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別紙７（農地整備事業における耕作放棄地解消・発生防止基盤整備に係る運用）

第１ 目的及び趣旨

１ 耕作放棄地（現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に

供されないと見込まれる農地をいう。以下同じ。）が全国的な増加傾向にある中

で、優良農地の確保の観点からその解消・発生防止が喫緊の課題となっている。

このことについては、経済財政改革の基本方針2008（平成20年６月27日閣議決

定）においても、「農業上重要な地域を中心に耕作放棄地を解消する」との目標

が設定されているところである。

耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業(以下「本事業」という。)は、基盤整

備と耕作放棄地解消・発生防止のための関連支援策を一体的に実施するととも

に、基盤整備を契機とした耕作放棄地の解消・発生防止の手法を確立すること

により、耕作放棄地の解消・発生防止に向けた地域の取組を支援することを目

的とする。

２ 本事業の実施については、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地改良法施

行令(昭和24年政令第295号)、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)そ

の他の法令に定めるもののほか、この別紙７農地整備事業における耕作放棄地

解消・発生防止基盤整備に係る運用（以下「運用」という。）に定めるところに

よる。

第２ 事業の実施区域

本事業は、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８条第１項

に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画における農用地区域を対象とするも

のとする。ただし、農用地区域以外の一部の区域を含めて事業の対象とせざるを得

ない場合には、必要な限度において、当該農用地区域以外の区域を事業の対象とす

ることができるものとする。

第３ 事業の内容等

１ 本事業は、都道府県が事業実施主体となり実施する。ただし、別表の区分の欄

の４の事業の事業種類の欄の(2)の事業及び区分の欄の６の事業については市町

村、土地改良区又は農業協同組合のいずれかに、区分の欄の５の事業について

は市町村に実施させることができるものとする。

２ 本事業の内容は、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。）又は当該生産基盤整備事業とこれらの事業と密接な関

連を有すると認められる別表の区分の欄の２から６までの事業とを併せて一体

的に実施するものとする。

３ 事業の実施にあたっては、農地地図情報の利活用を図ること等により、本事業

の効率的かつ効果的な推進に努めるものとする。
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第４ 事業の実施要件

本事業の実施に当たっては、以下に掲げる要件をすべて満たすものとする。

１ 耕作放棄地解消等基盤整備基本構想（以下「整備基本構想」という。）が市町

村により策定されていること。なお、整備基本構想に定められるべき事項等に

ついては、別途要綱別紙８農地整備事業における耕作放棄地解消・発生防止基

盤整備に係る取扱（以下「取扱」という。）に定めるものとする。

２ 生産基盤整備事業における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。

３ 生産基盤整備事業における受益面積に占める耕作放棄地及び別途取扱に定める

基準を満たす耕作放棄地となるおそれがある農地の合計面積の割合が６％以上

（受益面積に占める別途取扱に定める基準を満たす農業者又は農業者の組織す

る団体の別途取扱に定める経営等農用地面積の割合が、事業開始時において50

％以上の場合にあっては、３％以上）となること。

４ 別表の区分の欄の５の耕作放棄地解消・集積促進事業（以下「促進事業」とい

う。）を行う場合にあっては、別途取扱に定める要件を満たすこと。

第５ 計画の策定

１ 都道府県知事は、本事業を実施しようとするときは、以下に掲げる土地改良法

施行令附則第６項に規定する農林水産大臣が定める基準に基づき、遊休農地利

用増進土地改良整備計画（以下「整備計画」という。）及び事業計画概要書を作

成するものとする。なお、整備計画の内容は、別途取扱に定めるものとする。

(1) 整備計画は、計画区域の現況を明らかにするとともに、耕作放棄地解消、利

用増進の見通し及びこれを実現するために必要な基本的事項を定めたもので

あること。

(2) 第４の事業の実施要件を満たすものであるとともに、第４の３の耕作放棄地

及び耕作放棄地となるおそれがある農地について、市町村及び関係機関との

連携に基づき、長期にわたって利用増進が図られると見込まれること。

２ 事業計画概要書は、整備計画と整合が図られたものでなければならない。

第６ 事業の実施

１ 都道府県知事は、新たに交付金を充当して本事業を実施しようとするときは、

交付要綱17の２に定める実施要件確認に必要な資料として、事業計画概要書等

（事業計画概要書、整備計画書及び整備基本構想をいう。以下同じ。）を地方農

政局長(北海道にあっては国土交通省北海道開発局長（以下「北海道開発局長」

という。）を経由して農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局長」という。）

（以下「沖縄総合事務局長」という。)）に提出するものとする。

２ 本事業の実施期間は、平成24年度の開始までとする。なお、促進事業は、平成

23年度の開始までとする。
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第７ 全体実施設計

全体実施設計の作成については、農村振興局長が別に定めるところによるものと

する。

第８ 計画の変更等

都道府県知事は、整備計画の変更を行った場合には、翌年度の11月末日までに地

方農政局長（北海道にあっては農村振興局長）にその旨を報告するものとする。

第９ 事業の達成状況報告等

都道府県知事は、地方農政局長（北海道にあっては北海道開発局長を経由して農

村振興局長）に、本事業の達成状況について報告するものとする。

第10 助成

国は、予算の範囲内において、この事業の実施に要する経費につき別に定めると

ころにより補助するものとする。

第11 委任

本事業の実施は、この運用に定めるもののほか別途取扱に定めるところによる。

第12 経過措置

１ 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業実施要綱（平成20年4月1日付け19農振

第2048号農林水産事務次官依命通知）（以下「耕作放棄地要綱」という。）に基づ

き実施してきた地区であって、平成22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。

２ 耕作放棄地要綱に基づいて平成22年度にける事業実施採択申請を行っている地

区については、本要綱に基づき事業計画概要書等が提出されたものとみなす。

３ 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 22 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 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５ 耕作放棄地解消・発生防止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。

４ ３により移行された地区については、なお従前の例による。

別記
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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（確定測量費含む。）

２ 促進費

３ 効果促進事業費



別表(第３関係)

区 分 事 業 種 類 事 業 内 容

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 農地等の区画形質の変更

(6) 農用地造成事業 農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における

地目変換

２ 農業生産基盤 (1) 耕作放棄地解消・ 障害物の除去、除礫、深耕、整地等

整備附帯事業 発生防止のための

簡易な整備

(2) 土壌改良事業 土壌改良資材の投入等

(3) 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業に係る施設の撤

設移転等事業 去又は移転に関する事業

３ 農村生活環境 (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に係る農道等を補

基盤整備事業 業 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水等を排除する集

整備事業 落内の排水施設の整備

(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、排水工、防風林、

施設整備事業 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農産廃棄物等の処

施設整備事業 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岸、遊水施設、せ

せらぎ水路等の整備

(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や回復が見込まれ

備事業 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) 営農用水施設整備 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

事業 備又は変更で共同利用に係るもの



(9) 地域資源利活用基 地域資源を利活用して農業生産の補完又は生活環境の改善を図

盤整備事業 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

(10) 農作業準備休憩 農作業の合理化、作業環境の改善等を図るための施設の整備

施設整備事業

４ 耕作放棄地解 (1) 指導事業 土地利用調整及び耕作放棄地解消を推進するため、都道府県が

消支援事業 行う普及・指導活動

(2) 調査・調整事業 耕作放棄地解消のための関係農家の意向調査活動、土地利用調

整活動、関係機関との調整等調査・調整活動

５ 耕作放棄地解 担い手への耕作放棄地の利用の面的集積に向けた促進支援

消・集積促進

事業

６ 耕作放棄地活 営農上支障となる湧水処理及び不陸均平、暗渠の維持管理、耕

用推進事業 作放棄地活用のための条件整備活動、その他の農地の良好な生

産環境の維持及び条件整備活動


