①及び②の基準で一律に定めない事項、地域の特性や現場の条件等によって選択性の

ある事項、一般的な技術解説、標準的な計画事例、その他参考となる事項等については、

④技術書として整備する。 
 
 
 

 

 

 

 

記載事項
①  　枠内文章
（ ）  事務次官通知 

②  　枠外解説・参考
（ ）  構造改善局長通知 

全ての
計画で守る
べき事項

上記以外の
事項

① （ ）　 　基準本文 事務次官通知 

② （ ）　 　基準の運用 農村振興局長通知 

③　 　基準及び運用の解説

④　 　技術書

現行基準 再編整備後

基本・規範的な事項

具体的な事項

①、②   の事項の解説

、 、一般的な技術解説 標準的な計画事例 
その他参考となる事項等



 7

２．基準本文（事務次官通知部分）における主要改定内容 

（ア）基準の目的を明確化 （改定（案） 第1章1.1関連） 

現行基準「1.1 定義及びこの基準で取扱う範囲」を「1.1 この基準の目的」とし、計

画基準の目的を明確にした。 
 

現行基準 改定（案） 備考 
第１章 総 論 
1.1 定義及びこの基準で取扱う範囲 
 この基準は，土地改良法（昭和24年法

律第195号，以下「法」という。）に基づ

くほ場整備事業（以下「事業」という。）

のうち畑に係るものの事業計画（以下「計

画」という。）を樹立するに当たって必要

な調査及び配慮すべき事項，施工の方法

などについて定めたものである。 
 この基準で言う畑は，普通畑，樹園地，

牧草畑をいう。 

第１章 総 論 

1.1 この基準の目的 

この基準は、土地改良法（昭和24年

法律第195号。）に基づくほ場整備のう

ち、畑に係る土地改良事業計画（以下

「事業計画」という。）の作成に当たり、

必要となる調査計画手法の基本的事項

を定め、土地改良事業の適正かつ効率

的な施行に資することを目的とする。 

「取り扱う

範囲」として

は、普通畑、

樹園地、牧草

畑である旨

を「基準及び

運用の解説」

に記載。 

 
 
（イ）ほ場整備の目的を明確化  （改定（案） 第1章1.2関連） 

現行基準「1.2 基本理念」を「1.2 ほ場整備の目的と意義」とし、ほ場整備の目的を

明確にした。具体的には、食料・農業・農村基本法や同基本計画の趣旨を踏まえ、担い手

の育成や土地利用の秩序化に資する観点から、目的の一つに「担い手の育成に資するため

の農地の利用集積や非農用地を含む土地利用の秩序化」を新たに位置づけた。 
 

現行基準 改定（案） 
第１章 総 論 
1.2 基本理念 
 事業は，地域開発の一環として農業生産及び農

村環境の主たる構成要素をなすほ場条件を総合

的に整備することにより，農業の生産性の向上を

図るとともに，農村環境の保全に資するものであ

るから，計画は次の基本的考えに基づき樹立する

ことが必要である。 
(1)  該当地域において将来予測される営農の形

態に適合し，土地及び労働生産性が高い効率的か

つ合理的な営農を行い得るものであること。 
(2)  農村の環境条件（生産環境及び生活環境）整

備の一環として良好な農村環境の形成保全に資

するものであること。 

第１章 総 論 

1.2 ほ場整備の目的と意義 

ほ場整備は、農地等の区画形質の変更を中心

に、用水、排水、道路等のほ場条件を総合的に

整備するとともに、担い手の育成に資するため

の農地の利用集積や非農用地を含む土地利用

の秩序化を一体的に実施することによって、将

来の営農形態に適合した農業機械の効率的な

利用や合理的な水利用等、生産性の高いほ場条

件を整備することを目的としている｡ 
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（ウ）担い手の育成に資するための事項を明記 （改定(案) 第3章3.4.3関連） 

ほ場整備の目的の明確化と併せ、第 3 章 3.4.3 に「農地利用集積計画」を新たに位置づ

け、「育成すべき担い手を明確にし、担い手への農地利用集積の目標を定める必要がある」

旨を記載した。 
 

現行基準 改定（案） 

記載無し 

第３章 計 画 

3.4.3 農地利用集積計画 

地域において育成すべき担い手を明確に

し、地域の実情を考慮して担い手への農地利

用集積の目標を定める必要がある。 

 

 

（エ）環境との調和に配慮して事業を実施することを明記 

 （改定（案） 第1章1.3、第2章2.3、第3章3.1.1関連） 

土地改良法の改正により、土地改良事業の実施に当たっての原則として、「環境との調和

に配慮」することが位置づけられたことを受け、計画基準においても、事業計画作成の基

本として「環境との調和への配慮をしつつ、総合的な観点から十分な検討を行う」旨を明

記した。 

 

現行基準 改定（案） 
第１章 総 論 
1.2 基本理念 
 事業は，地域開発の一環として農業生産及び農

村環境の主たる構成要素をなすほ場条件を総合

的に整備することにより，農業の生産性の向上を

図るとともに，農村環境の保全に資するものであ

るから，計画は次の基本的考えに基づき樹立する

ことが必要である。 
(1)  該当地域において将来予測される営農の形

態に適合し，土地及び労働生産性が高い効率的か

つ合理的な営農を行い得るものであること。 
(2)  農村の環境条件（生産環境及び生活環境）整

備の一環として良好な農村環境の形成保全に資

するものであること。 

第１章 総 論 

1.3 事業計画作成の基本 

事業計画の策定に当たっては、あらかじめ必

要な調査を行い、長期的な見通しの下、地域の

自然的・社会経済的な特性を十分考慮の上、基

本構想を定め、環境との調和に配慮しつつ、総

合的な観点から十分な検討を行わなければな

らない。 

記載無し 

第2章 調 査 

2.3 精査 

精査は事業計画の作成に当たり、必要となる

調査で、自然条件、ほ場条件、社会経済条件、

営農及び栽培状況、農業経営体の意向、周辺環

境及び関連事業等に関する詳細な調査を行う

ものとする。 
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現行基準 改定（案） 
第３章 計 画 
3.1.1 構想のたて方 
 計画は，営農，区画，土層改良，用排水，換地

などについて定めるものとするが，事業は地域開

発の一環として生産基盤の改善のほか，農村環境

条件の改善に資すること目的として実施しよう

とするものであるから，当該地区の将来の姿を的

確には握するとともに，それに適合した農業の形

態，農村の環境条件などを明らかにし，これらの

近代化に資するようほ場条件の総合的な計画を

樹立することが必要である。 

このため、計画の内容は、基本となる当該地域

の将来の開発構想及びそれに即した農業経営形

態に基づき決定する。 

第３章 計 画 
3.1.1 基本構想のたて方 
基本構想の作成に当たっては、当該地域の

将来目標を的確に把握するとともに、それに

適合した農業形態、農村環境等の形成に資す

る総合的な計画となるようにしなければなら

ない。 
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（オ）その他  （改定（案） 第3章3.3、3.5.6、3.5.7、3.9[3.9.1、3.9.2]、3.10関連） 

現行基準では記載がなかったものの、「地区の設定」、「再区画整理」、「計画提示方法」を

新たに位置づけ、各々の基本的考え方を明記した。 
また、「3.9 土層改良計画」においては、土地生産力の増進を図る観点から、新たに「3.9.1 

有効土層の保持」及び「3.9.2 透水性」を項立てし、「基準の運用」以下で記述の充実を図

った。 
さらに、「気象災害防止計画」を「3.10 農業被害防止計画」に名称変更し、気象災害の

防止のみならず、鳥獣害防止に関する記述を「基準の運用」以下に記載した。 
 

現行基準 改定（案） 

記載無し 

第３章 計 画 

3.3 地区の設定 

地区の設定に当たっては、地域的一体性を

考慮するほか、周辺地域との関連性について

も検討し、決定しなければならない。 

記載無し 

第３章 計 画 

3.5.6 再区画整理 

再区画整理を行う場合は、現況の道路、水

路の利用可能性の可否、全面的な改変の必要

性等を検討し、区画形状及び大きさを決定す

る。 

記載無し 

第３章 計 画 

3.5.7 計画提示方法 

計画の提示に当たっては、整備後の区画、

道路、水路の形状・形態等がわかる計画図を

作成する。 
第３章 計 画 

3.8 土層改良計画 

事業は、区画整理による労働の生産性の向

上のみならず土地の生産力の増進を図るもの

であるから、土層改良計画にあっては、生産

力を制限あるいは阻害するような土じょう条

件を改良するための、また、集団化を阻害す

るような区画内の土じょう条件の不均一を解

消するための計画としなければならない。 

第３章 計 画 

3.9 土層改良計画 

土層改良計画は、その目的を明確にした上

で、実施方法を定める。 
 

3.9.1 有効土層の保持 

有効土層は、作物の生育に必要な厚さが確

保されるものでなければならない。 
 

3.9.2 透水性 

土層の透水性は、作物の生育等を考慮して

目標を設定する。 
第３章 計 画 

3.9 気象災害防止計画 

 気象災害防止計画は，風害，塩害，凍霜害

などの気象災害を受けるおそれのある場所に

ついて，これらの被害を防止する計画としな

ければならない。 

第３章 計 画 

3.10 農業被害防止計画 

 自然災害等により農作物及び農業用施設に

被害を受けるおそれのある場所については、

被害を防止する計画としなければならない。 
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３．基準本文（事務次官通知部分）に基づく諸通知の主要改定内容 

（ア）環境との調和への配慮に関する記載の充実 

基準各章に対応する「基準の運用」、「基準及び運用の解説」において、環境との調和に

配慮した調査・計画の基本的事項等を記載した。また、水田とは異なる畑の特徴を踏まえ

た「環境との調和への配慮」の考え方及び検討例について「技術書」に記載する。 

基準本文 諸通知の項目 諸通知の記載内容（概要） 参考資料１

該当箇所 

1.1 こ の
基準の目
的 

【基準及び運用の解説】
1. 基準及び運用の適用
 
 
 
3. 関連する他の土地改
良事業計画設計基準等 

 
基準及び運用で定めていない事項につい

ては、関連する技術文献等を参照することを
記載。 
 
環境配慮に関して、計画基準と組み合わせ

て使用するものとして以下を記載。 
・ 環境との調和に配慮した事業実施のため
の調査計画・設計の手引き(第1編～第3編) 
※現在検討中の景観配慮の手引き等につ

いても位置づける予定 

 
p.2 

 

【基準の運用】 
1.事業計画作成の基本 

 
ほ場整備は、農村の生活環境の整備や自然

環境の保全とも密接に関連していることや、
事業計画の作成に当たっては、農村環境の整
備の観点も踏まえる必要がある旨を明記。 

 
p.3 

総
 
 
 
論 

1.3 事 業
計画作成
の基本 

【基準及び運用の解説】
1. 事業計画作成の基本

(2) 

 
農村環境の整備の観点からは、生態系、景

観等の環境との調和にも配慮することが必要で
あることを記載。また、地域住民等の意見を早
い段階から聴くことが望ましい旨を記載。 

 
p.4 

 

【基準の運用】 
 
 

 
概査で明らかにすべき事項として、生態

系、景観等の環境の概要を位置づけ。 

 
p.11 

 

2.2 概査 

【基準及び運用の解説】
1. 資料の収集 
 
 
4. 農村環境に関する概
査 

 
収集すべき資料として、生態系、景観等の

環境に関する資料を記載。 
 
ほ場整備は、周辺の農村環境にも配慮しつ

つ、農村計画の一環として計画する必要があ
ることを記載。また、田園環境整備マスター
プラン等の関係行政機関の環境に関する方
針を参照することや構想段階から地域住民
の意向を把握することが望ましい旨を記載。 

 
p.12 

 
 
p.14 

【基準の運用】 
6. 周辺環境 

 
環境との調和に配慮した事業計画を作成

するため、生態系、景観等の周辺環境の調査
を行うことを明記。 

 
p.27 

 

調 
 
 
 
査 2.3 精査 

【基準及び運用の解説】
6. 周辺環境 

 
周辺環境調査では、ほ場整備により影響が

あると考えられる環境要素について調査を
行うことを明記。その際、調査項目の重点化
や有識者等の指導・助言を受けることが必要
である旨を記載。 

 
p.28 
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（イ）地域特性に応じたほ場整備計画手法の充実 

地域特性（立地条件、土地利用）の違いにより、ほ場整備の調査・計画で配慮する基本

的事項について、「基準の運用」及び「基準及び運用の解説」において記述の充実を図った。

また、普通畑、樹園地及び施設畑の傾斜区分に応じた区画計画の具体的考え方、地域特性

を踏まえた農地保全上留意すべき事項、樹園地における農道配置の考え方等を「技術書」

に詳述する。 

 

 

基準本文 諸通知の項目 諸通知の記載内容（概要） 参考資料１

該当箇所 

【基準の運用】 
3.1.1 基本構想のたて方 
 

 
基本構想を立てる際、生活環境の改善や

自然環境の保全についても考慮する必要が
あることを明記。 

 
p.29 
 

3.1 基本
構想の作
成 

【基準及び運用の解説】
8. 農村環境の整備 

 
 田園環境整備マスタープラン、農村環境計
画等を基に、関係行政機関と連絡・調整し
つつ定める必要があること等を記載。 

 
p.32 
 

計 
 
 
 
画 

3.3 地区
の設定 

【基準及び運用の解説】
1. 地区の設定において
配慮すべき具体的事項 

 (6)農村環境への配慮 

 
地区設定に当たっては、田園環境整備マ

スタープラン等の内容を踏まえ、農村環境
にも配慮した上で決定することが望ましい
旨を記載。また、環境創造区域が設定され
ている場合や希少種が生息する区域等にお
いては、事業による影響の回避も含め、ミ
ティゲーション 5 原則に基づく検討が必要
である旨を記載。 

 
p.42 
 

基準本文 諸通知の項目 諸通知の記載内容（概要） 参考資料１

該当箇所

【基準の運用】 
1.1 基準の運用の目的 

 
基準の運用を適用する際、地域の実情や技

術の進展等に応じて、創造的に対処すること
が必要である旨を記載。 

 
p.1 

 
総 
 
論 

1.1 こ の
基準の目
的 

【基準及び運用の解説】
2. 取り扱う範囲 

 
立地条件や土地利用の違いによるほ場整備

で考慮すべき固有の事項について、各項で特
記している旨を記載。 

 
p.2 

 

調
 
査 

2.3 精査 【基準及び運用の解説】
1. 自然条件 

(2)地形及び表層地質 
 

2. ほ場条件 
 (4)用水、排水及び農地
保全 

 
 
工事費の増大や法面崩壊等が懸念される傾

斜地での調査には、特に留意すべきである旨
を記載。 

施設畑における末端かんがい方式を考慮し
つつ調査する旨を記載。また、地表排水量に
直接影響するハウスの建ぺい率について調査
する旨を記載。 

 
 

p.18 
 
 

p.20 
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（ウ）担い手の育成を踏まえた調査・計画に係る記述の充実 

担い手の育成に関する記述を新たに記載することとし、「基準の運用」及び「基準及び運

用の解説」の中で詳述した。具体的には、精査段階で把握すべき事項や、農地利用集積計

画の策定に当たっての留意すべき事項等について新たに記載した。（参考資料１ p.26～28、

43～46） 

 

基準本文 諸通知の項目 諸通知の記載内容（概要） 参考資料１

該当箇所 

3.4 営 農
計画 

【基準及び運用の解説】
3.4.5 農業機械利用計画 

1.大型機械利用とほ場
条件との関係 

 
樹園地における機械利用の考え方につい

て記載。 

 
p.48 
 

【基準の運用】 
3.5.2 区画計画の基本 

1.耕区 

 
施設畑での耕区の考え方について記載。 

 
p.49 

 
【基準及び運用の解説】

1.耕区 
 
施設畑における一般的な 1 耕区の大きさ

について記載。 

 
p.50 
 

【基準及び運用の解説】
3.5.3 ほ区の形状等 
 1.基本タイプの分類 
 
 
 2.基本タイプの適用 

 
 
 樹園地の基本タイプを、傾斜区分によって
4つのタイプに分類。 
 
 施設畑を前提とした場合のほ区の大きさや
形状の考え方について記載。 

 
 

p.52 
 
 

p.56 

【基準の運用】 
3.5.4 耕区の形状等 

2.短辺長 

 
 
 傾斜地における短辺長は、地形が制限要因
になる旨を記載。 

 
 
p.59 
 

【基準及び運用の解説】 
3.5.4 耕区の形状等 
2.短辺長 (2)傾斜と短
辺長 

 
 傾斜地における短辺長の制限要素について
記載。 
 

 
p.62 
 
 

【基準の運用】 
3.5.5 農地保全上留意す

べき事項 

 
 急傾斜地帯や特殊土壌地帯においては、農
地侵食等の保全対策の必要がある旨を記載。 
 

 
p.61 

 

3.5 区 画
計画 

【基準及び運用の解説】 
3.5.5 農地保全上留意す

べき事項 
 

 
 傾斜地における水食防止や畑の法面保護に
関する対策について紹介。 

 
p.62 
 

 
3.6 農 道
計画 

【基準及び運用の解説】
3.6.2 農道の配置 
 2.傾斜地 

 
樹園地における農道の配置の考え方につい

て記載。 

 
p.70 
 

計 
 
 
 
 
画 

3.8 用 水
計画 

【基準及び運用の解説】
3. かんがい方法 
 

 
地域の特性を踏まえた適切なかんがい方式

を選定する必要がある旨を記載。また、特に
多くの利用が見られるかんがい方式について
紹介。さらに、水源に著しい制約を受ける地
区において、防除用水等を供給するための集
水施設の考え方について記載。 

 
p.86～ 

88 
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（エ）その他 

① 地区設定の考え方について 

  地区の設定に当たっては、営農組織等の地域的広がりや非農用地の創出等を通じた土

地利用の秩序化等の観点から適切な範囲となる旨を「基準の運用」に記載する。また、

新たな「食料・農業・農村基本計画」に耕作放棄の発生防止・解消に向けた施策が位置

付けられたことを踏まえ、耕作放棄地に関する記載を充実させる等、地区の設定におい

て配慮すべき具体的事項について、「基準及び運用の解説」に記載した。（参考資料１ 

p.39～42） 

 

② 再整備の際に留意すべき事項について 

今後の機械化の進展や技術の展開等といった環境の変化に伴って、区画を拡大し再区

画整理を検討する場合の留意事項を「基準の運用」に記載した。（参考資料１ p.61） 

 

③ 計画提示の考え方について 

特に傾斜地においては、事業開始前につぶれ地の大きさや法面段差の形状といった正

確な情報を農業経営体に伝達することが重要である旨を「基準の運用」及び「基準及び

運用の解説」の中で詳述した。（参考資料１ p.63～64） 

 

④ 土づくりについて 

有効土層の保持（表土扱い、土層改良）の方法について、「基準の運用」及び「基準

及び運用の解説」の中で記載するとともに、有効土層厚に関する様々な指標値や土層改

良を効果的に行うための新工法を「技術書」の中で紹介する。（参考資料１ p.89～96）

 
⑤ 鳥獣被害防止対策について 

鳥獣被害防止の具体的な検討項目について、「基準及び運用の解説」の中で記

載するとともに、近年の鳥獣害の発生状況や被害の多い鳥獣に対する防除対策

例を「技術書」に記載する。（参考資料１ p.98） 
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Ⅳ．土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の 
検討スケジュールについて 

 

 
本日、農業農村整備部会にて調査・審議を行っていただき、食

料・農業・農村政策審議会より答申をいただくことを予定してい

る。 
答申後は、主として技術書の作成作業を行い、平成 18 年度中に

改定の文章を施行する予定で作業を進めていくこととしたい。 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




