［平成27年度補正予算の概要］

中山間地域等担い手収益力向上支援事業
【１，０００百万円】
対策のポイント
中山間地域等において、担い手の収益力の向上を図るため、経営の規模拡
大や高収益作物の導入等の取組を支援します。

＜背景／課題＞
・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、次世代を担う経営感覚に優れた担い手を支
援し、我が国農業の体質強化を図ることが重要です。
・このため、中山間地域等において、その地域の特性に応じた担い手の収益力の向上を
図るため、農地中間管理機構等から新たに農地を借り受けて経営の規模拡大等を図る
担い手や、収益性の高い作物の導入を図る担い手等の取組を支援します。

政策目標
今後３年間で、本事業に取り組む担い手の取組面積当たりの販売額を平均
10％以上向上

＜主な内容＞

収益力向上を図る取組への支援
（１）新たに農地を借り受ける担い手の経営規模の拡大等を推進するため、土壌分析・
土づくりや試験栽培等の取組を支援します。
（２）収益性の高い作物の導入を図る担い手の営農計画の転換や農産物のブランド化を
推進するため、試験栽培や営農技術習得、専門家・アドバイザーの招聘や市場調
査等の取組を支援します。
補助率：定額（５万円/10a 以内）
事業実施主体：市町村

［お問い合わせ先：農村振興局地域振興課（０３－３５０２－６００５）］
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農地中間
管理機構等

資源・特性
の見極め

国

都道府県

作物等の高付加価値化
（農産物のブランド化等）

高収益作物の導入
（営農計画の転換）

農地の集積
（経営規模の拡大）

[策定例]

交付ルート

収地
益域
力特
策向 性
定上 に
方応
策じ
をた

収益力向上計画

市町村が認定する、地域の特性・資源に合った収益力向上を図る計画の実施

支援内容

地域の特性に応じて、収益力の向上を図る担い手
 農地中間管理機構等から新たに農地を借り受ける担い手
 収益性の高い作物の導入を図る担い手等

対象

（収益力向上計画の認定）

市町村

支援
５万円/10a 以内

○専門家、アドバイザーの招聘
○市場調査
○土壌分析・土づくり
○試験栽培
○営農技術習得
等

取組内容

中山間地域等において、その地域の特性に応じた担い手の収益力の向上を図るため、農地中間
管理機構等から新たに農地を借り受けて経営の規模拡大等を図る担い手や、収益性の高い作物
の導入を図る担い手等の取組を支援

中山間地域等担い手収益力向上支援事業

［平成27年度補正予算の概要］

農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業
【４００百万円】
対策のポイント
訪日外国人による農林水産物の購入等の新たな需要を創出するための農山
漁村における受入体制づくりを支援します。

＜背景／課題＞
・平成26年の訪日外国人旅行者数は約1,341万人にまで急増しています。また同年、日
本を訪れた外国人による旅行消費額は、２兆278億円に達しています。
・地産地消による地域の収益力強化に加え、今後、更なる増加が見込まれる訪日外国人
旅行者を農山漁村に呼び込み、訪日外国人による農林水産物の購入等の増大を図るた
めの受入体制を構築し、海外における日本の食関連事業の展開につながるといった好
循環を形成していくことが重要です。

政策目標
○改修等を行った施設の販売額を40％以上向上
○改修等を行った施設における外国人旅行者に対する販売額を10％以上向上

＜主な内容＞
１．訪日外国人の農林水産物購入を促進する環境構築
広域観光周遊ルート ※上の農山漁村地域において、訪日外国人による農林水産物の
購入促進等を図るため、輸出戦略の策定や、販売施設におけるWi-Fi環境構築や多言
語標示板の設置など、外国人が農林水産物を購入しやすい環境構築を支援します。
※

広域観光周遊ルートは、訪日外国人旅行者の滞在日数に合わせた周遊ルートを形成することで、訪
日外国人旅行者の周遊の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、平成27年６月に国土交通
大臣が７ルートを認定している。

補助率：定額
事業実施主体：市町村、民間団体 等

２．施設改修整備
広域観光周遊ルート上の農山漁村地域において、訪日外国人による農林水産物の
購入促進等を図るため、外国人の農林水産物購入促進のために必要な農産物直売所
等の施設改修等を支援します。
補助率：１／２
事業実施主体：市町村

［お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課（０３－３５０２－５９４６）］
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・高品質な日本の農林水産物を本場で
直接体験

○訪日外国人の農村への受入促進

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
等

・ プランに必要な施設

・ 外国人の満足度向上のための農業体験、
郷土料理提供などのプラン

・ 目標設定（目標、成果の把握の方法）

・ 事業実施体制（構成員）

外国人受入戦略（イメージ）

○農山漁村への外国人受入戦略の策定

【対象要件】

農村への
受入環境整備

【対象地域】
○広域観光周遊ルート上の農山漁村地域（主
要観光地からの移動時間が概ね１～２時間
以内の地域を想定）

要 件

・アジア太平洋地域における資金やビ
ジネス関係者の往来が更に活発化

・訪日外国人旅行消費額は平成26年
には２兆278億円であり、訪日外国人
旅行者の増加に伴い増加

・訪日外国人旅行者は平成26年には
1,300万人に達するなど、年々増加。
平成27年は1月～9月で1,448万人

○訪日外国人の増加

・農産物直売所の整備
・農産物直売所に付帯し地域食材を提供するための施設の整備

農山漁村における外国人の農林水産物購入促進のために必要
な施設整備を実施

ハード対策 （補助率：１／２）

②クレジット決済システム導入、Wi-Fi環境、多言語標示板の整備 等

①輸出戦略策定、訪日外国人への販売体制づくり（専門家派遣）

訪日外国人の農林水産物購入を促進する環境構築

ソフト対策 （補助率：定額 ）

※動植物検疫手続きの円滑化に向けた事業も活用して実施。

・地産地消による地域の収益力強化に加え、訪日外国人に
よる農林水産物を購入し、お土産としての持ち帰り等の新
たな需要を創出
・帰国後の旅行者による産品購入の増加や輸入ビジネス
の創出も促進

地産地消から輸出促進へ

農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業

［平 成28年度 予算の概 要］

農業農村整備事業（公共）
【２９６，２２６（２７５，２６５）百万円】
（平成27年度補正予算

５，０００百万円）

対策のポイント
農業競争力強化のための農地の大区画化・汎用化、新たな農業水利システ
ムの構築、国土強靱化のための農業水利施設の長寿命化・耐震化対策、ため
池の管理体制の強化等を推進します。
＜背景／課題＞
・農業競争力強化を図るためには、担い手への農地の集積・集約化に向け、農地中間管
理機構とも連携した農地の大区画化・汎用化や、水管理の省力化等を実現する新たな
農業水利システムの構築等を推進する必要があります。
・国土強靱化を図るためには、地震・豪雨等の自然災害の激甚化や基幹的な農業水利施
設の老朽化への対策を講ずる必要があります。

政策目標
○担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）で全農地面積の８割
となるよう農地集積を推進
○国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の実施率
（約２割（平成23年度）→約６割（平成28年度））
○基幹水利施設の機能診断済みの割合
（約４割（平成22年度）→約７割（平成28年度））
○決壊すると多大な影響を与えるため池のうち、ハザードマップ作成等ソフ
ト対策を実施した割合 （４割（平成26年度）→10割（平成32年度））
＜主な内容＞

１．農業競争力強化対策

９１，２５１（１０８，９３２）百万円

大区画化・汎用化等の基盤整備を実施し、農地中間管理機構とも連携した担い手
への農地集積・集約化や農業の高付加価値化を推進します。また、草地基盤整備を
実施し、離農農家の草地の円滑な継承を図ります。
パイプライン化やＩＣＴの導入等により、水管理の省力化と担い手の多様な水利
用への対応を実現する新たな農業水利システムを構築し、農地集積の加速化を推進
します。

２．国土強靱化対策

２０４，９７５（１６６，３３３）百万円
（平成27年度補正予算 ５，０００百万円）

基幹的な農業水利施設等の耐震診断やハザードマップの作成、耐震化工事、ため
池の監視・管理体制の強化、農村地域の洪水被害防止対策等を実施します。
老朽化した農業水利施設の点検・診断の結果をデータベース化し、補修・更新等
を適時・的確に実施します。
農業競争力強化基盤整備事業（１）
３６，４７０（ ３４，０７４）百万円
農業基盤整備促進事業（１）
６，０７９（ ２２，５２０）百万円
農業水利施設保全合理化事業（１）
６，８６５（
４，４６１）百万円
水利施設整備事業(農地集積促進型)（１）
６０６（
６０６）百万円
国営農地再編整備事業（１）
１７，６４８（ ２２，９３７）百万円
国営かんがい排水事業（１、２）
１１７，９１８（１０５，３３３）百万円
農村地域防災減災事業（２）
５０，７６８（ ２８，０１５）百万円
国営総合農地防災事業（２）
２６，２１１（ ２２，８１３）百万円
水資源機構かんがい排水事業（２）
７，００６（
６，９２６）百万円
国費率、補助率：２／３、１／２等
事業実施主体：国、都道府県等

［お問い合わせ先：農村振興局設計課
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農地整備率と担い手への農地集積率

既存の農業水利システムでは水管理労力が重荷
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④営農の変化に対応した
用水供給が困難

③水管理の粗放化により
水利用量やロスが増加

②水利費負担の集中

①管理に係る労力負担
の集中
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資料：農林水産省農村振興局調べ
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農地集積を進める上での水利に関する課題

老朽化した既存の農業水利システムでは、水管理労力が重荷となり、担い手への
農地集積に支障

その他

現状以上の規模拡大は困難

湿田（汎用化されていない）

離れた場所にあるほ場

区画が狭小又は未整備

担い手農家が耕作の依頼を断った理由

規模拡大を進めている担い手農家は、狭小・不整形の水田を敬遠

未整備水田は担い手への農地集積の障害

対 策

農家数
０．６ｈａ／戸

戸当たり規模

：自家消費希望者

：集落営農参加合意者

３６３戸

計画

【農業競争力強化基盤整備事業】
・地区の農地を集積・集約化した場合は事業費の最大12.5％を
農地集積促進費として交付

ＩＣＴの導入

ICTの導入により、
遠隔地からの管理
を可能にすること
で水管理を省力化

営農の変化に
弾力的に対応

自動ゲート化

水位･水温の確認
用排水の遠隔操作

調整施設

分水施設

取水施設

新たな農業水利システム（イメージ）

大豆
面的集積

田

麦

中央管理所

末端水路の
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ化

ICT化により、供給
システムを効率化し
担い手の水需要に
きめ細かく対応

パイプライン化
や自動給水栓
の導入によって
水管理を省力化

自動給水栓

水路のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ化

水管理のＩＣＴ化

【水利施設整備事業（農地集積促進型）】
・地区の農地を集積・集約化した場合は事業費の最大12.5％を
農地集積促進費として交付

パイプライン化やICTの導入等により、水管理の省力化と担い手の多様な水利用
への対応を実現する新たな農業水利システムを構築し、農地集積の加速化を推進

現況

地域全体の一体的な農地整備

大区画化・汎用化等の基盤整備を実施し、農地中間管理機構とも連携した
担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化を推進

農業農村整備事業（農業競争力強化対策）

○ 農業競争力強化を図るためには、担い手への農地の集積・集約化に向け、
農地中間管理機構とも連携した農地の大区画化・汎用化や、水管理の省力化
等を実現する新たな農業水利システムの構築等を推進する必要。

課 題

農地集積率

土地改良区による管理
大規模・少数の
担い手農家による管理
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31％

再建設費
（兆円）

40%

60%

全国 17.9兆円

全国 49,306km

全国 7,356か所

80%

100%

(年)

豪雨で損壊した堰

豪雨で決壊したため池

農業水利施設の老朽化の進行

：期間にわたる変化傾向
：５年移動平均

50mm/hrの降雨発生回数

地震で決壊したため池

基幹的水利施設の
老朽化状況（H21）

0
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（件）

5

7

9

経年的な劣化及び
局部的な劣化
平成（年度）

11 13 15 17 19 21 23 25

その他
（降雨、地盤沈下等）

突発事故件数

パイプラインの破裂

側壁が倒壊した水路

基幹施設のうち、既に標準耐用年数を超過した施設は２割。管水路破裂等の突発事故が多発化傾向

(回)

昭和以降 約10%

江戸時代以前 約70%

明治・大正
約20%

ため池は全国に20万か所。そのうちの主要な
ため池の約７割が江戸時代以前の築造で、豪
雨や地震に対して脆弱なものが多数
＜ため池の築造年代＞

時間50mmを超える豪雨の発生頻度は近年増加傾向

■ 南海トラフ巨大地震の被害想定範囲内の基幹的水利施設
■ それ以外のエリアの基幹的水利施設

20%

27％

線施設
（km）

0%

33％

点施設
（箇所）

南海トラフ地震の被害想定エリアには全国
の基幹的水利施設の３割が存在

地震・集中豪雨等の自然災害の激甚化

○ 国土強靱化を図るためには、地震・豪雨等の自然災害の激甚化や基幹
的な農業水利施設の老朽化への対策を講ずる必要。

課 題
農村地域の防災・減災

対 策

幹線道

農業水利施設の長寿命化

ポンプ羽根車の設置

排水機場

改修後の堤体

耐震化後の頭首工堰柱

水路の機能診断

点検・診断結果のデータベース 農業水利施設の補修・更新
化・可視化（イメージ）

補修

○ 老朽化した農業水利施設の点検・診断の結果をデータベース化し、補
修・更新等を適時・的確に実施

小学校

洪水被害防止対策

点検調査

改修前の堤体

耐震化前の頭首工堰柱

耐震化

ため池一斉点検を踏まえた対策の実施

堰柱コア採取

耐震診断

○ 基幹的な農業水利施設等の耐震診断・耐震化、ため池一斉点検を踏ま
えたハード・ソフト対策、農村地域の洪水被害防止対策等を実施。

農業農村整備事業（国土強靱化対策）
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業

名

担

軽

減

策

の

概

要

農家負担金の償還利子の助成

地域の防災上廃止することが妥当な場合の防災重点ため池※の廃止に対
する定額助成

④ 農家負担金軽減支援対策事業【拡充】

⑤ ため池緊急防災体制整備促進事業【継続】

定額助成のソフト事業（老朽施設の点検、機能診断、計画策定等）
[事業採択期間の延長]

⑥－２ 農業水利施設保全合理化事業【拡充】

※下流に住宅や公共施設等が存在し、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれがある等のため池

定額助成のソフト事業（耐震照査、計画策定、ハザードマップの作成
等） [定額助成採択期間の延長]

⑥－１ 農村地域防災減災事業【拡充】

（農村地域防災減災事業のメニュー）

自力施工等の簡易整備（畦畔除去、暗渠整備等）に対する定額助成
（中心経営体に面的集積する農地については定額助成単価を２割加算）

③ 農業基盤整備促進事業【継続】

[認定期間の延長]

農地の整備において、中心経営体への農地集積率に応じて促進費を交付
（最大で事業費の12.5％）

水利施設の整備において、中心経営体への農地集積率に応じて促進費を
交付（最大で事業費の12.5％）

負

② 農業競争力強化基盤整備事業
（農地整備事業）【継続】

① 水利施設整備事業（農地集積促進型）
【継続】

事

対

下線部は平成28年度予算における拡充事項

① 水利施設整備事業の農地集積促進費（事業費の最大12.5％）
② 農地整備事業の農地集積促進費（事業費の最大12.5％）
③ 自力施工等の簡易整備に対する定額助成（助成単価の加算措置あり）
④ 農家負担金の償還金利子を助成
⑤ 防災重点ため池※の廃止に対する定額助成
⑥ ソフト対策（耐震照査、ハザードマップ作成等）への定額助成

※

平成28年度予算における農業農村整備事業の負担軽減対策

［平 成28年度 予算の概 要］

国営かんがい排水事業（公共）
【１１７，９１８(１０５，３３３）百万円】
（平成27年度補正予算 ７００百万円）

対策のポイント
農業生産の基礎となる水利条件を整備し、農業用水の確保・安定供給と農
地の排水改良を図ります。

＜背景／課題＞
・戦後整備された農業水利施設については、急速に老朽化が進行しており、耐用年数を
超過した施設の増加に伴って、突発事故の件数も増加しています。
・基幹的な水利施設は、我が国の食料生産に不可欠な基本インフラであり、我が国の農
業生産力を支える重要な役割を担うものです。
・また、それぞれの農業者が創意工夫しながら、営農を継続・発展させていくためには、
畑地かんがい用水を含め、安定的な用水供給が必要です。

政策目標
○国営造成施設の機能診断済み割合 約６割(平成22年度)→約９割(平成28年度)
○機能診断に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排
水条件を確保

＜主な内容＞（下線部が拡充内容）

○

農業水利施設の整備・更新
かんがい排水事業は、受益面積の規模に応じて水利施設体系を区分し、国、都道
府県、市町村、土地改良区等が分担して事業を行っています。
このうち、国営かんがい排水事業は、基幹的な農業水利施設の整備・更新を行っ
ています。
具体的には、安定的な用水供給機能及び良好な排水条件を確保するため、用水対
策としてダム、頭首工、用水機場、用水路等を、排水対策として排水機場、排水樋
門、排水路等の整備を行います。
（採択要件）
① 受益面積
3,000ha以上（畑にあっては1,000ha以上）
② 末端支配面積
500ha以上（畑にあっては 100ha以上）
また、地区調査段階において、機能診断及び施設長寿命化計画を策定できるよう
拡充します。
国費率（基本）：農林水産省 ２／３、北海道・離島 ７５％、沖縄・奄美 ９０％
事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局水資源課
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（０３－６７４４－２２０６）］

