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平成１７年度 農業農村整備事業予算 概算決定のポイント

農村振興局整備部

Ⅰ 平成１７年度 農業農村整備事業予算 概算決定額

７,９５６億円 （対前年度比９５.３％）※１

うち「重点４分野 」５，８４４億円※２

※１ 省庁連携強化に係る交付金化措置額を含む。

※２ 「基本方針２００２」における「活力ある社会・経済の実現に向けた重点４分野」

Ⅱ 基本的な考え方

食料の安定供給や多面的機能の確保をはじめとする農業・農村の重要

な役割が、一層効率的・効果的かつ持続的に発揮されることが重要であ

ることから 「農政改革基本構想 （平成１６年５月）の方向に即し、農、 」

業農村整備を推進する。

施策効果を一層高めるため、施策の重点化・効率化を図りつつ、土地

改良長期計画（平成１５～１９年度）に基づき施策の成果目標達成に向

けて各事業を実施する。

平成１７年度においては、特に、

既存ストックの有効活用を重視した保全管理①

農業の構造改革を推進する生産基盤整備②

地域再生に資する活力ある安全で美しいむらづくり③

に重点を置く。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００４ （平成１６年６」

月閣議決定）等を踏まえ 「成果重視の施策展開 「選択と集中 「 活、 」、 」、「

力ある社会・経済の実現に向けた重点４分野」への重点化 「国庫補助」、

負担金改革 「コスト縮減」等に積極的に取り組む。」、
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Ⅲ 重点施策の内容

１．既存ストックの有効活用を重視した保全管理施策の推進

新たな食料・農業・農村基本計画策定に係る検討を踏まえ、新規整備か

ら保全管理・更新整備へ施策の重点を移す中で、農地・農業用水等の資源

を適切に保全管理する施策の構築に向けた取組みを進めるとともに、基幹

水利施設等の有効活用に向けた保全管理対策等の一層の推進を図る。

（１）農地・農業用水等の資源を適切に保全管理する施策体系の構築に向け

た調査・検討

農村の構造変化や農業構造改革の進展に対応し、農地・農業用水等の

資源を、地域を基本としつつ適切に保全管理する施策体系を構築するた

め、資源保全の実態把握、保全手法の検討等を実施。

主な事業

・資源保全実態調査事業【新規】 ８.５億円（皆増）

・資源保全手法検討調査【新規】 １.５億円（皆増）

（２）基幹水利施設等の保全管理対策の推進

、基幹水利施設の有する安定的な用水供給機能等の確保を図るとともに

農業用水が有する多面的機能を適切に発揮するため、これまで蓄積され

てきた基幹水利ストックの保全・更新整備を着実に実施し、併せて管理

に係る土地改良区等の体制の整備等を推進。

主な事業

・国営かんがい排水事業 １，９１４億円（106.5％）

・国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型 【拡充】）

３１億円（100.0％）

・基幹水利施設保全対策 １７億円（107.4％）

・水資源活用地域共生事業【拡充】 ０.５億円（166.7％）

・国営総合農地防災事業 ４４１億円（111.4％）
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２．農業の構造改革を推進する生産基盤整備の実施

効率的かつ安定的な経営体が農業生産の大部分を担う農業構造の実現に

向けて、農業の構造改革の加速化を図るため、ハード整備とソフト対策の

連携の一層の強化を図るとともに、土地改良区の持つ土地利用調整機能の

活用や多様な担い手の参入条件の整備等を推進する。

（１）構造改革加速化のためのハード整備とソフト対策の連携強化

農地利用集積の一層の加速化のため、経営体育成の視点に立った農地

整備を着実に実施するとともに、基盤整備事業完了後に行う土地利用調

整活動や、地域水田農業ビジョンの実現に向けた排水対策等を支援。

主な事業

・経営体育成基盤整備事業【拡充】 ８５１億円（93.4％）

・畑地帯総合農地整備事業 ５１２億円（92.3％）

・元気な地域づくり交付金（非公共 【新規】）

４６６億円（皆増）の内数

（２）多様な担い手の参入条件の整備

農地の有効活用と新たな担い手の育成による地域農業の再生・強化等

を推進するため、官民パートナーシップの活用などにより、農外企業の

農業参入等を支援する基盤整備等を実証的に実施。

主な事業

・地域・企業協働基盤整備推進対策【新規】

経営体育成基盤整備事業【拡充 （再掲）】

８５１億円（93.4％）の内数

担い手育成農地集積事業（非公共 【拡充】）

１５４億円（81.9％）の内数

農業参入促進基盤整備実証事業【新規】 ０.５億円（皆増）
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３．地域再生に資する活力ある安全で美しいむらづくりの推進

地域自らの発想による地域再生等の取組を支援するとともに 「人・もの、

・情報」が都市と農村で共生・対流する社会の構築等に向けて、国民共通

の財産として景観や環境と調和した美しいむらづくりや、災害に強い安全

で安心な農村の形成を図るための防災対策を推進する。

（１）地域自らの発想による地域再生の支援

地域自らの発想による地域再生等の取組を支援する観点等から、汚水

処理施設整備や道路整備に係る関係省が連携し、新たな事業を創設する

とともに、農業生産基盤の整備と併せた農山漁村の生活環境の総合的、

一体的な整備や、民間活力の導入などを進める仕組みの構築により、地

域主体の個性あるむらづくりを推進。

主な事業

・汚水処理施設整備交付金（仮称 【新規 （農業集落排水施設）） 】

１００億円（皆増）

・道整備交付金（仮称 【新規 （農道）） 】 １００億円（皆増）

・むらづくり交付金【拡充】 １００億円（100.0％）

・バイオマスの環づくり交付金（非公共 【新規】）

１４４億円（皆増）の内数

・地域・企業協働基盤整備推進対策【新規 （再掲）】

※汚水処理施設整備交付金（仮称）と道整備交付金（仮称）については省庁連携強化に係る交付金化措置額を記載（以下同じ 。）

（２）国民共通の財産として景観や環境と調和した美しいむらづくりの推進

豊かな自然環境や美しい景観に恵まれた魅力ある農村づくりに向け、

良好な農村景観の再生・保全に向けた地域住民等の活動や土地改良施設

等の改修を支援し、その取組や景観形成の技術の普及啓発等を行うとと

もに、バイオマスの利活用や環境保全型農業の促進に向けた対策等を実

施。
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主な事業

・元気な地域づくり交付金（非公共 【新規 （再掲）） 】

４６６億円（皆増）の内数

・バイオマスの環づくり交付金（非公共 【新規 （再掲）） 】

１４４億円（皆増）の内数

（３）災害に強い安全で安心な農村の形成

地震や集中豪雨等による自然災害が多発している状況を踏まえ、災害

に強い安全で安心な農村の形成に向け、農業生産の維持、農業経営の安

定等を図るため、豪雨や地震に起因する農用地等の災害や水質悪化等を

未然に防ぐ防災事業を着実に推進。

主な事業

・国営総合農地防災事業（再掲） ４４１億円（111.4％）

・農地防災事業【拡充】 ３９６億円（109.9％）
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Ⅳ 事業の進め方の改革に向けた取組の推進

１．施策連携の強化を通じた地方の裁量度の拡大

地方の裁量度を高め自主性を大幅に拡大する観点から、省・局庁の枠

を超えた施策連携を強化し、地域の視点に立った補助金改革を推進。

（１）省間の連携の強化

（ 、 、汚水処理施設 農業集落排水施設及び漁業集落排水施設 公共下水道

浄化槽）及び道路（農道、林道、地方道）の整備に係る関係省の連携強

化を図り、地方の裁量度を高める事業制度を創設。

（ ）【 】（ ）（ ）・汚水処理施設整備交付金 仮称 新規 農業集落排水施設 再掲

１００億円（皆増）（農林水産省、国土交通省、環境省の連携）

・道整備交付金（仮称 【新規 （農道 （再掲）） 】 ） １００億円（皆増）

（農林水産省、国土交通省の連携）

（２）局庁間の枠を越えた生活環境整備の実現

、「 」農林水産業と農山漁村の総合的な発展を図るため むらづくり交付金

に、林野庁及び水産庁所管の生活環境整備に係る工種を追加し、農業生

産基盤の整備と併せて農山漁村の生活環境の整備を総合的、一体的に実

施できる仕組みを構築。

・むらづくり交付金【拡充 （再掲）】 １００億円（100.0％）

２．事業の重点化

国と地方の役割を見直す観点から、採択要件の引き上げ等により事業

の重点化を更に推進。

（１）採択要件の引き上げ

田園空間整備事業について、採択要件（総事業費）を引き上げ（団体

営事業：０.５億円→２.０億円、県営事業：１.０億円→２.０億円 。）



*1 バイオマスの環づくり交付金のうち、バイオマス利活用施設の一体的整備に係る積算内訳の一部

*2 元気な地域づくり交付金のうち、農地基盤整備対策や農村振興支援対策に係る積算内訳の一部 等
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（２）生活環境整備の重点化

中山間地域総合整備事業について、農村生活環境の整備を農業生産基

盤の整備と関連するものに重点化（１６工種→１３工種に整理統合 。）

３．ハードからソフトへの政策手段の転換

地域における新たな政策課題に機動的に対応するため、公共予算の一

部を非公共予算にシフト（８３億円）し、非公共事業の創設を幅広い分

野で実施。

、農業農村整備事業とこれらの新しい政策手段との一体的な実施により

バイオマスタウン構想や担い手への農地利用集積等の政策目的の実現を

加速。

公共予算を活用し新たに創設を行った非公共事業

・バイオマスの環づくり交付金【新規】
*1

７２億円

・元気な地域づくり交付金【新規】等
*2

１１億円

４．コスト縮減の推進

「農業農村整備事業等コスト構造改革プログラム」に沿い、①効率性

の向上、②設計等の最適化、③調達の最適化、④地域特性の重視、⑤透

明性の向上の視点から、平成１９年度までに１５％（平成１４年度比）

のコスト縮減を目指す総合的なコスト構造改革を推進。
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Ⅴ 事業別概算決定額

（国費） （単位：百万円、％）

Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 対前年

事　　　　　項 予　算　額 概算決定額 伸  率

① ② ②／①

農業農村整備事業 834,542 795,591 95.3

　　（うち農村振興局） 815,117 777,073 95.3

（農業生産基盤整備） 458,706 451,916 98.5

　１．かんがい排水 222,241 225,618 101.5

　　　　うち国営かんがい排水 179,815 191,445 106.5

　２．経営体育成基盤整備 91,180 85,117 93.4

　３．諸土地改良 8,029 9,058 112.8

　　　　うち新農業水利システム保全対策事業 2,000 2,400 120.0

　　　　うち資源保全実態調査事業 － 850 皆増

　４．畑地帯総合農地整備 55,461 51,214 92.3

　５．国営農用地再編整備 21,728 23,128 106.4

　６．機構事業 29,250 28,085 96.0

　７．その他 30,817 29,697 96.4

（農村整備） 256,041 219,724 85.8

　８．農道整備 71,900 62,538 87.0

　９．農業集落排水 62,400 52,200 83.7

１０．農村総合整備 18,450 14,802 80.2

１１．農村振興整備 32,068 27,303 85.1

　　　　うちむらづくり交付金 10,000 10,000 100.0

１２．中山間総合整備 56,759 49,977 88.1

１３．その他 14,464 12,904 89.2

（農地等保全管理） 119,795 123,950 103.5

１４．防災保全 101,550 105,973 104.4

　　（１）直轄地すべり 5,550 2,888 52.0

　　（２）国営総合農地防災 39,563 44,060 111.4

　　（３）農地防災 36,042 39,614 109.9

　　（４）農地保全等 20,395 19,411 95.2

１５．土地改良施設管理 13,738 13,599 99.0

１６．その他 4,507 4,378 97.1

　注１：百万円単位に四捨五入のため、計が合わない場合がある。

　注２：「Ｈ１７年度概算決定額」には、省庁連携強化に係る交付金化措置額（農道整備　100億円、
　　　  農業集落排水　100億円）を含む。
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平成１７年度 農業農村整備事業予算

概算決定のポイント（参考資料）



環　境

農　地水利施設

多様な人々の参画による水利施設・農地・環境の保全・管理

地域住民
・ＮＰＯ

市町村
農　家・
生産組合

土地改良区

農　協・
農業委員会

(１)構造改革加速化のためのハード整備と
　　ソフト対策の連携強化

　○農地利用集積の一層の加速化のための農地整備

　○土地利用調整活動や排水対策等を支援

(２)多様な担い手への参入条件の整備

　○官民パートナーシップの活用などにより、農外

　　企業の農業参入等を支援する基盤整備等を実証

　　的に実施

３．地域再生に資する活力ある

　　　　安全で美しいむらづくりの推進

○関係省が連携した新たな汚水処理施設整備、道整備に係る交付金制度
　の創設

○「むらづくり交付金」における農業生産基盤の整備と併せた農山漁村
　の一体的な整備

(１)地域自らの発想による地域再生の支援

(２)国民共通の財産として景観や環境と調和した美しいむらづくりの推進

○良好な農村景観の再生・保全に向けた地域住民等の活動や土地改良
   施設等の改修の支援

○バイオマスの利活用による農山漁村の活性化や環境保全型農業の推進
　に向けた対策

１．既存ストックの有効活用を

　　重視した保全管理施策の推進

(１)農地・農業用水等の資源を適切に保全管理
　　する施策体系の構築に向けた調査・検討

(２)基幹水利施設等の保全管理対策の推進

○基幹水利ストックの保全・更新整備の着実な実施

○施設管理に係る土地改良区等の体制の整備

○農地・農業用水等資源保全の実態把握、保全手法
の検討等を実施

２．農業の構造改革を推進する

生産基盤整備の推進

新たな土地改良長期計画

○「いのち」「循環」「共生」の視点
  に立った施策の推進

○施策の成果目標達成に向け、効率的・

  重点的に事業を実施

骨太の方針2004

◇公共投資予算の改革

◇三位一体の改革

◇地域再生の推進

農政改革基本構想

○構造改革の加速化と農業
　環境・資源の保全の両立

○未来志向の取組に対する
　積極的な支援　　　等

施 策 の 一 層 の 重 点 化 ・ 効 率 化

(３)災害に強い安全で安心な農村の形成

○豪雨や地震に起因する農用地等の災害や水質悪化等を未然に防止する
   ための防災事業の実施

－１０－

１．農業農村整備事業平成１７年度予算の基本的な考え方



（１）農地・農業用水等の資源を適切に保全管理する施策体系の構築に向けた
　　　調査・検討

２．既存ストックの有効活用を重視した保全管理施策の推進

○　農村の構造変化や農業構造改革の進展に対応し、農地・農業用水等の資源を、地域を
　基本としつつ適切に保全管理する施策体系を構築するため、資源保全の実態把握、保全
　手法の検討等を実施。

農地・農業用水等の資源を巡る課題

○農村における過疎化・高齢化・混住化
　等が進行

○農地・農業用水等の資源は、社会共通
　資本であり、これまで相当量が整備

H17年度の取り組み

施策導入に向けて、施策の効率性や実効性等について検討

食料の安定供給と多面的機能の発揮に不可欠な
農地・農業用水等の資源の適切な保全管理

現　状

連
携

課　題

・施策の検討に必要となる基礎
　的な調査の実施

・資源を適切に保全する計画の
　策定

・資源保全にかかる地域実態の
　分析

・適切な資源保全手法の検討

・有識者からなる検討委員会の
　指導助言

施策体系の構築

○既存施設の更新や保全管理に重点
　を置く施策に移行
○地域の創意工夫による多様な取組
　・多様な主体の参画を促進
　・農村環境の保全への対応
○国、地方公共団体、農業者等の適
　切な役割分担

○保全活動において最低限
　取り組むべき規範の策定
○多様な主体が参画する組織体
　（協議会等）を地域に設置
○組織体の構成員が取り組む
　行為を協定に明示
○効果の高い保全活動への支援

基本的な考え方 支援手法の例

○集落機能の低下により、資源の適切な
　保全管理が困難化

○多面的機能の便益と、保全管理の負担
　との間の不整合が拡大

○自然環境や景観の保全・形成等をめぐ
　る国民の要請への対応が困難化

資源保全実態調査事業（新規） 資源保全手法検討調査（新規）
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安定的な用水供給機能の確保、多面的機能の適切な発揮、水利ストックの長寿命化

○農村における都市化・混住化の進展

○農業者の高齢化・過疎化の進展

○農業構造改革の加速化

○耐用年数を迎える施設の増大

農業水利施設を巡る課題

○農業水利施設に期待される役割の増大

○夫役による維持管理の低下

○地域における多様な用水需用

○施設の効率的な保全と更新

農業水利ストックの有効活用を通じた施設機能の適切な発揮

現　状 課　題

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）【拡充】

　○農業水利施設の有する多面的機能を適切に発揮するため、土地改良区等の管理体制を整備

○都市化・
　混住化の
　進展

○高齢化・
　過疎化の
　進展

土地改良区の
管理負担の増嵩

多面的機能の
発揮に対する要請

【洪水防止機能】

【防火用水機能】

【生態系保全・景観形成機能】

多面的機能の発揮

国

支援

県、市町村

・ゲート操作を行い、
　地表水を安全に流下

・非かんがい期にも
　防火用水等を確保

・非かんがい期の通水
　により、生態系を保全

管理主体による
適切な管理

連
携

・地域住民

・ＮＰＯ

・学校　　等

多様な主体
の管理参加

制度拡充の背景

・施設管理協定の締結
・管理参画の組織化　等

（２）基幹水利施設等の保全管理対策の推進

地域と連携した新たな管理体制の構築

○　基幹水利施設の有する安定的な用水供給機能等の確保を図るとともに、農業用水が有す
　る多面的機能を適切に発揮するため、これまで蓄積されてきた基幹水利ストックの保全・
　更新整備を着実に実施し、併せて管理に係る土地改良区等の整備等を推進。

水資源活用地域共生事業（拡充）

○農業用水の転用が見込まれる地域において、営農形態の変化や多様な用水需要に対応した
　適切な用水計画を策定し、適正な施設操作体制を確立

基幹水利施設保全対策（継続）

○農業水利施設の長寿命化を図る観点から、機能診断及び予防保全対策を重点的に実施
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効率的かつ安定的な担い手の育成・農地の利用集積を通じた構造改革

○　効率的かつ安定的な経営体が農業生産の大部分を担う農業構造の実現に向けて、
　農業の構造改革の加速化を図るため、ハード整備とソフト対策の連携の一層の強化を図
　るとともに、土地改良区の持つ土地利用調整機能の活用や畑作物の生産団地の形成等
　を推進。

○担い手の育成・農地の利用集積

○水田の畑利用促進

農地利用を巡る課題

現　状 課　題

○農業の構造改革の遅れ

○米政策改革など新たな政策課題

　への対応

３．農業の構造改革を推進する生産基盤整備の実施

基盤整備を契機とした構造改革の加速化

ソフト

地域の自主性・裁量性の発揮

○担い手への農地利用集
　積を図るため、土地利

　用調整活動等を支援

○更に高度な連坦化を図

　る場合、事業実施後も

　一定期間支援を継続

経営体育成への支援
＜元気な地域づくり交付金【新規】＞

○地域の自主的な排水対

　策活動等を促すことに

　よる産地づくりを支援

　するため、生産団地形

　成等の成果に応じて促

　進費を交付

水田の畑利用促進への支援
＜元気な地域づくり交付金【新規】＞

担い手の育成を重視しつつ、
畑地における新たなかんが
い施設の整備や生産・集落
環境整備を、多様な営農類
型や地域のニーズに応じて
総合的に実施

【水田】

【畑地】

経営体育成基盤整備事業

畑地帯総合整備事業

担い手の育成が見込まれる
地域において、水田の更新
整備や新たな区画整理など
所要の整備を地域のニーズ
に応じて弾力的に実施

ハード

連携強化
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景観や環境と調和した活力ある美しいむらづくりの推進

良好な景観形成の取組を実施
・良好な農村景観の再生・
　保全に向けた地域住民
　等の活動や土地改良施
　設等の改修の支援及び
　普及啓発などを実施

地域主体の個性あるむらづくりの推進
・農業生産基盤整備と併
　せて農山漁村における
　生活環境の整備を実現
・生活環境整備に関する
 　事業主体にＰＦＩ事業者
    を追加

バイオマスタウン構想の実現
に向けた地域の取組を
支援

・バイオマスの発生から
  変換・利用に至る
　 施設を一体的に整備

基盤整備の実施を契機とした環境保全型
農業の取組を支援

・地域住民等の合意形成
・掛かり増し経費への助成

４．地域再生に資する活力ある美しいむらづくりの推進

○健全な農業生産活動の展開

○農業・農村に対する国民の関心
　の高まりや美しい景観の形成

○地域の活力を活かしたむらづくり

○農村地域の美しい景観や
　豊かな自然環境が悪化

○集落維持機能や多面的機能の低下

○農村地域の活力が低迷

○　地域自らの発想による地域再生等の取組を支援するとともに、「人・もの・情報」が都
　市と農村で共生・対流する社会の構築に向けて、国民共通の財産として景観や環境と
　調和した美しいむらづくりを推進。

農村を巡る課題

地域の特性・特色に応じた農業・農村の活性化
美しい景観の形成や環境との調和等による多面的機能のより一層の発揮

課　題現　状

地域の個性を活かした魅力あるむらづくり

美の田園復興
＜元気な地域づくり交付金（新規）＞

むらづくり交付金（拡充）

バイオマスの環づくり交付金（新規） 環境保全型農業の取組への工法的支援
＜元気な地域づくり交付金（新規）＞
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