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平成１８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１８年度 農業農村整備事業予算 概算決定額
７,６１８億円※（対前年度比９５．８％）
うち「重点４分野」５，９０７億円
※平成17年度予算以降の地域再生基盤強化交付金措置額を含む。

Ⅱ 基本的な考え方
農地・農業用水の確保・有効利用を通じた農業の生産性の向上と食料
供給力の強化や、農地・農業用水・農村環境の保全向上等を通じた農業
・農村の振興を図るため、新たな「食料・農業・農村基本計画」
（平成１
７年３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、ハード整備とソフト施策の連携を更に強
化するなど、引き続き施策の重点化・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１８年度においては、特に、
① 攻めの農業への転換を支援する基盤整備
② 水利ストックの有効活用と農地・水・農村環境の保全向上
③ 快適で美しい魅力ある農村づくり
④ 災害に強い農業・農村づくり
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２００５」（平成１７年６
月閣議決定）等を踏まえ、公共投資の重点化・効率化を図ることとし、
「「活
力ある社会・経済の実現に向けた重点４分野」への施策の集中」、「我が
国の競争力の強化 」、「安全・安心の確保 」、
「地方の自主性・裁量性の拡
大」、
「コストの縮減」等に積極的に取り組む。
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Ⅲ 重点施策の内容
１．攻めの農業への転換を支援する基盤整備
基盤整備を契機として、集落営農の組織化・法人化等へ向けた取組を支
援するなど、担い手の育成・確保や農地の利用集積の更なる促進を図ると
ともに、輸出や地域ブランドの確立に向けた競争力を有する畑産地の育成
を効果的に促進するなど、農業の構造改革を加速化しつつ攻めの農業への
転換を支援する。
（１）集落営農の育成など基盤整備を契機とした担い手の育成・確保や農地
の利用集積の促進
望ましい農業構造の確立に向け、構造改革の立ち遅れている土地利用
型農業において、担い手の育成・確保及び農地の利用集積を促進するた
め、現行の施策に加えて、基盤整備と関連支援施策を一体的に実施する
ことによって集落営農経営を確実に育成する。
主な事業
・経営体育成基盤整備事業【拡充】

８００億円（94.0%）

集落営農育成基盤整備事業

１０億円（皆増）

その他

７９０億円（92.8%）

（２）輸出や地域ブランドの確立など地域の多様な農業戦略の実現に資する
基盤整備やソフト施策の推進
農作物の高付加価値化による輸出や地域ブランドの確立等に向け、国
際競争力をも有する畑産地の育成を効果的に促進するため、既存の基盤
ストックの有効活用・高度利用等に併せ、営農面や産地の体質強化を図
る関連施策を組み合わせて実施する。
主な事業
・元気な地域づくり交付金（非公共）
【拡充】
４１５億円の内数（89.1%）
・戦略的畑地農業振興支援事業（非公共）
【新規】
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１億円（皆増）

２．水利ストックの有効活用と農地・水・農村環境の保全向上
水利ストックの有効活用の観点から農業水利施設の予防的な保全対策に
よる施設の長寿命化を図るとともに、農地・水・農村環境の資源を適切に
保全し、質的な向上を図る施策の導入に向けた実験的な取組を実施し、基
幹から末端に至る一連の農業水利施設等の適正かつ効率的な保全管理を推
進する。
（１）農業水利施設の長寿命化対策など適切な保全管理の推進
一部施設への適用にとどまっている県営造成施設の保全システムを一
般化し、既存の水利ストックに対して網羅的に適用することにより、効
率的に施設機能を確保する仕組みを整備し、予防的な保全対策を通じた
施設の長寿命化を推進するとともに、これら保全管理に関する技術の普
及を図る。
主な事業
・農業水利施設保全対策事業【拡充】
９．０億円（247.9%）
・基幹水利施設管理技術者育成支援事業【拡充】 ２．７億円（ 90.8%）

（２）農地・水・農村環境の保全向上を図る施策の導入
農地・水・農村環境の保全向上を図る施策の平成１９年度からの導入
に向け、農地・水・農村環境の保全向上活動へのモデル的な支援を通じ
て施策の実効性を検証し、併せて地域の実情に対応しうる効率的・効果
的な保全向上手法の確立や保全管理に関する活動の指針等を確定するた
めの調査を実施する。
主な事業
・農地・水・農村環境保全向上活動支援実験事業【新規】
１０．６億円（皆増）
・農地・水・農村環境保全向上手法確立調査【新規】
１．５億円（皆増）
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３．快適で美しい魅力ある農村づくり
農村特有の良好な景観の形成や豊かな自然環境の保全・再生等を促進す
るため、ＮＰＯ等の多様な主体の取組等を支援するとともに、バイオマス
の利活用の推進等を通じた農村の自然循環機能の維持増進や農村の振興を
図るため、必要な技術的支援を行い、地域住民のみならず都市住民にとっ
ても快適で美しい魅力ある農村づくりを推進する。
（１）ＮＰＯ等への直接的な支援による景観形成や自然環境の保全・再生の
促進
国民共通の財産である農村特有の良好な景観の形成や豊かな自然環境
の保全、再生を促進するため、行政主体のみならずＮＰＯ等の多様な主
体を直接的に支援する。また、田園空間博物館の取組により蓄積された
知見を活用し、地域独自の取組による個性的・特徴的な農村空間づくり
を支援するため、人材育成等のソフト施策を実施する。
主な事業
・農村景観・自然環境保全再生パイロット事業（非公共）【新規】
０．８億円（皆増）
・魅力ある田園空間支援事業（非公共）【新規】

０．８億円（皆増）

（２）バイオマスタウン形成支援等を通じた農村の自然循環機能の維持増進
農村の自然循環機能の維持増進を図るため、地域におけるバイオマス
利活用施設整備の検討に必要な技術情報の提供や、利活用計画等の策定
を担う地域の人材育成などの技術的支援を行う。また、農業集落排水施
設に経済的な高度処理手法（処理状況を遠隔監視しリアルタイムな状況
分析に基づき最適操作を行う手法）を導入することにより高度処理の普
及促進に資するため、ハード整備とソフト支援を一体的に実施する。
主な事業
・バイオマスタウン形成促進支援調査事業（非公共）
【新規】
２．０億円（皆増）
・遠隔監視等を活用した高度処理促進事業【新規】 １．３億円（皆増）
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４．災害に強い農業・農村づくり
近年多発している集中豪雨や台風、地震等による災害の未然防止と減災
対策の充実を図るため、ため池改修や防災情報の伝達システムを整備する
ハード整備とハザードマップの整備や防災に対する地域の合意形成・体制
づくりを実施するソフト対策を一体的に実施し、自助、共助、公助のバラ
ンスよい防災力の向上を図り、安全で災害に強い農業・農村づくりを推進
する。
（１）ハード整備とソフト対策の連携強化による防災・減災対策の充実
集中豪雨や台風などによる農地等への災害の未然防止と減災対策を図
るため、ため池改修や湛水防除等の施設整備や防災情報の伝達システム
を整備するハード整備と、ため池決壊や湛水等に係るハザードマップ作
成支援や防災体制の強化等のソフト対策を一体的に実施する。
主な事業
・ため池等整備事業【拡充】

２４７億円（112.2%）

・湛水防除事業

１６２億円（110.7%）

（２）農地等の持つ防災機能の増進による地域の防災対策の強化
水田の洪水貯留機能など農地の有する防災機能や、農村のコミュニテ
ィが有する「共助」の機能を維持増進させるため、農地等のハード整備
と地域の合意形成・体制づくりなどのソフト対策を一体的に実施する。
主な事業
・農地の防災機能増進事業【新規】

１億円（皆増）

（３）石綿の使用実態の把握と必要な対策の推進
石綿に起因する影響を未然に防止するため、農業農村整備事業等にお
いて使用された石綿を含有する製品の利用実態調査、点検、診断等を緊
急的に実施し、必要な対策を講ずる。
主な事業
・特定農業用管水路等特別対策事業【新規】
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７億円（皆増）

Ⅳ 事業の進め方の改革に向けた取組の推進
１．地方の自主性・裁量性の拡大
市町村の裁量を高め自主性を大幅に拡大する観点から、平成１６年度
に創設した「村づくり交付金」の実施を促進。
・村づくり交付金

２５０億円（250%）

省庁の枠を超えた取組として、平成１７年度に創設した「地域再生基
盤強化交付金」について、地域の自主性・裁量性を高める観点から、内
閣府等と連携して取組を更に推進。（予算は内閣府計上）
・道整備交付金（広域農道整備事業が対象事業）

１７０億円（170%）

・汚水処理施設整備交付金（農業集落排水事業が対象事業）
１７０億円（170%）

２．事業の重点化
国と地方の役割分担の明確化等の観点から、事業制度の廃止（新規採
択の取り止め）など、事業の重点化を推進。
（１）事業制度の廃止（新規採択の取り止め）
地域整備関連総合整備事業、地域開発関連基盤整備事業について、平
成１８年度以降の新規採択を取り止め。
（２）農業生産基盤の整備への重点化
農地環境整備事業について、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（１工種廃止）

３．ハードからソフトへの政策手段の転換
「基本方針2005」に即し、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（５２.３億円）し、新たな制度を創設
（公共予算を活用し新たに創設を行った非公共事業）
・戦略的畑地農業振興対策

１４．０億円

・自立的な農村振興対策

３．８億円

・バイオマス利活用推進対策

３．５億円
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・効率化に向けた技術開発・人材育成対策

２９．０億円

・広域連携等産地競争力強化支援（拡充）

２．０億円
計

５２．３億円

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）
事

（単位：百万円、％）
Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 対前年
予 算 額 概算決定額 伸 率
①
②
②／①

項

農業農村整備事業
（うち農村振興局）

795,591
777,073

761,829
744,116

95.8
95.8

（農業生産基盤整備）
１．かんがい排水
うち国営かんがい排水
２．経営体育成基盤整備
３．諸土地改良
うち新農業水利システム保全対策事業
４．畑地帯総合農地整備
５．国営農用地再編整備
６．機構事業
７．その他

451,916
225,618
191,445
85,117
9,058
2,400
51,214
23,128
28,085
29,697

444,537
229,223
197,483
80,010
9,812
3,399
1,060
50,189
19,423
27,457
28,423

98.4
101.6
103.2
94.0
108.3
141.6
皆増
98.0
84.0
97.8
95.7

（農村整備）
８．農道整備
９．農業集落排水
１０．農村総合整備
１１．農村振興整備
うち村づくり交付金
１２．中山間総合整備
１３．その他

219,724
62,538
52,200
14,802
27,303
10,000
49,977
12,904

189,872 86.4
53,127 85.0
37,940 72.7
9,427 63.7
37,695 138.1
25,000 250.0
40,555 81.1
11,128 86.2

（農地等保全管理）
１４．防災保全
（１）直轄地すべり
（２）国営総合農地防災
（３）農地防災
（４）農地保全等
１５．土地改良施設管理
１６．その他

123,950
105,973
2,888
44,060
39,614
19,411
13,599
4,378

127,421
109,413
1,800
44,290
43,159
20,163
13,451
4,557

うち農地･水･農村環境保全向上活動支援実験事業

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：平成17年度予算額及び平成18年度概算決定額には地域再生基盤強化交付金
措置額を含む。
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102.8
103.2
62.3
100.5
109.0
103.9
98.9
104.1

Ⅵ

国営事業等新規着工等地区（概算決定）
区

分

地区数

地

区

【国営事業】
（農林水産省）
調

査
みなみていざんぼりえんがん

かんがい排水

５

南貞山堀沿岸（宮城県）
しんうけどがわ

新請戸川（福島県）
き ぬ が わ ち ゅ う ぶ に き

鬼怒川中部二期（栃木県）
くしびき

櫛挽（埼玉県）
び わ こ と う が ん

琵琶湖東岸（滋賀県）
着

工
わがちゅうぶ

かんがい排水

５

和賀中部（岩手県）
よねざわへいやにき

米沢平野二期（山形県）
しんかわりゅういき

新 川 流 域（新潟県）
しばやまがた

（造成施設整備）

柴山潟（石川県）
やすがわちゅうりゅう

野洲川中流（滋賀県）
（北海道）
調

査
べつかいほくぶ

かんがい排水

２

別海北部
としべつがわさがん

利別川左岸
ぬまた

農用地再編整備

３

沼田
なかしかおい

中鹿追
かみしべつ

上士別
そらちがわ

総合農地防災

１

空知川

全体実施設計
えべつみなみ

かんがい排水
着

１

江別南

３

大野平野

工
おおのへいや

かんがい排水

ぎ

ふ

岐阜
びえいかわ

（造成施設整備）

美瑛川
つるいだいに

総合農地防災

１

鶴居第２

１

宮古伊良部

（沖縄）
調

査
み や こ い ら ぶ

かんがい排水
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名

新たな基本計画に即した農業農村整備の展開
～食料供給力の確保と農村の振興に向けたH18年度予算概算決定の重点事項～

新基本計画の着実な推進（H17.3.25閣議決定）
Ⅰ 食料自給率目標の達成

Ⅱ 農業の持続的発展

［ H27目標 45% ］
・生産性の増大や不測時の食料安全保障の確保を通
じた食料供給力の強化が不可欠
・食料供給力の要素である農地・農業用水・担い
手・技術の確保向上に向けて基盤整備を推進

Ⅲ 農村の振興

・構造改革の加速化に資する基盤整備の推進
・農業水利施設等の適切な更新・保全管理
・バイオマス利活用の推進

・地域資源の保全管理政策の構築
・良好な景観形式など快適で美しい農村づくり
・災害に強い農業・農村づくり

H18の新たな施策展開
１．攻めの農業への転換を支援する基盤整備
農業の持続的発展
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(1)集落営農育成など
の担い手育成対策

(2)輸出や地域ブランド
の確立を支援

２．水利ストックの有効活用と農地･水･農村環境の保全向上
(1)施設の長寿命化対策

(2)農地･水･農村環境の
保全向上施策の導入

・基盤整備を関連支援施策と
一体的に実施することに
よって集落営農経営を確実
に育成

・既存基盤ストックの高度活
用と営農強化のためのソフ
ト施策を組み合わせて実施

・農業水利施設の保全システム
を一般化し、効率的に施設機
能を確保する仕組みを整備

・農地・水・農村環境の保全
向上に係るモデル的な支援、
手法の確立、指針の作成等

・集落営農の組織化・法人化
への取組を加速化

・競争力を有する畑産地の育
成

・予防的な保全対策による施設
の長寿命化を推進

・農業・水・農村環境の資源の
保全向上を図る施策の導入

ハードとソフトの連携強化による施策効果の相乗的発現
３．快適で美しい魅力ある農村づくり
農村の振興

(1)NPOへの直接的な支
援による景観形成等
・景観保全、自然再生活動を
行うＮＰＯ等の多様な主体
を直接的に支援

・景観形成、自然再生活動の
推進及び定着

(2)バイオマスタウン
促進支援
・バイオマス利活用システム
技術情報の提供、経済的な
小規模変換システムの開発、
地域の技術者の育成等

・バイオマスタウンの全国的
展開の加速化

４．災害に強い農業・農村づくり
(1)防災・減災対策の充実

(2)農地防災機能増進対策

・防災情報管理システムやた
め池決壊等に係るハザード
マップの作成を支援

・畦畔の補強・嵩上げなどの
ハード対策と防災に係る地
域の合意形成などのソフト
対策を一体的に実施

・自助、共助、公助による
防災力の向上

・農地や農村の持つ防災機能
の増進

平成１８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）
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１．攻めの農業への転換を支援する基盤整備
○

基盤整備を契機として、集落営農経営を育成するなど、担い手の育成・確保や農地の利
用集積の更なる促進を図るとともに、輸出や地域ブランドの確立に向けた競争力を有する
畑産地の育成を効果的に促進するなど、農業の構造改革を加速化しつつ攻めの農業への転
換を支援。
農地利用を巡る課題
課 題

現 状

○担い手の育成・農地の利用集積の促進

○地域農業の担い手不足、農地の利用
集積速度の鈍化等農業の構造改革の
立ち遅れ
○高品質な農産物の輸出等、農業者や
地域の意欲的な取組が期待

○集落営農の組織化・法人化の加速化
○生産から経営等に至る戦略的な農業経営
をサポートする取組の推進

基盤整備を契機とした集落営農経営の育成と地域の多様な農業戦略の実現
【水

田】
集落営農育成基盤整備事業（新規）

基盤整備を契機とした
集落営農の組織化を支援

連携

法人化計画策定
将来的経営指標の策定
経理の一元化

収穫物の共同出荷
機械の共同利用

農業生産基盤整備

作業の役割分担
規約の作成

集落営農経営の育成

関連支援施策

集落営農の組織化・法人化への取組を加速させるため、基盤整備を関連支援施策と一体的に実施
することによって集落営農経営を確実に育成
地域農業の構造改革を推進

（区画整理、暗渠排水工 等）

リーダーの育成

【畑

地】
戦略的畑地農業振興対策（新規）
都道府県
市町村 等

・基盤整備 （暗きょ排水、畑かん等）
・営農用水施設、ハウス、防風ネット等の整備
・農外企業等多様な主体 による戦略会議の開催
・産地の生産状況等の情報収集 等

全土連
県土連

既存の基盤ストック

有効活用

既存の基盤ストックの有効活用・高度
利用等に併せ、産地の体質強化等を支
援するソフト施策を組み合わせて実施
し、農作物の高付加価値化による輸出
や地域ブランドの確立等を促進

・低コストな畑かんシステムの設計
・EUREPGAP(国際標準)を満たす土壌管理等の指導
・戦略作物に応じた整備仕様等の設定
・新たな営農体系を踏まえた水利使用の精査 等

農業の構造改革を加速化、攻めの農業への転換
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２．水利ストックの有効活用と農地・水・農村環境の保全向上
（１）農業水利施設の長寿命化対策など適切な保全管理の推進
○

一部施設への適用にとどまっている県営造成施設の保全システムを一般化し、既存の水
利ストックに対して網羅的に適用することにより、効率的に施設機能を確保する仕組みを
整備し、予防的な保全対策を通じた施設の長寿命化を推進するとともに、これら保全管理
に関する技術の普及を図る。
農業水利施設を巡る課題
現 状

課 題

○膨大な農業水利ストックの存在

○施設の長寿命化の推進

○耐用年数を迎える施設の増大

○ライフサイクルコストの低減

農業水利施設保全対策事業【拡充】
○ 一部施設への適用にとどまっている県営造成施設の保全システムを一般化し、既存の水利ストック
に対して網羅的に適用することにより、効率的に施設機能を確保する仕組みを整備し、予防的な保全
対策による施設の長寿命化を推進

施設の保全システム
計画の策定

施設状況の調査

施設機能の診断

目視（ひび割れ)

コア採取による強度測定

予防的な保全対策

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂の吹付け

拡充前

拡充後

・一部施設への適用

・網羅的に適用

ダ

ム

頭首工
用水機場
排水路
用水路

保全システム
の一般化

排水機場

：対象施設

基幹水利施設管理技術者育成支援事業【拡充】
○ 基幹水利施設の適正かつ効率的な管理を図るため、管理主体となる土地改良区等の管理技術者に対
して、予防的な保全対策等に関する管理技術について、現地での管理技術指導や研修を実施

農業水利施設の長寿命化、ライフサイクルコストの低減
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（２）農地・水・農村環境の保全向上施策の導入
○

農地・水・農村環境の保全向上を図る施策の平成１９年度からの導入に向け、農地・
水・農村環境の保全向上活動へのモデル的な支援を通じて施策の実効性を検証し、併せて
地域の実情に対応しうる効率的・効果的な保全向上手法の確立や保全管理に関する活動の
指針等を確定するための調査を実施。

農地・農業用水等の資源を巡る課題
現 状

課 題

○農地・農業用水等の資源保全施策を基
本計画に位置付け

○平成19年度からの施策導入に向け、実
効性の検証と手法の確立が必要

○平成17年度から地域の実態把握や保全
向上手法の検討を実施

○施策の必要性について、国民各層の理
解を得ていくことが必要

農地・水・農村環境の保全向上を図る施策の導入
基本的な考え方

支援手法の例

○国民共有の財産である農地・農業用水
等の資源を良好な状態で保全管理

○保全向上活動において取り組むべき活
動指針の策定

○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

○多様な主体が参画する活動組織の設置

○国、地方公共団体、農業者等の適切な
役割分担

○効果の高い保全向上活動への支援

平成１８年度の取組
農地・水・農村環境の保全向上を図る施策の導入に向けた実験的な事業と調査の実施
農地・水・農村環境保全向上
活動支援実験事業（新規）
連携

・実施体制の試行的な構築
・保全向上活動へのモデル的な支援
・実施体制、要件などの施策の実効
性の検証

農地・水・農村環境保全向上
手法確立調査（新規）
・保全向上手法の確立
・活動指針・技術マニュアルの確定
・保全向上活動に係る技術サポート
体制の検討

国民共有の財産である農地・水・農村環境の適切な保全管理と質的な向上
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３．快適で美しい魅力ある農村づくり
○

農村特有の良好な景観の形成や豊かな自然環境の保全・再生等を促進するため、ＮＰ
Ｏ等の多様な主体の取組等を支援するとともに、バイオマスの利活用の推進等を通じた
農村の自然循環機能の維持増進や農村の振興を図るため、必要な技術的支援を行い、地
域住民のみならず都市住民にとっても快適で美しい魅力ある農村づくりを推進。
農村を巡る課題
現 状

課 題

○農村地域の美しい環境や豊かな
自然環境への期待の高まり
○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

○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
○地域の創意工夫に基づく村づくり

・良好な景観形成の促進、農村の豊かな自然環境の保全・再生の推進
・バイオマスの利活用による、農業の自然環境機能の維持増進

地域の個性を活かした美しい村づくり
○農村景観・自然環境保全
再生パイロット事業【新規】

○魅力ある田園空間支援
事業【新規】

ソフト

景観、自然環境、伝統文化等を活かした農村振興の取
組を技術的に支援

公募方式により活動主体となるＮＰＯ等を募集し、農村
景観保全・自然再生活動に
対し直接支援

・魅力ある田園空間マネジメント
ガイダンス策定
・地域リーダー育成
・普及・啓発

・良好な景観保全活動
の支援
・自然再生活動の支援

○バイオマスタウン形成促進
支援調査事業【新規】

ソフト

○遠隔監視等を活用した高度
処理促進事業【新規】

ソフト

ハード＋ソフト

遠隔監視を通じて集落排水施設の高度処理化を進める
地域を支援
遠隔監視による最適運転管理の実施
（ハード）
・高度処理のための簡易な
施設改築
（ソフト）
・技術研修
・高度処理化計画策定等

バイオマスタウン早期実現のための施設整備に係る技術
的支援
・バイオマス利活用システム
技術情報の提供
・経済的な小規模施設の
実証、普及
・地域における人材の育成

管理業者

情報交換

市町村役場

インターネット

汚水処理場

汚水処理場

高度処理の実現

農村景観や自然環境と調和した魅力ある村づくりの推進
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４．災害に強い農業・農村づくり
○

近年多発している集中豪雨や台風、地震等による災害の未然防止と減災対策の充実を
図るため、ため池改修や防災情報の伝達システムを整備するハード整備とハザードマッ
プの整備や防災に対する地域の合意形成・体制づくりを実施するソフト対策を一体的に
実施し、自助、共助、公助のバランスよい防災力の向上を図り、安全で災害に強い農
業・農村づくりを推進。

農業・農村の安全を巡る課題
現 状

課 題

○ 台風や集中豪雨などの激甚な災害が多発
○ 過疎化、高齢化による地域の共助体制
の脆弱化
○ 石綿による健康被害について社会問題化

○防災・減災のための危機管理（ソフト）の強化
○ハードとソフトの連携による効果的、効率的な
防災力の強化
○ 石綿使用実態の把握と必要な対策の推進

農地等の防災・減災対策
ため池等農地災害危機管理対策事業（新規）

ハード

防災情報を管理者や地域住民に
伝達するシステムや危機管理機
能を向上させる施設の整備

ソフト

ため池決壊や湛水等に係るハザード
マップ作成の支援等

・ハザードマップ作成の支援
・ 防災情報管理システムの
整備

危険度０

・危機管理計画・体制の整備

危険度１
危険度２

・ 緊急放流施設等の危機管
理上必要な施設の整備
等
防災情報管理システム

ハザードマップ

農地の防災機能増進事業（新規）

ソフト

上下流域農家の「共助」による
防災活動の支援

ハード

畦畔の嵩上げ等による貯留機能の
増進
畦畔・溝畔の補強状況

・ワークショップ
・広報啓発活動

・畦畔の嵩上げ

・地域防災施設管理
計画策定

・畦畔の補強
等

等

特定農業用管水路等特別対策事業（新規）

ハード

ソフト
石綿を含有する製品の利
用実態調査、点検、診断等
点検・診断状況

土地改良施設（かんがい排水施
設）における石綿（アスベスト）対
策の推進

農地等の防災・減災を図り、災害に強い農業・農村を実現
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劣化した吹付石綿材

