
別紙１－２（農地整備に係る取扱い）

第１ 趣旨

実施要綱第２の１の(2)の①のアの(ｱ)に掲げる農地整備事業の取扱いに

ついては、実施要綱及び実施要領によるほか、別紙１－１及びこの取扱いに

定めるところによる。

第２ 事業の内容

別紙１－１運用１の農地整備事業（以下この別紙において「運用」という。）

第２に規定する事業及び運用別表中の各事業の内容は、以下の条件に適合す

ることを要するものとする。

１ 経営体育成型

(1) 水田地帯において畦畔除去等簡易な整備を含む区画整理事業等の実施

により、大区画化等高生産性ほ場の整備が図られること。

ただし、地域の地形条件、営農等により、本要件の適合が技術的に困

難なもののうち、担い手又は農地所有適格法人等への農用地の集積に資

するものとして適当と認められるものについては、この限りではない。

(2) 区画整理事業によって形成されるほ場のうち原則としてその区画の面

積が30アール(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第２

条第１項に規定する過疎地域(同法第33条第１項又は第２項の規定によ

り過疎地域とみなされる区域を含み、平成16年度までの間に限り、同法

附則第５条第１項に規定する特定市町村(同法附則第６条又は第７条の

規定により特定市町村とみなされる区域を含む。)を含む。)、離島振興

法(昭和28年法律第72号)第２条第１項の規定に基づく指定地域及び山村

振興法(昭和40年法律第64号)第７条第１項の規定に基づき指定された振

興山村において行うものにあっては、20アール)以上であるものの面積

の合計が当該区画整理事業を行う面積のおおむね２／３以上であるこ

と。

ただし、自然的、経済的条件等を勘案してやむを得ないと認められる

区域（以下のいずれかに該当する区域）については、その区域の面積を

区画整理事業を行う面積から除外して計算することができる。

ア 畑作についての営農計画が樹立されている区域（畑地、樹園地、田

畑輪換区域等）。

イ 30アール以上の区画とすることによって土層の厚さが30㎝以下とな

り不良土層（基岩、盤層、礫層、泥炭層等）の出現のおそれのある区

域。



ウ 30アール以上の区画とすることによって田差がおおむね1.0ｍ以上

となり農地の保全上好ましくないと認められる区域。

エ 30アール以上の区画とすることによって著しく排水条件を悪化（地

下水層の切断等）させる区域。

(3) 農道整備事業において整備する事業実施地区外の関連農道について

は、次の条件を満すものについて施行することができるものとする。

ア ほ場と集落及び既設基幹道路等を連結するものであること。

イ １路線の延長がおおむね500ｍ未満であること。

ウ 連絡する農道の幅員は、おおむね５ｍ以上であること

(4) 高付加価値農業施設移転等事業を実施し、高付加価値農業の振興を図

る場合にあっては、(2)にかかわらず、地域の実情に即したほ場区画の

規模及び形状となるよう考慮するものとする

２ 共通事項

(1) 営農環境整備事業

ア 農業集落道整備事業とは、主として農業機械の運行等の農業生産活

動及び農産物、農業資材等の運搬に供するもののうち、生産基盤整備

事業実施地区内に介在又は隣接する農業集落に係るもので、当該生産

基盤整備事業と有機的かつ密接に連携するものであること。

イ 農業集落排水施設整備事業とは、生産基盤整備事業実施地区内の農

業用用排水の水質保全及び機能維持を図るために必要な排水施設であ

り、生産基盤整備事業実施地区内に介在又は隣接する農業集落に係る

もので、当該生産基盤整備事業と有機的かつ密接に連携するものであ

ること。

ウ 農業集落環境管理施設整備事業及び農作業準備休憩施設整備事業に

あたっては、その用途に応じて適切かつ良好な農作業環境の改善、集

落環境の保全、維持等が図られるよう留意する。また、農業集落環境

管理施設には、堆肥等を運搬する共同利用の施肥散布機械及び堆肥盤

を含む。

エ 用地整備事業の実施にあたっては、次に掲げる要件のいずれかに該

当する用地等を整備するものとする。

(ｱ) 農林水産省所管に係る助成又は融資の対象となる施設であって農

地整備事業の実施と併せて導入されることが確実であり、かつ、当

該施設の管理予定者が定められているか、又は定められることが確

実であるものの用に供するものであること。

(ｲ) 地方公共団体等が事業実施主体となって整備する教育施設、社会

福祉施設、通信交通施設、行政施設等であって、農地整備事業の実



施に併せて整備することが確実であるものの用に供するものである

こと。

(ｳ) 農家の世帯員の雇用促進に資する施設又は集落の活性化につなが

る施設の用に供するものであること。

(ｴ) 営農施設の撤去又は移転であって、農地整備事業の効率が高めら

れ、かつ、農地整備事業の施行に係る地域内の土地における農業経

営の合理化に寄与するものであること。

オ 営農用水施設整備事業の実施にあたっては、受益戸数がおおむね10

戸以上、かつ、末端の受益戸数が２戸以上であるものとする。また、

その用水の用途に応じて適切な水質を確保するよう留意する。

(2) 農業経営高度化支援事業

ア 高度土地利用調整事業のうち指導事業の内容は、以下のとおりとす

る。

(ｱ) 農業経営高度化支援事業の啓発普及

(ｲ) 農業経営高度化支援事業の実施状況の確認及び報告

(ｳ) 農業経営高度化支援事業及び関連施策の総合的な実施のための関

係機関との調整

(ｴ) 市町村、土地改良区、農業協同組合又は農地所有適格法人等が行

う調査・調整事業、農業経営高度化促進事業又は耕地利用高度化推

進事業に関する助言又は指導

イ 高度土地利用調整事業のうち指導事業は、生産基盤整備事業等の開

始年度の前々年度から促進計画又は活性化計画に定める目標年度まで

実施することができるものとする。ただし、生産基盤整備事業等の完

了後にあっては、調査・調整事業又は耕地利用高度化推進事業を実施

する場合に限って実施することができるものとする。

ウ 高度土地利用調整事業のうち調査・調整事業の内容は、以下のとお

りとする。

(ｱ) 関係農家の意向調査活動

(ｲ) 土地利用調整活動

(ｳ) 農用地流動化についての関係機関との調整活動

(ｴ) 農業機械の利用再編に関する活動

(ｵ) 普及センター等の助言指導を受けて行う営農指導に関する活動

(ｶ) 農地所有適格法人等の持続的な農業経営の確立に関する活動

(ｷ) その他農用地流動化に関係する調査・調整活動

エ 高度土地利用調整事業のうち調査・調整事業は、生産基盤整備事業

等の開始年度の前々年度から促進計画又は活性化計画に定める目標年



度まで実施することができるものとする。

オ 耕作放棄地解消支援事業のうち指導事業の内容は、以下のとおりと

する。

(ｱ) 本事業の啓発普及

(ｲ) 本事業の実施状況の確認及び報告

(ｳ) 本事業の総合的な実施のための関係機関との調整

(ｴ) 市町村、土地改良区若しくは農業協同組合が行う耕作放棄地解消

支援事業のうち調査・調整事業に関する助言若しくは指導、耕作放

棄地活用推進事業に関する助言若しくは指導又は市町村が行う耕作

放棄地解消・集積促進事業に関する助言若しくは指導

(ｵ) 市町村、土地改良区又は農業協同組合に対して行う耕作放棄地解

消・発生防止のための技術研修

(ｶ) 耕作放棄地解消・発生防止の取組を広めるための調査・普及活動

(ｷ) その他耕作放棄地解消・発生防止に関する指導等の活動

カ 耕作放棄地解消支援事業のうち調査・調整事業の内容は、以下のと

おりとする。

(ｱ) 関係農家、耕作放棄地所有者及び新規参入者の意向調査活動

(ｲ) 土地利用調整活動

(ｳ) 関係機関との調整活動

(ｴ) 新規参入促進のための広報活動、研究会等の開催

(ｵ) 農業機械の利用再編に関する活動

(ｶ) 普及指導センター等の助言指導を受けて行う営農指導に関する活

動

(ｷ) その他耕作放棄地解消・発生防止に関係する調査・調整活動

キ 耕作放棄地解消支援事業は、生産基盤整備事業等の開始年度の前々

年度から生産基盤整備事業等の完了年度の３年後の年度（耕作放棄地

解消・集積促進事業を実施する場合にあっては、遊休農地利用増進整

備計画に定める目標年度。以下同じ。）まで実施することができるも

のとする。

ク 農業経営高度化促進事業の実施にあたっては、以下のとおりとする。

(ｱ) 中心経営体農地集積促進事業

中心経営体への農用地の集積・集約化の促進に資するものとなるよ

う配慮するものとする。

(ｲ) 耕作放棄地解消・集積促進事業

耕作放棄地の解消・発生防止及び担い手への農用地の利用の集約化

の促進に資するものとなるよう配慮するものとする。



ケ 耕地利用高度化推進事業の内容は以下のとおりとする。

(ｱ) 営農上支障となる湧水処理及び不陸均平

(ｲ) 効果的な地下水管理のための暗渠の清掃・被覆材の入替え

(ｳ) 暗渠の効果を高める補助的な暗渠の施工

(ｴ) 表流水の迅速な排除のための額縁明渠の施工

(ｵ) 補助的な暗渠施工機具等の共同利用体制の整備

(ｶ) 転作後に必要な田面整地作業

(ｷ) その他農用地の良好な生産環境の維持及び条件整備活動

(ｸ) 生産基盤整備事業等の完了後の作物別の作付面積、単収・単価等

の調査

コ 耕地利用高度化推進事業は、生産基盤整備事業等の開始年度の翌年

度から促進計画又は活性化計画に定める目標年度まで実施することが

できるものとする。

サ 耕作放棄地活用推進事業の内容は、以下のとおりとする。

(ｱ) 営農上支障となる湧水処理及び不陸均平

(ｲ) 効果的な地下水管理のための暗渠の清掃・被覆材の入替え

(ｳ) 暗渠の効果を高める補助的な暗渠の施工

(ｴ) 表流水の迅速な排除のための額縁明渠の施工

(ｵ) 補助的な暗渠施工機具等の共同利用体制の整備

(ｶ) 転作後に必要な田面整地作業

(ｷ) 新たな営農展開や経営拡大を促進するための追加・補助的な整備

(ｸ) 担い手の確保までの間に暫定的に行う農用地の維持・管理

(ｹ) 事業による耕作放棄地の解消効果を普及するための実証整備

(ｺ) その他耕作放棄地の解消及び発生防止に必要な条件整備等

シ 耕作放棄地活用推進事業は、生産基盤整備事業等の開始年度の翌年

度から生産基盤整備事業等の完了年度の３年後の年度（耕作放棄地解

消・集積促進事業を実施する場合は、遊休農地利用増進整備計画に定

める目標年度）まで実施することができるものとする。

ス 耕作放棄地活用推進事業は、整備基本構想の範囲内で実施するもの

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、

農地整備事業の効率的かつ効果的な推進に努めるものとする。

３ 通作条件整備

(1) 事業の実施区域は、原則として都道府県道又は幹線市町村道の路線若

しくは区間又は機能と整備される農道のそれとが重複しない範囲におい

て実施するものとし、運用第２の３の（１）のイ及び（２）のエに規定



する保全対策型（以下この別紙においては「保全対策型」という。）を

実施する場合には、農業農村整備事業等農林水産省所管事業により農道

として造成された路線、地方単独事業であるふるさと農道緊急整備事業

により造成された路線及び、地域再生法（平成17年法律第24号）に基づ

き農道として造成された路線（以下この別紙においては「既設の農道」

という。）を対象とする。

(2) 運用第２の３に規定する基幹農道整備（以下この別紙において「基幹

農道整備」という。）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６条第１項の規定に基づき指定された農業振興地域を主

たる対象とし、基幹農道整備以外の整備は、農業振興地域の整備に関す

る法律第８条第２項第１号の規定に基づき定められた農用地区域を主た

る対象とする。

第３ 事業の実施要件

１ 経営体育成型

(1) 運用第４の１の(1)の受益面積の確認に当たっては、受益地は地形上

接続していること又は農業用道路若しくは農業用用排水施設で接続して

いることを原則とするが、以下に掲げる要件を全て満たす場合はこの限

りではない。

ア 集約化を進める基本的な方針（以下この別紙において「基本方針」

という。）が事業実施地区に係る市町村により策定されていること。

イ 事業の受益地を含む営農上のまとまりのある一定区域（以下この別

紙において「営農区」という。）の規模の合計が60ヘクタール以上で

あること。

ウ 農用地集積加速化整備構想（以下この別紙において「整備構想」と

いう。）が地域の農業者や市町村、土地改良区、農業協同組合等の農

業関係者等により策定されていること。

(2) (1)のアに定める「基本方針」については、以下のとおりとする。

ア 基本方針は、以下に掲げる事項を定めるものとする。

(ｱ) 集約化の実施に関する基本的な事項

(ｲ) 集約化を進める区域（農用地の保有及び利用の現況、将来の見通

し等からみて認定農業者等に対する集約化を進めることが特に必要

な区域）として設定する区域

(ｳ) 集約化の推進体制に関する事項

(ｴ) 農業経営基盤強化促進法第４条の第２項から第４項までに規定す

る事業との連携を予定している場合にあっては、当該事業との連携



に関する事項

イ 事業実施地区に係る市町村は、(1)に掲げる事項を定めるときは、

農業委員会等の関係機関と十分に調整するものとする。

ウ 基本方針の様式は、別記様式第１号のとおりとする。

(3) (1)のウの「整備構想」については、以下のとおりとする。

ア 整備構想は、事業実施区域を対象に以下に掲げる事項を定めるもの

とする。

(ｱ) 事業実施区域の概要

(ｲ) 事業実施区域における農用地の現況及び問題点

(ｳ) 地域における農業の振興方向

(ｴ) 整備構想実現のために必要な生産基盤整備の内容

(ｵ) その他必要な事項

イ 整備構想の作成にあたっては、農業委員会、土地改良区、農業協同

組合その他経営体育成型と密接な関係を有する団体の意見を聴くもの

とする。

ウ 整備構想の様式は、別記様式第２号のとおりとする。

(4) 運用第４の１の(2)のイの「別に定める集約化要件」は、同一の者の

経営等農用地であって北海道では３ヘクタール、都府県では１ヘクター

ル（都道府県知事があらかじめ各地方農政局長等の意見を聴いた上で、

これらの面積を超える面積を定めたときは、その面積）以上のまとまり

を有するものをいう。

この場合において、２つ以上の農用地であって、次のいずれかに該当

するものは、一連の作業を継続するに支障のないものとして、まとまり

を有する農用地とする。

ア ２つ以上の農用地が畦畔で接続しているもの

イ ２つ以上の農用地が道路又は水路等で接続しているもの

ウ ２つ以上の農用地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障が

ないもの

エ 段状をなしている２つ以上の農用地の高低の差が作業の継続に影響

しないもの

オ ２つ以上の農用地が当該農用地の耕作者の宅地に接続しているもの

カ その他、経営体育成型の趣旨に照らして適当であると認めるもの

２ 耕作放棄地型

(1) 運用第４の２の(1)の整備基本構想については、以下のとおりとする。

ア 整備基本構想は、事業実施区域を対象に以下に掲げる事項を定める

ものとする。



(ｱ) 事業実施区域の概要

(ｲ) 事業実施区域における農用地の現況及び課題

(ｳ) 事業実施区域における耕作放棄地の現況と利用増進の方針

(ｴ) 整備基本構想の実現のための整備方針

(ｵ) 各営農区の概要と営農区の営農活動等方針（第３の２の(2)に該当

する場合に限る。）

(ｶ) その他必要な事項

イ 整備基本構想の策定に当たっては、農業委員会、土地改良区、農業

協同組合及びその他本事業と密接な関係を有する団体の意見を聴くも

のとする。

ウ 整備基本構想の様式は、別記様式第３号によるものとする。

(2) 運用第４の２の(2)の受益面積の確認に当たっては、受益地は地形上

接続していること又は農業用道路若しくは農業用用排水施設で接続して

いることを原則とする。ただし、以下に掲げる要件のいずれも満たす場

合には、この限りでない。

ア 営農区の規模の合計が60ヘクタール以上であること。

イ 各営農区内において、「耕作放棄地解消支援ガイドラインの策定に

ついて（平成20年４月15日付け19農振第2126号農村振興局長通知）」

に定める耕作放棄地解消計画の実現に向けた農家間の連携に基づく営

農活動等が展開されること。

なお、「営農活動等が展開される」とは、将来にわたり持続的な農

業生産を可能とするために、農業の生産性の向上や担い手の育成・確

保及び農業生産活動等に関する計画が整備基本構想において定められ

ていることをいうものとする。

(3) 運用第４の２の(3)の基準を満たす耕作放棄地となるおそれがある農

地とは、次のア又はイのいずれかに該当する農地とする。

ア 現に耕作の目的に供されていないが、新たな農地所有者又は使用収

益権者（以下「農地所有者等」という。）によって耕作されるまでの

間、周辺への悪影響防止等の観点から土地管理が行われている農地。

イ 現に耕作の目的に供されている農地であって、事業開始時において、

事業完了年度の翌年度までに当該農地における耕作を行わなくなる見

込みの農地所有者等が耕作する農地であり、かつ、当該農地所有者等

に代わる者による耕作が行われる見込みのない農地。

(4) (3)の要件を満たすかどうかは、農地所有者等自らの申告に加え、経

営状況、後継者の有無、地域内における担い手の状況、当該農地の生産

性等を総合的に勘案して、都道府県知事が判断するものとする。



(5) 運用第４の２の(4)の別に定める要件とは、耕作放棄地集約化率（当

該事業の受益面積に占める担い手にその利用が集約化される耕作放棄地

の割合をいう。以下同じ。）が４％以上となることとする。

(6) (5)の「集約化」とは、１の(4)の「別に定める集約化要件」を満たす

ものとする。

第４ 計画の作成

１ 経営体育成型

(1) 集積促進整備計画の様式は、基盤整備関連経営体育成等促進計画等策

定要領（平成15年４月１日付け14農振第2492号農林水産省農村振興局長

通知）によるものとする。

(2) 市町村は、促進計画を策定するに当たっては、必要に応じて次の各号

に掲げる活動を行い、事業の円滑な推進のための合意形成に努めるもの

とする。

ア 計画策定委員会の設置

市町村、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、地域農業団体、

集落の代表、学識経験者等からなる計画策定委員会を設置する。

イ 集落懇談会の開催

(3) 促進計画においては、事業実施区域を対象に、以下に掲げる事項のう

ち必要なものを定めるものとする。

ア 農業構造再編の目標

市町村基本構想に沿って、集落における目標年度において育成すべ

き経営体の姿、実現すべき農業構造の目標等について定める。

ただし、運用第１の３の(6)に掲げる者を担い手に含める場合にあっ

ては、地域の農業の担い手に係る基準が定められなければならない。

イ 農用地の流動化計画

アに基づき、目標年度までの所有権移転、利用権設定、農作業受委

託等による農用地流動化面積の目標を設定する。

ウ 経営体育成計画

アに基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指す経営体の育成等

に係る目標を設定する。

エ 農地所有適格法人等育成計画

アに基づき、農地所有適格法人等の育成、農業経営等に係る目標を

設定する。

オ 土地利用計画

優良農地を保全して農業経営等の規模拡大を進めるとともに、良好



な生活環境の施設等の整備に係る非農用地の計画的な創出を図るた

め、集落及び対象事業実施地区内の農用地全体に係る土地利用計画を

策定する。

カ 農業機械利用計画

経営規模に見合った適正な農業機械の装備の水準を確保するため、

アの農業構造再編の目標及びオの土地利用計画に基づき、農業機械の

利用計画を策定する。

キ ほ場の整備計画

営農を考慮したほ場の区画形状、面積、位置等について、従前地と

の対比を表示、図示等することにより作成する。この場合、高生産性

ほ場(大区画)、一般ほ場(標準区画)、労働集約型ほ場(小区画)等に分

割して作成する。

ク 農業生産基盤の整備目標

農業生産基盤整備の目標を設定する。

ケ 関連事業計画

農用地流動化施策、生産の組織化、生産性向上等の生産対策に係る

事業等の導入計画を策定する。

コ 推進体制整備計画

担い手に農用地の集積を図るための推進体制の整備について、市町

村段階及び集落段階の各段階ごとの組織化及び活動の内容を定める。

サ 営農環境の整備目標

営農環境整備の目標を設定する。

シ 土地改良施設等の管理計画

土地改良施設等の将来の適正な管理に係る体制整備について定める。

ス 農業農村整備事業管理計画

ク及びサの具体的な年度計画及び事業間調整について定める。

セ その他必要な事項

土地利用、景観保全協定等について定める。

２ 耕作放棄地型

(1) 運用第５の２の遊休農地利用増進土地改良整備計画には、以下に掲

げる事項を定めるものとする。

ア 計画区域の現況

イ 課題及び整備方針

ウ 耕作放棄地解消・利用増進計画

エ 担い手への農地の利用集積等計画

オ 整備計画



カ 耕作放棄地解消支援計画

キ 耕作放棄地解消・集積促進計画

ク 耕作放棄地活用推進計画

(2) 遊休農地利用増進整備計画の様式は、別記様式第８号によるものとす

る。

(3) 遊休農地利用増進整備計画は、運用第４の２の(1)の整備基本構想と

整合性のとれたものでなければならない。

３ 共通事項

(1) 運用第５の３の農業経営高度化計画は、別記様式第９号を用いて作成

するものとする。

(2) 営農環境整備事業にあっては、必要に応じ以下の事項に係る計画を定

めるものとする。

ア 当該事業の目的

イ 費用負担予定者

ウ 工事計画

エ 費用の総額

オ 施設の整備を行う事業にあっては、施設予定管理者及び予定管理方

法

カ 資金計画

(3) (2) の計画を定めるにあたっては、当該事業計画、当該事業計画の変

更を行う場合におけるその手続及び同意を要する変更事由について、あ

らかじめ費用負担予定者の同意を得るものとする。(2)のオの事項を定

める場合にあっては、同様にあらかじめ施設予定管理者の同意を得るも

のとする。

４ 通作条件整備

通作条件整備事業の実施に当たっては、以下に定めるところにより通作

条件整備計画等を作成するものとする。

(1) 本事業（保全対策型を除く。）を実施する場合、都道府県知事は農道

の整備計画や、関連する農業基盤整備等について別記様式第10号に定

める通作条件整備計画を作成し、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を経由して農村振興局長）に提出するものと

する。

(2) 保全対策型のうち点検診断又は保全対策を実施する場合、実施する

予定の既設の農道を管理する市町村長等（以下この別紙において「市

町村長等」という。）は、当該農道の利用状況、管理の状況、周辺環境

の状況、保全対策の必要性及び将来の管理の方針について別記様式第1



1号に定める保全対策基本方針（以下この別紙において「基本方針」と

いう。）を作成し、都道府県知事の承認を得て、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を経由して農村振興局長）に

提出するものとする。

ただし、市町村長等の要請により、保全対策の対象区域、内容等を

勘案し、都道府県知事が基本方針を作成する場合、作成後、都道府県

知事が地方農政局長（北海道にあっては、国土交通省北海道開発局長

を経由して農村振興局長）に提出するものとする。

なお、保全対策の対象区域が複数の市町村にまたがる場合にあって

は、この区域に係る市町村長のうち一つの市町村長が他の市町村長の

承認を得て基本方針を作成することができる。

(3) 保全対策型のうち緊急対策を実施する場合、市町村長等は、別記様

式第12号に定める緊急対策施行申請書（以下この別紙において「施行

申請書」という。）を作成後、都道府県知事の承認を得て、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を経由して農村振

興局長）に提出するものとする。

なお、緊急対策の対象区域が複数の市町村にまたがる場合にあって

は、この区域に係る市町村長のうち一つの市町村長が他の市町村長の

承認を得て施行申請書を作成することができる。

第５ 事業の中間審査

１ 運用第６の１の計画審査表の様式は、別記様式第13号又は別記様式第14

号によるものとする。

２ 運用第６の１の報告の期限は、運用第３の１の審査を行う年度の９月末

日とする。

３ 運用第６の２の報告の期限は、運用第３の１の審査を行う年度の翌年度

の９月末日とする。

４ 運用第６の２の「別に定める基準」は、計画審査表に定められた事項の

達成率が70％以上であることとする。

５ 運用第６の３の「別に定める基準」は、計画審査表に定められた事項の

達成率が50％以上であることとする。

６ 運用第６の３において、農村振興局長は、地方農政局長等からの報告を

踏まえ、補助金交付の方針を決定するものとする。

７ 運用第６の５において、地方農政局長等は、評価を行うため、関係部課

長をもって構成する審査委員会を設置するものとする。

８ 運用第６において、当該達成率の低い理由が、自然災害等の不可抗力に



よると地方農政局長等が判断した場合は、これらの規定に基づく措置をと

ることを要しない。

第６ 計画の変更等

１ 運用第７の１の別に定める場合は、以下に掲げるいずれかの理由により

促進計画、活性化計画又は基本計画を変更した場合とする。なお、その報

告は、別記様式第15号によるものとする。

(1) 担い手の変更（認定農業者、農地所有適格法人等の変更を含む。)

ア 担い手の追加

イ 担い手の交代

ウ 担い手の除外

(2) 事業計画の変更

(3) 目標年度の変更

(4) その他、整備工程計画の変更等に伴い事業実施期間における農用地の

流動化計画、経営体育成計画及び農地所有適格法人等育成計画に変更が

生じた場合

２ 運用第７の２の遊休農地利用増進整備計画の変更にあっては、別記様式

第16号により報告するものとする。

第７ 事業の達成状況報告等

１ 運用第８に定める農地整備事業の達成状況報告は、生産基盤整備事業等

の完了年度の３月末日までに、別記様式第17号、別記様式第18号、別記様

式第19号又は別記様式第20号のいずれかにより行うものとする。

２ 都道府県知事は、農地整備事業の実施に伴う促進計画、活性化計画及び

農業経営高度化計画の達成状況について、生産基盤整備事業等に着手した

年度から目標年度（農業経営高度化支援事業を実施しない地区にあっては、

生産基盤整備事業等の完了年度）までの毎年度その達成状況を調査し、別

記様式第21号、別記様式第22号又は別記様式第23号のいずれかにより作成

するとともに、生産基盤整備事業等の完了年及び目標年度については翌年

度の９月末日までに地方農政局長等に報告するものとする。

３ 運用第４の１の(2)のウの要件による事業実施地区にあっては、都道府

県知事は、生産基盤整備事業等の完了年度の翌年度以降５年間、促進計画

を踏まえて農地所有適格法人等の経営状況を毎年度調査し、別記様式第24

号により作成するとともに、生産基盤整備事業等の完了年度及び生産基盤

整備事業等の完了年度の５年後については翌年度の６月末日までに、地方

農政局長等に報告するものとする。



４ 農地整備事業のうち耕作放棄地型の実施地区にあっては、都道府県知事

は、生産基盤整備事業等の完了年度及び完了年度の５年後の年度（耕作放

棄地解消・集積促進事業を実施する場合にあっては、生産基盤整備事業等

の完了年度及び完了年度の５年後の年度並びに第３の２の(5)の確認を行

う年度）に、整備基本構想を踏まえて耕作放棄地の利用状況を調査し、翌

年度の６月末日までに地方農政局長等に報告するものとする。

５ ４の結果、耕作放棄地が利用されていなかった場合には、都道府県は、

耕作放棄地利用増進のための改善計画を策定し、市町村及び関係機関と

の連携により確実に耕作放棄地の利用増進が図られるよう努めるものと

する。

６ 通作条件整備の保全対策型のうち、点検診断を実施した場合には、施

設の点検診断結果及びこれに基づく検討内容等をまとめた農道保全対策

計画を作成するものとする。

第８ 助成

１ 運用の別記の工事費には、非農用地に係る換地(換地上必要な工事を含

む。)に必要な経費のほか、以下に掲げる施設用地の整備等に関する事業

の工事に必要な経費を含むものとする。

(1) 農業近代化施設用地

(2) 地方公共団体等が事業実施主体となって地域住民の生活環境の改善の

ために整備する教育施設、社会福祉施設、保健医療施設、通信交通施設、

行政施設等の施設用地

(3) 集落移転用地

２ 運用の別記の換地費には、確定測量費を含むものとする。

３ 高度土地利用調整事業のうち指導事業の助成は、生産基盤整備事業等の

開始年度から促進計画又は活性化計画に定める目標年度までにおいて実施

するものとする。また、耕作放棄地解消支援事業のうち指導事業の助成は、

生産基盤整備事業等の開始年度から生産基盤整備事業等の完了年度の３年

後（耕作放棄地解消・集積促進事業を実施する場合にあっては、遊休農地

利用増進整備計画に定める目標年度。以下に同じ。）までにおいて実施す

るものとする。

４ 高度土地利用調整事業のうち調査・調整事業の助成は、５の限度額の範

囲内において、生産基盤整備事業等の開始年度から促進計画又は活性化計

画に定める目標年度までにおいて実施するものとする。耕作放棄地解消支

援事業のうち調査・調整事業の助成は、生産基盤整備事業等の開始年度か

ら生産基盤整備事業等の完了年度の３年後までにおいて実施するものとす



る。

５ 調査・調整事業の助成の限度額は、当該事業の受益面積ごとに区分する

以下の基準額に調整事業の実施年数を乗じた額とする。

ア 60ヘクタール未満の場合にあっては、1,500千円

イ 60ヘクタール以上200ヘクタール未満の場合にあっては、2,000千円

ウ 200ヘクタール以上の場合にあっては、4,000千円

６ 農業経営高度化促進事業の助成は、促進計画、活性化計画又は遊休農用

地利用増進整備計画に定める目標年度までに運用第４の１の(3)又は第４

の２の(3)若しくは第４の２の(4)に定める要件を満たしている場合に行う

ものとする。

７ 農業経営高度化促進事業の助成は、８の限度額の範囲内において行うも

のとする。

８ 農業経営高度化促進事業の助成の限度額は、生産基盤整備事業等の総事

業費に以下の助成割合を乗じた額とする。

(1) 中心経営体農地集積促進事業

ア 中心経営体集積率が35％以上45％未満の場合にあっては、0.035

イ 中心経営体集積率が45％以上55％未満の場合にあっては、0.045

ウ 中心経営体集積率が55％以上65％未満の場合にあっては、0.055

エ 中心経営体集積率が65％以上75％未満の場合にあっては、0.065

オ 中心経営体集積率が75％以上の場合にあっては、0.075

(2) 耕作放棄地解消・集積促進事業

ア 耕作放棄地集約化率が４％以上５％未満の場合にあっては、0.020

イ 耕作放棄地集約化率が５％以上６％未満の場合にあっては、0.030

ウ 耕作放棄地集約化率が６％以上７％未満の場合にあっては、0.040

エ 耕作放棄地集約化率が７％以上８％未満の場合にあっては、0.050

オ 耕作放棄地集約化率が８％以上９％未満の場合にあっては、0.060

カ 耕作放棄地集約化率が９％以上10％未満の場合にあっては、0.070

キ 耕作放棄地集約化率が10％以上の場合にあっては、0.075

９ 耕地利用高度化推進事業の助成は、生産基盤整備事業等の総事業費の２

％に相当する額の範囲内において、生産基盤整備事業等の開始年度の翌年

度から促進計画又は活性化計画に定める目標年度までにおいて実施するも

のとする。

10 耕作放棄地活用推進事業の助成は、生産基盤整備事業等の総事業費の２

％に相当する額の範囲内において、生産基盤整備事業等の開始年度の翌年

度から生産基盤整備事業等の完了年度の３年後の年度までにおいて実施す

るものとする。



第９ その他

１ 運用別表の区分１から４までのうち生産基盤整備事業以外の事業は、土

地改良法による土地改良事業以外の事業として実施するものとしているの

で、留意されたい。

２ 農地整備事業により整備された暗渠排水のうち、市町村または土地改良

区等が所有するとともに、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42

条に規定する市町村地域防災計画等において、地域排水機能の発揮により

湛水被害の発生防止を図ることが位置付けられているものを地域排水型暗

渠排水と称する。

なお、地域排水型暗渠排水を市町村が所有する場合にあっては、行政財

産として適切に管理することとする。

３ 第８の８及び９の「生産基盤整備事業等の総事業費」のうち、生産基盤

整備事業の総事業費は、土地改良事業計画に定められた主要工事計画等の

全体の総事業費であるので、農業経営高度化促進事業及び耕地利用高度化

推進事業の助成の限度額算定にあたっては留意されたい。

４ 事業の実施にあたっては、都道府県は、可能な限り事業費の低減に努め

るものとする。

５ 運用第３の２の(3)に定める単独施設整備及び(4)に定める単独土層改良

に係る事業計画概要書の様式は、それぞれ別記様式第25号及び別記様式第

26号によるものとする。

６ 土地改良法第５条及び第７条に規定する事業計画の概要及び土地改良事

業計画の様式は、｢土地改良事業の計画の概要及び計画の作成について｣（昭

和42年11月６日付け42農地Ｃ第375号農林省農地局長通知）において示さ

れているところであるが、単独施設整備については、その性格にかんがみ、

別記様式第27号及び別記様式第28号により作成するものとする。

第10 経過措置

１ 運用第12の４の地区については、第８の８の(1)にかかわらず、高度経

営体集積促進事業の助成の限度額は、生産基盤整備事業等の総事業費に以

下の助成割合を乗じた額とする。

(1) 高度経営体集積向上率が５％以上10％未満の場合にあっては、0.005

(2) 高度経営体集積向上率が10％以上15％未満の場合にあっては、0.010

(3) 高度経営体集積向上率が15％以上20％未満の場合にあっては、0.015

(4) 高度経営体集積向上率が20％以上25％未満の場合にあっては、0.020

(5) 高度経営体集積向上率が25％以上30％未満の場合にあっては、0.025



(6) 高度経営体集積向上率が30％以上35％未満の場合にあっては、0.030

(7) 高度経営体集積向上率が35％以上40％未満の場合にあっては、0.035

(8) 高度経営体集積向上率が40％以上45％未満の場合にあっては、0.040

(9) 高度経営体集積向上率が45％以上50％未満の場合にあっては、0.045

(10) 高度経営体集積向上率が50％以上の場合にあっては、0.050

２ 運用第12の４の地区については、第７の２の報告のうち農業経営高度化

計画の達成状況に係る部分について、目標年度の翌年度から農業経営高度

化支援事業の完了年度までにおいても行うこととする。

３ 「経営体育成促進事業実施要領の一部改正について」（平成17年４月１

日付け16農振第2015号農林水産省農村振興局長通知）による改正前の経営

体育成促進事業実施要領に規定する事業を平成16年度までに実施し、かつ、

同要領の第９の１の(2)の報告を平成18年度以降に行うこととしていた地

区については、第３の４の(1)のイの規定はなお従前の例による。

４ 運用第12の５の担い手農地利用集積増加率とは、促進計画に明記された

担い手全体の事業開始時の経営等農用地の面積に対する、事業開始時から

事業完了時までにかけて事業地区内において増加する経営等農用地の面積

の割合をいう。

５ 運用第12の８の別に定める方法とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 都道府県知事は、事業計画概要書に加え、畑地帯担い手育成型にあっ

ては活性化計画及び農用地整備計画、畑地帯担い手支援型（単独土層改

良、単独営農用水を除く。）にあっては基本計画及び高度化整備計画、

単独土層改良にあっては保全計画、基本計画及び高度化整備計画を添付

した認定申請書を、地方農政局長等を経由して農林水産大臣に申請する

ものとし、農林水産大臣は所要の審査の上、これを認める場合にあって

は認定通知書を送付する。

(2) (1)の申請にあたり、既に土地改良法の手続きを経た土地改良事業以

外の土地改良事業を当該地区に追加又は変更して申請する場合にあって

は、追加又は変更する部分に相当する土地改良事業は、所要の土地改良

法の手続きを必要とすることに留意するものとし、土地改良事業以外の

事業種類についても、当該地区に追加又は変更して申請する場合にあっ

ては、必要に応じて所要の手続きを行うものとする。

６ 「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26年４月

１日付け25生畜第2095号農林水産省生産局長、25農振第2128号農林水産省

農村振興局長、25林整計第960号林野庁長官、25水港第2975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に基づき実施し

ていた地区にあっては、第８の８の規定にかかわらず、改正前の農業経営



高度化促進事業の助成の限度額とすることができる。


