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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

（計画期間：平成28～令和２年度）３．現行土地改良長期計画の概要① 10



３．現行土地改良長期計画の概要② （計画期間：平成28～令和２年度）
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３．現行土地改良長期計画の概要③ （計画期間：平成28～令和２年度） 12



４．現行土地改良長期計画の政策課題・政策目標・成果指標・事業量一覧
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※1 「相当程度」とは、「作物⽣産額（主⾷⽤⽶を除く）に占める⾼収益作物の割合が８割以上」、⼜は「作物⽣産額
（主⾷⽤⽶を除く）に占める⾼収益作物の割合が５割以上かつ⾼収益作物に係る作物⽣産額が50％以上増加」を指す。

※2 H28〜H30に事業着⼿した565地区の実績
※3 H28〜H30に事業の⽬標年度を迎えた120地区の実績
※4 H28〜H30に事業の⽬標年度を迎えた関東以⻄118地区の実績

【政策⽬標１】産地収益⼒の向上 ｢施策①︓農業⽣産の拡⼤・多様化による収益の増⼤｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●基盤整備着⼿地区における⽣産額
（主⾷⽤⽶を除く）に占める⾼収
益作物が相当程度※1の地区割合

約8割
以上

71％ (H28〜H30年度平均)
(達成率89％)※2

○基盤整備完了地区（⽔⽥）におけ
る作付⾯積（主⾷⽤⽶を除く）に
占める⾼収益作物の割合

約３割
以上

25％(H28〜H30年度平均) ※3
(達成率83％)

○裏作可能な地域における基盤整備
完了地区の耕地利⽤率

125%
以上

115％(H28〜H30年度平均) ※4
(達成率92％)

【参考１】

63% 72% 77% 71%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

H28 H29 H30 H28〜H30

６．現⾏⼟地改良⻑期計画の実施状況

○ 基盤整備着⼿地区における⽣産額に占める⾼収益作物が相当程度の地区の割合は、⽬標である約８割に対して、
H28〜H30年度平均で71％、直近のH30年度の実績は77％。

○ ⾼収益作物の導⼊を⽀援する事業は拡充されており、⽔⽥の畑地化・汎⽤化のための基盤整備をさらに推進。

【参考３】基盤整備完了地区の耕地利⽤率(H28〜H30年度平均)

※1: 農林⽔産省「平成30年農作物作付(栽培)延べ⾯積及び耕地利⽤率」及び農村振興
局調べ

【参考３】

【参考１】⽣産額に占める⾼収益作物の割合が相当程度の地区割合

91% 93%
115%

60%

80%

100%

120%

全国平均 事業前 事業後

【参考２】

22%向上

【参考２】⾼収益作物への営農転換（京都府⻲岡市）

7.0億円
15.9億円

0
4
8

12
16

事業前 事業後

ほ場の⼤区画化や汎⽤化を進め、京野菜など⾼収益作物への営農
転換を推進

（億円）農業⽣産額が8.９億円増加

0.1億円

9.4億円

0
2
4
6
8

10

事業前 事業後

賀茂なす
えびいも
九条ねぎ

京野菜の⽣産額が9.3億円増加

出典︓近畿農政局「国営農地再編整備事業（⻲岡地区）事後評価結果」

(平均)

⽬標

（億円）

(H17年度) (H29年度) (H17年度) (H29年度)

※1 ※2 ※2

※2: H28〜H30に事業の⽬標年度を迎えた関東以⻄118地区の実績

国営農地再編整備事業「⻲岡（かめおか）地区」
・受益⾯積︓509ha
・事業⼯期︓平成12年度〜平成23年度
・事業内容︓区画整理、農地造成、⽤排⽔路、農道

※ H29年度から、事業採択時のチェックリストにおいて⾼収益作物の導⼊に関する項⽬を追加

※
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17.4億円

33億円

0

10

20

30

40

事業前 事業後

百

売上(億円)

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

【政策⽬標１】産地収益⼒の向上
｢施策②︓６次産業化等による雇⽤と所得の創出｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●基盤整備完了地区における
６次産業化等の取組による
雇⽤と売上の増加率

約2.5倍
以上

雇⽤︓1.7倍(H28〜H30年度平均)
(達成率68％)

売上︓1.9倍(H28〜H30年度平均)
(達成率76％)

○ 基盤整備完了地区における6次産業化等の取組による雇⽤と売上の増加率は、⽬標である約2.5倍に対して、雇⽤が
1.7倍、売上が1.9倍(H28〜H30年度平均) 。

○ 今後、事業実施地区に対して、優良地区事例を紹介するとともに、関係部局と連携しつつ、6次産業化⽀援施策の周
知を図ることにより、基盤整備を契機とした６次産業化等の取組を推進。

【参考１】６次産業化等による雇⽤・売上

461⼈

787⼈

0

200

400

600

800

事業前 事業後

雇用(人)

（⼈） （億円）
売上が15.6億円増加

雇⽤が326⼈増加

【参考２】基盤整備を契機とした６次産業化の進展（⻘森県藤崎町）

⽔⽥の汎⽤化により、にんにく等⾼収益作物の⽣産が拡⼤。さらに、
加⼯・販売といった６次産業化の取組により、売上向上と雇⽤創出を
実現。

農業競争⼒強化農地整備事業「福島徳下（ふくしまとくげ）地区」
・受益⾯積︓93.7ha
・事業⼯期︓平成23年度〜平成28年度
・事業内容︓区画整理、暗渠排⽔

整備されたほ場 にんにくの収穫作業

3⼈

8⼈

0

5

10

H22 H30

＜法⼈Ａの社員数＞
(⼈)

56

110

0

30

60

90

120

H22 H30

＜法⼈Ａの売上＞

0

10

20

30

40

H22 H30

＜法⼈Ａの経営⾯積＞(ha) (百万円)

にんにく

りんご

⽔稲16.9ha

34.1ha

加⼯品（⿊にんにく）

2倍に増加 2倍に増加

事業前 事業後 事業前 事業後 事業前 事業後

2.6倍に増加

【参考１,2】

(H28〜H30年度完了地区のうち６次産業化等に取り組んだ119経営体の実績の合計) 
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14,438
11,147

6,657 6,759 

3,384 1,725 

4,397 
2,663 

事業実施前 事業実施後

労働費

機械経費

その他

【政策⽬標２】担い⼿の体質強化
｢施策③︓農地の⼤区画化等や省⼒化技術の導⼊による⽣産コストの削減｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 H30年度実績

●基盤整備完了地区（⽔⽥）における
担い⼿の⽶⽣産コストが削減⽬標※1

に達している地区の割合

約８割
以上

46％(H28〜H30年度平均)
(達成率58％) ※2

○基盤整備完了⾯積（⽔⽥）における
⼤区画ほ場の割合

約７割
以上

77％(H28〜H29年度平均) 
(達成率110％) ※3

○整備ほ場や⽔管理等における省⼒化
技術（ICT、GPS等）の導⼊地区の
割合

約８割
以上

65％(H28〜H30年度平均)
(達成率81％) ※4

○ 基盤整備完了地区のうち、⽶⽣産コストの削減⽬標に達している地区の割合は、⽬標である約８割に対して46％(H28
〜H30年度平均) 。⽶⽣産コストのうち労働費や機械経費は、事業実施前後でそれぞれ４割、５割削減。

○ ⽶⽣産コスト(H28〜H30年度実績)は、削減⽬標に向けて進捗しており、今後、農地の⼤区画化や省⼒化技術の導⼊を
より⼀層推進することで、⽶⽣産コストをさらに削減。

【参考１】事業実施前後の60kg当たり⽶⽣産コスト

【参考２】基盤整備完了地区における⽶⽣産コスト（年度別実績）

⽶⽣産コストは
3,291円（約２割）削減

※1 担い⼿の⽶の⽣産にかかるコストが9,600円/60kg以下（平成23年度の⽶⽣産コスト16,001円/60kg
の４割削減した数値として⽬標設定）

※2 H28〜H30年度に事業の⽬標年度を迎えた地区の内、15ha以上の経営体が存在する78地区の実績
※3 H28〜H29に基盤整備が完了した794地区のほ場⾯積から算出
※4 H28〜H30に事業に着⼿した720地区の新技術導⼊実績から算出

円/60㎏

出典︓農林⽔産省農村振興局調べ

【参考３】⼤区画化とスマート農業による⽶⽣産コストの削減（北海道⼠別市）

農地の⼤区画化とスマート農業の導⼊により⽶⽣産コストを⼤幅に削減

GPSの導⼊による、
蛇⾏や重複⾛⾏の軽減

15,000

10,000

5,000

労働費は
1,734円（約４割）削減
機械経費は
1,659円（約５割）削減

9,600円/60kg

最⼤で１枚6.8haの
ほ場を整備

国営農地再編整備事業「上⼠別（かみしべつ）地区」
・受益⾯積︓825ha
・事業⼯期︓平成21〜実施中
・事業内容︓区画整理、農地造成

【参考１】

【参考２】

（H28〜H30年度完了地区のうち事業実施前後の⽶⽣産コストが⽐較できる23地区の平均）

11,145 10,939 
10,253 

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

H28 H29 H30
（26地区） （28地区）

円/60㎏

出典︓農林⽔産省農村振興局調べ

9,600円/60kg

（24地区）
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※1 H28〜H30年度に事業の⽬標年度を迎えた244地区の平均
※2 H28〜H30年度に事業着⼿した2,380地区の平均
※3 多⾯的機能⽀払に取り組んでいる1,438市町村における実績

○ 基盤整備完了地区における担い⼿への農地集積率は、⽬標である約８割に対して82%、担い⼿経営⾯積に対する集
約化率も、⽬標である約８割に対して82%(いずれもH28〜H30年度平均) 。

○ 引き続き、農地中間管理機構と連携しつつ、基盤整備の実施を通じて担い⼿への農地集積・集約化を推進。

【政策⽬標２】担い⼿の体質強化
｢施策④︓担い⼿への農地の集積・集約化の加速化｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 H30年度実績

○基盤整備完了地区にお
ける担い⼿への農地集
積率

約8割
以上

82％(H28〜H30年度平均)※1
(達成率103％)

○基盤整備完了地区にお
ける担い⼿経営⾯積に
対する集約化率

約8割
以上

82％(H28〜H30年度平均)※1
(達成率103％)

○基盤整備着⼿地区にお
ける農地中間管理機構
との連携率

約8割
以上

84％(H28〜H30年度平均)※2
(達成率105％)

○担い⼿を⽀える地域共
同活動により構造改⾰
の後押しが図られてい
る地域の割合

約7割以上(R2年度)
61％（H30年度） 81％(H30年度)※3

(達成率133％)

【参考１,2】

【参考１,2】

【参考3】

農地集積率

38.8%

77.0%
55.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

約40ポイント増加

【参考１】農地整備事業による担い⼿への農地集積率の向上効果

事業前 事業後 全国平均（Ｈ29時点）

資料︓H29年度完了70地区の実績及び「農地中間管理機構の実績等に関する資料」(H29年度版、農林⽔産省)に基づき作成

【参考２】農地整備を通じた農地集積・集約化（千葉県横芝光町）

【参考３】農地中間管理機構と連携した農地整備事業（新潟県⿂沼市）

※ 灰⾊︓個⼈農家（⾮担い⼿）

農地の⼤区画化により、⽶⽣産コストを削減するとともに、事業を契機に集落営農
組織を設⽴し、農地を担い⼿に集積・集約【農地集積率 ０% → 79％】

※ 緑・⻘・⾚︓集落営農組織
⻩︓個⼈農家（⾮担い⼿）

※ 着⾊部︓担い⼿
無⾊部︓⾮担い⼿

全ての農地に農地中間管理権を設定し、農地中間管理機構を通じて農地を担い⼿に
集積・集約【農地集積率 30% → 85％】

農業競争⼒強化農地整備事業「篠本新井（ささもとあらい）地区」
・受益⾯積︓229.8ha
・事業⼯期︓平成20年度〜実施中
・事業内容︓区画整理、暗渠排⽔

農地中間管理機構関連農地整備事業「和⽥・横瀬（わだ・よこぜ）地区」
・受益⾯積︓24.9ha
・事業⼯期︓平成30年度〜実施中
・事業内容︓区画整理
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○ 基盤整備完了地区において設⽴⼜は規模拡⼤した農業法⼈数の増加率は、⽬標である約５倍に対して、2.5倍(H28
〜H30年度平均) 。

○ 今後、事業実施地区に対して、優良地区事例を紹介するとともに、関係部局と連携しつつ、法⼈化⽀援施策の周知
を図ることにより、農業⽣産法⼈の設⽴・規模拡⼤をさらに推進。

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

○基盤整備完了地区において設
⽴⼜は規模拡⼤した農業法⼈
数の増加率

約5倍
以上

2.5 倍(H28〜
H30年度平均)
(達成率50％)

【参考1,2】

【政策⽬標２】担い⼿の体質強化
｢施策⑤︓農業経営の法⼈化の促進｣

【参考２】基盤整備を契機とした法⼈化（島根県安来市）

たまねぎ収穫の機械化

（倍）

2.1 
2.8 2.4 2.5 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

H28 H29 H30 H28〜H30

⽬標

（平均）
出典︓農林⽔産省農村振興局調べ

農業競争⼒強化農地整備事業「能義第⼆（のきだいに）地区」
・受益⾯積︓117.2ha
・事業⼯期︓平成20年度〜平成30年度
・事業内容︓区画整理、⽤排⽔路、暗渠排⽔

【キャベツ・トマトの売上⾼】 【法⼈の純利益】

約1.8倍

ほ場の⼤区画化や地下かんがい施設の整備により、⽣産コストの低減や⽔管理の省⼒化
を図り、基盤整備を契機として、集落を越えた地域ぐるみの農業法⼈を設⽴し、キャベツ
やトマト等の⾼収益作物を導⼊することにより、経営の多⾓化を実現。

⼤区画化したほ場 キャベツの⽣産

【参考１】設⽴⼜は規模拡⼤した農業法⼈数の増加率

農事組合法⼈「のきの郷」
・設⽴︓平成25年４⽉
・組合員数︓151名
・経営⾯積︓151ha
・取組内容︓農産物の⽣産・販売、

製造・加⼯、⼩学校で
の農作業体験 等
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○ ⽔⽥の⼤区画化の事業量は、 H29年度⽬標である3.3万haに対して1.3万ha（H28〜H29年度実績の合計）、⽔⽥
の汎⽤化の事業量は、 H29年度⽬標である6.3万haに対して3.２万ha（H28〜H29年度実績の合計）。

○ 畑の区画整理・排⽔改良の事業量は、H29年度⽬標である1.2万haに対して1.1万ha（H28〜H29年度実績の合計）、
畑地かんがい施設の事業量は、H29年度⽬標である1.0万haに対して0.９万ha（H28〜H29年度実績の合計）。

○ 引き続き、⽶⽣産コストの削減や農業所得の向上に向けて、事業を推進。

事業量 ⽬標 実績

⽔⽥の⼤区画化
約8.3万ha(R2年度) 
3.3万ha(H29年度) 1.3万ha(H29年度)

(達成率39％)
【参考１】

⽔⽥の汎⽤化
約15.9万ha(R2年度)

6.3万ha(H29年度) 3.２万ha(H29年度)
(達成率51％)

【参考１】

【政策⽬標２】担い⼿の体質強化
事業量︓⽔⽥の⼤区画化・汎⽤化、畑の区画整理・排⽔改良、畑地かんがい施設の整備

【参考１】⽔⽥の⼤区画化・汎⽤化の整備イメージ

（事業前）⼩規模で不整形な農地

暗渠排⽔の整備による⽔⽥の汎⽤化により、
収益性の⾼い作物の作付が可能。

（事業後）⼤区画化した農地

＜⽔⽥の⼤区画化＞

＜⽔⽥の汎⽤化＞

【参考２】畑地かんがい施設の整備による作付拡⼤、所得の向上（宮崎県⼩林市）

0

2,000

H21 H23 H25 H27

約1.5倍
に増加

（万円）

1,800 1,850
2,650 2,800

ほうれんそうへのかん⽔

農業競争⼒強化基盤整備事業「⼤萩（おおはぎ）地区」
・受益⾯積︓131ha
・事業⼯期︓平成19年度〜平成28年度
・事業内容︓畑地かんがい、排⽔路

⽔稲 タマネギ

0

100

200

300

90ha

290ha約3.2倍
に増加

H14(事業着⼿時） H27(事業実施中)

（ha）

90ha

⼩林市のほうれんそう作付⾯積の変化
H21        H23        H25        H27

農業所得の推移（推計値）

畑地かんがい施設の整備により安定的な⽤⽔供給が可能になり、加⼯⽤ほうれんそうの
作付け拡⼤、農業所得の向上に貢献。

事業量 ⽬標 実績

畑の区画整理・
排⽔改良

約3.1万ha(R2年度)
1.2万ha(H29年度) 1.1万ha(H29年度)

(達成率92％)
【参考２】

畑地かんがい
施設の整備

約2.5万ha(R2年度)
1.0万ha(H29年度) 0.9万ha(H29年度)

(達成率90％)
【参考２】

19



【政策⽬標３】農村協働⼒と美しい農村の再⽣・創造
｢施策⑥︓農村協働⼒を活かした地域資源の保全管理体制の強化｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●地域共同活動における農
業者以外の多様な⼈材の
参画率

約4割(R2年度)
35.8％(H30年度) 32％(H30年度)

(達成率90％)

●持続的な広域体制の下で
の地域共同活動により保
全管理される農地⾯積の
割合

約5割(R2年度)
45％(H30年度) 42％(H30年度)

(達成率92％)

○地域共同活動による農
地・農業⽤⽔等の保全管
理への参加者数

延べ1,200万⼈・団体(R2年度)
延べ720万⼈・団体(H30年度) 775万⼈・団体(H30年度)

(達成率108％)

事業量 ⽬標 実績

○地域共同活動による農
地・農業⽤⽔等の保全
管理⾯積

約280万ha(R2年度)
約260万ha(H30年度) 251万ha(H30年度)

(達成率97％)

【参考１】多様な⼈材の参画（⿅児島県霧島市）

【参考２】活動組織の広域化による体制強化（秋⽥県湯沢市）

20の活動組織を広域化することにより、
効率的な共同活動を推進

【地区概要】
取組⾯積︓1,262ha（⽥1,262ha）
資源量︓開⽔路401.0km、農道149.6km
主な構成員︓農業者、⾃治会、⼟地改良区

⽔路の泥上げ

花植えによる農村景観形成

広域化前の組織分布

⼤学・企業による草刈り企業によるイベント開催

【地区概要】
取組⾯積︓222ha（⽥74ha、畑148ha）
資源量︓開⽔路22.2km、農道43.9km
主な構成員︓農業者、⾃治会、消防団、⼦供会等

⼤学、企業等との連携に
より、農地を適正に保全。
都市農村交流イベントの
開催により、農村の賑わ
いを創出

【参考１】

【参考2】

○ 地域共同活動における農業者以外の多様な⼈材の参画率は、 H30年度⽬標である35.8％に対して32％(H30年度実績)、
持続的な広域体制の下での地域共同活動により保全される農地⾯積の割合は、H30年度⽬標である45％に対して42％
(H30年度実績) 。

○ 今後、農村協働⼒を活かした農地・農業⽤⽔などの保全管理体制の強化に向けて、さらなる多様な⼈材の参画や広域体
制の下での地域共同活動を推進。
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○ 基盤整備において、農村環境の創造に着⼿した地域の数は、H30年度⽬標である2,340地域に対して2,262地域（H30年
度実績）、このうち、多様な⼈材の参画した地域数は、 H30年度⽬標である252地域に対して212地域（H30年度実績）、
地域の活性化に向けた取組を⾏った地域は、 H30年度⽬標である360地域に対して280地域（H30年度実績）。

○ 引き続き、農村環境の創造を通じた地域づくりに活⽤可能な事業（多⾯的機能⽀払交付⾦等）の周知や、整備された環
境配慮施設を活⽤したイベント等に地⽅⾃治体が取組むよう働きかけを⾏うことにより、地域の活性化に向けた取組を推進。

【政策⽬標３】農村協働⼒と美しい農村の再⽣・創造
｢施策⑦︓美しい農村環境の創造を通じた地域づくり｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

○基盤整備において農村環境の創
造に着⼿した地域数

約2,500地域(R2年度)
2,340地域(H30年度) 2,262地域(H30年度)

(達成率97％)

うち、農業者以外の多様な⼈
材が参画した地域数

約340地域(R2年度)
252地域(H30年度) 212地域(H30年度)

(達成率84％)

うち、地域の活性化に向けた
取組を⾏った地域数

約390地域(R2年度)
326地域(H30年度) 280地域(H30年度)

(達成率86％)

○ 安曇野地区では、歴史的資産である拾ヶ堰の改修に当たり、地域住⺠等のワークショップ等
を開催し、従前の景観を⼗分に踏襲した景観配慮対策を実施。

拾ヶ堰（整備後） 地域住⺠等のワークショップ

【参考２】住⺠参加による景観配慮対策（⻑野県安曇野市）

○ ⻄⻤怒川地区では、ほ場整備の実施に際し、⽣態系の保全に配慮した⽔路整備等を実施。整
備された⽔路において、地域住⺠による草刈りや環境教育等の地域活性化に向けた取組を実施。

【参考３】地域活性化に向けた取組（栃⽊県宇都宮市）

⽣態系の保全に配慮した⽔路の草刈り ⼩学⽣を対象とした⿂類観察会

【参考１】農村環境の創造に着⼿した地域数

2148 2175
2262

2180

2260

2340

2420 2500

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

H28 H29 H30 R1 R2

実績 ⽬標

【参考１】

【参考２】

【参考３】

[達成率97%]

地域数
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【政策⽬標４】快適で豊かな資源循環型社会の構築
｢施策⑧︓農村の⽣活基盤の効率的な保全管理｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●農業集落排⽔施設の維持管理費の
削減⽬標を設定した再編計画の策
定市町村数

約300市町村(R2年度)
180市町村(H30年度) 229市町村(H30年度)

(達成率126％)

○農業集落排⽔施設の機能診断の実
施率

10割(R2年度)
81%(H30年度) 76%(H30年度)

(達成率89％)

○汚⽔処理⼈⼝普及率（集落排⽔︓
農林⽔産省、下⽔道︓国⼟交通省、
浄化槽︓環境省）

96%以上(R2年度)
94%(H30年度) 91%(H30年度)

(達成率98％)

○農道橋及び農道トンネルの機能保
全計画の策定率

10割(R2年度)
64%(H30年度) 53%(H30年度)

(達成率83％)

事業量 ⽬標 実績

〇機能診断を実
施する農業集
落排⽔施設

約1,600地区(R2年度)
960地区(H30年度) 773地区(H30年度)

(達成率81%)

〇機能保全計画
を策定する農
道橋及び農道
トンネル

農道橋:約3,100箇所(R2年度)
1,860個所(H30年度)

農道トンネル:約200箇所(R2年度)
120個所(H30年度)

1,823箇所(H30年度)
(達成率98％)

108箇所（H3０年度)
(達成率90%)

【参考１】維持管理費の削減⽬標を設定した再編計画の策定市町村数
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【参考２】農道橋及び農道トンネルの機能保全計画策定率

【参考１】

【参考２】
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[達成率126%]

[達成率83%]

○ 農業集落排⽔施設の維持管理費の削減⽬標を設定した再編計画の策定市町村数は、 H30年度⽬標である180市町村に対し
て229市町村（H30年度実績）、農道の機能保全計画の策定率は、H30年度⽬標である64%に対して53%（H30年度実績）。

○ 引き続き、地⽅⾃治体等と連携しながら、農業集落排⽔施設や農道橋等の⽣産基盤の効率的な保全管理を推進。

市町村数
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○ 農業⽔利施設を活⽤した⼩⽔⼒等発電電⼒量のかんがい排⽔に⽤いる電⼒量に占める割合は、 H30年度⽬標である
26.4%に対して28.6％(H30年度実績) 。

○ 引き続き、農業⽔利施設の維持管理費軽減に寄与する⼩⽔⼒発電等の導⼊を推進。

【政策⽬標４】快適で豊かな資源循環型社会の構築
｢施策⑨︓⼩⽔⼒発電の導⼊等の再⽣可能エネルギーの拡⼤｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●農業⽔利施設を活⽤した⼩⽔⼒等発電
電⼒量のかんがい排⽔に⽤いる電⼒量
に占める割合

約3割以上(R2年度)
26.4%(H30年度) 28.6%(H30年度)

(達成率108%)

○農業集落排⽔汚泥の再⽣利⽤率
約74%(R2年度)
72%(H30年度) 71.1%(H30年度)

(達成率99%)

事業量 ⽬標 実績

〇経済的・効率的な⼩⽔⼒発電施設の
整備地区

約120地区(R2年度)
72地区(H30年度) 79地区(H30年度)

(達成率110%)

うち、⼩⽔⼒発電整備地区におい
て売電益を補修に活⽤する地区

約100地区(R2年度)
48地区(H30年度) 50地区(H30年度)

(達成率104%)

〇農業集落排⽔汚泥の再⽣利⽤を実施
する地区

約300地区(R2年度)
180地区(H30年度) 145地区(H30年度)

(達成率81%)

【参考１】農業⽔利施設を活⽤した⼩⽔⼒等発電電⼒量のかんがい排⽔に
⽤いる電⼒量に占める割合

落差⼯を活⽤

設置前 設置後

⼩⽔⼒発電施設

出典:農村振興局資料

出典︓農村振興局資料

【参考２】⽤⽔路を利⽤した⼩⽔⼒発電（⽯川県 七ヶ⽤⽔発電所）

○農業⽔利施設の落差⼯を発電に利⽤し、施設の維持管理費の軽減に寄与。

【参考１,2】 22.9%
25.5%

28.6%
22.8%

24.6%
26.4%

28.2%
30.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

H28 H29 H30 R1 R2

実績 ⽬標 [達成率108%]
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【政策⽬標５】⽼朽化や災害リスクに対応した農業⽔利施設の戦略的な保全管理と機能強化
｢施策⑩︓農業⽔利施設の⻑寿命化とライフサイクルコストの低減｣

○ 更新等が必要な基幹的農業⽔利施設における対策着⼿の割合は⽬標である30％に対して45%、施設機能が安定している基
幹的農業⽔利施設の割合は⽬標である48％に対して49%、基幹的農業⽔利施設の機能保全計画の策定率は⽬標である82％に
対して66％(いずれもH30年度の⽬標と実績) 。

○ 財政⽀援、技術⽀援等により県営等造成施設の計画策定を加速させ、更新後間もない施設等策定対象外施設を除く全施設の
計画策定をR2年度までに確実に完了させるとともに、R2年度以降、策定対象外施設の機能保全計画の策定を推進。

（資料︓農林⽔産省農村振興局調べ）

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●更新等が必要な基幹的農業⽔利施設※１

における対策着⼿の割合

約5割(R2年度)
30%(H30年度) 45%(H30年度)

(達成率149％)
【参考１】

●施設機能が安定している基幹的農業⽔利
施設の割合

約5割(R2年度)
48%(H30年度) 49%(H30年度)

(達成率101％)

○基幹的農業⽔利施設の機能診断の実施率
10割(R2年度)

86%(H30年度) 73%(H30年度)
(達成率85％)

○基幹的農業⽔利施設の機能保全計画の策
定率

10割(R2年度)
82%(H30年度) 66%(H30年度)

(達成率80％)
【参考２】

事業量 ⽬標 実績

〇更新等に着⼿する基幹
的農業⽔利施設

⽔路:1,500㎞(R2年度)
⽔路:900㎞(H30年度)

機場等:210箇所(R2年度)
機場等:130箇所(H30年度)

⽔路:1,300㎞(H30年度)(達成率140％)

機場等:180箇所(H30年度)(達成率146％)

〇機能診断を実施する基
幹的農業⽔利施設

⽔路:0.9万㎞(R2年度)
⽔路:0.5万㎞(H30年度)

機場等:2,200箇所(R2年度)
機場等:1,300箇所(H30年度)

⽔路:0.2万㎞(H30年度)(達成率37％)

機場等:500箇所(H30年度)(達成率40％)

〇機能保全計画を策定す
る基幹的農業⽔利施設

⽔路:1.3万㎞(R2年度)
⽔路:0.8万㎞(H30年度)

機場等:2,500箇所(R2年度)
機場等:1,500箇所(H30年度)

⽔路:0.3万㎞(H30年度)(達成率40％)

機場等:700箇所(H30年度)(達成率44％)
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【参考１】基幹的農業⽔利施設における対策着⼿の割合

【参考２】基幹的農業⽔利施設の機能保全計画策定数（H30年度時点）

426

6002

3784

42

4510

788

0 3000 6000 9000 12000

策定済 未策定

(箇所)

1694

2816

0 1000 2000 3000
(箇所)

R2年度
までに策定

策定対象施設

策定対象外施設※2

：R2年度までに作成

※2 更新後間もない施設、統廃合された施設等。
このうち、更新後間もない施設等はR2以降に計画を策定。

※1「基幹的農業⽔利施設」は、受益⾯積が概ね100ha以上のもの。

[達成率149%]

（資料︓農林⽔産省農村振興局調べ）
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●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

○基幹的農業⽔利施設の施設情
報の集約化・電⼦化の割合

10割(R2年度)
85%(H30年度) 79%(H30年度)

（達成率93%）
【参考１】

○新技術の開発件数
100件(R2年度)
74件(H30年度) 65件(H30年度)

（達成率88％）
【参考２,３】

【参考２】新技術の開発件数の推移

【参考１】施設情報の集約化・電⼦化の割合

64%
75% 79%

70% 77% 85% 92% 100%
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実績 ⽬標

44 55 65 
48 61

74
87 100

0

50

100

150
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【参考３】新技術の代表事例︓ポンプ設備の機能診断
ポンプ内の潤滑油やグリースを採取・分析することにより、ポンプを

分解することなくポンプの状態を計測・診断・監視することが可能

潤滑油等の採取 ポンプの摩耗による⾦属粉

分解することなくポンプの状態を把握することが可能

分析

○ 基幹的農業⽔利施設の施設情報の集約化・電⼦化の割合は⽬標である85%に対して 79％、新技術の開発件数は⽬
標である74件に対して65件(いずれもH30年度の⽬標と実績) 。

○ 今後、施設の⻑寿命化等を図る戦略的な保全管理を推進すべく、機能診断の結果や補修履歴等施設情報の関係者間
での共有、新技術の開発と現場への円滑な導⼊をさらに推進。

（資料︓農林⽔産省農村振興局調べ）

（資料︓農林⽔産省農村振興局調べ）

【政策⽬標５】⽼朽化や災害リスクに対応した農業⽔利施設の戦略的な保全管理と機能強化
｢施策⑩︓農業⽔利施設の⻑寿命化とライフサイクルコストの低減｣

[達成率93%]

[達成率88%]
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耐震照査実施状況（全259施設）

実施済

着⼿済

未着⼿

147
213

259

0

100

200

300

H27 H30 R2⽬標

残り46施設
（259施設の18％）

○ 耐震対策が必要と判明している重要度の⾼い国営造成施設における耐震化計画の策定割合は⽬標である76%に対し
て72%、耐震照査の実施率は⽬標である83%に対して82％(いずれもH30年度の⽬標と実績) 。

○ 今後、耐震照査未着⼿の46施設について速やかに耐震照査に着⼿するとともに、耐震対策が必要と判明している施
設の耐震化計画の策定を引き続き推進。

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●耐震対策が必要と判明している
重要度の⾼い国営造成施設にお
ける耐震化計画の策定割合

10割(R2年度)
76%(H30年度) 72%(H30年度)

（達成率95%）

○重要度の⾼い国営造成施設にお
ける耐震照査の実施率

10割(R2年度)
83%(H30年度) 82%(H30年度)

（達成率99%）
【参考１，２】

事業量 ⽬標 実績

〇耐震対策が必要と判明している
重要度の⾼い国営造成施設のう
ち耐震化計画を策定する施設数

17施設(R2年度)
10施設(H30年度) 9施設(H30年度)

（達成率90％）

〇耐震照査を⾏う重要度の⾼い国
営造成施設

約110施設(R2年度)
66施設(H30年度) 66施設(H30年度)

（達成率100％）
【参考１，２】

【重要度の⾼い国営造成施設】
国営造成施設（農業⽤ダム、頭⾸⼯）のうち、レベル２地震動に
対する耐震照査が必要なもの（対象︓259施設）

新たに66施設で
耐震照査を実施
新たに66施設で
耐震照査を実施

施設

137
（53％）76

（29％）

※（ ）内の割合は対象施設259施設に対する割合

【政策⽬標５】⽼朽化や災害リスクに対応した農業⽔利施設の戦略的な保全管理と機能強化
｢施策⑪︓農業⽔利施設の機能強化による災害リスクの軽減｣

【参考１】耐震照査に着⼿した施設数の推移

【参考２】H30年度時点の耐震照査実施状況

46
（18％）

（資料︓農林⽔産省農村振興局調べ）
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○ 湛⽔被害等が防⽌される農地及び周辺地域の⾯積は、⽬標（H30年度）である約20万haに対して16.2万ha（H30
年度の実績）。

○ 今後、 R1年度からR2年度に各種防災事業の実施地区の多くが事業完了する⾒込であることから、湛⽔被害等が防
⽌される農地及び周辺地域の⾯積は拡⼤していく⾒通しであり、事業の確実な完了に向けて、引き続き着実な事業管
理を実施。

資料︓農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」

【政策⽬標５】⽼朽化や災害リスクに対応した農業⽔利施設の戦略的な保全管理と機能強化
｢施策⑪︓農業⽔利施設の機能強化による災害リスクの軽減｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●湛⽔被害等が防⽌される農
地及び周辺地域の⾯積（農
地及び周辺地域の⾯積）

約34万ha(R2年度)
約20万ha(H30年度) 16.2万ha(H30年度)

(達成率80％)
【参考１】

うち農地⾯積
約28万ha(R2年度)

約16万ha(H30年度) 13.4万ha(H30年度)
(達成率80％)

事業量 ⽬標 実績

〇各種防災事業の実施
約2,400地区(R2年度)
約1,440地区(H30年度) 884地区(H30年度)

(達成率61％)

【参考１】農村地域の排⽔等を担う施設の整備・改修

湛⽔被害等の災害のおそれとは、
①流域開発や地盤沈下などに起因する農業⽤⽤排⽔施設の機能低下による

湛⽔被害の発⽣
②地震に伴うため池の決壊等による浸⽔被害の発⽣
③地すべりによる被害の発⽣

等をいう。
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湛⽔被害等が防⽌される農地及び周辺地域の⾯積
うち農地⾯積
⽬標値

(万ha) (地区)

[達成率80％]
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○ コミュニティを活⽤した減災活動等が⾏われている市町村の割合は⽬標である85%に対して86％、 ハザードマッ
プ等ソフト対策を実施した防災重点ため池の割合は⽬標である78%に対して79% 、⼤規模地震等に備えて業務継続
計画(BCP)を策定した⼟地改良区数は⽬標である60地区に対して83地区(いずれもH30年度の⽬標と実績) 。

○ ハザードマップ等ソフト対策を実施した防災重点ため池の割合はR2年度までに⽬標（10割）を達成する⾒込み。
他⽅で、防災重点ため池の数は再選定（令和元年５⽉）【参考２】により約１万１千箇所から約６万４千箇所に増加した
ことから、再選定後の全ての防災重点ため池についても、令和２年度までに緊急連絡体制と浸⽔想定区域図※１を作成。

【政策⽬標６】災害に対する地域の防災・減災⼒の強化
｢施策⑫︓農村協働⼒を活かした防災・減災⼒の強化｣

●重要業績指標（KPI）
○活動指標 ⽬標 実績

●コミュニティを活⽤した減災活動
や農地・施設等が有する減災機能
の活⽤が⾏われている市町村の割
合

10割(R2年度)
85%(H30年度) 86%(H30年度)

(達成率101%)
【参考１】

○ハザードマップ等ソフト対策を実
施した防災重点ため池の割合

10割(R2年度)
78%(H30年度) 79%(H30年度)

(達成率101%)

○⼤規模地震等に備えて業務継続計
画(BCP)を策定した⼟地改良区の
数

100地区(R2年度)
60地区(H30年度) 83地区(H30年度)

(達成率133%)

事業量 ⽬標※２ 実績

〇ハザードマップ等ソフ
ト対策を実施する防災
重点ため池

5,000箇所(R2年度）
3,000箇所(H30年度) 4,641箇所(H30年度)

(達成率155%)

【参考２】防災重点ため池の再選定

※１ 浸⽔想定区域図は、満⽔時に集中豪⾬・地震等により堤体が決壊し、貯留⽔が⼀気に流出した場合の浸
⽔の深さや到達時間を地図化したもの。⼀⽅、ハザードマップは、浸⽔想定区域図に加え、避難経路や避難
所の位置等の避難に関する情報を併せて掲載したもの。

※２ ⽬標は、計画策定時点において、H28年度からR２年度までに対策を実施することとしていた箇所数を記
載（H27年度までに対策を講じた4,262箇所は除く）

平成30年７⽉豪⾬において、多くのため池が決壊等したことを踏まえ、防
災重点ため池の選定基準を⾒直した。この新たな選定基準に基づき、令和元
年５⽉末に63,722箇所を防災重点ため池として再選定。

（H28年８⽉末︓11,341箇所→R元年５⽉末63,722箇所に増加）

【参考１】コミュニティを活⽤した減災活動等が⾏われている
市町村の割合

68% 72%
86%

70% 77% 85% 92% 100%
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（資料︓農林⽔産省農村振興局調べ）

[達成率101%]
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