
別紙１（農地整備事業に係る運用）

第１ 定義

この運用において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

１ 農業生産法人等 農業生産法人（農地法（昭和27年法律第229号）第２条第３

項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)及び特定農業法人（農業経営基

盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第23条第４項に規定する特定農業法人をい

う。以下同じ。)をいう。

２ 経営等農用地 所有権若しくは利用権（農業経営基盤強化促進法第４条第４項

第１号の利用権をいう。以下同じ。）等の権原に基づき、又は農作業受託（基幹

ほ場３作業の受託を行っているものをいう。）により集積された農用地をいう。

３ 担い手 次に定める基準を満たす農業者又は農業者の組織する団体をいう。な

お、それぞれの地域の実情を勘案できるものとする。

(1) 農業者(農業生産法人を含む。)の場合

認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第１項の認定を受けた者をいう。

以下同じ。)であること又は以下に掲げるすべての要件を備えていること。

ア 専ら若しくは主としてその農業経営に従事すると認められる16歳以上の農

業従事者がいるものであること又は後継者が近く農業に従事する見込みがあ

ると認められること(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員の中

に当該農業従事者がいるものであること)。

イ その者が現に農業経営者として農業に従事しているか、新規就農希望者(農

業後継者を含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、

かつ、農業によって自立しようとする意欲と必要な知識及び技術を有すると

認められること。

ウ 生産基盤整備事業等（別表の区分の欄の１から３までの事業をいう。以下

同じ。）の完了時における経営等農用地の面積(農業生産法人にあっては、経

営等農用地の面積をその常時従事者たる構成員の数で除して算出した面積)

が、おおむね3.5ヘクタール（露地野菜単一経営、果樹単一経営及び施設園

芸単一経営にあっては作物ごとに市町村長が都道府県知事(以下「知事」と

いう。)と協議して定める面積、北海道にあっては北海道知事があらかじめ

農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局長」という。）の意見を聴いて

地域ごとに定める面積)を超えていること。

なお、この基準の適用が困難な地域にあっては、市町村長が知事と協議し

てこの基準と異なる面積とすることができるが、この協議に際して知事はあ

らかじめ地方農政局長等(北海道にあっては農村振興局長。以下同じ。）の意

見を聴くものとする。

エ 事業実施地区に係る第５の１により市町村が作成する基盤整備関連経営体

育成等促進計画（以下「促進計画」という。）又は第５の２により市町村が



作成する農業農村活性化計画（以下「活性化計画」という。）の目標年度ま

でに認定農業者となることが確実と見込まれること。

なお、促進計画及び活性化計画の目標年度は、生産基盤整備事業等の完了

予定年度の５年後までのいずれかの年度とすることを原則とし、対象事業の

進捗状況に応じて変更することができるものとする。

(2) 生産組織の場合

以下に掲げるすべての要件を備えていること。

ア 農業者の組織であり、その構成員の加入脱退にかかわらず、同一の目的を

有する組織体として存続し、代表者、組織の運営、機械・施設の管理利用、

受託料金等に関する規約を定めているものであること。

イ 主たる従事者の中に、(1)のア及びイの要件を満たす者がいること。また、

生産基盤整備事業等の完了時において、基幹ほ場３作業についてそれぞれの

オペレーターの作業面積（生産組織における受託以外で自らの所有権等に基

づき農作業を行っている場合には、当該作業面積を含む。）が(1)のウに定め

る基準を超えていること。

ウ 促進計画又は活性化計画の目標年度までに法人となり認定農業者となるこ

とが確実と見込まれること。

(3) 集落営農の場合

特定農業団体(農業経営基盤強化促進法第23条第４項に定める特定農業団体

をいう。以下同じ。)又は以下に掲げるすべての要件を満たす組織（以下「特

定農業団体等」という。）であることが確実と見込まれること。

ア 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関

する事項、総会の議決事項等が定められている定款又は規約を有しているこ

と。

イ その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農

業生産法人となることに関する計画であって、以下に掲げる基準に適合する

ものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。

(ｱ) 農業生産法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、当

該計画の策定の日（以下「計画策定日」という。）から起算して５年を経

過する日前であること。

(ｲ) 当該団体が農業生産法人となるために実施する事項及びその実施時期が

定められていること。

(ｳ) 当該団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額（以下「目標農業所

得額」という。）が定められており、かつ、その額が、事業実施地区に係

る市町村の農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想（以

下「市町村基本構想」という。）において農業経営基盤の強化の促進に関

する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。

(ｴ) 当該団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指

標が定められており、かつ、その内容が、市町村基本構想で定められた効



率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。

ウ その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること。

エ その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。

オ 市町村基本構想において定められた農用地利用改善事業の実施の単位とし

て適当であると認められる区域の基準に適合する区域における農用地の利用

の集積の目標（計画策定日から起算して５年を経過する日前に、当該区域内

の農用地の面積の３分の２以上（当該団体が、当該区域内の生産調整面積の

過半について主な基幹作業（水稲については耕起・代かき、田植え及び稲刈

り・脱穀、麦及び大豆については耕起・整地、播種及び収穫、その他の品目

についてはこれらに準ずる農作業をいう。）の委託を受ける場合にあっては、

２分の１以上）の利用の集積を行うことを内容とするものに限る。）が定め

られており、かつ、その達成が確実と見込まれること。

(4) 法人（農業生産法人を除く。)の場合

促進計画又は活性化計画の目標年度において認定農業者となることが確実と

見込まれるものとして市町村長が認定する者であること。

(5) その他担い手として育成すべきであると市町村長が認めた者であること。

４ 高度経営体 次に定めるいずれかの基準を満たす農業者又は農業者の組織する

団体をいう。

(1) 一定規模（都府県にあっては４ヘクタール、北海道にあっては10ヘクタール）

以上の経営等農用地を集積するとともに、対象農地を農地として利用し、かつ、

国が定める環境規範を遵守する認定農業者

(2) 市町村基本構想の目標所得水準の過半の農業所得を確保するとともに、対象

農地を農地として利用し、かつ、国が定める環境規範を遵守する認定農業者

(3) 特定農業団体等であって、７ヘクタール（中山間地域等直接支払交付金実施

要領（平成12年４月１日付け12構改Ｂ第38号農林水産事務次官依命通知）第４

の１に規定する地域にあっては、４ヘクタール）以上の経営等農用地を集積す

る者

(4) 品目別経営安定対策の対象者

(5) その他市町村長が特に認める担い手

５ 特定高度経営体 ４の高度経営体であって、かつ、以下の要件を満たすものと

する。

(1) 家族農業経営（世帯単位で農業を行う者及び法人化して農業を行う者のうち

一戸一法人をいう。）にあっては、事業実施地区外も含めた経営等農用地の面

積が10ヘクタール以上のもの

(2) 法人経営（一戸一法人を除く。）及び集落営農経営にあっては、事業実施地

区外も含めた経営等農用地の面積が25ヘクタール以上のもの

第２ 事業実施主体

１ 本事業は、２及び３の場合を除き、都道府県が事業実施主体となり実施するも



のとする。

２ 調査・調整事業（別表の区分の欄の４の事業の事業種類の欄の(1)のイの調査

・調整事業をいう。以下同じ。）については、市町村、土地改良区、農業協同組

合又は農業生産法人等（生産基盤整備事業等の完了までに農業生産法人等となる

ことが確実と見込まれる農業者又は農業者の組織する団体を含む。）のいずれか

に実施させることができるものとする。

３ 農業経営高度化促進事業（別表の区分の欄の４の事業の事業種類の欄の(2)の

農業経営高度化促進事業をいう。以下同じ。）及び耕地利用高度化推進事業（別

表の区分の欄の４の事業の事業種類の欄の(3)の耕地利用高度化推進事業をいう。

以下同じ。）については、市町村に実施させることができるものとする。

第３ 事業内容

効率的かつ安定的な農業経営を確保するため、水田地帯及び畑地帯の地域農業の展

開方向及び生産基盤の状況等を勘案し、必要な生産基盤及び営農環境の整備と経営体

の育成・支援を一体的に実施する以下の事業

１ 経営体育成型

(1) 生産基盤整備事業（別表の区分の欄の１の農業生産基盤整備事業をいう。以

下同じ。）の事業種類の欄の(4)又は(5)に掲げるものを実施するもの

(2) 生産基盤整備事業の事業種類の欄の(1)から(5)までに掲げるもののうち２以

上を総合的に実施するもの

(3) (1)又は(2)の生産基盤整備事業と別表の区分の欄の２から４までの事業の事

業種類の欄に掲げる事業のうち当該生産基盤整備事業と密接な関連のあるもの

とを併せて一体的に実施するもの

２ 畑地帯担い手育成型

(1) 生産基盤整備事業の事業種類の欄の(1)、(2)及び(5)に掲げるもののうち１

以上を実施するもの

(2) (1)の事業と生産基盤整備事業の事業種類の欄の(3)、(4)、(6)、(7)及び(8)

に掲げるもの並びに別表の区分の欄の２から４までの事業の事業種類の欄に掲

げる事業のうち当該事業と密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する

もの

３ 畑地帯担い手支援型

(1) 生産基盤整備事業の事業種類の欄の(1)、(2)及び(5)に掲げるもののうち１

以上を実施するもの

(2) (1)の事業と生産基盤整備事業の事業種類の欄の(3)、(4)、(6)、(7)及び(8)

に掲げるもの並びに別表の区分の欄の２から３までの事業の事業種類の欄に掲

げる事業のうち当該事業と密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する

もの

(3) 生産基盤整備事業の事業種類の欄の(1)のうち畑地かんがいを目的とした農

業用の用水施設について緊急に必要な補強工事のみを行う事業（以下「単独施



設整備」という。)

(4) 以下のア又はイのいずれかを行う事業（以下「単独土層改良」という。）

ア 生産基盤整備事業の事業種類の欄の(3)、(4)及び(6)、別表の区分の欄の

２の事業の事業種類の欄の(1)に掲げる事業並びにこれを補完するための生

産基盤整備事業の事業種類の欄の(8)に掲げる事業、別表の区分の欄の２の

事業の事業種類の欄の(3)に掲げる事業、同表の区分の欄の３の事業の事業

種類の欄の(4)に掲げる事業

イ 生産基盤整備事業の事業種類の欄の(4)に掲げる事業のうち暗渠の新設若

しくは変更と一体的に行われる同欄の(1)に掲げる事業のうち排水施設に係

る事業を総合的に実施する事業

(5) 別表の区分の欄の３の事業の事業種類の欄の(8)に掲げる事業のみを行う事

業（以下「単独営農用水」という。）

第４ 事業の実施要件

１ 経営体育成型

(1) 生産基盤整備事業の事業種類の欄の(1)から(5)までに掲げるものの受益面積

の合計がおおむね20ヘクタール以上であること。

(2) アからウまでのいずれかの要件を満たすこと。

ア 以下の要件をすべて満たすこと。

(ｱ) 生産基盤整備事業等の完了時において、①又は②のいずれかを満たすこ

とが確実と見込まれること。ただし、本事業に係る担い手に第１の３の(3)

に定めるもの（集落営農の場合）が含まれる地区で行われる事業で、①又

は②の要件を満たさないと見込まれることがやむを得ない場合を除く。

① 事業実施地区において、認定農業者数の全農家戸数に占める割合が、

当該地区に係る市町村、農業協同組合、農業委員会等の関係機関団体が

協議して定める担い手の育成・確保に係る目標以上となること。

② 事業実施地区において、認定農業者数が事業開始時(別表の区分の欄

の４の事業の事業種類の欄の(1)の事業（以下「高度土地利用調整事業」

という。)を生産基盤整備事業等の開始年度以前に先行して実施してい

る場合にあっては､当該高度土地利用調整事業の開始時。以下同じ。)に

比べ30％以上増加すること。

(ｲ) 生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める担

い手の経営等農用地面積の割合(以下「担い手農地利用集積率」という。)

が、以下のとおり増加することが確実と見込まれること。

① 事業開始時における担い手農地利用集積率が20％未満である場合にあ

っては、これが30％以上となること。

② 事業開始時における担い手農地利用集積率が20％以上50％未満である

場合にあっては、これが10パーセントポイント以上増加すること。

③ 事業開始時における担い手農地利用集積率が50％以上55％未満である



場合にあっては、これが60％以上となること。

④ 事業開始時における担い手農地利用集積率が55％以上90％未満である

場合にあっては、これが５パーセントポイント以上増加すること。

⑤ 事業開始時における担い手農地利用集積率が90％以上95％未満である

場合にあっては、これが95％以上となること。

⑥ 事業開始時における担い手農地利用集積率が95％以上である場合にあ

っては、事業の実施により、これらの担い手への利用集積が図られるこ

と。

イ 生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める担い

手の経営等農用地のうち、別に定める集積団地要件を満たす農用地面積（以

下「担い手農地面的集積面積」という。）の割合(以下「担い手農地面的集積

率」という。)が、以下のとおり増加することが確実と見込まれること。

(ｱ) 事業開始時における担い手農地面的集積率が13％未満である場合にあっ

ては、これが20％以上となること。

(ｲ) 事業開始時における担い手農地面的集積率が13％以上35％未満である場

合にあっては、これが７パーセントポイント以上増加すること。

(ｳ) 事業開始時における担い手農地面的集積率が35％以上38.5％未満である

場合にあっては、これが42％以上となること。

(ｴ) 事業開始時における担い手農地面的集積率が38.5％以上63％未満である

場合にあっては、これが3.5パーセントポイント以上増加すること。

(ｵ) 事業開始時における担い手農地面的集積率が63％以上66.5％未満である

場合にあっては、これが66.5％以上となること。

(ｶ) 事業開始時における担い手農地面的集積率が66.5％以上である場合にあ

っては、事業の実施により、これらの担い手への面的集積が図られること。

ウ 以下の要件をすべて満たすこと。

(ｱ) 事業完了時点において、以下のいずれかを満たす農業生産法人等が育成

されることが確実と見込まれること。

① 農業生産法人が存在しない地区

事業開始時に農業生産法人が設立されていない地区においては、生産

基盤整備事業等の完了時において、農業者戸別所得補償制度実施要綱（平

成 22年経営第 7133号）第７に基づき交付金の交付を受ける農業者（以

下「農業者戸別所得補償制度の加入者」という。）となる農業生産法人

が設立されることが確実と見込まれること。

② 農業生産法人が存在する地区

事業開始時に特定農業法人以外の農業生産法人が設立されている地区

においては、生産基盤整備事業等の完了時において、当該農業生産法人

が特定農業法人として農業経営基盤強化促進法第23条第７項に基づく農

用地利用規程に定められることが確実と見込まれるとともに、農業者戸

別所得補償制度の加入者となることが確実と見込まれること。



(ｲ) 生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占める(ｱ)

の要件を満たす農業生産法人等の経営等農用地面積の割合が、30％以上と

なることが確実と見込まれること。

(3) 農業経営高度化支援事業（別表の区分の欄の４の農業経営高度化支援事業を

いう。以下同じ。）を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

ア 高度経営体集積促進事業（別表の区分の欄の４の事業の事業種類の欄の(2)

のアの高度経営体集積促進事業をいう。以下同じ。）を行う場合にあっては、

事業開始時における当該事業の受益面積から担い手の経営等農用地の面積を

除いた面積に対する、事業開始時から促進計画に定める目標年度までに増加

する高度経営体の経営等農用地の面積の割合（以下「高度経営体集積向上率」

という。）が20％以上となることとする。

イ 特定高度経営体集積促進事業（別表の区分の欄の４の事業の事業種類の欄

の(2)のイの特定高度経営体集積促進事業をいう。以下同じ。）を行う場合に

あっては、当該事業の受益面積に占める促進計画に定める目標年度における

特定高度経営体の経営等農用地の面積の割合（以下「特定高度経営体集積率」

という。）が20％以上となることとする。

ウ 高度経営体面的集積促進事業（別表の区分の欄の４の事業の事業種類の欄

の(2)のウの高度経営体面的集積促進事業をいう。以下同じ。）を行う場合に

あっては、事業開始時における当該事業の受益面積から担い手農地面的集積

面積を除いた面積に対する、事業開始時から促進計画に定める目標年度まで

に増加する高度経営体の経営等農用地のうち、集積団地要件を満たす農用地

の面積の割合（以下「高度経営体面的集積向上率」という。）が15％以上と

なることとする。

エ 農業生産法人等農地集積促進事業（別表の区分の欄の４の事業の事業種類

の欄の(2)のエの農業生産法人等農地集積促進事業をいう。以下同じ。）を行

う場合にあっては、農業者戸別所得補償制度加入経営体集積率（当該事業の

受益面積に占める農業生産法人等及び高度経営体のうち戸別所得補償制度加

入経営体の経営等農用地の面積の割合をいう。以下同じ。）が50％以上とな

ることとする。

２ 畑地帯担い手育成型

(1) 受益面積の合計が20ヘクタール（北海道にあっては100ヘクタール、奄美群

島又は離島にあっては10ヘクタール）以上であること。

ただし、総合的園地再編整備計画が策定されている樹園地にあっては、知事

が、事業の難易度、地区の事情等を総合的に勘案し、本事業で実施することの

妥当性について十分検討した結果、本事業で実施することがやむを得ないと判

断したものに限り、おおむね５ヘクタール以上の団地の合計が10ヘクタール以

上であること（３の(1)において同じ。）。

(2) 調査・調整事業を実施する場合にあっては、ア又はイのいずれかの要件を満

たすこと。



ア (ｱ)又は(ｲ)のいずれかの要件を満たすこと。

(ｱ) 事業完了時に、担い手農地利用集積率が以下のとおり増加することが見

込まれること。

① 事業採択時20％未満の場合にあっては、30％以上となること。

② 事業採択時20％以上50％未満の場合にあっては、10パーセントポイン

ト以上増加すること。

③ 事業採択時50％以上55％未満の場合にあっては、60％以上となること。

④ 事業採択時55％以上90％未満の場合にあっては、５パーセントポイン

ト以上増加すること。

⑤ 事業採択時90％以上95％未満の場合にあっては、95％以上となること。

⑥ 事業採択時95％以上の場合にあっては、これらの担い手への利用集積

が図られていること。

(ｲ) 事業の完了時において、以下のいずれかを満たすことが確実と見込まれ

ること

① 事業実施地区において、認定農業者数の全農家戸数に占める割合が、

当該地区に係る市町村、農業協同組合、農業委員会等の関係機関団体が

協議して定める担い手の育成・確保に係る目標以上となること。

② 事業実施地区において、認定農業者数が事業開始時に比べ30％以上増

加すること

イ 担い手に農業生産法人を除く法人を位置づけた場合にあっては、当該法人

に係る農地集積率が30％以上となること。

(3) 高度経営体集積促進事業を実施する場合にあっては、事業開始時における当

該事業の受益面積から担い手の経営等農用地の面積を除いた面積に対する、事

業開始時から活性化計画に定める目標年度までに増加する高度経営体の経営等

農用地の面積の割合（以下「高度経営体集積向上率」という。）が20％以上と

なることとする。

３ 畑地帯担い手支援型

(1) 受益面積の合計がおおむね30ヘクタール（奄美群島にあっては、おおむね20

ヘクタール）以上であること。

(2) 単独施設整備を行う場合にあっては、(1)に関わらず、以下の要件をすべて

満たすこと。

ア 国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業により造成された畑地かん

がいを目的とした農業用用水施設を対象とするものであること

イ 受益面積がおおむね30ヘクタール（奄美群島にあっては、おおむね20ヘク

タール）以上であって、かつ、総事業費が３千５百万円以上であること。

ウ 野菜指定産地（野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第４条第１項

の規定に基づき指定された地域）、果樹濃密生産団地（果樹農業振興特別措

置法（昭和36年法律第15号）第２条の３第３項に規定する広域の濃密生産団

地の計画的な形成に資するための計画が樹立された地域）、高能率生産団地



（農業団地育成対策基本要綱(昭和47年5月29日付け47企第187号農林事務次

官依命通知)に定める地域）であって畑作物が生産される地域、寒冷地畑作

振興地域（北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法（昭和34年法律第

91号）第２条第１項の規定により指定された地域）、気象、土壌その他の自

然条件が甘味資源作物の栽培に適すると認められる地域（砂糖及びでん粉の

価格調整に関する法律（昭和40年法律第109号）第19条第１項の規定により

指定された地域）、集約酪農地域（酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭

和29年法律第182号。以下「酪農肉用牛生産振興法」という。）第３条第１項

の規定により指定された地域）であって畑作物が生産される地域、活動火山

周辺地域（活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）第２条第１項の

規定により指定された避難施設緊急整備地域若しくはその周辺の地域）であ

って畑作物が生産される地域若しくは輸入自由化等の影響を被る畑作物の産

地として別に定める地域のいずれかに該当する地域又はこれらの地域に該当

することが確実と見込まれる地域（以下「畑作物の生産を振興すべき地域」

という。）において行うものであること。

(3) 単独土層改良を行う場合にあっては、(1)に関わらず、土層改良を必要とす

る地域の営農形態に即した畑地不良土層改良保全計画（以下「不良土層関連保

全計画」という。）又は良品質麦安定供給強化対策実施要領について（平成10

年９月２日付け10食糧第974号（企画）食糧庁長官通達）による承認に基づき

県生産者団体が策定する良品質麦生産計画に即した良品質麦生産土層改良保全

計画（以下「麦生産関連保全計画」という。）に即して策定される事業計画に

基づき実施されるものであって、以下の要件をすべて満たすこと。ただし、麦

生産関連保全計画が策定されている地域（沖縄県、奄美諸島及び離島振興法（昭

和28年法律第72号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策地域

を除く。）にあっては次に掲げる要件のア及びウに該当するものであること。

ア 受益面積がおおむね30ヘクタール（奄美群島にあっては、おおむね20ヘク

タール）以上であること。

イ 畑作物の生産を振興すべき地域において行うものであること。

ウ 営農上一定のまとまりを有する地域であって、かつ、農道、農業用用排水

施設等の基幹施設がおおむね整備済みの地域であること。

エ 作物の生育、農作業の能率を著しく阻害する不良土層（別に定める基準に

該当するものをいう。）が受益面積のおおむね５割以上を占めること。

(4) 単独営農用水施設整備事業を行う場合にあっては、受益農家が20戸以上又は

飼料生産基盤、乳牛、施設、農機具等の調達見込みからみて酪農肉用牛生産振

興法第２条の３第１項の認定に係る酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための

計画に定める酪農専業経営若しくは酪農畑作経営に相当する規模の経営を行う

ことが可能と認められる農家若しくは酪農経営農家以外の畜産経営農家の有す

る飼料作物の作付け面積の合計が150ヘクタール以上のものであって、次に掲

げるいずれかの要件に該当するものであること。



ア 受益農家が酪農経営農家である場合にあっては、酪農肉用牛生産振興法第

２条の４第１項の認定に係る酪農に関する事項をその内容とする市町村計画

が樹立されている市町村の区域内にあること。

イ 受益農家が酪農経営農家以外である場合にあっては、酪農肉用牛生産振興

法第２条の４第１項の認定に係る酪農に関する事項をその内容とする市町村

計画が樹立されている市町村の区域、寒冷地畑作振興地域、野菜指定産地又

は果樹濃密生産団地にあること。

第５ 計画の作成

本事業の実施にあたっては、知事は、事業計画概要書及び以下に掲げるもののうち

必要な計画を地方農政局長等に提出するものとする。

１ 経営体育成型

知事は、令第50条第３項の農用地利用集積促進土地改良整備計画(以下「集積

促進整備計画」という。）を作成するものとし、事業実施地区に係る市町村は促

進計画を作成するものとする。

(1) 集積促進整備計画

ア 令第50条第３項の「農林水産大臣が定める基準」とは以下のとおりとする。

(ｱ) 集積促進整備計画は、計画区域の現況を明らかにするとともに、担い手

等の見通し、事業の実施により行われる担い手の経営規模の拡大並びにこ

れを実現するために必要な農用地流動化及び農作業の集積を明らかにする

内容のものであること。

(ｲ) 集積促進整備計画は、第４の１の(2)の要件を満たすことが確実と見込

まれるものであること。

イ 集積促進整備計画においては、以下に掲げる事項について定めるものとす

る。

(ｱ) 農業構造改善目標

(ｲ) 担い手等の見通し

(ｳ) 農用地の流動化計画

(ｴ) 経営体育成計画又は農業生産法人等育成計画

(ｵ) 土地利用計画

(ｶ) 農業生産基盤整備計画

(2) 促進計画

ア 促進計画は、市町村基本構想に基づき作成するものとする。

イ 促進計画は、地域の実情に応じた生産性の高い土地利用型農業の確立を図

るため、営農、農業生産基盤の整備、土地利用調整等の一体性を勘案し、１

から数集落を対象とする。

ウ 促進計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(ｱ) 農業構造再編の目標

(ｲ) 農用地の流動化計画



(ｳ) 経営体育成計画

(ｴ) 農業生産法人等育成計画

(ｵ) 土地利用計画

(ｶ) 農業機械利用計画

(ｷ) ほ場の整備計画

(ｸ) 農業生産基盤の整備目標

(ｹ) 関連事業計画

(ｺ) 推進体制整備計画

(ｻ) 営農環境の整備目標

(ｼ) 土地改良施設等の管理計画

(ｽ) 農業農村整備事業管理計画

(ｾ) その他必要な事項

エ 促進計画の作成にあたっては、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、

農用地利用改善団体その他関係機関団体の意見を聴取し、関係者の合意に基

づき作成するとともに、第６の規定について十分な周知を図るものとする。

オ 促進計画の策定にあたっては、以下の計画等との整合を図るものとする。

(ｱ) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第４条に規定す

る農業振興地域整備基本方針及び同法第８条に規定する市町村農業振興地

域整備計画

(ｲ) 農業農村整備事業管理計画について(平成３年６月24日付け３構改Ｄ第4

00号構造改善局長通知)に定める事業管理計画

(3) 高付加価値農業振興計画

知事は、本事業において、高付加価値農業の営農に必要な単独水源の新設、

廃止若しくは変更又は高付加価値農業施設移転等事業（別表の区分の欄の２の

事業の事業種類の欄の(2)の高付加価値農業施設移転等事業をいう。以下同じ。）

を行うときは、以下に定めるところにより、高付加価値農業振興計画を作成す

るものとする。

ア 高付加価値農業振興計画は、優良農用地の確保と土地利用秩序の形成に資

するための農用地の整備及び地域の実情に即した高付加価値農業の振興に関

する計画とする。なお、高付加価値農業とは、消費者ニーズに的確に対応し

た収益性の高い農業で、以下の手法により農産物の付加価値を高めるものと

する。

(ｱ) 当該地域に適した新たな農作物の導入又は地域の伝統作物の掘起こし

(ｲ) 品質面で優れた品種、特別な販売方式等の導入

(ｳ) 農作物の加工を通じた地域特産物の開発

(ｴ) その他適当と認められる手法

イ 高付加価値農業振興計画の内容は、以下に掲げる事項とする。

(ｱ) 農業振興の構想

① 農業振興地域の開発整備の構想及び同構想の中で位置付けられる当該



地区の農業振興の構想

② 高付加価値農業の振興が土地利用型農業の構造改善、地域の活性化等

に与える影響

(ｲ) 高付加価値農業形成計画

① 高付加価値農業に関する営農計画

② 土地利用型農業区域と高付加価値農業区域の秩序のあり方

③ 農用地の権利移動状況

④ 各種計画との調整

２ 畑地帯担い手育成型

知事は、令第50条第４項の畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画（以下

「畑地帯集積促進整備計画」という。）を作成するものとし、事業実施地区に係

る市町村は活性化計画を作成するものであること。

(1) 畑地帯集積促進整備計画

ア 令第50条第３項の「農林水産大臣が定める基準」とは以下のとおりとする。

(ｱ) 計画区域の現況を明らかにするとともに、その地域における担い手の見

通し、事業の実施により行われる担い手の経営規模の拡大並びにこれを実

現するために必要な農地流動化及び農作業の集積を明らかにする内容のも

のであること。

(ｲ) 事業の実施により、借地等を活用した担い手による連担的ほ場の形成等

に向け、将来担い手の育成を図るため農用地の利用集積を一定要件以上図

ることが明らかなものであること。

イ 畑地帯集積促進整備計画においては、以下に掲げる事項について定めるも

のとする。

(ｱ) 農業構造改善目標

(ｲ) 担い手等の見通し

(ｳ) 農地の流動化計画

(ｴ) 土地利用計画

(ｵ) 農業生産基盤整備計画

(2) 活性化計画

ア 活性化計画は、市町村基本構想に基づき、市町村が策定するものとする。

イ 活性化計画は、地域の実情に応じ、担い手の確保や生産性の高い農業の確

立を図るため、営農、農業生産基盤の整備、土地利用調整等の一体性を勘案

し、１から数集落を対象とする。

ウ 活性化計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(ｱ) 農業構造再編の目標

(ｲ) 農地の流動化計画

(ｳ) 土地利用計画

(ｴ) 関連事業計画

(ｵ) 推進体制整備計画



(ｶ) 農業生産基盤及び生産・集落環境の整備目標

(ｷ) その他必要な事項

(ｸ) 市町村は、活性化計画の策定にあたり、農業委員会、土地改良区、農業

協同組合、農用地利用改善団体その他農業団体等の意見を聴くものとし、

関係者の合意に基づき作成するものとする。

３ 畑地帯担い手支援型

知事は畑地帯農用地利用高度化促進土地改良整備計画（以下「高度化整備計画」

をいう。）を作成するものとし、事業実施地区に係る市町村は畑地帯営農促進基

本計画（以下「基本計画」という。）を作成するものとする。ただし、単独営農

用水整備を行う場合にあってはこの限りではない。

(1) 高度化整備計画

ア 高度化整備計画は、令50条第１項第11号の「農林水産大臣が定める基準」

である次に掲げる基準に該当するよう定めるものとする。

(ｱ) 計画区域の現況を明らかにするとともに、担い手の見通し、当該区域に

おける農業経営の改善目標及びこれを実現するために必要な生産基盤の整

備等が明らかであること

(ｲ) 受益農家戸数に占める担い手の割合又は事業の受益面積に占める担い手

の経営面積の割合が10パーセント以上である地域において定められる計画

であること

(ｳ) 受益面積のうち３戸以上が担い手であること（ただし、農業経営基盤強

化促進法第12条の規定に基づく市町村の認定を受けた農業生産法人等生産

者組織にあっては、１経営体以上とする。）

(ｴ) 事業の実施地区に占める畑作物の生産を営む区域の割合が相当程度以上

あること

イ 高度化整備計画の作成にあたっては、基本計画と整合を図るものとする。

(2) 基本計画

(ｱ) 基本計画は、市町村基本構想に基づき市町村が策定するものとする。

(ｲ) 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

① 農業構造の目標

② 土地利用計画

③ 農業生産基盤の整備目標

④ 基盤整備等事業計画

⑤ 推進体制

⑥ その他必要な事項

(ｳ) 市町村は、基本計画の策定にあたり、農業委員会、土地改良区、農業協

同組合等の意見を聴くものとし、関係者の合意に基づき作成するものとす

る。

(3) 市町村は、本事業において、単独土層改良を行うときは、以下の要件を満た

す保全計画（不良土層関連保全計画又は麦生産関連保全計画をいう。以下同じ。）



を作成するものとする。

ア 保全計画においては、地域の営農の状況、農業生産基盤の整備の状況、土

層構造の状況、有機資材等の地域資源需給状況等を踏まえ、高生産性畑作農

業を展開するために必要な輪作体系の確立や新規作物導入等のための作付け

計画、地域資源の需給計画、中長期的に良好な土層構造を持続するための管

理計画及び土層改良の基本方向並びにこのために必要な推進・支援体制等を

地域の実情に応じて定めるものとする。

イ 市町村は、保全計画の策定にあたり、必要に応じて、農業委員会、土地改

良区、農業協同組合、畜産団体、農業試験研究機関その他関係団体の意見を

聴くものとし、計画区域内に存する農業者以外の者も含めた合意形成、推進

・支援体制づくりが確実となるよう努めるものとする。

４ 共通事項

知事は、本事業において、農業経営高度化支援事業を行うときは、別に定める

ところにより、農業経営高度化計画を作成するものとする。

第６ 事業の中間審査

１ 知事は、経営体育成型（第４の１の(2)のウの要件により採択された事業実施

地区を除く。）においては、開始年度を含めて３年度目以降生産基盤整備事業等

の完了年度まで、集積促進整備計画を踏まえ、経営体育成基盤整備事業計画審査

表（以下「計画審査表」という。)を作成し、計画審査表に定められた事項の達

成状況について審査を行い、その結果を地方農政局長等に報告するものとする。

２ １の審査の結果、計画審査表に定められた事項の達成状況に関して、別に定め

る基準に達しない場合には、知事は、適切な改善措置を講ずることとし、その結

果を地方農政局長等に報告するものとする。

３ 地方農政局長等は、２の報告において別に定める基準に達しない場合には、知

事に対して、事業の実施方針の検討を指示するものとする。

４ 知事は、地方農政局長等から３の指示を受けた場合には、事業の実施方針を決

定し、地方農政局長等に報告するものとする。なお、事業の実施方針の策定にあ

たっては、知事は、学識経験者等の第三者の知見を活用すること等により、事業

の効果的かつ適正な執行の確保を図るものとする。

５ 地方農政局長等は４の報告について評価を行い、その結果、計画審査表に定め

られた事項の達成が困難と見込まれる場合にあっては、当該事業について、当該

年度の次年度以降の交付金を充当できないものとする。

この場合、地方農政局長等は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

第７ 計画の変更等

１ 知事は、経営体育成型において、促進計画の変更があった場合（別に定める場

合に限る。）には、その内容を踏まえて集積促進整備計画（農業経営高度化支援

事業を行う場合にあっては農業経営高度化計画を含む。）の変更を行うものとし、



翌年度の11月末日までに地方農政局長等にその旨を報告するものとする。

２ 知事は、畑地帯担い手育成型において、活性化計画の変更があった場合（別に

定める場合に限る。）には、その内容を踏まえて畑地帯集積促進整備計画（農業

経営高度化支援事業を行う場合にあっては農業経営高度化計画を含む。）の変更

を行うものとし、翌年度の11月末日までに地方農政局長等にその旨を報告するも

のとする。

３ 知事は、畑地帯担い手支援型（単独土層改良及び単独営農用水を除く。）にお

いて、基本計画の変更があった場合（別に定める場合に限る。）には、その内容

を踏まえて高度化整備計画の変更を行うものとし、翌年度の11月末日までに地方

農政局長等にその旨を報告するものとする。

第８ 事業の達成状況報告等

経営体育成型又は畑地帯担い手育成型（農業経営高度化支援事業を実施する場合に

限る。）として本事業を実施する場合、知事は、地方農政局長等に、本事業の達成状

況について報告するものとする。

第９ 助成

国は、本事業に要する費用のうち別記に掲げる工事費及び促進費等の一部につき、

別に定めるところにより都道府県に助成するものとする。

第10 委任

本事業の実施は、この運用に定めるもののほか要綱別紙２に定めるところによる。

第11 経過措置

１ ほ場整備事業実施要綱（昭和41年７月26日付け41農地Ｄ第1241号農林事務次官

依命通知）に基づき採択された都道府県営ほ場整備事業の取扱いについては、な

お従前の例による。

２ 土地改良総合整備事業実施要綱（昭和52年４月16日付け52構改Ｄ第217号農林

事務次官依命通知）に基づき採択された都道府県営土地改良総合整備事業（一般

型、省力化型、担い手育成型及び担い手支援型）の取扱いについては、なお従前

の例による。

３ 経営体育成基盤整備事業実施要綱（平成15年４月１日付け14農振第2486号農林

水産事務次官依命通知。）に基づき平成15年度に採択された事業の実施地区につ

いては、第４の１の(2)のアの(ｱ)の規定は適用しないものとする。

４ ほ場整備事業実施要綱に基づき採択された都道府県営ほ場整備事業（担い手育

成型）、土地改良総合整備事業実施要綱に基づき採択された都道府県営土地改良

総合整備事業（担い手育成型）及び畑地帯総合整備事業実施要綱（平成９年10月

８日付け９構改Ｄ第238号農林水産事務次官依命通知）に基づき、平成14年度ま

でに採択された畑地帯総合整備事業の地区であって、農業経営高度化支援事業を



実施するものについては、第４の１の(3)のア及び第４の２の(3)に規定する「20

％」を「５％」と読み替えることとする。

５ 経営体育成基盤整備事業実施要綱に基づき平成15年度に採択された事業の実施

地区については、第４の１の(2)のアの(ｲ)の基準を、「事業の完了時において、

以下の①及び②を満たすことが確実と見込まれること。

① 担い手農地利用集積率が25％以上となること。

② 担い手農地利用集積増加率が20％以上となること。」

と読み替えるものとする。

なお、土地改良総合整備事業実施要綱第４に規定する土地改良総合整備事業(担

い手支援型)で採択の申請を検討していた地区のうち経営体育成基盤整備事業実

施要綱に基づき採択した地区については、第４の１の(2)のアの(ｲ)の基準を、「事

業の完了時において、担い手農地利用集積率が以下のとおり増加することが確実

と見込まれること。

(1) 事業開始時における担い手農地利用集積率が20％未満である場合にあって

は、これが25％以上となること。

(2) 事業開始時における担い手農地利用集積率が20％以上である場合にあって

は、これが５パーセントポイント以上増加すること。」

と読み替えるものとする。

６ 「土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について」（平成９年10月８日

付け９構改Ｄ第242号農林水産事務次官依命通知）による改正前の土地改良事業

関係補助金交付要綱（昭和31年7月28日付け31農地第3966号農林事務次官依命通

知）の第２の表の(2)の部の２畑地帯総合整備事業・(1)一般型の項の採択基準等

の欄の(1)又は「畑地帯総合整備事業実施要綱の制定について」による廃止前の

高生産性土層改良事業実施要綱（平成6年7月8日付け６構改Ｄ第420号農林水産事

務次官依命通知）及び畑地帯総合整備事業（施設整備型）実施要綱（平成8年7月

31日付け８構改Ｄ第549号農林水産事務次官依命通知）に基づき採択された事業

については、なお従前の例によるものとする。

７ 「畑地帯総合整備事業実施要綱の一部改正について」（平成11年10月１日付け1

1構改Ｄ第156号農林水産事務次官依命通知）による改正前の畑地帯総合整備事業

実施要綱第４の３に基づき、平成10年度以前に採択された畑地帯総合整備事業の

地区については、なお従前の例によるものとする。

８ ６及び７に定めるところにかかわらず、この通知の施行前に採択された畑地帯

総合整備事業実施要綱第４の３、土地改良事業関係補助金交付要綱の第２の表の

(2)の部の２畑地帯総合整備事業・(1)一般型の項採択基準等の欄の(1)、緊急畑

地帯総合整備事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改Ｄ第477号農林水産事

務次官依命通知）及び高生産性土層改良事業実施要綱に基づき採択された地区で

あって、畑地帯総合整備事業実施要綱第４の１及び２の要件に該当するものにつ

いては、別に定める方法により、畑地帯総合整備事業実施要綱に基づく事業とす

ることができる。



９ 「畑地帯総合整備事業実施要綱の一部改正について」（平成20年４月１日付け1

9農振第1904号農林水産事務次官依命通知）による改正前の畑地帯総合整備事業

実施要綱別表１の区分の欄の２の項の事業種類の欄の(7)に定める事業として、

改正前に同要綱第７の１の規定に基づき平成20年度における事業実施採択申請が

行われているもののうち農用地への野生鳥獣の侵入防止のために必要な鳥獣侵入

防止設備の新設、廃止又は変更に該当するものについては、改正後の畑地帯総合

整備事業実施要綱別表１の区分の欄の１の項の事業種類の欄の(8)に定める事業

として申請が行われたものとみなす。

10 経営体育成基盤整備事業実施要綱及び畑地帯総合整備事業実施要綱に基づき実

施してきた地区であって、平成23年度以降も本交付金により継続して事業を実施

する地区については、本事業へ移行されたものとみなす。

11 10により移行された地区については、なお従前の例による。

12 農山漁村地域整備交付金実施要領の一部改正について（平成23年4月１日付け2

2生畜第2433号農林水産省生産局長通知・22農振第2216号農林水産省農村振興局

長通知・22林整計第359号林野庁長官通知・22水港第2429号水産庁長官通知）に

よる改正前の農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22年4月１日付け21生畜第2

045号農林水産省生産局長通知・21農振第2454号農林水産省農村振興局長通知・2

1林整計第336号林野庁長官通知・21水港第2724号水産庁長官通知）別紙（番号１

経営体育成基盤整備事業に係る運用）に基づき実施してきた地区であって、平

成23年度以降、本交付金にて事業を実施する地区については、本事業へ移行され

たものとみなす。

13 12により移行された地区については、なお従前の例による。

14 農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22年4月１日付け21生畜第2045号農林

水産省生産局長通知・21農振第2454号農林水産省農村振興局長通知・21林整計第

336号林野庁長官通知・21水港第2724号水産庁長官通知）別紙（番号１ 農地整

備事業に係る運用）に基づき実施してきた地区であって、平成24年度以降、本交

付金にて事業を実施する地区については、本事業へ移行されたものとみなす。

15 14により移行された地区については、なお従前の例による。

16 農山漁村地域整備交付金実施要領別紙（番号１ 農地整備事業に係る運用）の

第５の規定に基づいて、平成24年度における事業実施に必要な資料の提出を行っ

ている地区については、本要綱に基づき事業実施に必要な資料の提出がされたも

のとみなす。

別 記

１ 工事費

ア 純工事費

イ 測量設計費

ウ 用地費及び補償費

エ 船舶機械器具費



オ 全体実施設計費

カ 換地費

２ 促進費

３ 効果促進事業費



別表

区 分 事 業 種 類 事 業 内 容 備 考

１ 農業生産基盤 (1) 農業用用排水施設 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

整備事業 整備事業

(2) 農道整備事業 農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の新

設、廃止又は変更

(3) 客土事業 農用地につき行う客土（混層耕を含む）又は

これと一体的に実施する酸性土壌改良資材、

リン酸資材及び有機質資材の投入等

(4) 暗渠排水事業 農用地につき行う暗渠の新設若しくは変更又

は心土破砕工

(5) 区画整理事業 農用地等の区画形質の変更

(6) 除礫 除礫

(7) 農用地造成 農用地の造成

(8) 農地保全 農用地の保全のため必要な事業

２ 農業生産基盤 (1) 土壌改良事業 土壌改良資材の投入等

整備附帯事業
(2) 高付加価値農業施 事業区域に既に設置されている高付加価値農 経営体育成型

設移転等事業 業に係る施設の撤去又は移転に関する事業 に限る

(3) 交換分合 農用地等の交換分合

３ 営農環境整備 (1) 農業集落道整備事 農業集落周辺における農業生産基盤整備事業

事業 業 に係る農道等を補完し、主として農業機械の

運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供

する農業集落道の整備

(2) 農業集落排水施設 農業用用排水の機能維持を図るために行う雨 経営体育成型

整備事業 水等を排除する集落内の排水施設の整備 に限る

(3) 農業集落防災安全 農業集落の防災安全のための土留、防護柵、

施設整備事業 排水工、防風林、防雪林、水路防護施設、防

火水槽等の整備

(4) 農業集落環境管理 農業集落における環境を保全管理するための

施設整備事業 農産廃棄物等の処理、再利用等の施設の整備

(5) 用地整備事業 区画整理による換地の手法によって捻出され

た用地又は農道、用排水路と一体として整備

する用地であって、農業近代化施設、公用・

公共用施設等の用地の整備

(6) 環境整備事業 親水・景観保全のための施設としての親水護 経営体育成型

岸、遊水施設、せせらぎ水路等の整備 に限る

(7) 生態系保全空間整 多種多様な野生生物が生息可能な空間の保全

備事業 や回復が見込まれる湿地、ため池等の整備、



これらの空間を結ぶネットワーク構築のため

の水路、樹林帯、水生植物の植栽等の整備

(8) 営農用水施設 農業経営に必要な営農用水供給施設及び飲雑

用水供給施設の整備又は変更で共同利用に係

るもの

(9) 農作業準備休憩施 農作業の合理化、作業環境の改善等を図るた

設 めの施設の整備

(10) 地域資源利活用 地域資源を利活用して農業生産の補完又は生

基盤 活環境の改善を図るために必要な施設、集落

の活性化に資するための施設等に地域資源を

供給する施設等の整備

４ 農業経営高度 (1) 高度土地利用調整

化支援事業 事業

ア 指導事業 土地利用調整及び農用地の利用集積を推進す 経営体育成型

るため、都道府県が行う普及・指導活動 及び畑地帯担

い手育成型に

限る

イ 調査・調整事業 関係農家の意向調査活動、土地利用調整活動、 経営体育成型

関係機関との調整等調査・調整活動 及び畑地帯担

い手育成型に

限る

(2) 農業経営高度化促

進事業

ア 高度経営体集積 高度経営体への農地の利用集積に向けた促進 経営体育成型

促進事業 支援 及び畑地帯担

い手育成型に

限る

イ 特定高度経営体 特定高度経営体への農用地の利用集積に向け 経営体育成型

集積促進事業 た促進支援 に限る

ウ 高度経営体面的 高度経営体への農用地の面的集積に向けた促 経営体育成型

集積促進事業 進支援 に限る

エ 農業生産法人等 農業生産法人等農業者戸別所得補償制度加入 経営体育成型

農地集積促進事 経営体への農用地の利用集積に向けた促進支 に限る

業 援

(3) 耕地利用高度化推 営農上支障となる湧水処理及び不陸均平、暗 経営体育成型

進事業 渠の維持管理、その他の農用地の良好な生産 に限る

環境の維持及び条件整備活動
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