
直轄管理事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 2,405（2,319）百万円】

＜対策のポイント＞
国営土地改良事業によって造成され、高度の公共性を有し、利害が２都府県以上にわたる等の農業水利施設について、または、同一水系内の複数の国
営土地改良事業により造成された基幹的水利施設群について国が管理を行います。

＜事業目標＞
安定的な用水供給と良好な排水条件の確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．一般型
国営土地改良事業により造成された大規模なダム、頭首工等を対象として、
以下の採択基準を満たすものを、国が管理します。
① 治水、利水等の面において高度の公共性を有すること
② 管理に当たって特別な技術的配慮を必要とすること
③ 施設又はその操作による利害が２都府県以上にわたるもの(北海道及び
沖縄を除く)

２．総合管理型
同一水系内の複数の国営土地改良事業により造成された基幹的水利施設
を対象として、以下の採択基準を満たすものを、国が一元的に管理します。
① 同一の水系における複数の国営土地改良事業により造成された基幹的水
利施設群
② 基幹水利施設群の効用を適正に発揮させるため、それらの管理を一元的
な管理体制により行うことが適正であると認められる施設

＜事業実施主体＞
国（国費率：農林水産省77.5％ 北海道8/9） ［お問い合わせ先］農村振興局水資源課（03-3591-7073）

（ダム）

（頭首工）

（総合水管理）

〔一般型〕 〔総合管理型〕

（揚水機場）（ダム） （頭首工） （幹線水路）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
国営土地改良事業によって造成された一定規模以上の施設であって、公共・公益性に鑑み地方公共団体が管理している
施設について、国が維持管理に係る経費の一部を助成し、施設機能の適正な発揮を確保します。

１．一般型（国庫補助率：30％（治水協定ダムは1/3））
次の要件全てに該当するダム、頭首工、用排水機場、排水樋門及びこれらと一元管理を行う幹線用排水路
① 国により都道府県または市町村へ管理委託されたものであること
② １施設当たりの受益面積がおおむね1,000（地盤沈下地帯にあっては500）ha 以上、畑を受益とするものにあっては

300（地盤沈下地帯にあっては100）ha 以上
③ 非農地率がおおむね10％以上
④ それぞれの施設の区分ごとの規摸等要件に該当するもの

２．特別型（国庫補助率：40％又は1/3）
次の要件全てに該当するダム、頭首工、排水機場、防潮水門
① 国により都道府県へ管理委託されたものであること
② １施設当たりの受益面積がおおむね3,000ha 以上
③ 非農地率がおおむね20％以上
④ それぞれの施設の区分ごとの規模要件に該当するもの

※水利施設整備事業との連携
施設管理者（都道府県又は市町村）が適時・適切に国営造成施設の改修等を行うことができるよう、
別途、水利施設整備事業を拡充。

基幹水利施設管理事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 3,719（3,773）百万円】

＜対策のポイント＞
大規模で公共・公益性の高い国営造成施設の管理に係る経費を助成し、施設機能の適正な発揮を確保します。

＜事業目標＞
安定的な用水供給と良好な排水条件の確保

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村 ［お問い合わせ先］農村振興局水資源課（03-3591-7073）

(ダム） (頭首工）

(排水樋門）

(排水機場）

(排水分水ゲート）

(用水機場）

(幹線水路） (防潮水門）
30～40% ※下線部は拡充内容
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水利施設管理強化事業＜公共＞（新規）
【令和３年度予算概算決定額 1,849（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
国営造成施設等の管理について、施設の役割に応じた支援を行い、農業水利施設の有する多面的機能の適正な発揮を図ります。

＜事業目標＞
安定的な用水供給と良好な排水条件を確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
集中豪雨の頻発化等によって農業水利施設の公的な役割が増大し、施設管理が複
雑化・高度化していることから、施設の役割に応じた支援を行い、農業水利施設の有す
る多面的機能の適正な発揮を図ります。
【対象施設】
１．管理強化計画に基づき土地改良区が管理する国営及び国営附帯県営造成
施設

２．洪水調節機能強化に取り組む農業用ダム（１．の施設を除く）
【対象経費】
１．国営及び国営附帯県営造成施設
① 防災・減災機能を有する施設※：防災・減災機能を含む多面的機能の発揮
に対応した管理経費（維持管理費の「0.75/1.75」相当）
② ①以外の施設：多面的機能の発揮に対応した管理経費（維持管理費の
「0.6/1.6」相当）
※地方公共団体が地域防災計画等に位置付けた施設及び治水協定締結ダム

２．治水協定を締結した農業用ダム（１．の施設を除く）の洪水調節機能強化に
係る以下の取組に係る経費
① 河川管理者等との治水協定の締結、協定に基づく連絡体制の整備等の基
礎的取組
② 事前放流や時期ごとの貯水位運用といった従来の管理の範疇を超えた追加
的取組

＜事業の流れ＞

国
都道府県

1/2

［お問い合わせ先］農村振興局水資源課（03-6744-1363）

農業水利施設の公的な役割が増大し、施設管理が複雑化・高度化

施設の役割に応じた支援

除塵機への廃棄物流入 営農の多様化による水需要の変化

都市化・混住化集中豪雨の増加 農業構造等の変化

農業水利施設の有する多面的機能の適正な発揮

市街地・集落の排水

都道府県
1/2

市町村
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国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 410（2,193）百万円】

＜対策のポイント＞
土地改良区による農業水利施設の管理体制について、農業農村をとりまく情勢の変化に対応するため、地域住民やNPOなど多様な主体の参画による安定

的な体制の整備・強化を図ります。

＜事業目標＞
安定的な用水供給と良好な排水条件の確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

土地改良区による農業水利施設の管理体制について、農業農村をとりまく情勢の
変化に対応し、地域住民等の多様な主体の参画による安定的な体制の整備・強化
を図るため、以下に対する助成を行います。

１．計画更新活動
地域における適正な管理水準、適正な管理体制等の目標及びその実現のため
に必要な取組等（地域住民等が管理に参画するための組織化及び協定の締結
等を含む）を明らかにするとともに、毎年度の取組の実施状況を踏まえて管理体
制整備計画を適切に更新する活動

２．推進活動
都道府県、市町村及び土地改良区等で構成される管理体制整備推進協議
会を設置し、体制整備を推進する活動

３．支援事業
管理の合理化、高度化のために必要となる補完的な施設の整備に要する事業、
地域防災に対応するために必要となる補完的な施設の整備に要する事業等。

※事業実施期間：平成30年度～令和４年度

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村等

1/2

1/2

［お問い合わせ先］農村振興局水資源課（03-6744-1363）

国営造成施設の管理を取りまく状況
施設の老朽化都市化・混住化過疎化・高齢化 集中豪雨の増加突発事故の発生 農業構造の変化

地域住民等多様な主体の参画による安定的な体制の整備・強化

計画更新活動 推進活動

転落防止柵の設置

支援事業

消火栓の設置

営農に係る水利施設の通常管理
土地改良区 地域住民等

協定 地元自治会、NPO等による活動

地域住民等と連携した管理体制を構築
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土地改良施設維持管理適正化事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 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、施設管理の適正化を図ります。

＜政策目標＞
安定的な用水供給と良好な排水条件の確保

［お問い合わせ先］農村振興局土地改良企画課（03-3502-6006）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．施設整備補修
施設の機能保持、耐用年数の確保のため必要となる定期的な整備補修を実
施します。

２．施設改善整備対策
水田地域において高収益作物を導入し、産地形成を図るために必要な整備補
修(ゲート設備の電動化、漏水防止のための水路整備等)を実施します。

３．安全管理施設整備対策
農業水利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、通行止
門扉等)を計画的に整備します。

４．緊急整備補修
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
を実施します。

＜事業の流れ＞

原動機の修繕、塗装

ネットフェンスの更新水門開閉の電動化

国

全国土地改良事業
団体連合会都道府県

土地改良区等

資金造成
(５年(又は３年)間で事業費の9/10に相当する資金を造成)

事業実施年度

補助

水管橋漏水部の補修

施設整備補修

施設改善整備対策 安全管理施設整備対策 緊急整備補修

土地改良区等
造成額の

1/3

交付金

事業費の
9/10

補助

造成額の
1/3

拠出

造成額の
1/3
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土地改良区体制強化事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 647（619）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・事業実施体制等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・事業実施体制等を強化
○ 令和４事業年度までに全ての土地改良区において貸借対照表の作成及び公表を実施

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．施設・財務管理強化対策
土地改良区が管理する施設の診断・管理指導のほか、土地改良区の財務状況の明確化・透明化を図る複
式簿記の導入等について支援します。
○ 土地改良区再編促進モデル事業
・ 会計事務を共同で行う土地改良区連合の設立に向けたモデルとなる取組を補助率1/2で支援
（R3年度まで）
・ 市町村単位で小規模土地改良区の協議会を設立し、合併を図るモデルとなる取組等を定額で支援
（R4年度まで）
２．受益農地管理強化対策
土地改良区等が行う換地業務等に対する指導や所有者不明農地における財産管理制度の活用促進など、
農用地の利用集積の推進について支援します。
３．統合整備強化対策
土地改良区の合併等に当たり必要な統合整備計画の策定や事務機器等の整備について支援します。
４．特定被災土地改良区復興支援対策
特定大規模災害等によって被災した土地改良区の業務書類・機器等の復旧について支援します。
５．研修・人材育成
複式簿記に関する研修や小水力発電等の導入など、土地改良区等の役職員の資質向上を図る研修を実
施します。

※下線部は拡充内容

［お問い合わせ先］農村振興局土地改良企画課（03-3502-6006）
農村振興局地域整備課 （03-6744-2209）

国
土地改良区等

公募団体

都道府県土連都道府県

＜事業の流れ＞

1/2、定額

1/2
都道府県

1/2、定額

複式簿記に関する巡回指導

施設・財務管理強化対策

施設の診断・管理指導

統合整備強化対策

土地改良区の合併

研修・人材育成

現地研修

事務連合早期設立支援モデル構築

コーディネーターによる
指導・助言

会計事務等を共同で行う
事務連合設立

B/S作成が困難な
土地改良区

受益農地管理強化対策

換地・担い手への農地集積

特定被災土地改良区復興支援対策

業務書類・機器等の復旧

市町村単位での合併モデル構築
合併に向けた話し合い

行政 地方連合会

Ｄ改良区
Ｃ改良区

Ｂ改良区

Ａ改良区

45



情報化施工技術調査＜公共＞（新規）
【令和３年度予算概算決定額 160（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
農業農村整備の一連のプロセス全体におけるデジタル技術を活用した生産性向上を図るために、建設現場で用いる情報化施工技術の対象工種及び対
象技術の拡大や情報化施工で得た座標データを農機自動走行に利用する等の３次元データ活用推進に必要な調査を実施します。

＜事業目標＞
○ 情報化施工技術や３次元データの活用による農業農村整備の一連のプロセス全体の生産性向上
○ ICTを活用した農業農村整備で取得した座標データから、自動走行農機やドローンの自動運転用の地図を作成し活用する手法を整備
［令和４年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．情報化施工導入推進調査
農業農村整備事業の情報化施工技術に係
る対象工種及び対象技術の拡大に必要な基
準類の策定・改善、普及啓発資料作成等を行
います。

２．３次元データ活用推進調査
施工段階以外（調査設計、維持管理、営

農等）も含めた農業農村整備の一連のプロセ
ス全体を通じた３次元データ活用に係る手法の
具体化、基準類の策定・改善、普及啓発資料
作成等を行います。

＜事業の実施主体＞

国（国費率10/10）

［お問い合わせ先］農村振興局設計課（03-6744-2198）

調査設計段階 施工段階 維持管理・営農段階

農業農村整備の一連のプロセス全体を通じた３次元データの活用

 ３次元化による設計精度向上
 可視化による課題予見性向上
 数量自動算出等の作業効率化 等  ICT建設機械による省力化

 UAV等による測量や３次元データ
を用いた施工管理の効率化 等

情報化施工技術の活用  ３次元座標の営農利用
 補修履歴等の情報蓄積の一元化
 災害復旧時の設計作業効率化 等

取組の全体像

情報化施工技術の活用
ICT建設機械による施工

衛星測位による機械制御

ガイドに沿った操作

３次元施工管理

目印や誘導員
を省略可能

UAVによる３次元測量

完成形状の面的管理

３次元データの活用

３次元点群データ（工事成果）

自動走行農機搭載用の地図

営農段階での活用 調査設計・維持管理

ほ場レイアウトの設計

農業水利施設の点検・監視
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農業農村整備における情報化施工の取組状況

○ 農業農村整備では、平成29年度に「情報化施工技術の活用ガイドライン」を策定し、情報化施工導入を推進。
○ 情報化施工の活用事例においては、機械施工や施工管理における労働生産性の向上はもとより、工事品質や作業安全性の

向上等の様々なメリットが生じている。
○ 国営事業では農地再編に限らず、かん排、防災、海岸での適用事例があるが、導入実績は限定的。

排水路側に向け
勾配を付けて施工

←GNSSアンテナ

営農者の要望を踏まえ、用水路側から排水路側へ勾配を持った表土整地を実施。
自動制御による精度の高い施工を実現し、営農者からも好評価。
（国営農地再編整備事業の事例）

従来必要だった準備作業や
誘導が省略でき、施工現場
における作業効率や安全性
が向上する

衛星測位やICTを用
いた操縦支援機能に
より、熟練度に寄らな
い正確な施工が可能

UAV測量等を用いた面的
管理により、施工管理が効
率化し、工事成果も可視化
される

切土・盛土を色分けし
て示すヒートマップ

情報化施工導入のメリット

丁張り設置

検測・誘導

国営土地改良事業等における導入状況

国営土地改良事業等におけ
る導入事例は増加傾向にあ
るが、件数としてはまだ少数。

（参考）国交省R元年度実績
直轄工事2,132件
補助工事1,136件
出典：R2.8.5国交省ICT導入協議会

（第11回）資料

３次元設計データ

ICTブルドーザ

局 国営地区名 工事件数 対象工種

北海道
北海、札内川、大雪東川
第二、雄武丘陵

4 区画整理、水路掘削

近畿 亀岡中部 1 区画整理

中四
南周防、道前平野、那賀
川（二期）

11
区画整理、
調整池造成

九州
駅館川、筑後川下流右岸、
嘉瀬川上流、玉名横島

21
区画整理、水路掘削、
堆砂除去、堤防盛土

計 40

国営事業における地域別の活用状況（令和元年度）
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工種

施工管理技術

TS等光波方式を用いた出来形管理 ● ●

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ● ●

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ● ●

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

TS（ノンプリ）を用いた出来形管理

音響測深機器を用いた出来形管理

施工履歴データを用いた出来形管理

RTK-GNSSを用いた出来形管理

TS・GNSSを用いた盛土締固め管理

※国交省と共通する工種（舗装工、地盤改良工等）についても、農業農村整備事業版ガイドラインの参照作成が必要

土工
ほ場

整備工
農地

造成工
水路工

暗渠
排水工

ため池
改修工

対象工種・技術を拡大

既対象項目についても
内容を充実させる

工種

施工管理技術

TS等光波方式を用いた出来形管理 ● ● ●

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ●

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ● ●

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ●

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ● ●

TS（ノンプリ）を用いた出来形管理 ● ●

音響測深機器を用いた出来形管理 ●

施工履歴データを用いた出来形管理 ● ● ●

RTK-GNSSを用いた出来形管理 ●

TS・GNSSを用いた盛土締固め管理 ●

路面
切削工

土工 舗装工
河川

浚渫工
護岸工

地盤
改良工

○ 農業農村整備では、現在のところ「情報化施工技術の活用ガイドライン」の対象としている工種・技術が限定的。
○ 新たに実用化されている技術を随時反映するとともに、農業農村整備独自工種に係る技術を体系化し、「情報化施工技術の活

用ガイドライン」の対象工種・技術の拡大等の環境整備が必要。

農業農村整備における情報化施工導入推進に向けた課題

国土交通省における基準整備状況

農業農村整備における基準整備状況

地上型
レーザースキャナー

連続的なレーザー照射により対象物の位置を短時間で面的に取得し、
３次元点群データを直接生成することができる

空中写真測量（無⼈航空機）

UAVで撮影した多数の画像
を重ね合わせる手法により
３次元点群データを生成

無⼈航空機搭載型
レーザースキャナー

TS（トータルステーション）によ
り対象物の位置を計測
※ノンプリは計測対象にプリズム
を設置しない手法

地上移動体搭載型
レーザースキャナー

TS等光波⽅式、TS（ノンプリ）

⾳響測深機器 施⼯履歴データ RTK－GNSS

音響ビームを照射し、
水底の３次元形状を面
的に取得

GNSS受信機（ロー
バー）を対象物に設
置し位置を計測

施工時のアタッチメ
ント位置の履歴によ
り出来形を管理
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農業農村整備プロセス全体での３次元データ活用

○ 施工段階における情報化施工に限らず、農業農村整備プロセス全体（調査設計、施工、維持管理、営農等）を通じた３次元デー
タの活用を推進することにより、プロセス全体の生産性向上やスマート農業の導入促進にも寄与することが期待される。

ICT建機による施工３次元起工測量・設計データ作成

〇 図面の一元的集約や数量自動計算機能等により設計作業が効率化。
○ 構造物の干渉や施工計画等の可視化により設計照査の精度が向上。
〇 設計段階から図面を３次元化すれば、施工段階の更なる生産性向上が可能。

２次元図面 ３次元モデル

施工段階（情報化施工）

調査設計段階

面的な出来形管理

営農・維持管理段階

○ 情報化施工で得られたほ場や周辺構造物の詳細
な座標データを自動走行農機の走行経路設定に利
用する等、スマート農業実践の環境整備として活用。

○ 農業水利施設の３次元モデルを構築し、属性情報
（材質、施工履歴、施設変状等）を付与して、維持管
理や更新事業計画に活用。

○ 工事完成時の３次元座標データを被災前地形の
把握に活用し、災害復旧工事の設計作業を効率化。

転換

３次元モデルを施設監視に活⽤
（変状データの保存・共有）

情報化施⼯で得られた３次元点群データ
（ほ場及び周辺の⼯事完成形状）

⾃動⾛⾏農機搭載⽤の地図

スマート農業での活⽤ 維持管理・災害時の活⽤

豪⾬災害時の⼟量把握

UAV等による起⼯測量

３次元点群データ
（現況地形の⾯的把握）

３次元設計データ
（建機や施⼯管理で利⽤）

衛星測位に
よる位置把握

ICTブルドーザ

ICTバックホウ

GNSS
基準局

ヒートマップに
よるほ場特性
の可視化

２次元発注図⾯
データ処理 ３次元化

すり合わせ
〜施⼯管理や監督・検査の省⼒化〜

UAV等による
出来形測量

出来形管理図
を⾯的整理

〜営農の⽣産性向上への活⽤〜
（農機作業計画、⽣育分析等）

⻘︓切⼟、⾚︓盛⼟

〜少⼈員・短期間で正確・安全な施⼯〜〜準備作業（測量・数量計算等）の省⼒化〜
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