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⼟地改良法

第四条の⼆ 農林⽔産⼤⾂は、⼟地改良事業の計画的な実施に資するため、⾷料・農業・農村政策審議会の意⾒を聴
いて、政令で定めるところにより、⼟地改良事業に関する⻑期の計画（以下「⼟地改良⻑期計画」という。）の案
を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

２ ⼟地改良⻑期計画においては、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。

３ ⼟地改良⻑期計画は、計画期間に係る農業⽣産の選択的拡⼤、農業の⽣産性の向上及び農業総⽣産の増⼤の⾒
通し並びに農業経営の規模の拡⼤等農業構造の改善の⽅向に即し、かつ、国⼟資源の総合的な開発及び保全に資す
るように定めるものとする。

第四条の三 ⼟地改良⻑期計画は、農業事情、国⼟資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があったため必要
があるときは、改定することができる。

⼟地改良法施⾏令

（⼟地改良⻑期計画）
第⼀条の⼋ 法第四条の⼆第⼀項の⼟地改良⻑期計画は、五年を⼀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。

○⼟地改良⻑期計画は、⼟地改良法の規定により、⼟地改良事業の計画的な実施に資するため、⾷料・農
業・農村政策審議会の意⾒を聴いた上で計画案を作成し閣議決定。

○計画期間は、五年を⼀期とし、⼟地改良事業の実施の⽬標及び事業量を決定。

１．土地改良長期計画の位置付け
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２．土地改良長期計画の変遷

○ 土地改良長期計画は、昭和40年以降、その時々の社会経済情勢の変化に応じて、これまで８回策定。

○ 平成15年以降の長期計画については、事業量重視から成果重視に転換するとともに、時代の変化に即応し
た計画となるよう、計画期間を10年から５年に短縮。

土
地
改
良
長
期
計
画

・国⺠の価値観の変化（物の豊かさ → ⼼の豊かさへ）・⾼度経済成⻑
（S29〜S48頃）

・⾷料･農業･農村基本法の制定（H11）

・コメ余剰が顕在化
・農村における都市化・混住化

・敗戦からの復興 ・プラザ合意を契機とした農産物の貿易⾃由
化と円⾼による農産物価格の低下

社
会
経
済
情
勢

・農業基本法の制定（S36）

・農地法の改正（S45）
（農地の流動化の促進）

食料供給力、ストックマネジメント

防災・減災力、農村協働力の強化

構造政策の推進

農村の定住条件の整備

水田における畑作導入

農村の生活環境整備

農業生産
性の向上

食料
増産

失業
対策

新基本法農政貿易自由化・生活大国米の生産調整の始まり基本法農政戦後
復興

S20～ S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

・国⼟強靭化基本計画
（H26）

・⾷料･農業･農村
基本計画(H27)

S40～
第１次計画

・ほ場整備の
重点的推進

・基幹的な用排
水の条件整備
を推進

S48～
第２次計画

・水田の汎用化

・生活環境整備
まで対象範囲
を拡大

・農業用水の汚
濁防止

S58～
第３次計画

・中核農家への
土地利用集積

・生活環境整備
の強化

H5～
第４次計画

・大区画化や担
い手育成型の
ほ場整備への
重点化

・快適で美しい
田園空間の
形成

H15～
長期計画

・成果指標に
視点を転換

・計画期間を

10年から
5年へ

H20～
長期計画

・ストックマネ
ジメント強化

・地域共同
活動による
保全管理

H24～
長期計画

・食料生産の
体質 強化

・震災復興、
防災

・減災力の強化
・農村コミュニ
ティ の再生

・東⽇本⼤震災（H23）

・⼟地改良法の制定
（S24）

・農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン
（策定:H25 改訂:H26,H28,H29,H30,R1）

・新政策の公表
（H4）

・公共投資基本計画が閣議了解（H6）
（⽣活関連投資に重点)

・⼟地改良法の改正(S39)
（⼟地改良⻑期計画の制度化）

・⼟地改良法の改正
(H3)

・⼟地改良法の改正
(H23,H25)

・⾷料･農業･農村
基本計画(H12)

・⾷料･農業･農村
基本計画(H17)

・⾷料･農業･農村
基本計画(H22)

H28～
長期計画

・豊かで競争力
ある農業
・美しく活力ある農村
・強くてしなやかな
農業・農村

新
た
な
長
期
計
画
の
策
定

R2

・熊本地震（H28）
・国⼟強靭化基本計画

の変更（H30）
・まち･ひと･しごと

創⽣総合戦略
（第２期）（R1）

・⼟地改良法の改正(H29,H30)

・⾷料･農業･農村
基本計画の改訂

・⼟地改良法の改正
(H13) ・農業⽤ため池の管理及び保全

に関する法律の制定（H31）

・まち･ひと･しごと
創⽣総合戦略（H26）

・農業⽣産基盤強化
プログラム（R1）

（審議中）

２



第１次⼟地改良⻑期計画（S40〜47年度）の概要

○ 農業基本法(S36)を受け、⽔⽥の労働⽣産性向上のため、30ａ区画規模のほ場整備を重点的に推進。
○ ほ場整備の前提となる基幹的な⽤排⽔の条件整備を推進。

特 徴

⽬標及び実績

事業の種類 計画 実績

国が行い又は補助する事業 23,000 24,652
(107.2％)

○ほ場整備事業 8,500 10,551

○基幹かんがい排水施設整備事業 7,000 6,728

○防災事業 2,000 1,868

○農用地造成事業 5,500 5,504

地方単独事業等 3,000 2,378

計 26,000 27,030
(104.0％)

（億円）《事業費》

事業の種類 計画 実績

ほ場整備 850 449(52.8％)

農地造成 350 190(54.3％)

草地造成 400 206(51.5％)

（千ha）《事業量》

（ ％）書きは計画数値に対する達成率

※事業量については、ほ場整備、農地造成、草地造成のみを
具体的に⽬標設定。

※事業量の達成率が事業費に⽐べて低いのは、インフレによる
物価上昇に伴い事業単価が増加したことが⼀因。

３



第２次⼟地改良⻑期計画（S48〜57年度）の概要

○ ⽶の⽣産調整の本格化に伴い、畑作導⼊を可能とする⽔⽥の汎⽤化を推進。
○ 畑の区画整理、暗渠排⽔等を農道整備等と併せて総合的に⾏う畑地総合整備事業を推進。
○ 事業の種類に農⽤地総合整備事業を位置づけ、農業⽣産基盤に加え、農村の⽣活環境整備まで対象

範囲を拡⼤。
○ 公害防除特別対策事業、地盤沈下対策事業、⽔質障害対策事業等の各種防災事業を推進。

特 徴

⽬標及び実績

事業の種類 計画 実績

国が行い又は補助する事業 112,000 116,786
(104.3％)

○農用地総合整備事業 66,100 69,130

○基幹農業用用排水施設整備事業 22,400 21,218

○防災事業 9,700 9,390

○農用地造成事業 13,800 17,048

地方単独事業等 8,000 6,946

調整費 10,000 0

計 130,000 123,732
(95.2％)

（億円）《事業費》

事業の種類 計画 実績

ほ場整備 1,200 586(48.9％)

畑地総合整備 600 94(16.2％)

農地造成 300 108(36.0％)

草地造成 400 142(35.5％)

（千ha）《事業量》

※事業量については、ほ場整備、畑地総合整備、農地造成、
草地造成のみを具体的に⽬標設定。

※事業量の達成率が事業費に⽐べて低いのは、インフレによる
物価上昇の他、整備⽔準の向上（⽔路のパイプライン化、⼤型
機械化に対応した農道構造の変化等）に伴い事業単価が増加し
たことが⼀因。

（ ％）書きは計画数値に対する達成率

４



第３次⼟地改良⻑期計画（S58〜H4年度）の概要

○ 農業経営基盤の強化を図るため、中核農家への⼟地利⽤の集積、地域農業の組織化等の農業⽣産の
効率化に資する⽣産基盤整備を推進。

○ 農⽤地総合整備事業の計画事業費を前計画よりも⼤幅に増額し、農村地域の混住化、都市化、過疎
化に対応した⽣活環境整備（農業集落排⽔等）を強化。

特 徴

⽬標及び実績

事業の種類 計画 実績

国が行い又は補助する事業 287,000 182,442
(63.6%)

○農用地総合整備事業 159,300 107,252

○基幹農業用用排水施設整備事業 57,800 37,129

○防災事業 23,800 15,974

○農用地造成事業 46,100 22,088

地方単独事業等 17,000 5,410

調整費 24,000 0

計 328,000 187,853
(57.3％)

（億円）《事業費》

事業の種類 計画 実績

ほ場整備 1,000 322(32.2％)

畑地総合整備 600 342(57.0%)

農用地造成 470 116(24.8％)

（千ha）
《事業量》

※事業量については、ほ場整備、畑地総合整備、農⽤地造成
のみを具体的に⽬標設定

（ ％）書きは計画数値に対する達成率 ５



第４次⼟地改良⻑期計画（H5〜H14）の概要

○ 効率的で安定的な経営の確⽴に向けて、⼤区画ほ場整備や担い⼿への農地集積を要件とした担い⼿
育成型ほ場整備に重点化。

○ 国⺠の価値観が物の豊かさから⼼の豊かさへ、経済成⻑から⽣活の質の向上へと変化する中、快適
で美しい⽥園空間を形成するための総合的整備を推進。

特 徴

⽬標及び実績

事業の種類 計画 実績

国が行い又は補助する事業 323,600 251,642
(77.8%)

○農用地総合整備事業 219,500 163,514

○基幹農業用用排水施設整備事業 63,300 51,699

○防災事業 26,700 24,907

○農用地造成事業 14,100 11,523

地方単独事業等 50,400 38,619

調整費 36,000 0

計 410,000 290,261
(70.8％)

（億円）《事業費》

事業の種類 計画 実績

ほ場整備 900 162(18.0％)

畑地総合整備 500 441(88.2%)

農用地造成 100 23(22.6％)

（千ha）《事業量》

※事業量については、ほ場整備、畑地総合整備、
農⽤地造成のみを具体的に⽬標設定

（ ％）書きは計画数値に対する達成率

６



⼟地改良⻑期計画（H15〜H19年度）の概要

○ 従来の事業量重視から、担い⼿への農地集積率や耕地利⽤率の向上等の成果重視に視点を転換。
○ 時代の変化に対応した計画となるよう、計画期間を10年から5年に短縮。

特 徴

⽬標及び実績
《成果指標》 《事業量》

主な事項 計画 実績

農地利用集積による経営規模の
拡大

20ポイント以上
向上

19ポイント
向上(95％)

基盤整備の実施による耕地利用
率の向上

105％以上
に向上

102％
（97％）

基幹的農業用用排水施設の機能
の確保

延べ
250万ha

延べ295万ha
(118％)

湛水被害等のおそれのある農用
地面積の減少

約100万ha(H14)
→約76万ha(H19)

77万ha
（96％）

農業集落排水汚泥のリサイクル
率の向上

45％(H14)
→55％(H19)

61％
（160％）

田園自然環境の創造に着手した
地域数の増加

約500地域(H14)→
約1,700地域(H19)

1,420地域
（92％）

主な事項 計画 実績

農地利用集積を条件とした区画整
理等

約13万ha
10万ha
（77％）

畑地における農業用用排水施設の
整備

約３万ha
4.2万ha
（140％）

排水改良等による水田の汎用化
約6.9万ha

7.7万ha
（112％）

各種農地防災事業の総合的推進
約4,500地区

3,800地区
（84％）

農業集落排水汚泥のリサイクル
約940地区

1,235地区
（169％）

（ ％）書きは計画数値に対する達成率

７



⼟地改良⻑期計画（H20〜H23年度）の概要

○ 施設機能診断に基づく予防保全対策のストックマネジメントの実施による⻑寿命化とライフサイク
ルコストの低減。

○ 減災の観点も重視した農業災害の防⽌による安全・安⼼な地域社会の形成への貢献。
○ 集落等の地域共同活動を通じた農地、農業⽤⽔等の適切な保全管理。

特 徴

⽬標及び実績
《成果指標》 《事業量》

主な事項 計画 実績

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 63％(90％)

○うち面的集積率の向上 約７割以上 82％(117％)

○新たに農業生産法人等を設立 約130法人 188法人(145％)

基盤整備の実施による耕地利用率の
向上

105％以上
に向上

103.9％(99％)

湛水被害等のおそれのある農用地面
積の減少

91万ha(H19)→
約67万ha(H24)

79万ha
(75％)

田園自然環境の創造に着手
約1,400地域(H19)→
約1,700地域(H24)

1,832地域
(144％)

農業集落排水汚泥のリサイクル率の
向上

61％(H19)
→70％(H24)

65％
（44％）

集落等の協定に基づき地域共同活動
を行う地域数及び参加者数の増加

約1.7万地域(H19)

→約3.0万地域(H24)

約130万人・団体
(H19)→約220万人・
団体(H24)

2.0万地域
(23％)

191万人・団体
（68％）

主な事項 計画 実績

農地利用集積を条件とした区画整理等 約7.5万ha 5.9万ha(79％)

畑地における農業用用排水施設の整備 約3.7万ha 2.1万ha(57％)

基幹的な水利施設について機能診断を
実施

水路約1.5万km

施設約1,600箇所

水路1.0万km

(67％)

機場1,266箇所
(79％)

区画整理や暗きょ排水等の整備による
水田の汎用化

約5.0万ha 4.0万ha(80％)

各種防災事業の総合的推進 約3,000地区
2,483地区
(83％)

農村地域における田園自然環境の創造
に向けた整備

約1,700箇所
777箇所
（46％）

農業集落排水汚泥のリサイクル 新たに約510地区 278地区(55％)

集落等の協定に基づく地域共同活動に
よる適切な保全管理

約200万ha
197万ha
（99％）

（ ％）書きは計画数値に対する達成率

８



⼟地改良⻑期計画（H24〜H27年度）の概要

○ 「⾷を⽀える⽔と⼟の再⽣・創造」を基本理念に下記の３つの政策課題に対応。
① 農を「強くする」農地の⼤区画化、汎⽤化等の推進による地域全体としての⾷料⽣産の体質強化。
② 国⼟を「守る」東⽇本⼤震災からの復興、防災・減災⼒の強化と多⾯的機能の発揮。
③ 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。

特 徴

⽬標及び実績

《成果指標》 《事業量》

主な事項 計画
（H24～H27）

実績
（H24～H27）

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 77％(96％)

基幹水利施設の機能診断済みの割合
約４割(H22)→
約７割(H27)

60％(92％)

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
1.6ha
(84％)

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8万ha以上
9.7万ha
(122％)

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800万人・団体
以上(H24～H27)

841万人・団体
（105％）

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800地域
1,126地域
（141％）

主な事項 計画
（H24～H27）

実績
（H24～H27）

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

約16万ha
2.5万ha
(16％)

畑地の農業用用排施設の整備 約1.3万ha
0.9万ha

(69%)

区画整理や暗きょ排水等の整備に
よる水田の汎用化

約13万ha
6.2万ha

(48%)

機能診断を実施する施設
水路約1.2万km

機場等約1,400個所

水路約1.2万km

(100％)

機場等約1,300箇所

(93％)

各種防災事業の実施 約2,080地区
2,395地区
(115％)

協定に基づく地域共同活動による
適切な保全管理

約160万ha
239万ha
（120％）

（ ％）書きは計画数値に対する達成率 ９



人･もの(農地や水路)･自然を結び付けながら
経済活動の活発化等多様なストック効果を発揮

① ⼈の関わりや合意形成といった
取組・発展のプロセスに着⽬し、
先進的な事例の分析とレビュー

１．土地改良制度の検証・検討 ４．人材の育成

２．関連施策や関連団体との連携強化 ５．入札契約の透明性･公平性･競争性の向上と品質確保の促進

３．技術開発の促進と普及 ６．国民の理解の促進

－『個性と活⼒のある豊かな農業・農村の実現』を⽬指して －

・農業総産出額や食品産業の国内生産額の減少
・TPPによる新たな国際環境
・米の生産調整の見直し(平成30年産米を目処)

⇒ 攻めの農業への転換が急務

生産額の減少や国際競争に直面する農業

・人口減少･高齢化や混住化の進行
・大規模経営体と小規模農家への二極分化
・土地持ち非農家の増加

⇒ 農村協働力が脆弱化し、共同活動を
営んできた集落の弱体化を招くおそれ

・「田園回帰」等新たなﾗｲﾌｽﾀｲﾙを模索する動き

人口減少や農業構造の変化等が進む農村

・気候変動による農業生産への支障、農産物価格等
への影響

・激甚化する豪雨や大規模地震発生リスクの高まり

⇒ 強くしなやかな国民生活の実現に向けた

防災・減災に取り組む必要

自然災害リスクの高まり

社会資本ストックの減少と劣化

○ 被災した農地･農業用施設について
平成30年度までに復旧完了

○ 福島の避難指示区域内の復旧対策

[達成すべき重点目標]

○ 健全度評価に基づいた施設の保全管理の効率性の向上
○ 湛水被害等の災害防止と施設の耐震化
○ 地域資源や農村協働力等を活用した防災・減災力の強化

農村の多様性

目指すべき農村の姿とその実現に向けた基本戦略農村の潜在力を高める土地改良事業

土地改良事業の特徴

農業･農村をとりまく内外情勢と課題

東日本大震災からの復旧と復興 計画の円滑かつ効果的な実施に当たって必要な事項

社 会 資 本 の 継 承 社 会 資 本 の
新 た な 価 値 の 創 出 農 村 協 働 ⼒ の 深 化

成果の着実な達成に向けた⼟地改良事業の重点的・効果的な実施

『地域の発意』

地域全体の将来像を見据えて
関係者の合意を形成

『共同で管理』

土地改良区･集落を中心として
農地や水路を共同で利用･管理

中山間地（果樹）

農村の多様性･個性を
的確に発揮させる必要

平地（稲作）

[先進的な事例に見られる特徴]

☑ 中心的なヒトや組織の存在

☑ 関係者間の連携

☑ 継続した話し合い

☑ 問題意識とビジョンの共有

☑ 土地改良事業と様々な取組の
組合せ

☑ 持続的な発展の可能性

☑ 地域類型や営農類型等を踏まえ

た整備水準や土地利用の模索

基 本 戦 略

② 地域の特性に応じた
柔軟できめ細かな整備の推進

地域が考える手掛かりを提供

創意工夫を活かした整備に配慮

目指すべき農村の姿

地域の関係者が具体的な
イメージを共有しながら

建設的･戦略的に取り組む必要

特定の姿を求めるものではなく、地
域の特性や強みを活かし、個性と
活力のある豊かな農村を目指す必
要

事業の合意形成から整備･共同管理に⾄る
⼀連の流れが 農村協働⼒※ を強化

（人々のつながり）

相乗的に
効果を発揮

・他の社会資本ストックに比べ減少度合いが顕著
※ 耐用年数を超過した基幹的農業水利施設は ２割超
※ 主要なため池(約6.4万箇所)の約 7割は江戸時代以前に築造

・排水不良な水田や耐震性を有しないため池など、
現在の整備水準によると低質化したものも存在

⇒ 国内農業生産の脆弱化や
災害の発生などにより国民生活にも支障

○ 風土等の違い

・ 営農、地形、気象、景観 等

○ 時代とともに変化

・ 社会経済情勢、国民の価値観 等

産業政策
を

下支え

※ 農業用水の利用･管理等を通じて形成され、
農村の潜在力を高めるもの

土地改良事業の特徴を最大限に活用

農業水利施設の
政策目標５ 戦略的な保全管理と

機能強化（ハード）

地域政策
を

下支え

災害に対する地域の
政策目標６ 防災･減災力の強化

（ソフト）

政策課題 Ⅰ 豊かで競争力ある農業
〜 産業政策 〜

[達成すべき重点目標]

○ 高収益作物への転換による所得の増加
○ ６次産業化等による雇用と所得の増加
○ 担い手の米の生産コストの大幅削減

政策目標２ 担い手の体質強化

政策目標１ 産地収益力の向上

政策課題 Ⅱ 美しく活力ある農村
〜 地域政策 〜

政策目標４ 快適で豊かな資源循環型社会の構築

政策目標３ 農村協働力と美しい農村の再生･創造

[達成すべき重点目標]

○ 地域資源の保全管理の質と持続性の向上
○ 生活基盤の再編等による保全管理の効率性の向上
○ 再生可能エネルギーの導入による維持管理費の軽減

政策課題 Ⅲ 強くてしなやかな農業・農村

〜 産業政策と地域政策の⼟台 〜

多面的機能
の発揮

食料の
安定供給
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