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近年、農村における混住化の進展等農業・農村をめぐる諸情勢の変化の中で、土地改良事業が農

村地域の活性化、国土の保全等に果たす役割は、農業者のみならず、地域社会にとっても極めて大

きなものとなっており、今後とも増大することが見込まれている。 

このような状況に対応して土地改良事業の円滑かつ効果的な推進を図る観点から、平成３年に土

地改良法の一部が改正され、市町村による事業費負担の明確化等の措置が構じられたところである

が、これらの措置による事業の円滑な推進に加え、事業によって造成される土地改良施設の適正な

管理を図ることにより、土地改良事業の地域社会における様々な役割が十全に果たされるように努

めることがますます重要になってきている。 

農村地域における混住化の進展等に対応した農業用用排水施設等の土地改良施設の管理について

は、従来から、土地改良法第56条第２項の規定に基づく土地改良区と関係地方公共団体等との協議

制度等により、その管理の方法、管理費用の分担等についての調整が図られてきたところである。 

この度、この協議制度の一層円滑な推進を図り、もって、土地改良施設の持つ公益的、公共的な

役割に応じた適正な管理を確保するため、別紙のとおり「土地改良法第56条第２項の規定に基づく

協議制度の運用指針」を定めたので、御了知の上、貴管内の土地改良区を的確に指導するとともに、

貴管内市町村等への周知を図られるようお願いする。 

 

 

（別紙） 

 

 

第１ 趣旨 

 

 

土地改良法第56条第２項の規定に基づく協議制度の運用指針 

１ 土地改良区の地区内外における市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い、土

地改良区が管理する土地改良施設については、その管理を通じ、安定した農業生産の維持・向

上に寄与するにとどまらず、農村の活性化、地域の防災、環境保全等に寄与するなど地域にお

ける重要な社会的資産として、その役割は多様化、総合化してきている。特に農業用用排水施

設については、農業用水の供給はもとより、水辺空間の創出、非常時の排水等に大きな役割を

果たしている。また、排水施設は、農用地の排水を主体としているものの、結果として非農用

地を含めた地域全体の排水強化にも大きな役割を果たしているところであり、最近における全

国的な農村地域への都市的施設の進出、農家の生活様式の変化等に伴い、このような土地改良 



施設の公益的、公共的役割はますます増大している。 

２ したがって、今後、土地改良区は、土地改良施設の維持管理に当たって、農業経営の規模拡

大、中核的な担い手の育成等農業構造の改善を一層促進することに十分配慮し、農業生産を維

持・向上するという施設本来の機能の保全に主体を置きながら、さらに、地域の居住環境の保

全に留意し、住民の生命及び財産を守るという観点や都市住民の農業・農村に対する高いニー

ズに対応して農村の緑や水辺の景観の維持や自然環境保全にも寄与していくという観点に立っ

た管理が必要である。 

３ このような新たな観点からの施設管理は、地方公共団体等の事業と密接な関連を有しており、

土地改良施設の管理に関し、関係地方公共団体等の協力を得て適正な管理を実現していくこと

が肝要である。 

４ このため、土地改良法（昭和24年法律第195号。以下「法」という｡）第56条第２項の規定に

基づく協議制度の積極的かつ適正な活用を図るための運用指針を定めることとする。 

第２ 協議の対象施設 

１ 本協議制度の対象となる施設は、土地改良区が土地改良事業計画（維持管理計画）を定めて

自ら管理している土地改良施設（土地改良区が委託を受けて管理しているものを含む。以下同

じ｡）であって、市街化の進展等社会的経済的諸条件の変化に伴って、その土地改良施設とし   

ての本来の用途又は目的を妨げない限度において他の施設の用に兼ねて供することが適当であ

ると認められる施設（以下「協議対象施設」という｡）とする。 

２ １において、土地改良施設以外の施設（以下「他用途施設」という｡）の用に兼ねて供する

場合とは、以下に掲げるような場合をいう。 

(1) 市街化の進展等の他動的要因により雨水、生活雑廃水等を排出する下水道施設等に兼

用する場合 

(2) 特定の事業場廃水の排出施設又は特定の集合住宅の浄化槽廃水の排出施設に兼用する

場合 

(3) 農業用道路等を一般の交通の用に供する道路に兼用する場合 

(4) 地域住民の生活環境の改善、災害防止等に役立つ社会的資産として以下に掲げるよう

な施設に兼用する場合 

① 地域住民のレクリエーションの目的のため水辺空間の環境整備事業等によって造成され

る親水護岸、親水公園、遊水施設等 

② 農業用用排水路の暗きょ化等により設置される駐輪場、駐車場、公園等の高度利用施設 

③ 宅地等の湛水被害防止等の目的で利用される排水機場等の防災施設 

第３ 協議の相手方 

協議対象施設を管理している土地改良区が協議を行う相手方は、当該施設を他用途施設の用

に兼ねて供することによってもたらされる他用途施設としての便益を受ける関係地方公共団  

体、関係事業者その他の関係者とする。 

第４ 協議の内容 

土地改良区が協議を求めることができる事項は、①土地改良施設を他用途施設の用に兼ねて 



供すること、②その兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、③その管理に

要する費用の分担、④その他必要な事項とされているが、その具体的な内容についてはそれぞ

れ以下のとおりとする。 

(1) 管理の方法について 

管理の方法については、協議対象施設周辺の市街化の状況、当該施設の他用途施設として   

の兼用の程度、関係組合員の意向その他地域の実情に即して、管理業務の実施方法その他必   

要な事項について、別紙１の別添の「管理実施計画書」の例を参考にして定めるものとする。   

この管理の方法については、土地改良施設を他用途施設の用に兼ねて供する場合の管理の   

方法であることから、いずれの施設としての機能も十分に発揮されるよう留意しなければな 

らないものとする。 

また、協議対象施設の全部又は一部を協議の相手方に移管する場合又は協議の相手方との

共同管理とする場合にあっては、土地改良区の管理対象施設からの除外等を行うために法第 

48条の規定に基づく土地改良事業計画の変更等を要することとなるものであるから、関係者

間で十分協議調整を行った上で、速やかに、所要の手続をとるものとする。 

(2) 管理に要する費用の分担について 

管理費用の分担については、別紙２に掲げるような方法によって費用の分担割合を定め、

これに基づいて協議対象施設に係る管理費用のうち他用途施設としての利用に対応する部分

を算定することが適当である。 

この場合、協議対象施設に係る管理費用の額が当該施設の種類、態様、規模等に照らして、

適正なものとなるように、当該施設の管理方法等を含めて協議調整することが望ましい。 

なお、維持管理費に対し、国、都道府県等から補助金が交付されている場合には、当該施

設の管理費用の額から当該補助金の額を控除するものとする。 

(3) その他必要な事項について 

その他必要な事項については、協議対象施設の管理の方法及び管理費用の分担に関する事

項以外の事項で、第１の趣旨を踏まえてその適正な管理を確保するために土地改良区又は協

議の相手方が実施することが必要と認められる事項（例えば、周辺の集落排水の処理施設の

整備等）を必要に応じて定めるものとする。 

第５ 協議の手続 

１ 土地改良区における手続 

土地改良区が協議を行うに当たっては、あらかじめ当該土地改良区の理事会においてその旨

の決定を行うものとする。 

なお、協議が調った場合において土地改良区の新たな負担となる契約の締結、土地改良施設

の移管等を行うこととする場合には、法第30条第１項各号に掲げる事項、法第48条の規定に基

づく土地改良事業計画の変更等について総会の議決を経る必要があるので、協議の円滑な実施

を図るために、あらかじめ総会に諮ることが望ましい。 

２ 管理委託者の同意等 



協議対象施設が、土地改良区が委託を受けて管理しているものである場合には、当該土地改

良区は、あらかじめ、委託者の同意（委託者が国又は地方公共団体である場合には、その承認） 

を得ておく必要がある。 

３ 協議の要請 

土地改良区が協議を求めるときには、その相手方に対して、協議対象施設、協議が必要とな

った理由及び協議しようとする内容を文書で示すとともに、必要と認められる資料を添付して、

これを行うものとする（参考１参照）。 

この場合において、協議対象施設に係る管理の方法又は管理に要する費用の分担について協

議を求めるときには、第４の(1)及び(2)に記した指針を踏まえて、当該施設を他用途施設の用

に兼ねて供する場合の管理業務の実施方法、あるいは管理費用の分担割合の算定方法等の案を

それぞれ具体的に記載して、これを協議の相手方に対して提示するものとする。 

なお、土地改良区は、協議の相手方から協議内容に関し、必要な資料の提示を求められた場

合には、これに応じるよう努めなければならないものとする。 

４ 協定の締結等 

(1)  土地改良区と協議の相手方は、当該協議が調ったときには、その内容に従って遅滞な

く協定を締結するものとする。 

(2)  協議対象施設が土地改良区が委託を受けて管理しているものである場合には、当該土

地改良区は協定を締結する前に、調った協議内容について管理を委託した者に協議する

ものとする。 

なお、当該施設の全部又は一部を協議の相手方に移管する場合又は協議の相手方との共同

管理とする場合その他必要な場合には、管理委託者を当事者として管理委託に係る協定の変

更又は解除の手続を経る必要がある。 

第６ 協議会の設置等 

１ 土地改良施設が地域における社会的資産として、地域住民の居住環境の保全にも配慮した適

正な管理が行われるよう、その管理の方法等について関係者の連絡調整を密にするため、地域

の実情に応じ、協議会を設置するものとする。 

２ 協議会は、土地改良区の役職員、他用途施設としての便益を直接受ける者、地方公共団体の

職員、当該土地改良施設に係る集落を代表する者その他の者をもって構成するものとする。 

３ 協議会の円滑かつ適正な運営を図るため、その設置に当たっては、あらかじめ次に掲げる事

項を定めるものとする（参考２参照）。 

(1) 目的 

(2) 名称 

(3) 協議会の行う事業に関する事項 

(4) 協議会の組織に関する事項 

(5) 協議会の運営方法に関する事項 

(6) 協議会の運営経費に関する事項 



(7) その他必要な事項 

第７ 都道府県の指導 

都道府県は、土地改良施設の有する公益的、公共的役割の増加に対応して、土地改良施設が

地域における社会的資産として適正に管理されるよう土地改良区を指導するとともに、本協議

制度の活用が必要と認められる場合には、第６の協議会の設置の助言その他本制度の円滑な運

用につき、積極的な指導、調整に努めるものとする。 

第８ 報告 

土地改良区は、第５により協議が調った場合には、協定書の写しを２部添付して、速やかに

その旨を都道府県知事に報告するものとする。 

第９ その他 

土地改良区は、し尿浄化槽からの排出等につき既に施設使用料等として金銭を徴収している

場合において、さらに法第56条第２項の規定に基づき市町村等に管理費用の分担を求めようと

するときには、二重の負担を求めることにならないよう所要の調整を行わなければならないも

のとする。 



（別紙１） 

土地改良施設管理協定書（記載例） 

○○○○（以下「甲」という｡）と○○土地改良区（以下「乙」という｡）は、乙が管理する土地

改良施設の管理の方法及び費用の分担等について、下記のとおり協定する。 

記 

（趣旨） 

第１条 市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い、次条に掲げる土地改良施設を土

地改良施設以外の施設の用に供することとなる状況から、土地改良法第56条第２項に基づき、当

該施設の管理の方法、費用の分担等について定めるものとする。 

（協定対象施設） 

第２条 本協定の対象となる土地改良施設は次のとおりとする。 

 

施 設 名 
 所 在 規模・構造 数 量 協定に係る施設の範囲 備 考 

 

 

○○排水機場 

○○幹線排水路 

 

○○支線排水路 

 

 

○○県○○市○○大字○○ 

○○県○○市○○大字○○ 

～○○市○○大字○○ 

○○県○○市○○大字○○ 

～○○市○○大字○○ 

 

○○ポンプ、○m/m  

開渠（○○○○） 

全幅○○ｍ～○○ｍ 

開渠（○○○○）   

全幅○○ｍ～○○ｍ 

 

○台 

Ｌ＝○○○ｍ 

 

Ｌ＝○○ｍ 

 

左の全部 

○○県○○市○○大字○○ 

～○○市○○大字○○ 

○○県○○市○○大字○○ 

～○○市○○大字○○ 

 

（協定対象施設の管理の方法） 

第３条 協定対象施設の管理は、乙の定める維持管理計画書及び別に定める管理実施計画書に定め

られた方法に従って乙が行うものとする。 

（管理費の分担） 

第４条 協定対象施設の管理に必要な費用（以下「管理費」という｡）は、第２項及び第３項の定  

めるところにより甲及び乙が負担するものとする。 

２ 管理費（次項に規定する費用を除く。）の負担割合は、協定対象施設に流入する農業用の用排   

水とその他の用排水の流量割合とし、その割合は甲○○％、乙○○％とする。 

【備考】 

別紙２の「管理費用の額の分担割合の算定方法」の２により管理費用の分担を定める場合には、

本項を次のように改めること。 

２ 管理費（次項に規定する費用を除く。）の負担割合は、協定対象施設の造成を行う事業に対   

応する事業に係る標準的な費用負担の割合とし、その割合は甲○○％、乙○○％とする。 

３ 協定対象施設に係る安全施設の設置及びその管理並びに事故防止活動に要する費用について

は、甲の負担とする。 

（協定対象施設の予算額の決定） 

第５条 乙は、毎年度、前条の規定により負担する管理費の予算額を定めるものとし、この場合、

乙は当該予算年度の前年度中にあらかじめ甲に協議するものとする。 

第６条 甲は、前２条の規定により甲の負担すべきこととなる管理費を乙の発行する納入告知書に 



より○○月○○日までに乙に納入するものとする。 

２  乙は、前項の納入告知をするに当たっては、当該年度の管理費の予算額をもって行うものと

し、翌年度の納入期において当該管理費の決算額に基づき精算するものとする。 

３ 乙は、当該年度の管理費の決算額を翌年度の○○月○○日までに甲に通知するものとする。 

【備考】 

本条の規定は、甲の財務規程の内容に応じて適宜改める必要がある。 

（協定対象施設の工事等） 

第７条 協定対象施設の改良又は災害復旧工事を実施する必要がある場合には、その都度甲及び乙

が協議して工事の計画、費用負担の割合その他必要な事項を定めるものとする。 

（疑義の決定） 

第８条 本協定において定められた事項につき疑義が生じたとき又は本協定を変更する必要が生じ

たときは、その都度甲及び乙が協議するものとする。 

 

本協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ１通を保存するものとする。 

 

年 月 日 

甲 住所 ○○県○○市○○大字○○ 

○○○○ 氏 名  

乙 住所 ○○県○○市○○大字○○ 

○○土地改良区理事長 氏 名  



（別添） 

管理実施計画書 

 

 

第１ 目的 

市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い、土地改良施設が当該施設以外の用

に供することが適当であることにかんがみ、土地改良施設としての機能の維持・保全を図ると

ともに、地域の防災、居住環境の保全等にも寄与した適正な管理を図ることを目的とする。 

第２ 管理業務の内容 

(1) 施設の点検及び整備補修に関する事項 

(2) 水路等の草刈り、浚渫等に関する事項 

(3) 水質の保全に関する事項 

(4) 施設周辺の環境整備に関する事項 

(5) 広報・啓もう活動に関する事項 

(6) その他必要な事項 

（注）地域の実態に即し、各事項について、その実施主体、実施時期、実施回数等を具体的に

記載する。 

第３ 水質の基準等 

第４ 緊急時の措置 

（注）かんばつ、洪水時等における施設の操作、運転の方法、廃水を排出する者への必要な措置

等を具体的に記載する。 

第５ その他 



（別紙２） 

管理費用の額の分担割合の算定方法 

１．(2)以外の管理費用は次の(1)により分担割合を算定し、分担するものとし、(2)の管理費用は   

協議の相手方が分担する。 

(1)  土地改良施設としての利用と他用途施設としての利用の割合を次に掲げるような一定の

指標によって明らかにし、当該施設がもたらす土地改良施設としての便益及び他用途施設

としての便益の態様を考慮しつつ管理費用の分担割合を算定する方法 

① 水路、排水機場等に係る農業用の用排水及び非農業用の用排水の流量割合 

② 道路等に係る農業用の利用及び非農業用の利用の通行量割合 

③ 当該施設に係る農用地と非農用地の面積割合 

④ 当該施設のそれぞれの用に供する期間割合 

(2) 専ら他用途施設の用に供するため必要となる費用 

① 都市排水等他用途施設との兼用により必要となる水質検査に要する費用 

② 水路、堤防等を一般道路に利用する場合の安全施設の設置及びその管理に要する 費用 

③ 土地改良施設を親水公園等生活環境施設として活用する場合の安全施設の設置及 びその

管理並びに事故防止活動(パトロール、ビラ配布等)に要する費用 

④ その他 

２．なお、市町村との協議に当たっては、１の(1)に代えて、｢土地改良事業における地方公共団体

の負担割合の指針について｣(平成３年５月31日付け３構改Ｄ第389号農林水産省構造改善局長通

達)により定められた地方公共団体の標準的な費用負担の割合のうち、協議対象施設の造成を行

う事業に対応する事業に係る標準的な費用負担の割合に基づいて市町村と土地改良区が負担する

割合を参考としつつ、協議対象施設に係る個別具体的な事情を勘案して妥当な管理費用の分担割

合を算定し、分担することができる。 

（管理費用の分担割合の算定例） 

協議対象施設の造成を行う 

事業に対応する事業 

上記通達に示された標準的

な費用負担割合 

左に基づく管理費用の分

担割合 

 

備考（算定方法） 

県営かんがい排水事業 

（一般、農林水産省） 

市町村10％ 

（土地改良区15％) 

市町村40％ 

土地改良区60％ 

 

10：15＝40：60 

国営かんがい排水事業 

（一般、農林水産省） 

市町村8％ 

（土地改良区12％) 

市町村40％ 

土地改良区60％ 

 

8：12＝40：60 

 
 

 

 

 

 

（参考１） 

年 月 日 

 

 

○○ ○○ 殿 



住所 ○○県○○市○○大字○○ 

○○土地改良区 

氏名 理事長 ○○○○   

土地改良法第56条第２項に基づく協議について 

○○土地改良区が管理する土地改良施設について、土地改良法第56条第２項に基づき、下記事項

を付して協議いたします。 

記 

１．協議対象施設 

 

 

２．協議が必要となった理由 

 

 

３．協議しようとする内容（管理の方法、管理に要する費用の分担等） 

 

 

４．参考資料 



（参考２） 

 

 

○○地域土地改良施設管理連絡協議会規約（記載例） 

 

 

（目的） 

第１条  本会は、○○土地改良区が管理する土地改良施設において、市街化の進展その他の社会

的、経済的諸条件の変化に伴い、当該施設を土地改良施設以外の施設の用に兼ねて供する状況が

進行していることにかんがみ、当該施設の管理に関して関係団体及び関係者が連絡調整し、管理

方法、管理費の分担方法等を検討することにより、管理の適正化を図ることを目的とする。 

（名称） 

第２条 本会は、○○地域土地改良施設管理連絡協議会（以下「協議会」という｡）と称し、事務  

局を○○土地改良区に置く。 

（事業） 

第３条 本会は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 土地改良施設の適正な管理の方法、費用負担の方法等についての検討 

(2)   土地改良施設に係る農業用用排水の水質の保全のためのゴミ投棄等の防止、ゴミの除

去その他の対策の検討 

(3) 土地改良施設の安全対策及び高度利用の方策の検討 

(4) 土地改良施設の役割と地域に与える効用の啓もう普及 

(5) その他土地改良施設の適正な管理を図る上で必要な事項についての連絡調整 

（組織） 

第４条 本会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 土地改良区の役職員 

(2) 施設管理の効果を直接受益する事業者 

(3) 市町村の職員 

(4) 都道府県の職員 

(5) 土地改良区の組合員又は総代から選出された者 

(6) 集落（自治会組織）代表 

（役員） 

第５条 本会に会長及び副会長並びに監事若干名を置く。 

２ 会長は土地改良区の理事長とし、副会長、監事は会長が指名する。 

３  会長は、本会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行す   

る。 

(会議運営) 

第６条 本会の会議は、会長が必要に応じ開催する。 

２ 会議の議長は、会長とする。 



(経費) 

第７条 本会の運営に要する経費に関する事項は、別に定める。 

(事業年度) 

第８条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

(その他) 

第９条 この規約に定めるもののほか、必要ある事項は協議して別に定める。

附 則 

この規約は、 年 月 日から施行する。 


