
農林水産省農村振興局整備部設計課

令和４年１月

農業農村整備における主要な施策充実リスト

【ふるさとの田んぼと水　子ども絵画展2021　農林水産大臣賞受賞作品「お⽗さんとおじいちゃんの稲刈り」】



本冊子の見方
イメージ図において、近年新たにできるようになった施策を紹介し、検索ワード等を記載
しています。

農業を取り巻く厳しい状況の下、施設の老朽化対策や 時代に合った
基盤整備、そして防災にも備えが必要となっています。
このような中、近年の制度改正により、農業農村整備において新たに

できるようになった施策を本冊子にまとめましたので、皆さんが農業を
続ける上でお困りの際に、解決の一助となれば幸いです。

はじめに

イラストなどにより
制度の適用事例を紹介

検索ワードを紹介
二次元コードで
該当ページを表示
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⽀援メニューがたくさんあるので、さま
ざまな営農にチャレンジできる︕

きめ細かな農地整備

農地耕作条件改善事業

いまの狭い農地だと、
担い⼿に引き継げ
ない…

農地が広くなり快適に作業で
きるようになった︕

区画拡大 暗渠排水

高収益作物の導入 スマート農業（GNSS基地局）

果樹棚の設置

地域のニーズに沿った農地の整備を迅速に⽀援します！

基盤整備をしたい
けど、何年もかかる
のでは…

共同利用機器の導入

野菜や果樹を作って
みたい…
スマート農業に取り組んで
みたい…

耕作しやすい農地になり、意欲ある
担い⼿に農地を預けられた︕

１年で基盤整備ができて、
すぐに営農できる︕

ぜひ！都道府県・市町村の
農地整備担当課にご相談を！

詳しくは

平成27年度〜
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もう営農しないから農地を
わざわざ整備したくない…

農家の申請・同意・費⽤負担によらない農地整備
整備されていない農地を
借り受けると⼤変なのよね…

農家の申請・同意・費⽤負担なしで農地整備ができます︕

まとまった農地で⻑期的に
営農できるわ︕

貸し⼿ 借り⼿

借り⼿

急傾斜なほ場

狭⼩・不整形な農地

⼤区画化された農地 平坦化・集団化した樹園地

貸し⼿ 公的機関なので安⼼して
農地を預けられる︕

排⽔不良の農地

汎⽤化された農地（スイカ）

狭⼩で急傾斜な樹園地

農地中間管理機構関連農地整備事業詳しくは
ぜひ！都道府県・市町村の
農地整備担当課にご相談を！

平成30年度〜
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きめ細かな水路等の補修

⽼朽化した⽔路などのきめ細かな整備を⽀援します
平成30年度〜

手軽な補修や整備が必要ね

ぜひ！都道府県・市町村の
⼟地改良事業担当課にご相談を！

農地周りの水路やゲートの
老朽化がひどいなあ・・・

農業⽔路等⻑寿命化・防災減災事業
詳しくは

水管理も楽になるわね
農地周りの施設まで整備ができ
るので安心だね！
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⽔⽥で⾼収益作物を作付すると、基盤整備の農家負担を減らせます

農家負担が少なく整備に取り組みやすいね

野菜の販売額も増えて、経営も改善したよ！

基盤整備をしたいけど地元
負担が大きいし・・・

主食用米だけだと経営が
不安定だなぁ

高収益作物（野菜・果樹等）の導入支援

⽔⽥農業 ⾼収益化
詳しくはぜひ！都道府県・市町村の

⼟地改良事業担当課にご相談を！

平成29年度〜
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自然災害への備え

農業・農村の国⼟強靱化詳しくは

対策前のため池

対策後のため池
これで⼤⾬が降っても安⼼！

国⼟強靱化の推進のため、
ため池の防災・減災対策などを実施します！

ぜひ！都道府県・市町村の
防災事業担当課にご相談を！

令和３〜７年度

⼤⾬のたびに、ため池から
⽔があふれて決壊しそう…
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迅速な災害復旧のための新たな取組
農地（または水路）が被災した…
どうしよう…

営農が早く再開
できて良かった！

農⽔省 災害復旧事業
詳しくは

技術系の職員少ないし
どうすれば…

国の職員が災害対応
を支援します！

自治体の職員

手続が簡単になりました！
気軽にご相談ください！

査定前に着工したいけど
手続が面倒…

自治体の職員

小さな変更は協議不要
になりました！

工事計画が変わった…
国に協議しなければ…

自治体の職員

①

②

③
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突発事故に素早く対応できる
事業ができました！

土地改良施設の突発事故対応

突発事故 復旧事業
詳しくは

平成30年度～

突発事故が起きたら
作付に影響が…

家や道路等に
被害が⽣じないかしら…

まわりの住⺠も安⼼︕

⽔漏れ箇所の
仮復旧で

被害を最⼩に！

普段からの適切な管理も
欠かせません！

素早い復旧で農業⽤⽔も確保︕

ぜひ！都道府県・市町村の
⼟地改良事業担当課にご相談を！
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浚渫債ができました！
（国から地⽅への交付制度）

ため池、クリーク等の浚渫

クリーク 浚渫債
詳しくは

令和３年度〜

ぜひ！都道府県・市町村の
⼟地改良事業担当課にご相談を！

クリークに泥がたまって…

しゅんせつ

雨が降ると水があふれて…

家も農地も安心。
農業用水も大丈夫！

整備後のクリーク
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⼩さな施設でも耐震補強を実施できるようになりました！

水資源機構造成施設の耐震対策の実施！

⽔資源機構開発事業詳しくは

地震のとき、水路や堰が壊れな
いか心配・・・

水路が壊れると生活にも支障
が・・・

地震による被害の
心配が減ったね！！！

平成30年度〜
(R３年度に要件緩和)
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機能保全計画策定に対する
⽀援事業ができました！

農道の保全管理

農村整備事業【補助事業】
詳しくは

令和３年度〜

ぜひ！都道府県・市町村の
⼟地改良事業担当課にご相談を！

農道の劣化がひどい…
いつ保全対策をすれば良
いか分からない…

計画的に農道が
保全されて安心！

整備後のクリーク保全対策実施後の農道 保全対策（耐震補強）後の農道橋
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ぜひ！農林⽔産省・各農政局の
地域整備課にご相談を！

⽔位センサー

⽤⽔路

監視や操作がラクに
なった！

光ファイバや無線基地局の
整備が⽀援できます！

令和３年度〜

直売所・交流施設

無線LAN
ネットがつながって
とっても便利！

水の見回り大変だなぁ…

農業農村の情報通信環境整備

情報通信環境整備対策
詳しくは

ネット環境よくないな…

⾃動給⽔栓

⽔⽥
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集落排⽔への接続を⽀援します！
（国から市町村への助成）

生活排水の処理

農業⽔路等 単独処理浄化槽
詳しくは

令和２〜令和４年度

ぜひ！市町村の
農業集落排⽔の担当課にご相談を！

古い浄化槽を交換しない
と…

生活排水が未処理のまま水路
に流入して困っているわ…

水がきれいで農家も安心。
地域住民も満足！

⽔質が改善された農業⽔路
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詳しくは

ぜひ！都道府県・市町村の
多⾯的機能⽀払交付⾦担当課にご相談を！

⽥んぼダムの取組例
（調整板の設置）

⽥んぼダム実施中 ⽥んぼダム実施せず

⽔を⼀時的にためる

⽥んぼダムの加算措置ができました！令和３年度〜

出典：新潟市

出典：特定非営利活動法人みさと
田園空間クリエーターズ

⽥んぼからゆっくりと排⽔

出典：
山形県鶴岡市いなばエコ
フィールド協議会

多⾯的機能⽀払交付⾦

大雨で水かさが急に増えて不安…

⽥んぼダム
実施せず

⽥んぼダム
実施中

多面的機能支払における田んぼダムの取組

水が一度に集まって水路がこわれた…

水がゆっくり
流れて安心！
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中山間地域等直接支払制度の遡及返還の見直し

連帯責任が怖くて
参加したくない

一人が一筆でもやめると、
集落全体で交付金を返さないと

遡及返還措置が緩和されました！
（対象農⽤地が協定農⽤地全体から当該農⽤地に変更）

令和２年度〜

中⼭間地域等直接⽀払制度
詳しくは

ぜひ、最寄りの市町村、地⽅農政局等にご相談を！

これで安心して取り組める！

集落に交付 誰かが営農
できなくなる

集落全体で
遡及返還
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棚田地域振興法の施行

棚⽥を守りたいけど、お⾦はかかるし、⼿伝ってくれる⼈も・・・

棚⽥地域振興法
詳しくは

Ｒ元年に棚⽥地域振興法が施⾏されました！
これに伴い棚⽥地域の振興を⽀援する予算措置を
実施しています。

例えば、中⼭間地域等直接⽀払交付⾦において
棚⽥地域振興活動加算を創設！

⽥1/20以上、畑15度以上 ⇒ 10,000円/10a
⽥1/10以上、畑20度以上 ⇒ 14,000円/10a 

ぜひ、都道府県・市町村の
棚⽥担当課にご相談を！

みんなで協⼒して
棚⽥地域を盛り上げよう！

棚⽥オーナー制度を始めよう！
農業体験のイベントをやろう！
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地⽅への⽀援制度が
できました！

（国から地⽅への交付制度）

市町村営・土地改良区営事業への財政支援

団体営事業 地⽅財政措置
詳しくは

令和元年度〜

ぜひ！都道府県・市町村の
⼟地改良事業担当課にご相談を！

小さな規模の工事もして
ほしいなあ…

国からの支援はないのかしら…

財政支援ができた。
事業がやりやすくなるわ！

整備後の⽔路
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地⽅への⽀援制度ができました！
（国から地⽅への交付制度）

国土強靱化に対する地方支援

国⼟強靱化 地⽅財政措置 農業農村
詳しくは

令和３年度〜

ぜひ！都道府県・市町村の
⼟地改良事業担当課にご相談を！

最近雨の降り方も変わっ
てきていて心配だ…

防災対策を早くやってほし
いわ…

災害への備えは大丈夫！
家も農地も安心だ。

整備後のため池
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問い合わせ先

▼各施策ホームページへのリンクはこちら▼
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/shoukai/index.html

農村振興局設計課 ☎03-3595-6338 東海農政局設計課 ☎052-223-4634

北海道開発局農業設計課 ☎011-700-6752 近畿農政局設計課 ☎075-414-9516

東北農政局設計課 ☎022-221-6280 中国四国農政局設計課 ☎086-224-9419

関東農政局設計課 ☎048-740-0147 九州農政局設計課 ☎096-211-9111

北陸農政局設計課 ☎076-232-4722 沖縄総合事務局農村振興課 ☎098-866-1652




