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国における農業農村整備事業関係予算
概算決定の概要

国における農業農村整備事業関係予算
概算決定の概要

（注）  1．金額は関係ベース。    
 2．計数整理の結果、異動を生じることがある。
 3．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ものがある。

区　分 29年度
予算額

30年度
概算決定額A

（29年度補正追加額）
補正額B A ＋ B

農林水産予算総額
（対前年度比）

億円
23,071

―

億円
23,021
99.8%

億円
4,680

―

億円
27,701
120.1%

1.公共事業費
（対前年度比）

6,833
―

6,860
100.4%

2,229
―

9,089
133.0%

一般公共事業費
（対前年度比）

6,641 
―

6,667 
100.4%

1,811 
―

8,478 
127.7%

災害復旧等事業費
（対前年度比）

193
―

193
100.0％

418 
―

610 
317.0%

2.非公共事業費
（対前年度比）

16,238  
―

16,161 
99.5%

2,451  
―

18,612 
114.6%

◆平成30年度 農林水産予算の骨子
総括表

（注）  1．金額は関係ベース。    
 2．計数整理の結果、異動を生じることがある。
 3．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ものがある。
 4．農業農村整備事業関係予算については、

・30年度概算決定額として4,348億円（農業農村整備事業3,211億円、農山漁村地域整備交付金のうち農業農村整備分639億円、農地耕作条件改
善事業（非公共）298億円及び農業水路等長寿命化・防災減災事業（非公共）200億円の合計）

・29年度補正額として1,452億円（農業農村整備事業1,370億円及び中山間地域所得向上支援事業（非公共）のうち基盤整備分82億円の合計）を
措置している。

区　分 29年度
予算額

30年度
概算決定額A

（29年度補正追加額）
補正額B A ＋ B

農業農村整備
（対前年度比）

億円
3,084

―

億円
3,211

104.1%

億円
1,370

―

億円
4,581

148.5%

林野公共
（対前年度比）

1,800
―

1,800
100.0%

320
―

2,120
117.8%

水産基盤整備
（対前年度比）

700
―

700
100.0%

119 
―

819 
117.0%

海岸
（対前年度比）

40
―

40
100.0％

2
―

42 
105.0%

農山漁村地域整備交付金
（対前年度比）

1,017 
―

917 
90.2%

―
―

917 
90.2%

一般公共事業費計
（対前年度比）

6,641
―

6,667 
100.4%

1,811 
―

8,478 
127.7%

災害復旧等
（対前年度比）

193
―

193
100.0％

418 
―

610 
317.0%

公共事業費計
（対前年度比）

6,833
―

6,860 
100.4%

2,229 
― 

9,089 
133.0%

公共事業費一覧

平成
３０年度
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区　分 29年度
予算額

30年度
概算決定額A

29年度
補正額B

合計
A ＋ B

農業農村整備事業
億円
3,320

億円
3,709

(111.7%)

億円
1,452

億円
5,161

(155.5%)

農業農村整備事業（公共） 3,084 3,211
(104.1%)

1,370 4,581
(148.5%)

農地耕作条件改善事業 （非公共） 236 298
(126.6%)

82 380
(161.4%)

農業水路等長寿命化・防災減災事業（非公共） ― 200
(皆増)

― 200
(皆増)

農山漁村地域整備交付金（農業農村整備分）（公共） 701 639
(91.2%)

―
―

639
(91.2%)

計 4,020 
―

4,348 
(108.2%)

1,452 
― 

5,800 
(144.3%)

◆農業農村整備事業関係予算 概算決定の概要

◆平成30年度農林水産関係予算の重点事項（農村振興局関係）
1 担い手への農地集積・集約化による構造改革の推進
（1）農地中間管理機構による農地集積・集約化
　○ 農地の大区画化等の推進＜公共＞ 
　○ 農地耕作条件改善事業

2 水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施
　○ 水田の畑地化・汎用化の推進＜公共＞

3 強い農林水産業のための基盤づくり
（1）農林水産基盤整備（競争力強化・国土強靭化）
　○ 農業農村整備事業＜公共＞
　○ 農地耕作条件改善事業（再掲）
　○ 農業水路等長寿命化・防災減災事業
　○ 農山漁村地域整備交付金＜公共＞

（2）農林水産関係施設整備
　○ 特殊自然災害対策施設緊急整備事業

（3）畜産・酪農の競争力強化
　○ 草地関連基盤整備＜公共＞

4 農山漁村の活性化
（1）日本型直接支払の実施
　○ 多面的機能支払交付金 
　○ 中山間地域等直接支払交付金 

（2）中山間地農業の活性化支援
　○ 中山間地農業ルネッサンス事業＜一部公共＞ 
　○ 中山間地域所得向上支援対策 
　○ 中山間地域等直接支払交付金（再掲） 

（3）「農泊」の推進と農山漁村の振興
　○ 「農泊」の推進 
　○ 農山漁村振興交付金 
　○ 荒廃農地等利活用促進交付金 

（4）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進
（5）再生可能エネルギーの導入・活用の促進
　○ 再生可能エネルギー導入等の推進

(農業農村整備事業で実施)
１，110億円の内数

298億円
 （農業農村整備事業で実施）

1,110億円の内数

 3,211億円
 298億円
 200億円
 917億円

2億円
（農業農村整備事業で実施）

69億円

484億円
263億円

 
400億円

 （優先枠等を設けて実施）
263億円

（農山漁村振興交付金で実施）
57億円
101億円
2億円

105億円
（食料産業・6次産業化交付金で実施）

21億円の内数

【補正予算】
350億円

４57億円

1,370億円

1億円

 95億円

 300億円

3億円
3億円

13億円

（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ものがある。    
 2．下段（）書きは29年度予算額との比率である。
 3．29年度第補正額はTPP等関連対策を含む。
 4．29年度第補正額の農地耕作条件改善事業等には、中山間地域所得向上支援事業の基盤整備分を計上。

うち本体
100億円
うち優先枠
200億円

うち基盤整備分
82億円

うち農業農村整備分
639億円
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 ［平成30年度予算の概要］
 ◎農業農村整備事業（公共） 【321,054（308,404）百万円】
 （平成29年度補正予算137，000百万円）

《対策のポイント》
農業の競争力強化のための農地の大区画化や汎用化・畑地

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。

《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
○基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を

除く）に占める高収益作物の割合（約2割（平成27年度）
→ 約3割以上（平成32年度））

○基幹的農業水利施設の機能保全計画の策定率（約6割（平
成27年度）→ 10割（平成32年度））

○ハザードマップ等ソフト対策を実施した防災重点ため池
の割合（約5割（平成27年度）→ 10割（平成32年度））

＜主な内容＞
　1．担い手が活躍する強い農業基盤づくり（農業競争力強化対策）

111，027（103，395）百万円
担い手への農地集積や農業の高付加価値化を図るため、

農地中間管理機構との連携等により、農地の大区画化や汎用
化・畑地化、畑地かんがい施設の整備等を実施します。また、
パイプライン化やＩＣＴ等の導入により、新たな農業水利シ
ステムを構築し、担い手の多様な水利用や水管理の省力化を
推進します。

　2．老朽化した農業水利施設の長寿命化（国土強靱化対策） 
 126，495（125，377）百万円

老朽化した農業水利施設について、点検・診断に基づき、補
修・更新等を適時・的確に実施します。

　3．安全・安心のための農村地域の防災・減災（国土強靱化対策）
83，531（79，632）百万円

基幹的な農業水利施設やため池等の耐震対策、集中豪雨
による農村地域の洪水被害防止対策等を実施します。　

国費率、補助率： 2/3、1/2等　
事業実施主体 ：国、都道府県等　

 ［平成29年度補正予算の概要］
 ◎農地の更なる大区画化・汎用化の推進（公共）
 【35，000百万円】

《対策のポイント》
農地中間管理事業の重点実施区域等において、担い手への

農地集積・集約化を加速化し、米の生産コストの早期かつ大
幅な削減等のため、農地の大区画化や排水対策、水管理の省
力化等のための整備を推進します。

《政策目標》
担い手の米の生産コストが9,600円/60kgを下回り、かつ、

同コストをおおむね10％以上削減するよう農地の大区画化・
汎用化を推進

＜主な内容＞
農地の大区画化等の推進

米の生産コストの早期かつ大幅な削減等のため、農地の大
区画化や排水対策等を推進します。

・主な工種：区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設整備等
国費率、補助率：2/3、1/2等　

事業実施主体 ：国、都道府県　

 ［平成29年度補正予算の概要］
 ◎水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進（公共）
 【45，700百万円】

《対策のポイント》
高収益作物を中心とした営農体系への転換を促進するた

め、平場・中山間地域等における排水改良等による水田の畑地
化・汎用化、区画拡大や畑地かんがい施設の整備等による畑
地・樹園地の高機能化等の基盤整備を推進します。

《政策目標》
○作物生産額（主食用米を除く）に占める高収益作物の割

合がおおむね8割以上となり、かつ、高収益作物に係る生
産額がおおむね10％以上増加すること

○作物生産額（主食用米を除く）に占める高収益作物の割
合がおおむね5割以上となり、かつ、高収益作物に係る生
産額がおおむね50％以上増加すること

＜主な内容＞
高収益作物を中心とした営農体系への転換を促進する

ため、水田の排水改良や、畑地・樹園地の区画拡大・畑地か
んがい施設の整備等を推進します。なお、中山間地域所得
向上支援事業と関連して実施するものについては、優先枠

（12,000百万円）を設定し、中山間地域の農業所得の向上に
資するよう推進します。
・主な工種：区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設整備等

国費率、補助率：2/3、1/2等　
事業実施主体 ：国、都道府県　

 ［平成29年度補正予算の概要］
 農業農村整備事業（公共） 【46，800百万円】

《対策のポイント》
台風や豪雨等の自然災害への対策として、ため池など農業

水利施設に係る老朽化対策等や農地の洪水被害防止等の防
災・減災対策を実施。

《政策目標》
湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積

（農地及び周辺地域の面積約34万ha（うち農地面積約28
万ha）（平成32年度））

＜主な内容＞
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農業水利施設等の防災・減災対策 
周辺に住宅や公共施設等があり施設が損壊した場合に

被害を与えるおそれがあるため池や排水機場などの農業水
利施設に係る老朽化対策等や農地の洪水被害防止対策、農
村地域の地すべり対策等の防災・減災対策を実施します。

国費率、補助率：2/3、1/2等　
事業実施主体 ：国、都道府県、市町村、土地改良区等　

 

 ［平成30年度予算の概要］
　農業農村整備事業　農業競争力強化基盤整備事業（公共） 
 【66，731（57，999）百万円】

《対策のポイント》
農業競争力強化を図るため、農地の大区画化や汎用化、農

業水利施設の長寿命化やパイプライン化・ICT化等の整備を
行い、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化
や農業の高付加価値化、高収益作物の導入、水利用の効率化・
水管理の省力化等を推進します。

《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
○基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を

除く）に占める高収益作物の割合（約2割（平成27年度）
→ 約3割以上（平成32年度））

＜主な内容＞
　1．農地中間管理機構関連農地整備事業（新規）

農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者
の申請・同意・費用負担によらず、都道府県が農地の大区画化
等の基盤整備を実施します。

　2．農業競争力強化農地整備事業
農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化に

取り組む地区、農業の高付加価値化に取り組む地区等を対象
として、農地の整備等を実施します。

　3．水利施設等保全高度化事業（新規）
農業の高付加価値化や担い手への農地集積・集約化、水管

理労力の省力化に取り組む地区を対象として、農業水利施設
の整備等を実施します。

 ［平成30年度予算の概要］
 農業競争力強化基盤整備事業のうち
 農業競争力強化農地整備事業（公共） 
 【66，731（57，999）百万円の内数】

《対策のポイント》
農地の大区画化や排水対策等を実施し、農地中間管理機構

による担い手への農地集積・集約化や農業の高加価値化等を
推進します。
＜主な内容＞

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化に

取り組む地区、農業の高付加価値化に取り組む地区等を対
象として、農地の整備等を実施します。
　1．農地整備事業 

【対象工種】
・区画整理、暗渠排水、土層改良、農業用用排水施設整備等
【採択要件】
・受益面積：20ha以上（中山間地域等は10ha以上）
・担い手への農地集積率50％以上等
【主な附帯事業】
・調査・調整事業

土地利用調整活動、関係農家の意向調査活動等に対する
支援

・中心経営体農地集積促進事業（促進費）
農地整備事業の実施地区において、事業完了後の中心経
営体への農地集積率に応じて最大で事業費の12.5％を
交付

補助率：1/2等　
事業実施主体 ：都道府県等　

　
 2．草地畜産基盤整備事業 

【対象工種】
・草地の区画整理、暗渠排水等
【採択要件】
・受益面積:200ha以上（中山間地域は100ha以上） 等

補助率：1/2等　
事業実施主体 ：都道府県等　

　
　3．農業基盤整備促進事業

①きめ細かな基盤整備［定率助成］
・暗渠排水、土層改良、区画整理、農作業道等の整備、調査・

調整等
②農業者の自力施工を活用した簡易な整備［定額助成］
・田・畑の簡易な区画拡大、標準的な暗渠排水（本暗渠管の

間隔10m以下）、湧水処理、末端畑地かんがい施設整備、
客土（層厚10cm以上）、除礫（深度30cm以上）

【採択要件】
・総事業費200万円以上、受益者数2者以上、受益面積5ha

以上等
補助率：定額、1/2等　

事業実施主体 ：都道府県、市町村、
土地改良区、農地中間管理機構等

　4．低コスト農地整備推進実証事業 
情報化施工の効果の把握、課題の抽出や、情報化施工の

データや設備を営農に活用するために必要となる取組、情報
化施工の横展開を図る手法の検討等を支援

補助率：定額　
事業実施主体 ：都道府県、民間団体　
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 ［平成30年度予算の概要］
 農業競争力強化基盤整備事業のうち
 農地中間管理機構関連農地整備事業［新規］ 
 【66，731（57，999）百万円の内数】

《対策のポイント》
担い手への農地の集積・集約化を加速化するため、農地中

間管理機構が借り入れている農地について、農業者の申請・同
意・費用負担によらず、都道府県が実施する基盤整備を推進し
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
＜主な内容＞
　1．農地整備

担い手への農地の集積・集約化を加速化するため、農地中
間管理機構が借り入れている農地について、区画整理等を実
施します。
【対象工種】
・区画整理、農用地造成
【主な附帯事業】
・機構集積推進事業（推進費） 
 基盤整備と一体的に農地中間管理機構による担い手へ
の農地の集積・集約化を推進するため、事業費の12.5％等
を交付（全額国費）

【主な採択要件】
・事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定さ

れていること
・事業対象農地面積：10ha以上（中山間地域等は5ha以上）
（事業対象農地を構成する各団地は1ha以上（中山間地域

等は0.5ha以上）の連坦化した農地）
・農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から15

年間以上あること
・事業対象農地の8割以上を事業完了後5年以内に担い手
に集団化（機構の方針として設定）

・事業実施地域の収益性が事業完了後5年以内（果樹は10
年以内）に20％以上向上等

　2．実施計画策定等
農地整備に必要な実施計画の策定等を実施します。

補助率：定額、1/2等　
事業実施主体：都道府県等　

 ［平成30年度予算の概要］
 農地耕作条件改善事業 【29，832（23，562）百万円】

《対策のポイント》
農地中間管理事業の重点実施区域等において、農地中間管

理機構と連携しつつ、担い手への農地集積の推進や高収益作
物への転換を図るための計画策定や基盤整備、営農定着に必
要な取組を一括支援します。

《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
＜主な内容＞
　1．農地集積推進型（新規）
　 （農地集積・集約化の推進を図る場合）

一定以上の事業規模、農地集積・集団化率の向上等を要件
として、農業者の費用負担の軽減を図りつつ、機動的な基盤
整備を実施。事業工種は「2．地域内農地集積型」の定率助
成に準ずるが、単独実施は区画整理、農地造成、暗渠排水のみ
可能。
○集積推進費：ハード整備の事業費を対象に推進費を交付

（最大5.0％（国の補助率は1/2、補助残は地
方公共団体の負担））

　2．地域内農地集積型
　（地域内の農地集積を計画的に実施する場合）

○定額助成：区画拡大、暗渠排水、水路等の更新整備等
※中心経営体に集約化（面的集積）する農地については、定

額助成の単価を2割加算
○定率助成：区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設、管理

省力化支援等）
　3．高収益作物転換型
　　（農地集積を図りつつ、高収益作物への転換を図る場合）

「2．地域内農地集積型」の事業内容に加え、以下の取組が
可能。
○定額助成：プラン作成に係る調査・調整、農産物の需給動

向の把握等
○定率助成：実証展示ほ場の設置・運営、導入1年目の種子・

肥料等への支援等）
※ 事業の特徴
（1）事業の実施区域は、農振農用地のうち農地中間管理事

業の重点実施区域等
（2）事業実施年度での採択申請が可能（複数回受付）、総

事業費は10億円未満
（3）必要なハードとソフトを組み合わせて、最大5年（ハー

ドは最大3年）
（4）農地中間管理機構との連携概要を策定

補助率：定額、1/2等　
事業実施主体： 1．について、都道府県　

 2．及び3．について、農地中間管理機構、
都道府県、市町村等　

 ［平成30年度予算の概要］
 農家負担金軽減支援対策事業 【3，256（3，740）百万円】

《対策のポイント》
土地改良事業等の農家負担金の無利子貸付等を行うことによ

り、農家負担金の軽減を図り、農用地の利用集積等を促進します。
《政策目標》
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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
＜主な内容＞

土地改良事業等の農家負担金の軽減を図るため、以下の
事業等を実施します。
1．水田・畑作経営所得安定対策等支援事業

担い手農地利用集積率の一定以上の増加が確実と見込ま
れる土地改良区等に対して、農家負担金の無利子貸付を行い
ます。（採択要件の担い手農地利用集積率の目標値を見直し）
2．災害被災地域土地改良負担金償還助成事業

一定規模以上被災した農用地又は土地改良施設等の受益
地に係る負担金の償還利子相当額を土地改良区等に対して
助成します。
3．農地有効利用推進支援事業（新規）

農地耕作条件改善事業を実施する地区で、担い手への農
地利用集積が概ね8割以上となる地区に対して、以下の支援
を行います。
・農家負担金の償還利子相当額の5/6を対象に土地改良
区等に対して助成

・農地の長期間の賃貸借契約締結（10年間以上）に伴い、
土地改良事業償還金等債務のある農地の出し手に対す
る賃料の一括前払いに必要な借入資金に係る償還利子
相当額を農地中間管理機構等に対して助成

補助率：定額　
事業実施主体：民間団体　

 ［平成30年度予算の概要］
 農業農村整備事業　国営かんがい排水事業（公共）

《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。
《政策目標》

○国営造成施設の機能保全計画の策定率約8割（平成27
年度）→10割（平成32年度）

○機能保全計画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＞（下線部は拡充内容）
○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。

農業水利施設の整備を行う事業を1つの事業に大括り化

した上で、それぞれの事業をメニュー化し、
① 受益面積3,000ha以上（畑にあっては1,000ha以上）で実

施する事業
② 担い手への農地集積や高収益作物の導入等の要件達成

を条件として、受益面積500ha以上（畑にあっては100ha
以上）で実施する事業に分類し、分かりやすい制度に再
編します

 また、ICTを活用したほ場レベル（末端支配面積100ha
未満）の水管理システムを、モデル的に整備することに
より（国費率100％）、水源からほ場まで一体的に連携す
る水管理システムを構築します。
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　

 ［平成30年度予算の概要］
 農業競争力強化基盤整備事業のうち
 水利施設等保全高度化事業（公共）[新規]
 【66，731（57，999）百万円の内数】

《対策のポイント》
農業水利施設の整備や長寿命化対策に加え、畑地化・汎用化や

パイプライン化・ICT化等による水利用の効率化・水管理の省力化
に向けた整備等を行い、農業の高付加価値化や高収益作物の導
入、担い手への農地集積・集約化等を推進します。
＜主な内容＞（下線部は拡充内容）

農業の高付加価値化、担い手への農地集積・集約化、水管理
の省力化に取り組む地区を対象として、以下の農業水利施設等
の整備を実施します。なお、一般型、特別型においては、農村地
域防災減災事業の事業メニューを併せ行うことが可能です。
　1．一般型

基幹水利施設の整備や長寿命化のための補修･補強等を
実施します。
【主な採択要件】
受益面積:200ha（末端支配面積は100ha）以上等

補助率：1/2等　
事業実施主体：都道府県　

　
　2．特別型 

①高収益作物を導入した営農体系への転換に必要な畑
地化・汎用化、②農地集積・集約化に資するパイプライン化や
ICT化による徹底した水管理の省力化、③畑地帯における総
合的な整備、等を実施します。
【主な採択要件】
受益面積:20ha（中山間地域は10ha）以上等

【主な附帯事業】
・産地形成推進事業（①の場合に限る）

　高収益作物の作付面積増加割合に応じて事業費の最
大12.5％を交付
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・農地集積促進事業（②、③の場合に限る）
　中心経営体への農地集積率、集約化率に応じて事業費
の最大12.5％を交付

補助率：1/2等　
事業実施主体：都道府県等　

　3．簡易整備型 
簡易な農業水利施設等の整備を実施し、水管理・維持管理

の省力化を図ります。
【主な採択要件】
・受益面積:5ha以上等

補助率：1/2等　
事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等　

　4．実施計画策定事業 
施設を効率的に活用するための調査・計画策定等を支援し

ます。
補助率：1/2、定額等　

事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等　
採択期間：平成30年度まで　

 ［平成30年度予算の概要］
 農業農村整備事業
 土地改良施設突発事故復旧事業（公共）[新規]
 【2，300（−）百万円】

《対策のポイント》
今般の土地改良法改正を受けて、近年増加しているパイプ

ラインの破裂といった土地改良施設の突発事故に迅速かつ
機動的に対応するため、農業者の申請・負担を原則求めない復
旧事業を創設します。

《政策目標》
農業水利施設の戦略的な保全管理

＜主な内容＞
　1．土地改良施設突発事故復旧事業（直轄） 300（−）百万円

国が整備した土地改良施設で発生した突発事故について、
国が現地仮復旧及び機能回復を行う復旧工事を迅速に行い
ます。
【主な採択要件】
・機能保全計画等の策定など、適切な保全管理がされてい
る施設であること

・末端支配面積：100ha以上、復旧事業費：2,000万円以上等
補助率：2/3等　

事業実施主体：国　

　2．土地改良施設突発事故復旧事業（補助）
 2，000（−）百万円

土地改良施設で生じた突発事故の現地仮復旧及び機能回
復を行う復旧工事を迅速に行います。
【主な採択要件】

・機能保全計画等の策定など、適切な保全管理がされてい
る施設であること

・末端支配面積：20ha（中山間地域等は10ha）以上、復旧事
業費：200万円以上等

補助率：1/2等　
事業実施主体：都道府県等　

 ［平成30年度予算の概要］
 農業水路等長寿命化・防災減災事業［新規］ 
 【20，020（−）百万円】

《対策のポイント》
農業の持続的な発展を後押しするため、農業生産活動の基

盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な機動
的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を、早期に効
果が発現する地区を対象にきめ細かく推進するとともに、効
果を最大限に発揮するための取組を支援します。

《政策目標》
○農業水利施設の機能保全計画の策定率（10割）
○湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積（農地

及び周辺地域の面積約34万ha（うち農地面積約28万
ha）（平成32年度））

＜主な内容＞
　1．きめ細やかな長寿命化対策

農業水利施設の老朽化にきめ細やかに対応した機能保全
計画に基づく長寿命化を図るほか、水管理や維持管理の労力
軽減に資する取組を支援します。
・機能診断・機能保全計画に基づいた補修や更新、分水ゲー

ト自動化、除塵機や水位計・流量計等の設置など、施設の
長寿命化や水管理・維持管理の省力化に資する対策

・施設の状態を確認するための機能診断、機能保全計画の
策定、ＩＣＴ化など省力化技術を導入するための実証な
ど、施設の長寿命化や省力化につながる対策

　2．機動的な防災減災対策
農業水利施設の機能低下により、災害のおそれが生じてい

る箇所において、その機能を回復するとともに、被害の発生を
未然に防ぐための取組や、事故の防止などリスク管理に資す
る取組を支援します。
・災害による被害の未然防止に必要な施設整備、リスク管

理のための観測機器の設置、緊急時に対応するためのポ
ンプ等の設置、安全を確保するための整備など、防災減災
に資する対策

・施設の耐震性調査、被害を最小限にするハザードマップ
作成、監視・管理体制の強化など、地域の防災減災につな
がる対策

補助率：1/2、定額等　
事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等　
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 ［平成30年度予算の概要］
 農業農村整備事業　農村地域防災減災事業（公共） 
 【50，827（50，827）百万円】

《対策のポイント》
地震・集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災力

の向上を図るための総合的な防災・減災対策を実施します。
《政策目標》

○湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積
（農地及び周辺地域の面積約34万ha（うち農地面積約28

万ha）（平成32年度））
○ハザードマップ等ソフト対策を実施した防災重点ため池

の割合（約5割（平成27年度）→ 10割（平成32年度））
＜主な内容＞（下線部は平成30年度予算における拡充内容）
　1．防災・減災対策にかかる計画の策定（調査計画事業）

農村地域の防災・減災対策にかかる計画の策定とそのた
めに必要な耐震性等の調査、地域排水機能強化計画策定等

（二次災害が想定される施設の調査計画については定額助成
（平成30年度まで））

　2．農業用施設等の整備（整備事業）
自然的、社会的要因で生じた農業用施設等の機能低下の

回復や災害の未然防止を図るための整備（ため池整備（防災
重点ため池の豪雨対策・地震対策、長寿命化対策、廃止等）、湛
水防除、地盤沈下対策、石綿管対策、地すべり対策、農村防災
施設の整備、地域防災機能の増進）、防災機能を維持するため
の長寿命化対策の実施等

　3．ため池の管理体制の強化（体制整備事業）
ため池における災害の発生を未然に防止するために必要

な監視・管理体制の強化、　緊急的な防災対策、二次被害が
想定されるため池の廃止、整備を進めるために行う権利関係
の調整等

補助率：1/2、55％、定額等　
事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等　

 ［平成30年度予算の概要］
 農業農村整備事業
 土地改良施設維持管理適正化事業（公共） 
 【3，312（3，312）百万円】

《対策のポイント》
農業水利施設の定期的な整備補修等に対し国が助成するこ

とによって、社会的資産である施設の管理の適正化を図ります。
《政策目標》

農業水利施設に対する管理意識の昂揚を図りつつ、適期的
確な整備補修による施設の機能の保持と耐用年数を確保
＜主な内容＞（下線部は拡充内容）

農業水利施設の機能の保持等のため必要となる整備補
修の実施
（1）施設の機能保持のため必要となる整備補修（オーバー

ホール、塗装等）や高収益作物の導入推進に資するた

めの整備補修（水管理の高度化等）を実施します。
（2）予測し得ない事故や施設の老朽化等の理由により緊

急に必要となる整備補修も実施することができます
（緊急整備補修）。

（3）農業用用排水施設への転落事故を防止するための安
全管理施設（フェンス等）を計画的に整備します（安全
管理施設整備〔1地区当たり事業費100万円以上〕）。

事業実施主体：全国土地改良事業団体連合会　
補助率：資金造成額の1/3（事業費の30％）　

事業実施者：土地改良区、土地改良区連合等　

 ［平成30年度予算の概要］
 土地改良区体制強化事業（公共） 【423（423）百万円】

《対策のポイント》
土地改良区が主体的に取り組む組織運営基盤・事業実施体

制の強化を集中的に支援します。
《政策目標》

○土地改良区の機能や役割が効率的・効果的に発揮できる
よう土地改良区の組織運営基盤・事業実施体制を強化

○専任職員不在の土地改良区を今後10年間（平成37年度
まで）で解消

＜主な内容＞（下線部は拡充内容）
・合併等による組織運営基盤の強化や技術向上等による事

業実施体制の強化に取り組む土地改良区に対して、次の
事項について集中的に支援を行います。

1．施設・財務管理強化対策（施設の診断・管理指導、複
式簿記会計の指導等）

2．受益農地管理強化対策（換地業務に係る現地指導、
財産管理制度活用推進等

 （受益農地管理強化委員会の委員に司法書士等を追
加））

3．統合整備強化対策（土地改良区の統合整備等）
4．研修・人材育成

補助率：定額、1/2 　
事業実施主体：土地改良区、都道府県土地改良事

業団体連合会、都道府県、民間団体
（公募）　

 ［平成30年度予算の概要］
 農山漁村地域整備交付金（公共）
 【91，650（101，650）百万円】

《対策のポイント》
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農

山漁村の防災・減災対策を支援します。
《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

○二酸化炭素の森林吸収量3.5％の確保等に必要な路網の
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整備
○海岸堤防等の整備率69％（平成32年度）

＜主な内容＞（下線部は農村振興局関連事業の拡充内容）
1．都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等

を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに
基づき事業を実施します。

2．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地
域の生産現場の強化や防災力の向上のための事業を
選択して実施することができます。

 　また、これと一体となって事業効果を高めるために
必要な効果促進事業を実施することができます。

農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整
備等

森  林  分  野：予防治山、路網整備等
水  産  分  野：漁港漁場整備、漁村環境整備、海岸

保全施設整備等
 　このうち、農業農村分野においては、分かりやすい

事業体系とするため各事業を大括り化します。
3．農村集落基盤再編・整備事業

中山間地域における基盤整備と耕作放棄地対策を総
合的に実施できるよう、農村集落基盤再編・整備事業と農
地環境整備事業を統合します。

4．農地整備事業（通作条件整備）及び農業集落排水事業
農道及び農業集落排水施設の計画的な保全対策を推

進するため、農地整備事業（通作条件整備）及び農業集落
排水事業における保全対策の実施要件に個別施設計画
の策定を追加します。

国費率：1/2等　
事業実施主体：都道府県、市町村等　

 ［平成30年度予算の概要］
 日本型直接支払 【77，190（76，960）百万円】

《対策のポイント》
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共

同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保
全に資する農業生産活動を支援します。

《政策目標》
地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自

然環境の保全に資する農業生産活動による農業
・農村の多面的機能の維持・発揮に向けた取組の着実な

推進

＜主な内容＞
　1．多面的機能支払交付金 48，401（48，251）百万円
（1）農地維持支払

農業者等による組織が取り組む水路の泥上げや農道の路
面維持など地域資源の基礎的保全活動、農村の構造変化に
対応した体制の拡充・強化等、多面的機能を支える共同活動
を支援します。

補助率：定額（都府県の田：3,000円/10a等）　
事業実施主体：農業者等の組織する団体　

（2）資源向上支払
地域住民を含む組織が取り組む水路、農道等の軽微な補

修や植栽による景観形成など農村環境の良好な保全をはじ
めとする地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命
化のための活動を支援します。

補助率：定額（都府県の田（地域資源の質的向上を図
る共同活動）：2,400円/10a等

 都府県の田（施設の長寿命化のための活
動）：4,400円/10a等）

事業実施主体：農業者等の組織する団体

 ［平成30年度予算の概要］
　2．中山間地域等直接支払交付金　26，340（26，300）百万円

中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正する
ため、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動を支
援します。

第4期対策（平成27年度〜31年度）では、新たな人材の確
保や集落間で連携した活動体制づくりを後押ししつつ、とり
わけ条件の厳しい超急傾斜地の農用地の保全・活用に関する
活動への支援を強化します。

補助率：定額（田（急傾斜）：21,000円/10a、畑（急傾
斜）：11,500円/10a等）

事業実施主体：農業者の組織する団体等

　3．環境保全型農業直接支払交付金　2，450（2，410）百万円
農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成

農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖
化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援し
ます。

補助率：定額（カバークロップ：8,000円/10a等）　
事業実施主体：農業者の組織する団体等　
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三重県農業農村整備事業予算の概要三重県農業農村整備事業予算の概要
三重県の平成30年度当初予算は、県民の皆さんが将来

に夢や希望をもてるように、「幸福実感日本一の三重」の実
現に向け取り組むことを基本方針とした「平成30年度三重
県経営方針（案）」を踏まえて、編成されました。

農業については、県民に安全で安心な食料を安定的に
供給できる持続的な農業の実現や水源のかん養などの多
面的機能発揮に向けて、農業農村整備事業を計画的に進
め、創意工夫を生かした多様な農業経営の確立と、それを
支える農地や農業用水などの資源の確保を図る必要があ
ります。

また、平成28年4月の熊本地震や平成29年10月の台風
第21号など、暮らしや命を脅かす大規模自然災害が各地
で頻発している中、南海トラフ地震の発生や集中豪雨等に
よる災害の頻発・激甚化が懸念されており、農村地域の防
災減災対策をより一層推進する必要があります。

このため、平成30年度の予算編成にあたって、農業農村
整備については、“農業生産性の向上”、“安全・安心な農村
づくり”“地域の特性を生かした農村の振興”を軸にして、
重点的かつ効率的に事業を実施し、平成27年度に策定し
た「三重県農業農村整備計画」の目標達成に向け、積極的に
取り組んでまいります。

（1） 農業生産性の向上
消費者のニーズに応え、安全で安心な食料を安定的

に供給できる戦略的な農業経営をめざして大規模営
農に取り組む担い手や集落営農組織の確保・育成を進
めるとともに、水利施設の維持管理労力の大幅な削減
や、担い手や営農組織への農地集積を図るため、用水
路のパイプライン化等の事業を着実に進めるなど、競
争力の強化に向けた整備を重点的に進めます。

（2） 安全・安心な農村づくり
大規模地震や集中豪雨等による農業・農村の被害を

防止し、安全で安心な農村づくりに向けて、老朽化した
農業用ため池の改修や、洪水排除用の排水機の耐震対
策および長寿命化、地すべり対策、農地海岸保全施設
の整備などの事業を実施します。

（3） 地域の特性を生かした農村の振興
中山間地域等の条件不利を解消するため、農業集落

排水施設や集落道路等の農村生活環境整備と、農業
用用排水施設や農道等の生産基盤整備を総合的かつ
重点的に整備することで、中山間地域等を支援します。

平成
３０年度
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区
分 事        業        別  H29年度当初予算  H30年度当初予算 対前年度率

国
補
公
共

かんがい排水事業 （1,814,024） （2,024,774） （111.6%）
674,524 543,978 80.6%

県営かんがい排水事業費 （1,160,580） （1,401,808） （120.8%）
278,580 68,012 24.4%

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費 （616,019） （559,466） （90.8%）
358,519 412,466 115.0%

団体営かんがい排水事業費 （37,425） （63,500） （169.7%）
37,425 63,500 169.7%

農道整備事業 （251,399） （205,800） （81.9%）
249,217 205,800 82.6%

広域農道整備事業費 （2,182） （0） 皆減
0 0

命と暮らしを守る農道保全対策事業費 （249,217） （205,800） （82.6%）
249,217 205,800 82.6%

担い手育成基盤整備事業（旧：ほ場整備事業） （2,158,375） （2,164,344） （100.3%）
433,035 1,064,067 245.7%

高度水利機能確保基盤整備事業費 （2,158,375） （2,164,344） （100.3%）
433,035 1,064,067 245.7%

環境整備事業 （934,383） （926,600） （99.2%）
934,383 926,600 99.2%

団体営農業集落排水整備促進事業費 （274,840） （89,338） （32.5%）
274,840 89,338 32.5%

農村地域自然エネルギー活用推進事業費 （4,200） （2,100） （50.0%）
4,200 2,100 50.0%

県営中山間地域総合整備事業費 （377,100） （504,150） （133.7%）
377,100 504,150 133.7%

県営水環境整備事業費 （108,843） （153,825） （141.3%）
108,843 153,825 141.3%

団体営農村振興総合整備事業費 （39,200） （9,187） （23.4%）
39,200 9,187 23.4%

県営農村振興総合整備事業費 （130,200） （168,000） （129.0%）
130,200 168,000 129.0%

農地防災事業 （2,492,857） （2,398,410） （96.2%）
1,400,527 1,322,630 94.4%

県営ため池等整備事業費 （484,600） （575,720） （118.8%）
280,350 464,940 165.8%

団体営ため池等整備事業費 （364,500） （406,867） （111.6%）
364,500 406,867 111.6%

地すべり対策事業費 （10,500） （8,300） （79.0%）
10,500 8,300 79.0%

海岸保全施設整備事業費 （195,500） （179,750） （91.9%）
195,500 179,750 91.9%

農業用施設アスベスト対策事業費 （380,950） （144,700） （38.0%）
31,500 31,500 100.0%

海岸漂着物等処理推進事業費 （6,500） （23,450） （360.8%）
3,500 23,450 670.0%

基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費（異常気象対策） （1,050,307） （1,059,623） （100.9%）
514,677 207,823 40.4%

施設管理事業 （0） （65,419） 皆増
0 65,419 皆増

安濃ダム緊急施設整備事業費 （0） （65,419） 皆増
0 65,419 皆増

国補公共    計 （7,651,038） （7,785,347） （101.8%）
3,691,686 4,128,494 111.8%

県
単
公
共

県単土地基盤整備事業費 101,409 101,409 100.0%
国営等関連特別県単事業費 3,000 3,000 100.0%
県単耕地施設管理事業費 7,000 7,000 100.0%
県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費 5,885 5,885 100.0%
団体営農業集落排水整備支援事業費 32,879 40,757 124.0%
農業・農村における生物多様性保全対策事業費 500 500 100.0%
県単土地改良施設整備事業費 3,093 3,093 100.0%

県単公共    計 153,766 161,644 105.1%

　　総　　計 （7,804,804） （7,946,991） （101.8%）
3,845,452 4,290,138 111.6%

平成30年度  農業農村整備関係県予算（公共分）

上段カッコは平成29年度の国補正予算含み事業費

単位（千円・％）
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平成30年2月13日（火）三重県勤労者福祉会館６階講堂
において、農林水産省による「農業農村整備に関する説明
会・意見交換会」が農林水産省農村振興局整備部水資源課 
植野施設保全管理室長、地域整備課 松本課長補佐、経営
局農地政策課 阿部経営専門官、また、東海農政局農村振興
部 合屋地方参事官をはじめ各課幹部職員が出席し開催さ
れた。

この説明会は、2部構成で開催され、地方公共団体や土地
改良区、農業関係者およそ180名の参加があった。

第1部は、行政及び土地改良区、県農業会議、県稲作経営
者会議、ＪＡ関係者等の担当者を対象に、・平成29年度補

第2部　意見交換会

第1部　説明会

正予算及び平成30年度当初予算概算決定の概要、新規・拡
充事業等、・政策提案への対応状況等、・基盤整備と農地中
間管理機構との連帯、・今後の土地改良区の在り方につい
ての説明と質疑応答が行われた。

第2部は、行政及び農業関係団体の代表者を対象に、・農
業農村整備事業予算、・農地中間管理機構関連農地整備事
業、・土地改良施設の維持管理、・農業用水の安定供給と農
業水利施設の機能保全、・排水機場の更新整備･耐震補強
工事支援・湛水防除施設の整備基準の検討・事業制度の拡
充･継続等の検討、・多面的機能支払交付金に対する予算
確保、・今後の土地改良区の在り方等幅広い分野で活発な
意見交換が行われた。

第1部　説明会

第2部　意見交換会
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来ました。
私たちの広域活動としての特徴は、各地区の枠を超えて

応援し合えるしくみづくりができたことです。
「水土里サポート隊」制度と自分達では言っていますが、

10集落には、いろいろと土木の経験者や重機の使える人な
ど人材がたくさんいて、その人たちが一団となって集落の
枠を越えて施設の軽微な補修といった地域の共同活動を
支援します。

中山間地域にあって、人口の減少や農家の後継者不足な
どから農村集落の衰退が予測できただけに、いち早く10集
落の広域活動に取り組めたことは、今となって正解だった
と思います。

今、私たちの活動で一番力をいれているのが地域ぐるみ
で取り組む「学校教育との連携」です。小学校では40ａほ
どの遊休農地を活用して、米、大豆を作り、それを収穫し、大
豆は味噌に加工し、最後は定食を作り子ども達の食育へと
繋げています。

小学校からは約50時間の単元を頂き、地域の人びとも
年約200人が関わって頂いています。中学校では、文科省
の認定を受けたコミュニティスクールを通じ、地域の人び
とが幅広く学習に参加しています。これらの活動を通じ
子ども達が将来、一人でも多く「ふるさと勢和」の素晴らし
さを思い出してくれる様な大人になってくれればと願って
います。

いずれに致しましても、この度受賞させて頂きました総
務大臣賞は地域の皆様方の共同活動の大きな成果であり、
私、個人にあてはまるものでは決してありません。

農家の高齢化や担い手不足により、主要作物である米の
生産農家が益々減少している昨今、農業・農村の形態も大
きく変化しようとしています。農地は集積・集約化され、特
定の担い手だけが農業をする時代となってきています。こ
んな時代だからこそ皆さんで協力し合い、広域的に地域の
資源（農地・水路・農道など）をしっかり守って行かなくては
ならないと考えています。

多面的機能支払交付金制度に於ける共同活動推進にあ
たって総務大臣賞（個人賞）を受賞させて頂きましたことは
誠に光栄に思います。

この制度に掛かることを振り返って見ますと、農水省が
この制度の設計時（平成16、17年頃）、当地に於ける地域住
民の共同活動実態調査をされたことを思い出します。

私たちの地域（旧勢和村）では、平成5年頃から行政の支
援もあり、農村協働力と農村景観の向上を目的に村の全集
落（10集落）上げて「あじさいいっぱい運動」に取り組んで
いました。

あじさいの植栽箇所は農地や農道、用水路周辺への植栽
が中心で勿論、立梅用水沿いへも地域住民と土地改良区
役職員、学校などの共同活動により全線28ｋｍへ15年の
歳月をかけ植栽を行ないました。この活動が継続される過
程で地域の景観向上と共に地域の人びとにも地域のこと
を誇らしく思う、心の豊かさも生まれていった様です。

平成9年からは、地域住民が主体となって「水・土・里」を
舞台としたあじさいまつりが開催されるようになり、「あじ
さいいっぱい運動」もより活発になって行った様に思いま
す。そして地域共同活動を通じ、農村ビオトープづくりや
演劇活動など様々なボランティア活動や農村レストラン

「まめや」などのコミュニティビジネスも生まれました。
共同活動実態調査では、この様な地域コミュニティ醸成

の経緯を紹介させて頂いたと思います。
そして平成19年から始まった農地・水保全管理支払交

付金制度では、「あじさいいっぱい運動」がきっかけで水土
里ネット立梅用水が事務局を預かり10集落を一つ（旧勢和
村）とした広域組織として活動をスタートさせることが出

表彰された高橋事務局長

地方自治法施行70周年記念
総務大臣賞受賞（個人賞）に際して

（水土里ネット立梅用水）
多気町勢和地域資源保全・活用協議会

　事務局長　高橋幸照
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3．今後の取組方向
昨今の農業・農村を取り巻く情勢は、農村地域の人口減

少、高齢化の進行に伴う集落機能の低下や、土地持ち非農
家の増加等による担い手への農地・農業用施設の維持管
理に対する負担の増大により、農業の生産基盤の機能維
持に支障が生じつつあります。一方で、その問題に対して
地域が目指すべき姿は、都市近郊に位置する平地と人口減
少や高齢化が深刻な中山間地域では異なるほか、大規模で
効率的な営農を目指す地域と農業者が協力しながら集落
ぐるみで地域農業を守る地域でも異なるなど、目指すべき
地域の姿が多様化しています。そのような中、事業を行う
際には、関係者との対話がますます重要となってきていま
す。その上で、地域のニーズを把握し、ハード整備のみなら
ずソフト事業も組み合わせながら、地域の目指すべき姿に
向けて、関係者と連携・協働して事業の推進を行う必要が
あります。

今回、一週間の研修を通して、改良区の業務、また多面的
機能支払活動の実践として、施設の維持保全活動を地元
の方と行うことで、地域の「生の声」を聞き、改めて誰のた
め、何のために事業を行っているのか考える機会になりま
した。今後も市町、土地改良区を含めた多様な主体との対
話を行い、地域の目指す姿の実現に向けて積極的に取り組
んでいきます。

最後になりましたが、本研修を快く受け入れていただき、
お忙しい中、対応して下さった立梅用水土地改良区、ふる
さと屋並びに地元関係者の方々に深く感謝申し上げます。

1．はじめに
三重県では、アクティブ・シチズンによる「協創」の推進を

図るため、現場重視・協創推進のための組織的な人材育成
を進めております。そのため、農林水産部では、主体的・積
極的に行動できる職員を育成するために、職員が生産者や
地域、組合や企業など、農林水産業の現場や様々な主体で
実践体験を積み、現場感覚を高めることを目的として、平成
29年度から「農林水産部現場インターン研修」を行うことと
なりました。

2．研修内容
（1）研修の目的

農業農村整備と密接に関係する団体において、多面的
機能支払活動や農村地域の生活サポートサービス等の
業務を実践することにより、現場感覚を高めるとともに
協創の推進につなげることを目的とします。

（2）研修先
立梅用水土地改良区（多気町勢和地域資源保全・活用

協議会）
（3）研修期間

平成29年10月5日〜平成29年10月12日（5日間）
（4）研修内容

・立梅用水土地改良区の施設管理業務
　（施設パトロール）
・勢和地域生活サポート事業の実践
・視察受け入れ対応業務
・多面的機能支払活動実践（水路補修等）

「農林水産部現場インターン研修」の取り組みについて
三重の土地改良アラカルト

多面的機能支払活動実践（石積補修状況）

多面的機能支払活動実践（目地補修状況）

農山漁村づくり課　農村環境づくり班　
技師　北川　智也
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「第3回 紀北のつどい」を開催しました！

基調講演の様子

平成30年2月15日（木）紀北町役場の会議室において、
尾鷲管内の活動組織8組織、関係者を含め40名が参加し、
多面的機能の維持・発揮活動を行っている活動組織の相互
の情報交換や意見交換を行うことを目的に、「平成29年度 
多面的機能の維持・発揮活動 第3回紀北のつどい」を開催
しました。本つどいでは、多面的活動組織の紹介、基調講
演、意見交換会などを行いました。

多面的活動事例紹介（中里地区保全会）では、代表の松永
様から草刈り、獣害の被害状況、獣害柵の補修、小学校児童
の田植えから稲刈りまでの収穫体験、畑に菜花を植えた活
動などを発表していただきました。

基調講演では、紀宝町農事組合法人飛雪の滝百姓塾代

意見交換会の様子

表理事の木下様、浅里地区環境保全協議会代表の尾鼻様
から「多様な人材と連携！獣害対策から始まる地域活性化
紀宝町浅里地区」と題して、獣害対策を通じ、企業と連携を
行い地域の活性化を図っている取組などを紹介していだ
きました。

また、意見交換会では、各組織で直面している課題、獣害
対策、耕作放棄地の対策など様々な意見があがり、質疑応
答なども含め活発に意見交換をしていただきました。

最後に今後も、多面的機能の維持・発揮活動　紀北のつ
どいを継続していくことで、活動組織の方々の交流と情報
交換の場となるよう、より良いものにしていけるように支援
していきたいと思います。

平成29年度　伊勢管内多面的機能支払交付金活動事例発表会を
開催しました。

平成30年2月20日（火）に伊勢市御薗町のハートプラザみ
そのにおいて、多面的機能支払交付金活動事例発表会を開
催し、伊勢管内で多面的機能支払に取り組んでいる活動組
織と市町関係者約160名の方々に参加していただきました。

活動事例発表会は、伊勢農林水産事務所前田所長の挨
拶の後、伊勢農林水産事務所農政室農業振興課の森本主

幹から「獣害対策事業について」と題して、三重県や伊勢農
林水産事務所管内における農林水産業被害の現状や獣害
対策支援について、講演をしていただきました。

休憩をはさみ、事例発表会では、伊勢市の活動組織「西環
境保全会」と南伊勢町の活動組織「内瀬農業ふれあい活動
組織」の事例発表会が行われました。
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「多面的機能の維持・発揮活動　三泗鈴亀のつどい
～農村協働力の活性のために～」を開催しました！！

平成30年2月22日（木）、菰野町町民センターにて、四日
市農林事務所管内で初となる「多面的機能の維持・発揮活
動　三泗鈴亀のつどい〜農村協働力の活性のために〜」
を、61組織を始め関係者200名の参加を得て、3つの分科会
に分かれての意見交換会、その後、基調講演及び事務手続
きの説明を行いました。

分科会では「水路・農道等施設の維持」「地域資源の活用」
「獣害対策への取組」の3つのテーマごとに集まり、普段は
交流のない各市町の活動組織同士で日頃の活動課題や取
組手法等活発な意見交換が行われ、基調講演では、国立研
究開発法人農研機構から遠藤和子さんを講師にお招きし、

「地域づくりのなか育まれる農村協働力」と題し、県内先進
事例に加え、菰野町の活動組織「田光資源と環境を守る会」

「菰野町水土里の郷の会」の活動にもふれ、多面的機能の維
持・発揮活動がもたらす効果等について、「農村協働力」を
キーワードにご講演いただきました。

参加されたみなさんからは、分科会では「他の活動組織
の話が聞けて活動の幅を広げる可能性を見つけた」「話す
時間が足りなかった、もっと意見交換したい」など、また、基
調講演では、「つながりの大切さを再認識した」や「成功事
例の成長の経緯をもっと知りたい」など、活動をよりよくし
ていきたいという強い思いが多数寄せられました。

西環境保全会は、農道・水路の草刈り、泥上げや施設の点
検・異常気象後の見回りのほか、こども会によるコスモス観
賞会や学校教育との連携による芋掘り・試食会などの活動
について発表しました。

内瀬農業ふれあい活動組織は、『小さなことをコツコツ
と！』をモットーに、農地維持・共同活動として、水路の土砂

伊勢市　西環境保全会 南伊勢町　内瀬農業ふれあい活動組織

排除やポンプ場、獣害柵の点検を行い、長寿命化として農
道舗装を行うほか、地域との連携として美化活動の取組に
ついて発表しました。事例発表の後は、三重県農村地域資
源向上委員の奥山委員と丸山委員からそれぞれ講評をい
ただき、最後に伊勢農林水産事務所農村基盤室の森山室
長のあいさつで閉会しました。
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 ■ 農道の分類

農　道 編
農道

農道は農業生産活動や農産物流通に資する道路であ
り、利用形態により①基幹的農道、②ほ場内農道に分類さ
れています。さらに、ほ場内農道は、幹線農道、支線農道、
耕作道に区分されています。一般に農地に直接出入り
する　（耕作道）から順次（支線農道）に集まり、さらに（幹
線農道）を通って集落と結ぶかたちになります。

 ■ 舗装
舗装厚は計画大型車交通量により決まります。

 ■ 平面線形・縦断線形
設計速度により、平面線形・縦断線形が決まります。
　平面線形：曲線半径、曲線長
　縦断線形：縦断勾配、縦断曲線半径、縦断曲線長

 ■ 道路構造令に準拠する諸元
農道も公の道路なので、基幹的農道や幹線農道は道路

構造令に準拠します。
道路構造令では道路は第1種〜第4種に区分されてい

ます。うち農道は第3種（地方部の自動車専用道路以外の
道路）に該当し、計画交通量により第1級から第5級まで区
分されています。

一般に4000台未満が第3種第3級、1500台未満は第3
種第4級、500台未満は第3種第5級の扱いになります。

 ■ 路肩幅員
路肩幅員は車道幅員により決まります。

 ■ 横断形状
車道幅員に路肩幅員を加えて全幅員になります。

 ■ 車道幅員
車道幅員は計画交通量により決まります。

 ■ 計画交通量
計画交通量は計画農業交通量と計画一般交通量を足し

たものです。
 計画交通量＝計画農業交通量＋計画一般交通量
 計画農業交通量：ピーク月かつピーク区間での日
  交通量：営農計画による。
 計画一般交通量：交通量調査による。
計画交通量を基に、以下の計画事項が決まります。
○設計速度
○横断面計画 ・車道幅員 ・路肩幅員等
○線形計画 ・平面線形 ・縦断線形

交通量の区分と路床の支持力（CBR)の組み合わせによ
り舗装の構成が決まります。

 ■ 設計速度
設計速度は車道幅員により決まります。

（平地部の場合）

農道 基幹的農道
 ほ場内農道 幹線農道
  支線農道
  耕作道

（　）は、「舗装の構造に関する技術基準・同解説」（日本道路協会）及び
「舗装設計施工指針」（日本道路協会）による交通量区分を示す。

第3種第4級の場合
全幅員 7,000

車道幅員 5,500路肩 750 路肩 750

第3種の道路
計画交通量（台/日）

20,000
以上

4.000以上
20,000

未満

1500以上
4,000
未満

500以上
1,500未満 500未満地形　　

道路の種類

一般国道
平地部 第1級 第2級 第3級
山地部 第2級 第3級 第4級

都道府県道
平地部 第2級 第3級
山地部 第3級 第4級

市町村道
平地部 第2級 第3級 第4級 第5級
山地部 第3級 第4級 第5級

計画交通量（乗用車換算） 車道幅員（一般）（m）
 4,000台/日以上 6.5
 4,000台/日未満　　　1,500台/日以上 6.0
 1,500台/日未満　　　　500台/日以上 5.5
 　500台/日未満 5.0〜2.5

車道
幅員

歩道等を設けない場合 歩道等を設ける場合

一般部 橋梁部 トンネル部 一般部 橋梁部 トンネル部

標準 特例 標準 特例 標準 特例 標準 特例 標準 特例 標準 特例

6.5 1.00 0.50 0.75 0.50 0.50 ー 0.50 0 0.50 0.25 0.50 0.25

6.0 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 − 0.50 0 0.50 0.25 0.50 0.25

5.5 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 ー 0.50 0 0.50 0.25 0.50 0.25

5.0以下 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 0 0.50 0.25 0.50 0.25

（単位：m）

車道幅員（m） 設計速度（一般）（km/h）
6.5 50
6.0 50, 40
5.5 40

5.0〜2.0 40, 30, 20

交通量の区分 計画大型車交通量（台/日）
Ⅰー1　交通  1以上 15未満
Ⅰー 2　交通  15以上 40未満
Ⅱ　交通　（L）  40以上 100未満
Ⅲ　交通　（A）  100以上 250未満
Ⅳ　交通　（B）  250以上 1000未満
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シリーズ

地区の概要
本地域は、櫛田川

の中流域に位置し、
北側は小高い山が
連なる山懐に囲まれ
た中山間地域で、山、
田、畑、茶畑などが広
がる自然豊かな土地
です。春にはウグイ
ス、カッコウなどの声
が聞こえ、ササユリの
いい香りが漂い、初
夏にはホタルが神秘
的な光を放ちます。

一方、農業基盤の
整備は皆無で、耕作

放棄地が増加しているのが現実です。また、用水源につい
ては河川、ため池、渓流であるが、渓流については流域が小
さいこともあり用水不足に常に悩まされていました。さら
に、農用地については傾斜地にあるものがほとんどであり
ます。農業従事者についても、高齢化とともに、後継者不足
が顕著になってきています。ほ場整備により、区画形質の
変更、道路水路の整備、農地の汎用化、大型機械の導入を
図り、集落営農を行っています。一方で、自治会を中心とし
て水源の涵養・良好な景観といった多面的機能を持つ里山
の維持・保全に努め、特に希少種となっている「ササユリ」、

「ホタル」の保存に力を入れ、自然公園的な整備により地域
住民の安らぎの場となっています。

地区の沿革
中山間地域であるため、水田、畑とも狭小で不整形であ

り、農道も狭く農業機械の出入りにも苦慮してきました。
また、用水不足にも悩まされてきました。そのような状況

から、「茅広江の農業を考える会」を組織し、今後の農業をど
のようにしていけば良いのかについて話し合いを行ってき
たところです。

本改良区は、「茅広江の農業を考える会」の発展として、
下茅原、広瀬の2地区で平成13年8月に茅広江土地改良区
設立の認可を受けることができました。

そして、11月からほ場整備事業（県営中山間地域総合整
備事業　生産基盤型）が始まり、以後9年の歳月をかけ、総
事業費　10億8290万円を要し、平成23年3月に竣工式を
迎えることができました。組合員数は101人、地区面積27．
5haのほ場整備事業で、下茅原地区では現物支給を受けて
道路や用水路の維持管理を行っています。広瀬地区では
多面的機能支払制度や中山間地域等直接支払制度を利用
して維持管理に取り組んでいます。

また、両地区とも営農組合が設立され、田植えや稲刈り、
乾燥調整などのオペレーターによる作業や担い手育成、減
農薬・減窒素肥料のエコファーマーにも取り組んでいます。

今後の土地改良区
ほ場整備事業が完成後、用排水路の整備や農道の整備

により農作業や農地の集積などにより経営規模の拡大や
合理化が進められてきました。しかし、米価の低迷と農業
従事者の高年齢化や後継者の不足等、実際に農作業をす
る農家が減少し、担い手農家に依存する傾向が増えてきて
います。また、組合員も77人となり、担い手農家の高齢化
も進んできています。

事業完成後6年を経て、借入金返済も残すところ1年と
なったわけですが、用排水路、揚水ポンプなどの維持管理、
担い手農家の減少など今後の問題として残されています。
今後は、これまで取り組んできましたエコファーマーの取
り組みを進めるとともに、後継者不足や田畑の荒廃防止に
もしっかり取り組んでいくようにしたいと考えています。
今後とも変わらぬご支援を宜しくお願い申し上げます。

希少種となっている「ササユリ」

地区内「ホタル水路」

航空写真（広瀬地区）

施工前 完了後

航空写真（下茅原地区）

施工前 完了後

茅広江土地改良区 （松阪市）
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優 秀 賞

特 別 賞

伊勢新聞社賞

最 優 秀 賞

「春」（鳥羽市）山本幸平

「車田の田植え」（多気郡多気町長谷）荒木信子

トラクターでの耕運、満開の桜、近鉄特急、そして緑と田園。それぞれ
その時でしか撮れない一瞬をとらえた素晴らしい作品です。特急の
黄色、桜の桃色、のり面の緑のバランス、特急と桜の枝とトラクターと
田んぼの境界線が対称になっているのもいい味を出しています。

「楽しい田植え」のタイトルの通
り、少女二人の純粋無垢な表情か
ら、自然とふれあい田植えを楽し
んでいるに姿が伝わってきます。
大きくなっても田んぼや自然に親
しみを持ってほしいですね。

みえの農村にスポットをあてた写真を募集して、農業・農村
に対する関心を高めていただき、さらに広報冊子、その他の広
報資料にこの写真を活用する事を目的とした写真コンテスト
を実施しました。

83点の力作が寄せられ、平成30年2月19日に5名の審査委
員による厳正な審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞2点、特別
賞4点、伊勢新聞社賞1点が選ばれました。

「楽しい田植え」
（多気郡多気町）中村昭夫

文字通り車の車輪の
ような車田で行われた
収穫祭の後の様子で
しょうか。刈り取られ
た稲穂が円状に並べ
られ、車田でした表現
できない構図の写真
です。普段なかなか知
ることのできない車田
での収穫後の一場面
を切り取っています。

千枚田に灯された松明が幻想的
な雰囲気を醸し出しています。
なるべく千枚田の全景を映そう
と高いところから撮影している
ようですが、いい写真を撮るた
めに撮影ポイントを探すのには
試行錯誤したのではないでしょ
うか。

「虫送り」（明和町）山口一明 害虫を追い払い豊作
を願う明和町蓑村で
伝統の虫送りの一コ
マ。手前で力強く燃
える松明の炎をとら
える一方、一歩引いた
アングルで多くの人
を写し、行事の盛り上
がる様子を伝えてい
る点もいいです。夕
焼けと松明の炎の色
合いもマッチし、いい
味を出しています。

「収穫を終えて」（多気町長谷車田）加藤和弘

水田のスペースを中心に多くス
ペースをとり、真ん中に空間を
作った構図は田舎ならではのゆ
とり、ほのぼの感が出ています。
前に進むディーゼルカーとトラ
クターがすくすく育つ稲の姿を
より強調しています。

お嬢ちゃんの隣で何かを指を
指しているのはおばあちゃん
でしょうか。田植えの作業、暮
らしの知恵を農業というのは
普段と違った1面を感じ取れ
たのではないでしょうか？

「日本三大御田植祭」と言われる
伊勢神宮の別宮伊雑宮（志摩市
磯部町）で行われる御田植祭で
の一コマ。男性たちの真剣な表
情と泥しぶきが迫力と躍動感を
醸し出しています。

「虫おくり」（熊野丸山千枚田）白藤一己

「名松線沿線の田植」（津市美杉町）山脇陸祐

「泥だらけの男衆」（志摩市磯部町上之郷）橋本英幸

第14回
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伊勢志摩支部研修会 開催
支 部 活 動 報 告

休憩を挟み、引き続き「健康で長生きするための食事に
ついて」と題して、伊勢保健所保健衛生室健康増進課の水
谷主幹より元気で健康な生活を送るための三要素「食事」・

「運動」・「休養」のうち、「食事」面で注意すべき点の説明を
受けました。日頃あまり気に掛けないことでも注意しなけ
ればならない点が多々有り、再認識させられる内容でした。

両科目とも、パワーポイントを用い、写真やデータによる
説明で分かりやすく好評で、出席者はメモを取りつつ、熱心
に聴講していました。

去る1月26日（金）伊勢市の「伊勢シティホテル」の白鳳の
間において、事業計画の一環として平成29年度三重県土
地改良事業団体連合会伊勢志摩支部研修会を開催し、管
内の土地改良区役職員他29名が受講しました。

今回は、県担当者を講師に招き「三重県農業版ＢＣＰ（台
風21号での被災状況と復旧計画・現状）について」、「健康
で長生きするための食事について」の2科目について研修
を実施しました。

奥山支部長（宮川用水土地改良区理事長・豊浜土地改良
区理事長）の開会挨拶後、研修会に移りました。

まず、「三重県農業版ＢＣＰ（台風21号での被災状況と復
旧計画・現状）について」と題して、三重県農林水産部農業
基盤整備課農地防災班の川嶋主幹より平成29年の県内の
災害状況の報告からＢＣＰの必要性・策定手順、県の取組
状況について説明を受けました。管内の伊勢市、玉城町で
は、台風21号により甚大な被害を受けたので、非常に参考
となる内容でした。

研修会の様子三重県農林水産部農業基盤整備課農地防災班　川嶋主幹

奥山支部長 挨拶

伊勢保健所保健衛生室健康増進課　水谷主幹
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元衆議院議員で全国土地改良事業団体連合会名誉会長の野中広務氏が平成30年1月26日（金）
午後4時11分、92歳で逝去されました。

ここに深く哀悼の誠を捧げ、心からご冥福をお祈り申しあげます。

訃報

全国土地改良事業団体連合会　名誉会長

野中広務氏　ご逝去

全国土地改良事業団体連合会は、1月19日（金）に都道府県土地改良事業団体連合会会
長会議を開催し、宮崎雅夫氏を会長会議顧問に選任しました。

宮崎氏は兵庫県神戸市北区の出身で、現在54歳。
昭和62年に農林水産省に入省し、平成29年12月末に農林水産省農村振興局地域整備

課課長を最後に退職されました。
都道府県水土里ネット会長会議顧問への就任は、進藤金日子参議院議員に続いて2人目

となります。

氏が就任されました
都道府県土地改良事業団体連合会会長会議顧問に
宮崎雅夫

1　新規職員募集について
三重県土地改良事業団体連合会（水土里ネットみえ）で

は、毎年、新規職員の募集を行っております。4月にホーム
ページに採用試験案内を掲載しますので、土地改良事業の
設計業務を行う技術者になりたいと考えている方は是非
応募ください。

（応募資格）
①学歴：学校教育法に基づく大学を卒業した者及び平

成31年3月31日までに大学を卒業する見込み
の者

②生年月日：平成元年4月2日から平成9年4月1日まで
に生まれた人

2　三重県土地改良事業団体連合会（水土里ネットみえ）の
概要

① 所在地：津市広明町330番地
 （津駅西口から南へ徒歩5分）
② 職員数：44名（平成29年度）
③ 組織の性格

・市町、土地改良区、農業協同組合を会員とする社団
法人で会員に対する指導援助等の業務を行います。

・土地改良事業に関する調査、測量、設計業務を行う
技術者集団（部門：農業土木）です。

・土地改良法の定めるところにより設立が認められた
「公法人」で各都道府県にあります。

④ 給与：三重県職員とほぼ同じです。
  大卒初任給は、おおむね190,800円です。
⑤人事担当窓口：総務部　企画総務課　本田
  （TEL 059-226-4824）
  E-mail：h-honda@miedoren.or.jp

聞きたいこと、職場
見学等を希望され
る方は、いつでも連
絡をお待ちしてお
ります。



三重県土地改良事業団体連合会
〒514-0006　津市広明町330番地
FAX.059-225-7332
URL http://www.miedoren.or.jp

業務推進室
TEL.059-226-4824

総務部
企画総務課・指導情報課
TEL.059-226-4824

事業部
農地計画課・農村計画課
TEL.059-226-4825

施設管理課・農地集積課
TEL.059-226-4829

三重県土地改良事業団体連合会建築設計事務所
TEL.059-226-4825


