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農地の拡張等
８万ｈａ

農地の拡張等
８万ｈａ

■農地の確保（耕作放棄地の防止等）

○ 平成２２年時点で必要となる農地面積（４７０万ｈａ）の確保・有効利用の促進のため、農業生産基盤の整備や、効率的かつ安
定的な経営体への農地集積等の施策を通じた耕作放棄地の発生の抑制、再利用に向けた取組みが必要。

平成１０年現在の
農地面積

４９１万ｈａ

平成１０年現在の
農地面積

４９１万ｈａ

耕作放棄抑制
２１万ｈａ

耕作放棄抑制
２１万ｈａ

耕作放棄の
発生面積
△２６万ｈａ

耕作放棄の
発生面積
△２６万ｈａ

農
地
の
増
加

耕作放棄地の
再活用
４万ｈａ

耕作放棄地の
再活用
４万ｈａ

農地の転用
△２３万ｈａ

農地の転用
△２３万ｈａ

・農業基盤整備事業の実施
・効率的・安定的な経営体への農地集積
・生産条件の不利性を是正するための支援 等

農
地
の
減
少

平成２２年時点で
確保される
農地面積

４７０万ｈａ

平成２２年時点で
確保される
農地面積

４７０万ｈａ

農地の拡張
４万ｈａ

農地の拡張
４万ｈａ

これまでのすう勢が
今後も継続した場合
の平成２２年時点の

農地面積

４４２万ｈａ

Ⅰ 新しい土地改良長期計画策定の基本となる農業生産、農地等の枠組
（３）必要となる延べ作付面積、耕地利用率及び農地面積

資料１
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■作物別主要産地における整備工種

Ⅱ 農業生産基盤の整備状況
２ 畑地の整備状況 （２）畑作物の種別にみた整備内容

資料２

野菜（キャベツ）

茨城　（2,060ha)

区画整理、畑かん

岩手　(905ha)

畑かん、農道、排水改良

千葉　(3,090ha)

区画整理、畑かん

大分　(574ha)

農道、排水改良

青森　(878ha)

農道

北海道　(2,320ha)

農道、暗渠排水、土層改良

群馬　(3,440ha)

農道、区画整理

長野　(1,790ha)

畑かん、農道、区画整理

熊本　(1,320ha)

区画整理、畑かん

秋田　(601ha)

農道、区画整理

神奈川　(1,820ha)

畑かん、農道

新潟　(716ha)

農道、区画整理

愛知　(4,420ha)

畑かん、農道、排水改良

鹿児島　(1,290ha)

畑かん、農道、区画整理

静岡　(640ha)

農道、畑かん

兵庫　(1,150ha)

区画整理

福岡　(1,100ha)

区画整理、排水改良

注）　（　）は、作付面積。「野菜生産作物統計Ｈ１１年産」を参照

　　　工種は、整備に必要とした工種（畑総）

キャベツ 項目
作付面積2,000ｈａ以上
作付面積1,000ha以上
作付面積500ha以上

工　種 該当県数

農　道 12

畑かん 9

区画整理 10

排水改良 5

用水改良

土層改良 1

※暗渠排水は排水改良と

　してカウントしている。
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野菜（だいこん）

茨城　（1,820ha)

区画整理、農道

岩手　(1,270ha)

畑かん、農道、排水改良

千葉　(3,540ha)

区画整理

宮崎　(3,010ha)

農道、排水改良

青森　(3,560ha)

農道

北海道

(5,250ha)

農道、排水改良、暗渠排水

群馬　(1,710ha)

農道、区画整理

注）　（　）は、作付面積。「野菜生産作物統計Ｈ１１年産」を参照

　　　工種は、整備に必要とした工種（畑総）

長野　(974ha)

農道、区画整理

熊本 (1,490ha)

区画整理、排水改良

宮城　(1,120ha)

農道、用排水改良

秋田  (950ha)

農道、区画整理、用水改良

山形　(835ha)

畑かん、農道

福島　(1,480ha)

農道、区画整理

神奈川　(1,410ha)

畑かん、農道

新潟　(2,180ha)

農道、区画整理

岐阜　(946ha)

畑かん、農道、排水改良

愛知　(916ha)

畑かん、農道、排水改良

鹿児島　(2,180ha)

区画整理、農道

だいこん 項目
作付面積2,000ｈａ以上
作付面積1,000ha以上
作付面積800ha以上

工　種 該当県数

農　道 16

畑かん 5

区画整理 9

排水改良 7

用水改良 2

土層改良

※暗渠排水は排水改良と

　してカウントしている。
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果　樹

和歌山　(7,890ha)

農道、畑かん、区画整理

愛媛

(8,860ha)

農道、畑かん

熊本　(5,450ha)

農道、畑かん

静岡　(6,590ha)

農道、畑かん、区画整理

青森　(23,300ha)

農道

長野　(9,070ha)

農道、畑かん、区画整理

山梨　(4,530ha)

排水改良、農道

岡山　(1,190ha)

農道、畑かん

山形　(2,000ha)

畑かん、農道

長野　(2,500ha)

農道

福岡　(1,180ha)

排水改良、農道

りんご みかん ブドウ 項目
作付面積5,000ｈａ以上
作付面積1,000ha以上

注）　（　）は、作付面積。「Ｈ１３耕地及び作付面積統計」を参照

　　　工種は、整備に必要とした工種（畑総）

工　種 該当県数

農　道 11

畑かん 7

区画整理 3

排水改良 2

用水改良

土層改良
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施設（野菜）

愛知（1,765ha)

スイカ

畑かん、区画整理

高知　(1,733ha)

ナス

農道、畑かん

福岡　(1,901ha)
イチゴ

区画整理、排水改良

熊本　(5,356ha)

スイカ

区画整理、畑かん

北海道　(2,683ha)
トマト、スイカ、メロン

畑かん、区画整理、土層改良

静岡　(1,893ha)

レタス

農道、畑かん

宮崎　(1,653ha)

キュウリ

農道、排水改良

岩手　(819ha)

トマト

排水改良

宮城　(825ha)
キュウリ

用排水改良、暗渠排水

山形　(586ha)

トマト

畑かん、農道

福島　(814ha)

トマト

農道、排水改良

茨城　(3,742ha)
レタス

区画整理、畑かん

栃木　(1,542ha)

トマト

農道、畑かん

群馬　(1,859ha)

ホウレンソウ

畑かん、農道

埼玉　(1,194ha)

キュウリ

排水改良、農道

千葉　(2,220ha)
トマト

畑かん

兵庫　(588ha)
トマト

区画整理

佐賀　(881ha)
イチゴ

畑かん

長崎　(855ha)
イチゴ

畑かん、農道、区画整理

大分　(575ha)

トマト
農道、区画整理

鹿児島　(706ha)

カボチャ

区画整理、農道

注）　（　）は、施設面積であり「2000農業センサス第２集」を参照。
　　　　野菜種は、主要作物を県より聞き取り又は「野菜生産出荷統計Ｈ１１年産」を参照。
　　　　工種は、整備に必要とした工種（畑総）

施設 項目
施設面積2,000ｈａ以上
施設面積1,000ha以上
施設面積500ha以上

工　種 該当県数

農　道 11

畑かん 12

区画整理 9

排水改良 6

用水改良 1

土層改良 1

※暗渠排水は排水改良と

　してカウントしている。
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施設（果樹）

愛知　（243ha)

みかん

畑かん、区画整理

福岡　(331ha)

ブドウ

排水改良、農道

熊本　(281ha)

みかん

区画整理、畑かん

静岡　(103ha)

農道、畑かん

宮崎　(157ha)

みかん

農道、排水改良

沖縄　(149ha)

マンゴー

区画整理、畑かん

山形　(158ha)

サクランボ

畑かん、農道

佐賀　(425ha)
みかん

畑かん

長崎　(221ha)

みかん

畑かん、農道

大分　(206ha)

みかん

畑かん、農道

鹿児島　(157ha)

みかん

区画整理、農道

山梨　(284ha)

ブドウ

畑かん、農道

長野　(227ha)

リンゴ

畑かん、区画整理

大阪　(217ha)

ブドウ

農道、農地造成

鳥取　(124ha)

梨

農道、畑かん

島根　(322ha)

ブドウ

農道、畑かん

岡山　(293ha)

ブドウ

農道、畑かん

徳島(133ha)

みかん

農道、畑かん

注）　（　）は、施設面積であり「2000農業センサス第２集」を参照。
　　　　果樹種は、主要作物を県より聞き取り。
　　　　工種は、整備に必要とした工種（畑総）

施設 項目
施設面積200ｈａ以上
施設面積150ha以上
施設面積100ha以上

工　種 該当県数

農　道 13

畑かん 14

区画整理 5

排水改良 2

用水改良

土層改良
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麦（小麦、大麦、裸麦の計）
（畑地）

茨城　（3,200ha)

区画整理、農道

岩手　(601ha)

農道、排水改良

千葉　(554ha)

区画整理長崎　(563ha)

農道、区画整理

埼玉　(1,620ha)

排水改良、農道

青森　(386ha)

農道

北海道

(85,200ha)

農道、暗渠排水、排水改良

栃木　(1,050ha)

農道

群馬　(662ha)

農道、区画整理

熊本　(337ha)

区画整理、排水路

注）　（　）は、作付面積。「Ｈ１３耕地及び作付面積統計」を参照

　　　工種は、整備に必要とした工種（畑総）

麦・計 項目
作付面積1,000ｈａ以上
作付面積500ha以上
作付面積300ha以上

工　種 該当県数

農　道 8

畑かん

区画整理 5

排水改良 4

用水改良

土層改良

※暗渠排水は排水改良と

　してカウントしている。
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大豆（畑地）

福島　(1,880ha)

農道、区画整理

宮城　(1,090ha)

農道、用排水改良

青森　(1,110ha)

農道

長野　(1,170ha)

農道、区画整理
岩手　(1,520ha)

農道、排水改良

北海道

(8,710ha)

農道、土層改良

茨城　(1,530ha)

区画整理、農道

注）　（　）は、作付面積。「Ｈ１３耕地及び作付面積統計」を参照

　　　工種は、整備に必要とした工種（畑総）

大豆 項目
作付面積5,000ｈａ以上
作付面積1,000ha以上
作付面積３００ha以上

工　種 該当県数

農　道 7

畑かん

区画整理 3

排水改良 2

用水改良 1

土層改良 1
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飼料用作物

栃木　(13,200ha)

農道、草地整備、家畜排せつ物処理

青森　(24,900ha)

農道、草地整備、家畜排せつ物処理

北海道(613,200ha)

農道、草地整備、排水改良、暗渠排水、

家畜排せつ物処理

秋田　(11,300ha)

農道、草地整備、家畜排せつ物処理

鹿児島　(29,000ha)

土層改良、草地整備、家畜排せつ物処理

熊本　(21,300ha)

区画整理、草地整備、家畜排せつ物処理

福島　(15,100ha)

農道、草地整備、排水改良、家畜排せつ物処理

注）　（　）は、作付面積。「H13耕地及び作付面積統計」よりH12年

　　　のデータを参照

　　　工種は、整備に必要とした工種（畑地畑地帯総合整備事業及び畜産公共事業）

岩手　(50,700ha)

農道、草地整備、排水改良、家畜排せつ物処理

宮城　(15,700ha)

農道、草地整備、家畜排せつ物処理

宮崎　(30,700ha)

区画整理、草地整備、排水改良、家畜排せつ物処理

飼料 項目
作付面積30,000ｈａ以上
作付面積20,000ha以上
作付面積10,000ha以上

工　種 該当県数

農　道 7

畑かん

区画整理 2

排水改良 4

用水改良

土層改良 1

※暗渠排水は排水改良と

　してカウントしている。
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Ⅱ 農業生産基盤の整備状況
４ 農村環境の整備状況 （２）環境と調和した整備

資料３

■自然環境再生整備構想検討調査（北海道サロベツ地区の湿原の保全と酪農の振興に向けた環境省と連携した調査）

○国立公園のサロベツ湿原と農地が隣接して存在

○酪農振興上の課題
農地の過湿・湛水被害が発生し排水整備が必要

○湿原保全上の課題
地下水位の低下、土砂流出による湿原の減少

湿原保全と酪農振興の課題

○人と自然との共生
農業の持続的発展
多様な生態系を有する湿原の保全

○都市と農村の共生・対流
地域の農業と自然を活かした都市との交流

農業と湿原の調和

○地下水位や植生等を調査

○農地及び湿原の地下水位を調整する緩衝帯
及び排水調整池の検討

○湿原の土砂流入を抑制する沈砂池の検討等

調査内容

サロベツ地区における自然環境再生型の整備構想

ササの侵入による
湿原の減少

ササの後退による
湿原の再生

湿原に必要な地下水位
（高くする）

農地に必要な地下水位
（低くする）

低下した地下水位による
湿原の乾燥化

高い地下水位による
温害等

湿原の再生イメージ
緩衝帯等によって農地と湿原に
それぞれ必要な地下水位を確保
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■「田んぼの生きもの調査」の結果

 ○　Ｈ１３年度　環境省との連携により全国２１１地区　１，０９８地点の水田、農業水路、ため池等で調査を実施。
   我が国に生息する淡水魚約３００種のうち、約２割強にあたる７２種を確認。
 ○　Ｈ１４年度も昨年に引き続き、環境省と連携して調査を実施。
   今年度は、新たに国営事業所、水資源開発公団が調査に参加すると共に、一般調査員の公募も予定。

調査場所　全国の水田、農業水路、ため池等
　　　　　約１，１００地点
協力機関　都道府県・土地改良区・小学校
　　　　　こどもエコクラブ等

概　　要

《確認された魚》
・我が国に生息する淡水魚３００種のうち
　７２種（希少種を１０種含む）
《メダカの生息環境》
・流速が緩やかなところ（時速１km以下）
・産卵するための水生植物があるところ
・底に土があるところ
・魚が移動出来るところ
《環境省との連携》
・調査結果を環境省の「自然環境保全基礎
調査（緑の国勢調査）」と情報交換

結　　果

・調査結果を環境との調和に配慮した、技術指
針の作成や工法に役立てる。
・地域住民が実施する環境保全や環境教育の活
動との連携を図る。

今後の展開

環境省提唱のこどもエコクラブや

小学校と共同調査を実施

調査キットの配布及びデ－タの取

りまとめは、（社）農村環境整備

センタ－において担当

緑の国勢調査（環境省）との情報交換

■：自然環境保全基礎調査でこれまでにメダカが確認された

　　６９１メッシュ

■：田んぼの生きもの調査で新たにメダカが確認された

　　４５メッシュ

※：１メッシュ＝10km四方

メ  ダ  カ

４５メッシュで新
たにメダカを確認

メダカの分布図
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■経済財政諮問会議等における長期計画に係る論点

Ⅲ　長期計画の策定に関連する近年の政策の方向
　３　経済財政・公共投資関係

資料４

○　「従来の『事業量』から計画によって達成することを目指す成果とすべき」（「中期展望」）、「各計画の目標については、アウトカム
　目標を重視」（「基本方針」）とあり、アウトカム（成果）目標の必要性が明示。

○　効率的な計画づくりとなるよう、「異なる分野の計画間の整合性を確保」（「基本方針」）することを明記。
○　漁港漁場整備長期計画は、「アウトカム目標に変更」し、「目標達成の確実性が検証された地域に限定」した「構造改革計画」
　として策定（Ｈ１４予算編成の基本方針）。

今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針（平成１３年６月２６日閣議決定）

構造改革と経済財政の中期展望（平成１４年１月２５日閣議決定）

平成１４年度予算編成の基本方針（平成１３年１２月４日閣議決定）

第２章　新世紀型の社会資本整備　－効果と効率の追求－
２．硬直性の打破
（２）公共投資基本計画や分野毎に作成される長期計画など公共事業関係の「計画」は、（中略）以下の諸点や必要性そのものを含め見直

　　しを行う。
　（ⅰ）各計画の目標については、アウトカム目標を重視するとともに、これまでの整備状況や経済社会の変化、費用対効果の観点等を踏
　　　まえて見直す。
　（ⅳ）地方が主体的に決定すべき地方単独事業は、国の各種公共事業関係計画の目標とは位置付けない。
　（ⅴ）異なる分野の計画間の整合性を確保する。

第２章　新世紀型の社会資本整備　－効果と効率の追求－
２．硬直性の打破
（２）公共投資基本計画や分野毎に作成される長期計画など公共事業関係の「計画」は、（中略）以下の諸点や必要性そのものを含め見直

　　しを行う。
　（ⅰ）各計画の目標については、アウトカム目標を重視するとともに、これまでの整備状況や経済社会の変化、費用対効果の観点等を踏
　　　まえて見直す。
　（ⅳ）地方が主体的に決定すべき地方単独事業は、国の各種公共事業関係計画の目標とは位置付けない。
　（ⅴ）異なる分野の計画間の整合性を確保する。

３．構造改革を中心とする経済財政政策の在り方

（４）社会資本整備の在り方
（公共事業関係の計画の見直し）
　公共事業関係長期計画は、（中略）まず各計画の必要性そのものについて見直しを行う。その上で、今後とも策定することが必要と判断
される場合には、計画策定の重点を、その分野の特性を踏まえつつ、従来の「事業量」から計画によって達成することを目指す成果とすべ
きである。また、計画に基づく事業であっても、厳正な事前評価により事業の必要性が検証されたものを実施するなど、効率化のための取
組みを強化すべきである。（中略）。本「改革と展望」の策定をもって、公共投資基本計画についてはこれを廃止する。

３．構造改革を中心とする経済財政政策の在り方

（４）社会資本整備の在り方
（公共事業関係の計画の見直し）
　公共事業関係長期計画は、（中略）まず各計画の必要性そのものについて見直しを行う。その上で、今後とも策定することが必要と判断
される場合には、計画策定の重点を、その分野の特性を踏まえつつ、従来の「事業量」から計画によって達成することを目指す成果とすべ
きである。また、計画に基づく事業であっても、厳正な事前評価により事業の必要性が検証されたものを実施するなど、効率化のための取
組みを強化すべきである。（中略）。本「改革と展望」の策定をもって、公共投資基本計画についてはこれを廃止する。

Ⅲ　歳出の見直しと構造改革の推進
８　社会資本整備
（公共事業の効率性・透明性の向上等）
　漁港漁場整備長期計画については、事業実施について計画策定の重点を従来の「事業量」からアウトカム目標に変更するとともに、厳正
な事前評価により目標達成の確実性が検証された地域に限定する等、効率的な事業実施の手法を導入した「構造改革計画」として策定する。

Ⅲ　歳出の見直しと構造改革の推進
８　社会資本整備
（公共事業の効率性・透明性の向上等）
　漁港漁場整備長期計画については、事業実施について計画策定の重点を従来の「事業量」からアウトカム目標に変更するとともに、厳正
な事前評価により目標達成の確実性が検証された地域に限定する等、効率的な事業実施の手法を導入した「構造改革計画」として策定する。
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■実績評価による農業農村整備事業関係の主要施策に係る目標とその目標達成に向けた取り組むべき課題

Ⅲ 長期計画の策定に関連する近年の政策の方向
５ 政策評価関係

資料５

①農業生産基盤の整備と農村の生活
環境の一体的な整備
②自然環境の保全、地域資源の循環
利用の促進等に資する整備
③ナショナルミニマムの実現の観点
からの農村における汚水処理施設
等の整備
④自然環境の保全、地域資源の循環
利用の促進等に対する意識の向上
⑤関係府省との施策の連携、広域連
携の促進
⑥地域住民の計画づくりへの参画
⑦農村振興に関する国民機運の醸成

①農業振興地域制度の適切な運用
②耕作放棄の発生の抑制等の取り
組みを進め、農地の保全・有効利
用を促進
③ほ場整備事業等の農業生産基盤
整備を推進
④非農業的土地需要に対応した計
画的な土地利用の確保

①地域の農業の担い手への農地利用
の集積に資する大区画ほ場の推進

②麦、大豆等の生産振興に資する水田
の汎用化等の基盤整備を推進

③農業用用排水施設の計画的かつ機
動的な整備及び更新

④上記３つの施策の意義について、農
業者等の意識の向上を図る

⑤施策の推進に当たって、適切な事前・
実施中・事後における事業の評価、計
画的な新規地区の採択、継続地区の
完了促進及びコスト縮減対策への取り
組みを通じた事業の効率的実施、透明
性の向上

関係者が取り
組むべき課題

①事業実施地域の住民の農村整備に
対する「満足度」１００％

②農業集落排水施設の整備率３９％

集団的農地や土地基盤整備事業
の対象地等の優良農地の減少傾向
に歯止めをかける

①農地流動化促進型の農地整備事業
地域において、事業完了時で担い手
の経営面積を概ね４割増加（各年度）

②麦・大豆等の生産振興のため、概ね５
割以上の水田を汎用化

③野菜・果樹等の生産振興を図る畑の
概ね３分の１以上で畑地かんがい用水
を確保

目標値

（目標年度は
Ｈ１６年度)

(3)農村地域の総合的整備の推進(2)耕作放棄地の発生の防止等によ
る優良農地の確保

(1)立地条件に即した整備政策分野

資料：平成１３年度農林水産省政策評価実施方針
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■食料・農業・農村関係をはじめとした各分野での政策の方向と新たな長期計画の施策目標のイメージ

Ⅳ 新しい土地改良長期計画の基本的な視点と方向
１ 検討の基本的な視点

資料６

<２１世紀の国土のｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ（５全総）>
○都市と農村との機能分担
○多自然居住地域
○「自立」と「相互補完」

<環境影響評価法、新・生物多様性国家戦略>
○ミティゲーション
○２次的自然の保全・再生

＜政策評価法＞
○政策の事前・事後評価により的確な政策実

施の確保

＜同 基本計画＞
○基本法の理念を実現するための施策展開
○食料自給率の向上（４５％）
○生産と作付け、農地面積
○農業構造及び経営の展望

＜「骨太の方針」及び「中期展望」＞
○長期計画でのアウトカム目標の重視
○計画間の整合性
○効率化のための取り組みを強化
○既存ストックの有効活用

＜成果目標への方向性を示す施策目標のイメージ＞

○意欲ある農業経営体の育成支援
○消費者ニーズに対応した総合的な食料供給力の強化
○安定的な用水供給機能の効率的な維持確保
○循環型社会の構築に向けた取り組み
○自然と共生する豊かな農業農村環境の創造
○都市と農山漁村の共生・対流
○農業災害の防止と安心・安全な地域社会の形成への貢献

＜施策の実施方法についての留意事項＞
○既存ストックの有効利用
○施策の効率化・重点化

＜長期計画の策定方法についての留意事項＞
○アウトカム目標の重視
○計画間の整合性の確保
○政策評価結果の機動的な反映（計画期間）

＜食料・農業・農村基本法＞

○「消費者の視点」の重視
○「食料の安定供給の確保」と
「多面的機能の十分な発揮」の重要性

○「農業の持続的な発展」と
「農村の振興」に係る施策の一体的実施

＜「食」と「農」の再生プラン＞
○農業の構造改革を加速
意欲ある経営体が躍進する条件整備

○食の安全と安心の確保
○都市と農山漁村の共生・対流
・農山漁村の魅力の向上
・ｅ-むらづくり計画（情報基盤の整備）
・生物エネルギー等の有効活用
・美しい自然と景観の維持・創造

＜改正土地改良法＞
○環境との調和への配慮
○地域住民等の意向の一層の反映
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■土地改良法、政令及び省令上の規定

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

資料７

○ 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長期の計画（以下「土地改良長期計画」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。
３ 土地改良長期計画は、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 土地改良長期計画は、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つ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
第一条の八 法第四条の二第一項の土地改良長期計画は、十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。
附則
32 財政構造改革の推進に関する特別措置法（平成九年法律第百九号）の施行の日をその計画期間に含む法第四条の二第一項

の土地改良長期計画についての第一条の八の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十四年」とする。

○ 土地改良法施行規則

第五条の二 法第四条の二第二項の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。

一 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
二 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
三 農用地の保全のため必要な事業
四 農用地の造成並びに埋立て及び干拓
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■種別ごとの事業実施の目標

○今後の農業発展方向に即応して農業基盤の整
備及び開発を図り、農業構造の改善、農業生産
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
・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
・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
・農産物需給の動向等を考慮しつつ農用地造成
を推進
○新規事業の早期完了を図るほか、計画的に新
規事業を実施

防災事業
○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
○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
○農用地の保全を通じた国土の保全

農用地総合整備事業
○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を整備
○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、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推進
＜田＞
・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
・ほ場整備を中心に、農業用道路の整備、農業用排水施設の整備
及び暗渠排水、客土等の事業を実施
＜畑＞
・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、区画整理等の事業を、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実施
・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の農業
用道路の整備を実施

基幹的農業用用排水施設整備事業
○農用地整備の前提となる条件を整備
○農業上の土地利用の高度化、水利用の安定と合理化

農用地造成事業
○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
○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

21兆9,500億円

６兆3,300億円

２兆6,700億円

１兆4,100億円

＜基本方針＞
＜種別ごとの事業の実施の目標＞ ＜事業費＞
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