
令和５年度農村振興局予算概算決定の概要

（単位：億円）

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ

公共事業 4,234    4,226    1,942    6,168    
(99.8%) (145.7%)

農業農村整備事業 3,321     3,323     1,677     5,000     
(100.1%) (150.5%)

農山漁村地域整備交付金 784       774       -         774       
(98.7%) (98.7%)

海岸事業 44        44        13        57        
(100.0%) (129.4%)

災害復旧等事業 85        85        252       337       
(100.6%) (398.4%)

非公共事業 1,540    1,529    53       1,582    
(99.3%) (102.7%)

5,774   5,755   1,995   7,750   
(99.7%) (134.2%)

（注）１．計数整理の結果、異動を生じることがある。
　　　２．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合がある。
　　　３．下段（　）書きは令和４年度当初予算額との比率である。
　　　４．農山漁村地域整備交付金は、林野庁及び水産庁分を含む農林水産省の全体の額である。
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令和５年度農村振興局予算概算決定の概要（公共事業）

（単位：億円）

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ

農業農村整備事業 3,321    3,323    1,677    5,000    
(100.1%) (150.5%)

国営かんがい排水 1,059     1,038     138       1,176     
(98.1%) (111.0%)

国営農地再編整備 403       403       204       608       
(100.1%) (150.8%)

国営総合農地防災 291       281       64        346       
(96.8%) (118.9%)

直轄地すべり 4         7         -         7         
(163.8%) (163.8%)

水資源開発 80        85        6         91        
(106.1%) (113.7%)

農業競争力強化基盤整備 629       635       820       1,455     
(101.0%) (231.4%)

農村地域防災減災 407       411       400       811       
(101.0%) (199.2%)

中山間地域農業農村総合整備 51        49        13        63        
(95.9%) (122.1%)

農村整備 71        72        14        87        
(102.4%) (122.6%)

土地改良施設管理 191       213       17        230       
(111.5%) (120.5%)

その他 135       127       -         127       
(93.6%) (93.6%)

農山漁村地域整備交付金 784      774      -        774      
(98.7%) (98.7%)

海岸事業 44       44       13       57       
(100.0%) (129.4%)

災害復旧等事業 85       85       252      337      
(100.6%) (398.4%)

4,234   4,226   1,942   6,168   
(99.8%) (145.7%)

（注）１．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合がある。

　　　２．下段（　）書きは令和４年度当初予算額との比率である。

　　　３．その他には後進地域開発特例法適用団体土地改良等関係開発指定事業補助率差額金を含む。

　　　４．国営かんがい排水には土地改良施設突発事故復旧事業（直轄）を、

　　　　　農業競争力強化基盤整備には土地改良施設突発事故復旧事業（補助）を含む。
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令和５年度農村振興局予算概算決定の概要（非公共事業）

（単位：億円）

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ

農地耕作条件改善事業 248      200      -        200      
(80.9%) (80.9%)

農業水路等長寿命化・防災減災事業 254      282      -        282      
(110.8%) (110.8%)

畑作等促進整備事業 -        20       -        20       
(-) (-) 

多面的機能支払交付金 487      487      -        487      
(99.9%) (99.9%)

中山間地域等直接支払交付金 261      261      -        261      
(100.0%) (100.0%)

農山漁村振興交付金 98       91       14       105      
(93.0%) (107.8%)

鳥獣被害防止総合対策交付金 100      96       37       133      
(96.0%) (133.0%)

特殊自然災害対策施設緊急整備事業 3        3        -        3        
(100.0%) (100.0%)

有明海再生対策（農村振興局計上分） 10       10       -        10       
(100.0%) (100.0%)

その他 79       80       1        81       
(100.7%) (102.4%)

1,540   1,529   53      1,582   
(99.3%) (102.7%)

（注）１．計数整理の結果、異動を生じることがある。
　　　２．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合がある。
　　　３．下段（　）書きは令和４年度当初予算額との比率である。

　　　４．その他には、受託工事等実施費、農家負担金軽減支援対策事業、事務費を含む。
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中山間地域所得確保対策

湛水排除事業



令和５年度農業農村整備事業関係予算概算決定の概要

（単位：億円）

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ

農業農村整備事業＜公共＞ 3,321    3,323    1,677    5,000    
(100.1%) (150.5%)

農業農村整備関連事業＜非公共＞ 540      543      -        543      
(100.6%) (100.6%)

農地耕作条件改善事業
農業水路等長寿命化・防災減災事業
畑作等促進整備事業
農山漁村振興交付金

農山漁村地域整備交付金＜公共＞ 591      591      -        591      
（農業農村整備分） (100.0%) (100.0%)

4,453   4,457   1,677   6,134   
(100.1%) (137.8%)

（注）１．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合がある。

　　　２．下段（　）書きは令和４年度当初予算額との比率である。
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令和５年度国営事業等事業着手地区（概算決定）

地区数 地 区 名

【国営事業】

（農林水産省）

かんがい排水 2 道前道後用水
どうぜんどうごようすい

（愛媛県）

一ツ瀬川
ひとつせがわ

（宮崎県）

かんがい排水 4 猿ヶ石用水
さるがいしようすい

（岩手県）

（国営造成土地改良施設整備） 中田
なかだ

（岩手県、宮城県）

利根中央
とねちゅうおう

（埼玉県）

佐賀中部
さがちゅうぶ

（佐賀県）

（北海道）

かんがい排水 4 風連多寄
ふうれんたよろ

笹川
ささがわ

新更別
しんさらべつ

網走川豊住
あばしりがわとよずみ

【水資源機構】

（農林水産省）

かんがい排水 1 筑後川下流用水
ちくごがわかりゅうようすい

（福岡県、佐賀県）

区 分



令和５年度国営事業等全体実施設計・調査着手地区（概算決定）

地区数 地 区 名

全体実施設計

（農林水産省）

かんがい排水 1 山王海葛丸
さんのうかいくずまる

（岩手県）

総合農地防災 1 近江東部
おうみとうぶ

（滋賀県）

（沖縄）

かんがい排水 1 多良間
たらま

調査

（農林水産省）

かんがい排水 5 旧迫川二期
きゅうはさまがわにき

（宮城県）

能代二期
のしろにき

（秋田県）

最上川下流右岸二期
もがみがわかりゅううがんにき

（山形県）

坂井北部
さかいほくぶ

（福井県）

佐賀中部
さがちゅうぶ

（佐賀県）

総合農地防災 3 吉田川流域
よしだがわりゅういき

（宮城県）

鬼怒川中部
きぬがわちゅうぶ

（栃木県）

鏑川
かぶらがわ

（群馬県）

（北海道）

かんがい排水 4 篠津運河上流
しのつうんがじょうりゅう

美瑛川下流
びえいがわかりゅう

札内川流域
さつないがわりゅういき

訓子府北栄
くんねっぷほくえい

区 分


