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Ⅰ.土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）
」の改定について
１． 背景及び改定の必要性
畑のほ場整備に係る調査・計画については、土地改良事業計画設計基準・計画「ほ
場整備（畑）」に基づき行われているところである。
しかしながら、昭和 53 年に現行基準が制定されてから、おおむね四半世紀が経
過し、制定当時と比べ技術の進展はもちろんのこと、食料・農業・農村を取り巻く
社会経済情勢も大きく変化し、畑地におけるほ場整備の政策課題も変化してきてい
る。
特に、平成 11 年度には、食料・農業・農村政策に関する基本理念等を明確にし
た「食料・農業・農村基本法」が制定され、ほ場整備を含めた農業生産基盤の整備
については、同基本法の第 24 条において、
「地域の特性に応じて、環境との調和に
配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、農地の区画の拡大、水田の汎用化、
農業用用排水施設の機能の維持増進その他の農業生産の基盤の整備に必要な施策
を講ずる」ことが明確に位置付けられた。また、同基本法に掲げられた理念や施策
の基本方向を具体化した「食料・農業・農村基本計画」（平成 17 年３月閣議決定）
において、
「面的なまとまりを重視した農地の利用集積の加速化や、担い手の育成・
確保の契機となるほ場の大区画化等の基盤整備を推進する」ことが記述されている。
また、平成 13 年度には、基本法に即した形で土地改良法が改正され、環境との
調和への配慮や地域の意向を踏まえた事業計画の策定が新たに盛り込まれたとこ
ろである。
今後とも畑におけるほ場整備を適正かつ効率的に施行するためには、これら諸情
勢の変化に対応した計画基準に改定していく必要がある。
さらには、事務次官通知と構造改善局長通知の 2 つのみに区分され、基本・規範
的事項と参考的事項が混在している現行の基準を、基本・規範的な事項と技術に求
められる柔軟性・選択性等の両立を確保するため、基準本文（事務次官通知）
、基
準の運用（農村振興局長通知）、基準及び運用の解説、技術書の 4 つに細区分して
再編整備する。

2

２． 土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）
」の改定における現在まで
の検討経緯
土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）
」の改定については、平成 15 年 7
月に、ほ場整備（畑）に関する専門的知識を有する学識経験者等を構成員とした「ほ場
整備（畑）計画基準検討委員会」を設け、改定案の検討を行っている。検討の際には、
地方農政局、国営事業所及び都道府県の土地改良事業関係者等に対して査読（計 3 回実
施）を依頼し、意見・情報等を反映することに努めた。
平成 16 年度末には、食料・農業・農村政策審議会に土地改良事業計画設計基準・計
画「ほ場整備（畑）
」の改定について諮問を行い、平成 17 年度には、食料・農業・農村
政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会技術小委員会で調査・審議を行い、途中、
パブリックコメントを経て、改定案について了承された。
○

ほ場整備（畑）計画基準検討委員会の構成
委員長
委 員

佐藤 洋平 (独)農業環境技術研究所 理事長
井上 久義 (独)農業・生物系特定産業技術研究機構
近畿中国四国農業研究センター傾斜地基盤部基盤整備研究室長

委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
事務局

木村 伸男 岩手大学農学部農林環境科学科教授
駒村 正治 東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科教授
凌
祥之 (独)農業工学研究所農地整備部畑整備研究室長
菅井 晴雄 和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場長
千家 正照 岐阜大学応用生物科学部応用生物科学科教授
矢沢 正士 北海道大学大学院農学研究科教授
農村振興局企画部土地改良企画課課長補佐（農地集団化班）
農村振興局企画部資源課課長補佐（営農指導班）
農村振興局企画部事業計画課課長補佐（国営農地整備班）
農村振興局企画部事業計画課課長補佐（水利防災班）
農村振興局整備部設計課課長補佐（設計基準班）
農村振興局整備部水利整備課課長補佐（補助事業班）
農村振興局整備部農地整備課課長補佐（地域整備班）
農村振興局整備部農地整備課課長補佐（経営体育成事業企画班）
農村振興局整備部地域整備課課長補佐（中山間事業推進班）
農村振興局企画部資源課課長補佐（計画基準班）
（財）日本水土総合研究所
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○

「ほ場整備（畑）計画基準検討委員会」における検討経緯
昭和 53 年９月
平成 15 年７月
平成 15 年 11 月
平成 16 年３月
平成 16 年７月
平成 16 年 10 月
平成 17 年２月
平成 17 年３月

平成 17 年６月
平成 17 年 10 月
平成 17 年 12 月

現行基準制定
平成 15 年度
平成 15 年度
平成 15 年度
平成 16 年度
平成 16 年度
平成 16 年度

第 1 回検討委員会開催（通算 1 回目）
第 2 回検討委員会開催（通算 2 回目）
第 3 回検討委員会開催（通算 3 回目）
第 1 回検討委員会開催（通算 4 回目）
第 2 回検討委員会開催（通算 5 回目）
第 3 回検討委員会開催（通算 6 回目）

食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会
農業農村整備部会平成 16 年度第 3 回技術小委員会
（事前説明）
食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会
農業農村整備部会（食料・農業・農村政策審議会に諮問）
平成 17 年度 第 1 回検討委員会開催（通算 7 回目）
平成 17 年度 第 2 回検討委員会開催（通算 8 回目）
食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会
農業農村整備部会平成 17 年度第 2 回技術小委員会(調査・審議)
国民からの意見・情報の募集(パブリックコメント)

平成 18 年 1 月 4 日
～平成 18 年 2 月 3 日
平成 18 年２月
平成 17 年度 第 3 回検討委員会開催（通算 9 回目）
平成 18 年３月
食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会
農業農村整備部会平成 17 年度第 3 回技術小委員会(調査・審議)
食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会
農業農村整備部会（食料・農業・農村政策審議会から答申予定）

4

Ⅱ．土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の主要検討項目
について
１．関連諸通知を含めた全体構成の変更
現行基準は、枠内文章（事務次官通知）と枠外解説・参考（農村振興局長通
知）の 2 つのみから構成されており、基本的・規範的事項と事例等の参考とな
る事項が混在している。このため、どの部分が必ず守らなければならない事項
で、どの部分が幅広い解釈や弾力的運用が可能な事項なのか、不明確な状況に
なっている。
上記課題を解決する観点から、基本的・規範的事項を規定した「基準本文」
（事務次官通知）及び「基準の運用」（農村振興局長）と、それ以外の「基準及び運
用の解説」及び「技術書」の 4 つに再編する。

２．地域特性に応じたほ場整備計画手法の充実
地域の特性（立地条件や土地利用）を踏まえた弾力的な整備を一層推進する
観点から、地域特性の違いにより、ほ場整備の調査・計画で考慮すべき固有の
事項についての記述の充実を図る。
具体的には、傾斜区分に応じて考慮すべき固有の事項や樹園地・施設畑等の
調査・計画に当たっての記述の充実を図ることとする。

３．環境に配慮した調査・計画に係る記述の充実
平成 13 年度に改正された土地改良法、平成 15 年度に策定された「水とみど
りの『美の里』プラン 21」及び平成 17 年度に制定された景観法等の趣旨を踏
まえ、畑におけるほ場整備の調査・計画に当たり、「環境との調和に配慮しつ
つ、総合的な観点から十分な検討を行う」旨を基準本文に位置付けるとともに、
関連する記載の充実を図ることとする。

４．担い手の育成を踏まえた調査・計画に係る記述の充実
食料・農業・農村基本計画の趣旨も踏まえつつ、ほ場整備の目的の一つとし
て、「担い手の育成に資するための農地の利用集積」を基準本文に位置付ける
とともに、担い手の育成に関する調査・計画に係る記述の充実を図る。

５．その他
上記の検討項目の他に、「基準本文」に係る主要検討項目として、地区設定
の考え方、再整備の際に留意すべき事項、計画提示の考え方、土づくり、鳥獣
被害防止等に関する記述の充実を図る。
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Ⅲ．土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）
」の主要改定内容
について
１．関連諸通知を含めた全体構成の変更
計画基準が本来有すべき規範性と、技術に求められる即時性、柔軟性、選択性等を確保
するため、従来の計画基準を以下のように基準本文（事務次官通知）
、基準の運用（農村振
興局長）
、基準及び運用の解説、技術書の 4 つに区分する。
（ア）上記 4 つの区分のうち、基準本文、基準の運用には、地域の特性や個別の現場条件な
どにかかわらず、全ての計画において遵守すべき事項を規定する。
①基準本文（農林水産省事務次官依命通知）には、基本・規範的な事項
②基準の運用（農村振興局長通知）には、基準本文の具体的な規定事項
をそれぞれ定める。
（イ）上記の①及び②で規定した事項について、根拠や背景等を明確にし、それらの適切な
運用と技術の向上を図る観点から、③基準及び運用の解説を整備する。
（ウ）①及び②の基準で一律に定めない事項、地域の特性や現場の条件等によって選択性の
ある事項、一般的な技術解説、標準的な計画事例、その他参考となる事項等については、
④技術書として整備する。

現行基準

再編整備後
① 基準本文（ 事務次官通知）
全ての
計画で守る
べき事項

記載事項
① 枠内文章
（ 事務次官通知）

基本・規範的な事項
② 基準の運用（農村振興局長通知）
具体的な事項

② 枠外解説・参考
（ 構造改善局長通知）

③ 基準及び運用の解説
上記以外の
事項

①、② の事項の解説

④ 技術書
一般的な技術解説、 標準的な計画事例、
その他参考となる事項等
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２．基準本文（事務次官通知部分）における主要改定内容
（ア）基準の目的を明確化 （改定（案） 第 1 章 1.1 関連）
現行基準「1.1 定義及びこの基準で取扱う範囲」を「1.1 この基準の目的」とし、計
画基準の目的を明確にした。
現行基準
第１章 総 論
1.1 定義及びこの基準で取扱う範囲
この基準は，土地改良法（昭和24 年法
律第195 号，以下「法」という。
）に基づ
くほ場整備事業（以下「事業」という。
）
のうち畑に係るものの事業計画（以下「計
画」という。
）を樹立するに当たって必要
な調査及び配慮すべき事項，施工の方法
などについて定めたものである。
この基準で言う畑は，普通畑，樹園地，
牧草畑をいう。

改定（案）
備考
第１章 総 論
「取り扱う
1.1 この基準の目的
範囲」として
この基準は、土地改良法（昭和 24 年 は、普通畑、
法律第 195 号。
）に基づくほ場整備のう 樹園地、牧草
ち、畑に係る土地改良事業計画（以下 畑である旨
「事業計画」という。
）の作成に当たり、 を「基準及び
必要となる調査計画手法の基本的事項 運用の解説」
を定め、土地改良事業の適正かつ効率 に記載。
的な施行に資することを目的とする。

（イ）ほ場整備の目的を明確化 （改定（案） 第 1 章 1.2 関連）
現行基準「1.2 基本理念」を「1.2 ほ場整備の目的と意義」とし、ほ場整備の目的を
明確にした。具体的には、食料・農業・農村基本法や同基本計画の趣旨を踏まえ、担い手
の育成や土地利用の秩序化に資する観点から、目的の一つに「担い手の育成に資するため
の農地の利用集積や非農用地を含む土地利用の秩序化」を新たに位置づけた。
現行基準

改定（案）

第１章 総 論
1.2 基本理念
事業は，地域開発の一環として農業生産及び農
村環境の主たる構成要素をなすほ場条件を総合
的に整備することにより，農業の生産性の向上を
図るとともに，農村環境の保全に資するものであ
るから，計画は次の基本的考えに基づき樹立する
ことが必要である。
(1) 該当地域において将来予測される営農の形
態に適合し，土地及び労働生産性が高い効率的か
つ合理的な営農を行い得るものであること。
(2) 農村の環境条件（生産環境及び生活環境）整
備の一環として良好な農村環境の形成保全に資
するものであること。

第１章 総 論
1.2 ほ場整備の目的と意義
ほ場整備は、農地等の区画形質の変更を中心
に、用水、排水、道路等のほ場条件を総合的に
整備するとともに、担い手の育成に資するため
の農地の利用集積や非農用地を含む土地利用
の秩序化を一体的に実施することによって、将
来の営農形態に適合した農業機械の効率的な
利用や合理的な水利用等、生産性の高いほ場条
件を整備することを目的としている｡
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（ウ）担い手の育成に資するための事項を明記 （改定(案) 第 3 章 3.4.3 関連）
ほ場整備の目的の明確化と併せ、第 3 章 3.4.3 に「農地利用集積計画」を新たに位置づ
け、
「育成すべき担い手を明確にし、担い手への農地利用集積の目標を定める必要がある」
旨を記載した。
現行基準

改定（案）

記載無し

第３章 計 画
3.4.3 農地利用集積計画
地域において育成すべき担い手を明確に
し、地域の実情を考慮して担い手への農地利
用集積の目標を定める必要がある。

（エ）環境との調和に配慮して事業を実施することを明記
（改定（案） 第 1 章 1.3、第 2 章 2.3、第 3 章 3.1.1 関連）
土地改良法の改正により、土地改良事業の実施に当たっての原則として、
「環境との調和
に配慮」することが位置づけられたことを受け、計画基準においても、事業計画作成の基
本として「環境との調和への配慮をしつつ、総合的な観点から十分な検討を行う」旨を明
記した。
現行基準

改定（案）

第１章 総 論
1.2 基本理念
事業は，地域開発の一環として農業生産及び農
村環境の主たる構成要素をなすほ場条件を総合
的に整備することにより，農業の生産性の向上を
図るとともに，農村環境の保全に資するものであ
るから，計画は次の基本的考えに基づき樹立する
ことが必要である。
(1) 該当地域において将来予測される営農の形
態に適合し，土地及び労働生産性が高い効率的か
つ合理的な営農を行い得るものであること。
(2) 農村の環境条件（生産環境及び生活環境）整
備の一環として良好な農村環境の形成保全に資
するものであること。

第１章 総 論
1.3 事業計画作成の基本
事業計画の策定に当たっては、
あらかじめ必
要な調査を行い、長期的な見通しの下、地域の
自然的・社会経済的な特性を十分考慮の上、基
本構想を定め、環境との調和に配慮しつつ、総
合的な観点から十分な検討を行わなければな
らない。

第2章 調 査
2.3 精査
精査は事業計画の作成に当たり、
必要となる
調査で、自然条件、ほ場条件、社会経済条件、
営農及び栽培状況、農業経営体の意向、周辺環
境及び関連事業等に関する詳細な調査を行う
ものとする。

記載無し
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現行基準

改定（案）

第３章 計 画
3.1.1 構想のたて方
計画は，営農，区画，土層改良，用排水，換地
などについて定めるものとするが，事業は地域開
発の一環として生産基盤の改善のほか，農村環境
条件の改善に資すること目的として実施しよう
とするものであるから，当該地区の将来の姿を的
確には握するとともに，それに適合した農業の形
態，農村の環境条件などを明らかにし，これらの
近代化に資するようほ場条件の総合的な計画を
樹立することが必要である。
このため、計画の内容は、基本となる当該地域
の将来の開発構想及びそれに即した農業経営形
態に基づき決定する。

第３章 計 画
3.1.1 基本構想のたて方
基本構想の作成に当たっては、当該地域の
将来目標を的確に把握するとともに、それに
適合した農業形態、農村環境等の形成に資す
る総合的な計画となるようにしなければなら
ない。
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（オ）その他
（改定（案） 第 3 章 3.3、3.5.6、3.5.7、3.9[3.9.1、3.9.2]、3.10 関連）
現行基準では記載がなかったものの、
「地区の設定」
、
「再区画整理」
、
「計画提示方法」を
新たに位置づけ、各々の基本的考え方を明記した。
また、
「3.9 土層改良計画」においては、土地生産力の増進を図る観点から、新たに「3.9.1
有効土層の保持」及び「3.9.2 透水性」を項立てし、
「基準の運用」以下で記述の充実を図
った。
さらに、
「気象災害防止計画」を「3.10 農業被害防止計画」に名称変更し、気象災害の
防止のみならず、鳥獣害防止に関する記述を「基準の運用」以下に記載した。
現行基準

改定（案）
第３章 計 画
3.3 地区の設定
地区の設定に当たっては、地域的一体性を
考慮するほか、周辺地域との関連性について
も検討し、決定しなければならない。
第３章 計 画
3.5.6 再区画整理
再区画整理を行う場合は、現況の道路、水
路の利用可能性の可否、全面的な改変の必要
性等を検討し、区画形状及び大きさを決定す
る。

記載無し

記載無し

第３章 計 画
3.5.7 計画提示方法
計画の提示に当たっては、整備後の区画、
道路、水路の形状・形態等がわかる計画図を
作成する。

記載無し

第３章 計 画
3.8 土層改良計画
事業は、区画整理による労働の生産性の向
上のみならず土地の生産力の増進を図るもの
であるから、土層改良計画にあっては、生産
力を制限あるいは阻害するような土じょう条
件を改良するための、また、集団化を阻害す
るような区画内の土じょう条件の不均一を解
消するための計画としなければならない。

第３章 計 画
3.9 土層改良計画
土層改良計画は、その目的を明確にした上
で、実施方法を定める。
3.9.1 有効土層の保持
有効土層は、作物の生育に必要な厚さが確
保されるものでなければならない。
3.9.2 透水性
土層の透水性は、作物の生育等を考慮して
目標を設定する。

第３章 計 画
3.9 気象災害防止計画
気象災害防止計画は，風害，塩害，凍霜害
などの気象災害を受けるおそれのある場所に
ついて，これらの被害を防止する計画としな
ければならない。
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第３章 計 画
3.10 農業被害防止計画
自然災害等により農作物及び農業用施設に
被害を受けるおそれのある場所については、
被害を防止する計画としなければならない。

３．基準本文（事務次官通知部分）に基づく諸通知の主要改定内容
（ア）環境との調和への配慮に関する記載の充実
基準各章に対応する「基準の運用」
、
「基準及び運用の解説」において、環境との調和に
配慮した調査・計画の基本的事項等を記載した。また、水田とは異なる畑の特徴を踏まえ
た「環境との調和への配慮」の考え方及び検討例について「技術書」に記載する。
基準本文

諸通知の項目

諸通知の記載内容（概要）

1.1 こ の 【基準及び運用の解説】
基 準 の 目 1. 基準及び運用の適用
基準及び運用で定めていない事項につい
的
ては、関連する技術文献等を参照することを
記載。
3. 関連する他の土地改
環境配慮に関して、計画基準と組み合わせ
良事業計画設計基準等
て使用するものとして以下を記載。
・ 環境との調和に配慮した事業実施のため
の調査計画・設計の手引き(第1 編～第3 編)
総
※現在検討中の景観配慮の手引き等につ
いても位置づける予定
1.3 事 業 【基準の運用】
論 計 画 作 成 1.事業計画作成の基本
ほ場整備は、農村の生活環境の整備や自然
の基本
環境の保全とも密接に関連していることや、
事業計画の作成に当たっては、農村環境の整
備の観点も踏まえる必要がある旨を明記。
【基準及び運用の解説】
1. 事業計画作成の基本
農村環境の整備の観点からは、生態系、景
(2)
観等の環境との調和にも配慮することが必要で
あることを記載。また、地域住民等の意見を早
い段階から聴くことが望ましい旨を記載。
2.2 概査 【基準の運用】
概査で明らかにすべき事項として、生態
系、景観等の環境の概要を位置づけ。
【基準及び運用の解説】
1. 資料の収集
収集すべき資料として、生態系、景観等の
環境に関する資料を記載。

調

査 2.3 精査

4. 農村環境に関する概
ほ場整備は、周辺の農村環境にも配慮しつ
査
つ、農村計画の一環として計画する必要があ
ることを記載。また、田園環境整備マスター
プラン等の関係行政機関の環境に関する方
針を参照することや構想段階から地域住民
の意向を把握することが望ましい旨を記載。
【基準の運用】
6. 周辺環境
環境との調和に配慮した事業計画を作成
するため、生態系、景観等の周辺環境の調査
を行うことを明記。
【基準及び運用の解説】
6. 周辺環境
周辺環境調査では、ほ場整備により影響が
あると考えられる環境要素について調査を
行うことを明記。その際、調査項目の重点化
や有識者等の指導・助言を受けることが必要
である旨を記載。
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参考資料１
該当箇所

p.2

p.3

p.4

p.11

p.12

p.14

p.27

p.28

基準本文

諸通知の記載内容（概要）

参考資料１

基本構想を立てる際、生活環境の改善や
自然環境の保全についても考慮する必要が
あることを明記。

p.29

田園環境整備マスタープラン、農村環境計
画等を基に、関係行政機関と連絡・調整し
つつ定める必要があること等を記載。

p.32

諸通知の項目

3.1 基 本 【基準の運用】
構想の作 3.1.1 基本構想のたて方
成
【基準及び運用の解説】
8. 農村環境の整備
計

3.3 地 区 【基準及び運用の解説】
の設定
1. 地区の設定において
地区設定に当たっては、田園環境整備マ
画
配慮すべき具体的事項
スタープラン等の内容を踏まえ、農村環境
(6)農村環境への配慮
にも配慮した上で決定することが望ましい
旨を記載。また、環境創造区域が設定され
ている場合や希少種が生息する区域等にお
いては、事業による影響の回避も含め、ミ
ティゲーション 5 原則に基づく検討が必要
である旨を記載。

該当箇所

p.42

（イ）地域特性に応じたほ場整備計画手法の充実
地域特性（立地条件、土地利用）の違いにより、ほ場整備の調査・計画で配慮する基本
的事項について、
「基準の運用」及び「基準及び運用の解説」において記述の充実を図った。
また、普通畑、樹園地及び施設畑の傾斜区分に応じた区画計画の具体的考え方、地域特性
を踏まえた農地保全上留意すべき事項、樹園地における農道配置の考え方等を「技術書」
に詳述する。

基準本文

総

基準の運用を適用する際、地域の実情や技
術の進展等に応じて、創造的に対処すること
が必要である旨を記載。

p.1

立地条件や土地利用の違いによるほ場整備
で考慮すべき固有の事項について、各項で特
記している旨を記載。

p.2

工事費の増大や法面崩壊等が懸念される傾
斜地での調査には、特に留意すべきである旨
2. ほ場条件
を記載。
(4)用水、排水及び農地
施設畑における末端かんがい方式を考慮し
保全
つつ調査する旨を記載。また、地表排水量に
直接影響するハウスの建ぺい率について調査
する旨を記載。

p.18

【基準及び運用の解説】
2. 取り扱う範囲
2.3 精査

査

参考資料１

1.1 こ の 【基準の運用】
基 準 の 目 1.1 基準の運用の目的
的

論

調

諸通知の記載内容（概要）

諸通知の項目

【基準及び運用の解説】
1. 自然条件
(2)地形及び表層地質
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該当箇所

p.20

基準本文

諸通知の項目

諸通知の記載内容（概要）

3.4 営 農 【基準及び運用の解説】
計画
3.4.5 農業機械利用計画
樹園地における機械利用の考え方につい
1.大型機械利用とほ場 て記載。
条件との関係
3.5 区 画 【基準の運用】
計画
3.5.2 区画計画の基本
施設畑での耕区の考え方について記載。
1.耕区
【基準及び運用の解説】
1.耕区
施設畑における一般的な 1 耕区の大きさ
について記載。
【基準及び運用の解説】
3.5.3 ほ区の形状等
1.基本タイプの分類
樹園地の基本タイプを、傾斜区分によって
4 つのタイプに分類。
2.基本タイプの適用

計

画

【基準の運用】
3.5.4 耕区の形状等
2.短辺長

該当箇所

p.48

p.49
p.50

p.52

施設畑を前提とした場合のほ区の大きさや
形状の考え方について記載。

p.56

傾斜地における短辺長は、地形が制限要因
になる旨を記載。

p.59

【基準及び運用の解説】
3.5.4 耕区の形状等
傾斜地における短辺長の制限要素について
2.短辺長 (2)傾斜と短 記載。
辺長
【基準の運用】
3.5.5 農地保全上留意す
急傾斜地帯や特殊土壌地帯においては、農
べき事項
地侵食等の保全対策の必要がある旨を記載。
【基準及び運用の解説】
3.5.5 農地保全上留意す
傾斜地における水食防止や畑の法面保護に
べき事項
関する対策について紹介。
3.6 農 道 【基準及び運用の解説】
計画
3.6.2 農道の配置
2.傾斜地
3.8 用 水 【基準及び運用の解説】
計画
3. かんがい方法

参考資料１

p.62

p.61

p.62

樹園地における農道の配置の考え方につい
て記載。

p.70

地域の特性を踏まえた適切なかんがい方式
を選定する必要がある旨を記載。また、特に
多くの利用が見られるかんがい方式について
紹介。さらに、水源に著しい制約を受ける地
区において、防除用水等を供給するための集
水施設の考え方について記載。

p.86～
88

（ウ）担い手の育成を踏まえた調査・計画に係る記述の充実
担い手の育成に関する記述を新たに記載することとし、
「基準の運用」及び「基準及び運
用の解説」の中で詳述した。具体的には、精査段階で把握すべき事項や、農地利用集積計
画の策定に当たっての留意すべき事項等について新たに記載した。
（参考資料１ p.26～28、
43～46）
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（エ）その他
① 地区設定の考え方について
地区の設定に当たっては、営農組織等の地域的広がりや非農用地の創出等を通じた土
地利用の秩序化等の観点から適切な範囲となる旨を「基準の運用」に記載する。また、
新たな「食料・農業・農村基本計画」に耕作放棄の発生防止・解消に向けた施策が位置
付けられたことを踏まえ、耕作放棄地に関する記載を充実させる等、地区の設定におい
て配慮すべき具体的事項について、
「基準及び運用の解説」に記載した。
（参考資料１
p.39～42）
② 再整備の際に留意すべき事項について
今後の機械化の進展や技術の展開等といった環境の変化に伴って、区画を拡大し再区
画整理を検討する場合の留意事項を「基準の運用」に記載した。
（参考資料１ p.61）
③ 計画提示の考え方について
特に傾斜地においては、事業開始前につぶれ地の大きさや法面段差の形状といった正
確な情報を農業経営体に伝達することが重要である旨を「基準の運用」及び「基準及び
運用の解説」の中で詳述した。
（参考資料１ p.63～64）
④ 土づくりについて
有効土層の保持（表土扱い、土層改良）の方法について、
「基準の運用」及び「基準
及び運用の解説」の中で記載するとともに、有効土層厚に関する様々な指標値や土層改
良を効果的に行うための新工法を「技術書」の中で紹介する。
（参考資料１ p.89～96）
⑤

鳥獣被害防止対策について
鳥獣被害防止の具体的な検討項目について、
「基準及び運用の解説」の中で記
載するとともに、近年の鳥獣害の発生状況や被害の多い鳥獣に対する防除対策
例を「技術書」に記載する。（参考資料１ p.98）
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Ⅳ．土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の
検討スケジュールについて

本日、農業農村整備部会にて調査・ 審議を行っていただき、食
料・農業・農村政策審議会より答申をいただくことを予定してい
る。
答申後は、主として技術書の作成作業を行い、平成 18 年度中に
改定の文章を施行する予定で作業を進めていくこととしたい。
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