
別紙３（農地整備事業における通作条件整備に係る運用）

第１ 目的及び趣旨

農地整備事業における通作条件整備(以下「本事業」という。)は、地域農業の展開方

向及び生産基盤整備の状況等を勘案し、必要となる生産基盤等の整備を一体的に実施す

ることにより、大規模水田地域や畑作地域の整備及び畜産主産地の形成を着実に推進す

るとともに、優良農地の将来にわたる適切な維持・保全を図ることで、食料自給率の向

上、農業の多面的機能の十分な発揮に資することを目的とする。

本事業の実施については、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地改良法施行令(昭

和24年政令第295号。)、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)その他の法令に

定めるもののほか、この別紙３農地整備事業における通作条件整備に係る運用（以下「運

用」という。）に定めるところによる。

第２ 事業の実施区域

１ 本事業は、原則として都道府県道又は幹線市町村道の路線若しくは区間又は機能と

整備される農道のそれとが重複しない範囲において実施するものとし、第３の２の

（１）のイ及び（２）のエに規定する保全対策型（以下「保全対策型」という。）を

実施する場合には、農業農村整備事業等農林水産省所管事業により農道として造成さ

れた路線、地方単独事業であるふるさと農道緊急整備事業により造成された路線及び、

地域再生法（平成17年法律第24号）に基づき農道として造成された路線（以下「既設

の農道」という。）を対象とする。

２ 第３の２に規定する基幹農道整備（以下「基幹農道整備」という。）は、農業振興

地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第６条第１項の規定に基づき指定さ

れた農業振興地域を主たる対象とし、基幹農道整備以外の整備は、農業振興地域の整

備に関する法律第８条第２項第１号の規定に基づき定められた農用地区域を主たる対

象とする。

第３ 事業の内容等

１ 本事業は、都道府県（沖縄県を除く。以下同じ。）が事業実施主体となり実施する。

２ 本事業は、以下に定めるものについて実施するものとし、事業の実施にあたっては、

農地地図情報の利活用を図ること等により、本事業の効率的かつ効果的な推進に努め

るものとする。

（１）基幹農道整備

ア 一般型

農業の近代化又は農業生産物の流通の合理化を図るため重要かつ農村環境の改

善に資する農道網の基幹となる農道の整備を行う。

イ 保全対策型

既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備

や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図る保全対策のほか、緊急対策

を行う。



（２）一般農道整備

ア 一般型

幹線から末端耕作道までの農道網の整備を行う。

イ 樹園地等型

経営の近代化及び省力化を図ろうとする樹園地を主体とした農用地、近代化及

び省力化を図り、かつ、水田利用の再編成の推進を図ろうとする野菜生産出荷安

定法（昭和41年法律第103号）第４条第１項の規定に基づき指定された野菜指定

産地における畑地（畑作に転換した水田を含む。）を主体とした農用地（以下「野

菜指定産地における畑地帯」という。）、田畑輪換を行う水田地帯の農用地（以下

「田畑輪換を行う水田地帯」という。）又は酪農及び肉用牛生産の振興に関する

法律（昭和29年法律第182号）第２条の４第１項の認定を受けた市町村計画に係

る市町村内の農用地における農道の整備を行う。

ウ 農業集落間型

農業の生産条件が不利な地域において、農林業センサス規則（昭和44年農林省

令第39号）第２条第４項に定める農業集落（以下「農業集落」という。）を結ぶ

農道の整備を行う。

エ 保全対策型

既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備

や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図る保全対策のほか、緊急対策

を行う。

第４ 事業の実施要件

本事業の実施に当たっては、地域における農業振興のために必要な通作条件整備の内

容と、本事業と関連を有し、効果的な実施により通作条件の改善に資する農地整備、農

業関連施設等との関連事業について取りまとめた通作条件整備計画が作成されているほ

か、以下の要件による。

（１）基幹農道整備

ア 一般型

（ア）受益面積がおおむね50ヘクタール以上であること。ただし、山村振興法（昭

和40年法律第64号）第７条第１項の規定に基づき指定された振興山村（以下「振

興山村」という。）、過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２

条第１項に規定する過疎地域（同法第33条第１項又は第２項の規定により過疎

地域とみなされる区域を含み、平成12年度から16年度までの間に限り、同法附

則第５条第１項に規定する特定市町村（同法附則第６条又は第７条の規定によ

り特定市町村とみなされる区域を含む）を含む。）をいう。以下「過疎地域」

という。）、半島振興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項の規定に基づき指

定された半島振興対策実施地域（以下「半島振興対策実施地域」という。）に

おいて行うものにあっては、受益面積がおおむね30ヘクタール以上であること。

（イ）総事業費が１億円以上であること。

（ウ）農業上必要な自動車の交通運行に必要な車道幅員がおおむね４メートル以上



であること。ただし、鹿児島県奄美市及び大島郡の区域、離島振興法（昭和28

年法律第72号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域

（以下「離島」という。）、振興山村又は半島振興対策実施地域において行うも

のにあっては、車道幅員がおおむね３メートル以上であること。

（エ）自動車交通量のうち、農業に係るものが過半を占めるものであること。

イ 保全対策型

既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備

や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図るほか、緊急対策を行うもの

であって、次の条件に適合するもの。

（ア）受益面積の合計が50ヘクタール以上であること。

（イ）総事業費の合計が30百万円以上であること。

ただし、点検診断についてはこの限りでない。

（２）一般農道整備

ア 一般型

（ア）受益面積がおおむね50ヘクタール以上であること。ただし、振興山村、過疎

地域又は半島振興対策実施地域において行うものにあっては、受益面積がおお

むね30ヘクタール以上であること。

（イ）総事業費が５千万円以上であること。

（ウ）全幅員がおおむね4.5メートル以上であること。ただし、豪雪地帯対策特別

措置法（昭和37年法律第73号）第２条第２項の規定に基づき指定された特別豪

雪地帯（以下「特別豪雪地帯」という。）、振興山村、過疎地域、半島振興対策

実施地域又は急傾斜地帯（受益地域内の平均傾斜度が15度以上の地域をいう。

ただし水田地帯を除く。以下同じ。）において行うものにあっては、全幅員が

おおむね４メートル以上であること。

イ 樹園地等型

受益面積がアの（ア）の条件に適合し、かつ、次に掲げるもののうち、農道網

の整備に必要なもの。

（ア）総事業費及び全幅員がアの（イ）及び（ウ）の条件に適合する幹線農道

（イ）全幅員がおおむね３メートル以上である支線農道

（ウ）全幅員がおおむね２メートル以上である末端耕作道

（エ）総延長がおおむね500メートル以上である軌道等運搬施設（野菜指定産地に

おける畑地帯又は田畑輪換を行う水田地帯において行うものを除く。）

ウ 農業集落間型

事業を実施しようとする地域に含まれる少なくとも一つの農業集落が、離島、

振興山村、過疎地域、半島振興対策実施地域、特定農山村地域における農林業等

の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年法律第72号）第２条第

１項に規定する特定農山村地域（以下「特定農山村地域」という。）、それらに準

ずる地域又は、林野率が50パーセント以上であり、かつ、主傾斜が概ね100分の１

以上の農用地の面積が当該地域の全農用地の50パーセント以上を占める地域に含

まれることとし、農業集落の通作圏の拡大による経営規模の拡大等の地域の農業



構造の改善、既設農道及び各種農業関連施設等の一層の利用拡大及び、農業集落

の農家、地域住民等の農村環境の改善に資する計画路線であって、次の条件に適

合するもの。

（ア）受益面積がおおむね30ヘクタール以上であること。

（イ）総事業費が５千万円以上であること。

（ウ）車道幅員がおおむね４メートル以上であること。

エ 保全対策型

既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備

や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図るほか、緊急対策を行うもの

であって、次の条件に適合するもの。

（ア）受益面積の合計が50ヘクタール以上であること。

（イ）総事業費の合計が30百万円以上であること。

ただし、点検診断についてはこの限りでない。

第５ 計画の作成

１ 本事業の事業計画は、土地改良法に基づく土地改良事業計画として定めるものとす

る。ただし、第３の２の（１）のイ、（２）のウ及びエの事業についてはこの限りで

はない。

２ 本事業を実施する場合にあっては、以下に定めるところにより通作条件整備計画等

を作成するものとする。

（１）本事業を実施する場合、都道府県知事は農道の整備計画や、関連する農業基盤整

備等について別記様式第１号に定める通作条件整備計画を作成し、地方農政局長（北

海道にあっては国土交通省北海道開発局長を経由して農村振興局長）に提出するも

のとする。

（２）保全対策型のうち点検診断又は保全対策を実施する場合、実施する予定の既設の

農道を管理する市町村長等（以下「市町村長等」という。）は、当該農道の利用状

況、管理の状況、周辺環境の状況、保全対策の必要性及び将来の管理の方針につい

て別記様式第２号に定める保全対策基本方針（以下「保全対策基本方針」という。）

を作成し、都道府県知事の承認を得るものとする。

ただし、市町村長等の要請により、保全対策の対象区域、内容等を勘案し、都道

府県知事が作成する場合にあってはこの限りでない。

なお、保全対策の対象区域が複数の市町村にまたがる場合にあっては、この区域

に係る市町村長のうち一つの市町村長が他の市町村長の承認を得て基本方針を作成

することができる。

（３）保全対策型のうち緊急対策を実施する場合、市町村長等は、別記様式第３号に定

める緊急対策施行申請書（以下「緊急対策施行申請書」という。）を都道府県知事

に提出するものとする。

なお、緊急対策の対象区域が複数の市町村にまたがる場合にあっては、この区域

に係る市町村長のうち一つの市町村長が他の市町村長の承認を得て施行申請書を作

成することができる。



第６ 計画の変更等

知事は、次のいずれかに該当するときは、事業計画の変更を行うものとし、地方農政

局長等にその旨を報告するものとする。

（１）農道の新設又は改良を行うもの（第３の２の（２）のウに規定する農業集落間型

（以下「農業集落間型」という。）によるものを除く。）

都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、事業計画の変更を行うものと

する。

ア 当該事業の施行に係る受益面積の10パーセント以上の変更（ただし、受益面積

の増又は減が10ヘクタールに満たない場合は、この限りではない。）

イ 主要工事計画については、土地改良法施行規則第38条の２等に規定する主要工

事計画等であって農林水産大臣が定めるものを定める件（平成18年９月25日農林

水産省告示第1272号。以下「告示」という。）第１号の（３）のイの（ア）及び（イ）

に掲げる変更

ウ 事業費であって告示第３号に規定されているものについての変更

（２）保全対策型及び農業集落間型

都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、事業計画の変更を行うものと

する。ただし、通作条件整備計画の範囲内において保全対策型のうち、緊急対策を

新たに実施しようとする場合は、緊急対策施行申請書の写しのみの提出をもって事

業を実施することができる。

ア 当該事業の施行に係る受益面積の10パーセント以上の変更（ただし、受益面積

の増又は減が10ヘクタールに満たない場合は、この限りではない。）

イ 主要工事計画の著しい変更

ウ 物価又は労賃の変動によるものを除く主要工事計画に係る事業費の10パーセン

ト以上の変動（公共工事の入札、契約の改善、技術開発等による費用の縮減によ

る事業費の減額であって、変更前の事業計画に基づく事業により得られる効用と

同等以上の効用が得られるものによる場合を除く。）

第７ 事業の達成状況報告等

保全対策型のうち、点検診断を実施した場合には、施設の点検診断結果及びこれに基

づく検討内容等をまとめた農道保全対策計画を作成するものとする。

第８ 助成

国は、本事業に要する費用のうち別記に掲げる工事費及び促進費等の一部につき、別

に定めるところにより都道府県に助成するものとする。

第９ 経過措置

農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22年４月１日付け21生畜第2045号農林水産省

生産局長通知・21農振第2454号農林水産省農村振興局長通知・21林整計第336号林野庁

長官通知・21水港第2724号水産庁長官通知）別紙１の第５の９に基づいて、平成23年度



における事業実施に必要な資料（以下「必要資料」という。）の提出を行っている地区

については、本要領に基づき必要資料が提出されたものとみなし、平成22年度において

必要資料に位置づけられている地区で、平成23年度以降も本交付金により継続して事業

を実施する地区については、本事業へ移行されたものとみなす。

別 記

１ 工事費

（１） 純工事費

（２） 測量及び試験費

（３） 用地費及び補償費

（４） 船舶機械器具費

（５） 全体実施設計費

（６） 換地費

２ 効果促進事業費



（別記様式１号） 

 

○○地域通作条件整備計画 

＜整備区域概要図＞ 

（整備済み及び整備予定の農道路線、農業振興地域、農用地区域、関連事業等を記載） 

事項 内容 

１．整備区域の概要  （地域概況を記載） 

２．整備区域における農業

構造の現況及び問題点  

（地域農業の現状、整備状況及び課題等を記載） 

３．地域における農業の振

興方向  

（作付作物及び土地利用体系等を記載） 

４．整備構想実現のために

必要な通作条件整備等

の内容  

 

（個別地区毎に地区名、整備の必要性、整備期間、総事業費、整備（受

益）面積等を記載） 

５．関連事業の概要  

 

（関連事業地区（施設）毎に、事業名、事業主体、事業概要等を記載） 

注）変更の場合の記載方法は二段書きとし、変更前を上段（）書きとすること。 

 



（別記様式２号） 
 

保全対策基本方針 
 

策定年度：平成 年度      
策定主体：           
知事認定：平成 年 月 日 

 
１．施設の現状と対策の基本方針 

（既設農道の利用状況、管理状況等を通じた課題、解決手法、将来の管理方針等を記載） 
 
２．地域の概要 
 ①地域状況 
 ②地域の農地面積                                 単位：ha 

地域名 水 田 普通畑 樹園地 牧草地 農地計 山林原野 その他 合 計 
         

 ③主要農作物の作付状況 
作物名 作付面積(ha) 生産量(t) 生産額(千円) 備 考 

     
 ④地区の農家状況 

集落名 

戸  数 人  口 

備 考 
総戸数 

(戸) 
農家戸数 

(戸) 
農家率 

(％) 
総戸数 

(人) 
農家人口 

(人) 
農業就

業人口 
(人) 

農業就業 
人口比率 

(％) 
         
合 計         

 
３．整備対象施設 

路線名 

対象路線の概要 整備 
概要 

事業実施 
希望年度 

旧事業履歴 

備考 
延長 
(ｍ) 

車道 
幅員 
(ｍ) 

全幅員 
(ｍ) 

管理者 事業名 地区名 実施 
年度 

           
 
４．施設の予定管理者及び予定管理方法 

路線名（施設名） 予定管理者 予定管理方法 備 考 
    

 
５．位置図等 
  （施設位置、施設状況、利用状況等がわかる資料を添付） 



（別記様式３号） 
 

緊急対策施行申請書 
 

策定年度：平成 年度    
策定主体：         
知事認定：平成 年 月 日 

 
１．整備施設の概要 

（農道の被災状況、路線の利用形態、被災の影響、対策の必要性、事業の内容等について記載） 
 
２．地域の概況 
 ①地域の農地面積 

地域名 水 田 普通畑 樹園地 牧草地 農地計 山林原野 その他 合 計 
         

 
３．整備対象施設 

路線名 

対象路線の概要 整備 
概要 

事業実施 
希望年度 

旧事業履歴 

備考 
延長 
(ｍ) 

車道 
幅員 
(ｍ) 

全幅員 
(ｍ) 

管理者 事業名 地区名 実施 
年度 

           
 
４．施設の予定管理者及び予定管理方法 

路線名（施設名） 予定管理者 予定管理方法 備 考 
    

 
５．位置図等 

（施設位置、施設状況、利用状況等がわかる資料を添付） 
 
 


