
１．計画の概要

【対象事業】 (15,751,689千円) (9,030,195千円)

15,904,689千円 8,822,765千円

２．交付対象事業の進捗状況

①生産基盤の整備を契機とした農用地の流動化を進め、約394haの農地を担い手へ利用集積する。

事業型 地区名

経営体育成型 浜八島 出雲市 出雲市 農業経営高度化促進事業1式 H23 8,542 完了

経営体育成型 横田・安富 島根県 益田市 耕地利用高度化推進事業1式 H23 1,600 完了

経営体育成型 今田 島根県 江津市 区画整理5.0ha H22～H25 154,300 完了

江津市 江津市 高度土地利用調整事業(調査調整)1式 H22～H24 1,300 完了

江津市 江津市 農業経営高度化促進事業1式 H25～H26 15,180 完了

今田 島根県 江津市 農地保全施設整備2,227m H24 7,984 完了

経営体育成型 千酌 島根県 松江市 区画整理0.2ha H22～H23 113,000 完了

島根県 松江市 高度土地利用調整事業(指導)1式 H22～H23 600 完了

千酌土地改良区 松江市 高度土地利用調整事業(調査調整)1式 H22～H25 2,000 完了

経営体育成型 養賀原 島根県 雲南市 付帯工事1式 H22～H26 235,000 完了

雲南市 雲南市 農業経営高度化促進事業1式 Ｈ25～H26 45,000 ～H27

経営体育成型 宇賀荘第一 安来市 安来市 農業経営高度化促進事業1式 H22～H23 156,080 関連事業

経営体育成型 宇賀荘第二 安来市 安来市 農業経営高度化促進事業1式 H23～H24 101,580 関連事業

経営体育成型 大塚 島根県 安来市 区画整理81.1ha H23～H26 2,750,800 関連事業

島根県 安来市 高度土地利用調整事業(指導)1式 H23～H26 300 関連事業

安来市 安来市 高度土地利用調整事業(調査調整)1式 H23～H26 2,000 関連事業

経営体育成型 出雲西 島根県 出雲市 区画整理32.0ha H23～H26 600,000 関連事業

島根県 出雲市 高度土地利用調整事業(指導)1式 H23～H26 208 関連事業

出雲市 出雲市 高度土地利用調整事業(調査調整)1式 H23～H26 200 関連事業

経営体育成型 池田 島根県 大田市 耕地利用高度化推進事業1式 H23～H26 8,880 関連事業

経営体育成型 能義第二 島根県 安来市 区画整理126.1ha H22～H26 2,165,300 関連事業

島根県 安来市 高度土地利用調整事業(指導)1式 H22～H26 600 関連事業

安来市 安来市 高度土地利用調整事業(調査調整)1式 H22～H25 2,000 関連事業

経営体育成型 美談 出雲市 出雲市 高度土地利用調整事業(調査調整)1式 H23 120 関連事業

備考

しまね農業農村整備活性化プラン

島根県

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町

平成２２年度～平成２６年度（５年間）

生産条件の不利な中山間地域等が多い島根県内陸部の実情にあった農業農村整備事業を進めることにより、「豊かな自然、文化、歴史の中で、県
民誰もが誇りと自信を持てる、活力ある島根」（島根県総合発展計画）、「持続的に発展する島根の農林水産業・農山漁村の実現！」（新たな農林水
産業・農山漁村活性化計画）、といった県上位計画の実現を図り、「活力ある島根の農業・農村づくり」（しまね農業農村整備指針）の実現を目指す。

①生産基盤の整備を契機とした農用地の流動化を進め、約394haの農地を担い手へ利用集積する。
②水稲と畑作物の選択的作付けを可能とする基盤整備の実施により、乾田化される農用地の延べ面積を約82ha増やす。
③地域農業の動向を踏まえた産地形成に必要な条件整備を行い、約865haの農地について農産物の輸送の合理化を図る。
④橋梁補強・補修8箇所と隧道補修１箇所、法面対策11箇所、安全対策1路線を行 い、農産物の輸送路の維持保全及び安全性を確保する。
⑤耕作放棄地の解消・発生防止のための整備を行い、約43haの耕作放棄地の発生を防止する。
⑥農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境条件を確保するための農業集落
排水施設の整備を6地区について行い、処理人口410人の増加を図る。
⑦農村の総合的な振興を図るため、地域の多様なニーズに応じた農業用用排水施設等の整備を総合的に行い、約159haの優良農地を確保する。
⑧老朽化等に伴い、緊急に対策を要する農業用水利施設の整備を行い、約424haの農業用水を安定的に供給するとともに、約537haの湛水被害を
未然に防止する。
⑨既存施設の有効活用を図り効率的な機能保全対策を推進するため、約34kmの農道の点検診断及び、4市町の農業集落排水施設の機能保全計
画の策定を行う。
⑩中山間地域において、立地条件に応じた区画整理、農業用用排水施設の整備を行い、約1,059ha の優良農地を確保する。
⑪再生可能エネルギーを活用した発電施設の売電収入により、１地域の農家の負担金軽減を図る

事　　　業　　　名
関　係
市町村

計画期間内の事業内容

計画の名称

計画策定主体

対 象 市 町 村

計 画 の 期 間

計 画 の 目 標

　効果促進事業

農地整備事業

農地整備事業

農　山　漁　村　地　域　整　備　計　画　事　後　評　価

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

計画期間内
の総事業費

定 量 的 指 標

事業実施
主　　 体

工　期

（単位：千円）

農業競争力強化基盤整備事業

（地域自主戦略交付金）農地整備事業

（地域自主戦略交付金）農地整備事業

農業競争力強化基盤整備事業

農業競争力強化基盤整備事業

農業競争力強化基盤整備事業

農業競争力強化基盤整備事業

全体事業費
上段：（計画）
下段：実績

【関連事業】
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②水稲と畑作物の選択的作付けを可能とする基盤整備の実施により、乾田化される農用地の延べ面積を約82ha増やす。

事業型 地区名

排水対策特別型 入南南 島根県 出雲市 排水機場1式、排水路988ｍ H22～H26 616,800 ～H27

排水対策特別型 山王 島根県 出雲市 排水路767m H23～H26 889,500 ～H31

揖屋
揖屋干拓地域農
地・水環境保全組
織

松江市 暗渠排水20ha H25 30,000 完了

③地域農業の動向を踏まえた産地形成に必要な条件整備を行い、約865haの農地について農産物の輸送の合理化を図る。

事業型 地区名

通作条件整備 幡屋 島根県 雲南市 農道整備1式 H23～H26 380,608 ～H31

和田3期 島根県 大田市 農道整備1式 H22～H26 772,466 ～H29

はまだ中央 島根県 浜田市 農道整備1式 H22～H26 882,249 ～H28

櫟田原 島根県 浜田市 農道整備1式 H22～H26 878,175 ～H29

通作条件整備 上三所中村 島根県 奥出雲町 農道整備1式 H26 20,000 ～H31

大邑3期 島根県 大田市外 農道整備1式 H22～H26 1,140,000 関連事業

徳前 島根県 邑南町 農道整備1.4km H22～H24 88,015 関連事業

萱野根波 島根県 雲南市 農道整備2.7km H22～H24 241,562 関連事業

邑智中央 島根県 美郷町 農道整備2.5km H22～H23 88,412 関連事業

小山3期 島根県 浜田市 農道整備1.2km H22～H23 89,445 関連事業

④橋梁補強・補修8箇所と隧道補修１箇所、法面対策11箇所、安全対策1路線を行 い、農産物の輸送路の維持保全及び安全性を確保する。

事業型 地区名

通作条件整備 益田 島根県 益田市 橋梁補強1式、法面対策2箇所等 H22～H26 642,848 ～H30

通作条件整備 那賀東部 島根県 浜田市外 橋梁補強8箇所、法面対策6箇所等 H23～H26 348,038 完了

通作条件整備 飯石 島根県 雲南市外 雪崩対策2箇所、舗装修繕1式 H23～H26 393,131 ～H32

通作条件整備 簸川西 島根県 出雲市 歩道整備1式 H24～H26 153,611 ～H29

通作条件整備 飯石・斐伊 島根県 雲南市 舗装修繕1式 H24～H26 140,000 ～H34

通作条件整備 大田・邑智 島根県 大田市外 舗装修繕1式、法面対策1式 H24～H26 262,000 ～H30

通作条件整備 邑南 島根県 邑南町 舗装補修1式、法面対策3箇所 H24～H26 188,128 ～H30

大仁 島根県 雲南市外 隧道補修1箇所等 H22～H24 198,125 関連事業

⑤耕作放棄地の解消・発生防止のための整備を行い、約43haの耕作放棄地の発生を防止する。

事業型 地区名

耕作放棄地型 横田 島根県 奥出雲町 農業用用水施設整備1式 H23～H26 454,700 完了

耕作放棄地型 横田 島根県 奥出雲町 耕作放棄地解消支援（指導）事業1式 H23 200 完了

耕作放棄地型 横田 奥出雲町 奥出雲町 耕作放棄地解消支援（調査・調整）事業1式 H23 500 完了

横田 島根県 奥出雲町 農地保全施設整備4,068m H23～H24 11,700 完了

⑥農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境条件を確保するための農業集落排水施設の

整備を6地区について行い、処理人口410人の増加を図る。

事業型 地区名

布部 安来市 安来市 管路3,640m、処理施設1箇所 H22～H25 382,000 完了

阿宮 出雲市 出雲市 管路4,456m H23～H26 342,000 ～H28

美郷 美郷町 美郷町 機能強化対策1式 H24～H25 65,100 完了

横田・安富 益田市 益田市 機能強化対策1式 H26 41,000 ～H30

大井他4 松江市 松江市 機能強化対策1式 H23 14,890 関連事業

多久和 雲南市 雲南市 機能強化対策1式 H23 24,000 関連事業

反辺他2 出雲市 出雲市 機能強化対策1式 H23 7,400 関連事業

邑南 邑南町 邑南町 機能強化対策1式 H23 11,500 関連事業

⑦農村の総合的な振興を図るため、地域の多様なニーズに応じた農業用用排水施設等の整備を総合的に行い、約159haの優良農地を確保する。

事業型 地区名

宍道湖中海沿岸 島根県 松江市外 用排水施設整備2箇所他 H22～H23 153,000 完了

計画期間内
の総事業費

計画期間内
の総事業費

（単位：千円）

（地域自主戦略交付金）集落基盤整備事業

（地域自主戦略交付金）農業集落排水事業

（地域自主戦略交付金）農業集落排水事業

備考事　　　業　　　名

備考

関　係
市町村

計画期間内の事業内容 工　期
計画期間内
の総事業費

道整備交付金

ふるさと農道整備事業

ふるさと農道整備事業

ふるさと農道整備事業

（地域自主戦略交付金）農業集落排水事業

備考

（単位：千円）

事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容 工　期
計画期間内
の総事業費

工　期
計画期間内
の総事業費

（単位：千円）

事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容

農業基盤整備促進事業

（地域自主戦略交付金）農道整備事業

ふるさと農道整備事業

農地整備事業

農道整備事業

農道整備事業

農道整備事業

農地整備事業

（地域自主戦略交付金）農業集落排水事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農業集落排水事業

農地整備事業

農地整備事業

　効果促進事業

事業実施
主　　 体

事　　　業　　　名

事　　　業　　　名

農地整備事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農地整備事業

（単位：千円）

事　　　業　　　名
事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容 工　期 備考

水利施設整備事業

水利施設整備事業

（単位：千円）

事　　　業　　　名
事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容 工　期 備考

（単位：千円）

事　　　業　　　名
事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容 工　期
計画期間内
の総事業費

備考
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⑧老朽化等に伴い、緊急に対策を要する農業用水利施設の整備を行い、約424haの農業用水を安定的に供給するとともに、

約537haの湛水被害を未然に防止する。

事業型 地区名

基幹水利施設整備型 東潟ノ内 島根県 松江市 排水機場1箇所 H22～H26 619,600 完了

基幹水利施設保全型 湖岸荘原 島根県 出雲市 排水機場1式 H24～H26 110,200 ～H27

基幹水利施設保全型 益田 島根県 益田市 揚水機場3箇所、加圧機場6箇所 H22～H25 138,804 完了

農業用河川工作物応急対策等事業 馬場 松江市土地改良区 松江市 頭首工改修1基 H22 15,000 完了

農業用河川工作物応急対策等事業 堂の前 島根県 安来市 頭首工改修1基 H22 15,335 完了

大原川 島根県 大田市 ダム施設更新・補修1式 H24～H26 172,100 関連事業

半田 島根県 松江市 ため池改修1式 H24～H26 154,646 関連事業

大間川 島根県 松江市 樋門改修1基 H23～H25 117,500 関連事業

農業用河川工作物応急対策等事業 野井・八幡 大田市 大田市 頭首工改修2基 H23 60,000 関連事業

延里 島根県 大田市 頭首工改修1基 H24～H26 110,300 関連事業

鷲原 島根県 津和野町 頭首工改修1式 H24～H26 90,000 関連事業

西市 安来市 安来市 頭首工改修1基 H24～H25 30,000 関連事業

鍛冶屋原 雲南市 雲南市 頭首工改修1基 H24～H25 80,000 関連事業

⑨既存施設の有効活用を図り効率的な機能保全対策を推進するため、約34kmの農道の点検診断及び、4市町の農業集落排水施設の

機能保全計画の策定を行う。

事業型 地区名

通作条件整備 那賀東部 島根県 浜田市外 点検診断23.3km H22 7,610 完了

飯石 島根県 雲南市外 点検診断10.6km H22～H23 8,802 関連事業

安来市 安来市 安来市 最適整備構想策定1式 H23～H25 23,000 完了

雲南市 雲南市 雲南市 最適整備構想策定1式 H23～H25 41,000 完了

奥出雲 奥出雲町 奥出雲町 最適整備構想策定1式 H26 10,000 ～H28

八神 飯南町 飯南町 最適整備構想策定1式 H26 2,000 ～H27

斐川町 出雲市 出雲市 最適整備構想策定1式 H23～H24 21,000 完了

邑南町 邑南町 邑南町 最適整備構想策定1式 H23～H24 23,000 関連事業

⑩中山間地域において、立地条件に応じた区画整理、農業用用排水施設の整備を行い、約1,059ha の優良農地を確保する。

事業型 地区名

大原 島根県 雲南市 ほ場整備3.7ha、暗渠排水23.3ha等 H22～H23 260,000 関連事業

出雲南 島根県 出雲市 暗渠排水3.8ha、用排水路150m等 H22～H25 425,000 完了

奥出雲 島根県 奥出雲町 用排水路6.1km、ほ場整備22.8ha等 H22～H25 635,900 完了

金城 島根県 浜田市 用排水路3.7km、ほ場整備7.6ha等 H22～H26 705,500 完了

美郷 島根県 美郷町 用排水路1.3km、農道整備2.9km等 H22～H26 581,000 完了

高津川 島根県 吉賀町外 用排水路3.2km、ほ場整備61.4ha H22～H26 1,098,100 ～H30

高津川 島根県 吉賀町外 農地保全施設整備23,644m H22～H26 78,000 ～H30

益田 島根県 益田市 用排水路4.8km、ほ場整備33.5ha等 H23～H26 750,000 ～H30

益田 島根県 益田市 農地保全施設整備1,500m H24 5,000 完了

雲南北 島根県 雲南市 用排水路9.3km、ほ場整備26.7ha等 H24～H26 993,500 ～H29

佐田 島根県 出雲市 用排水路6.7km、ほ場整備6.1ha等 H24～H26 340,000 ～H29

佐田 島根県 出雲市 農地保全施設整備3,100m H24 11,000 関連事業

邑南 島根県 邑南町 実施設計1式 H26 57,000 ～H32

丹波 島根県 奥出雲町 用排水路1.0km、ほ場整備2.8ha等 H24～H26 102,200 ～H27

東平原 島根県 浜田市 用排水路8.0km H25～H26 210,000 ～H29

八神・太田 島根県 江津市 ほ場整備5.5ha H25～H26 134,000 ～H29

安来 安来市土地改良区 安来市 用排水路0.2km、ため池2箇所等 H25 6,000 完了

雲南 雲南市 雲南市 用排水路0.9km、暗渠排水0.9ha H25 10,000 完了

津和野 津和野町 津和野町 農道整備0.4km H25 4,000 完了

小寄 島根県 奥出雲町 用排水路0.1km、暗渠排水1.4ha等 Ｈ26 20,000 ～H27

北の郷 島根県 邑南町 実施設計等1式、用排水路0.3km Ｈ26 10,000 ～H28

坂本 島根県 雲南市 実施設計等1式 Ｈ26 4,582 ～H28

伊木 島根県 浜田市 実施設計等1式 Ｈ26 5,300 ～H28

⑪再生可能エネルギーを活用した発電施設の売電収入により農家の負担金軽減を図る

事業型 地区名

阿井 奥出雲町 奥出雲町 小水力発電施設整備1式 H26 50,000 ～H28

備考工　期

（単位：千円）

計画期間内
の総事業費

（単位：千円）

計画期間内
の総事業費

事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容

（地域自主戦略交付金）中山間地域総合整備事業

（地域自主戦略交付金）効果促進事業

ふるさと農道整備事業

農村地域防災減災事業

農村地域防災減災事業

農村地域防災減災事業

農村地域防災減災事業

（地域自主戦略交付金）農地防災事業

水利施設整備事業

事業実施
主　　 体

関　係
市町村

（単位：千円）

農村地域防災減災事業

農村地域防災減災事業

事　　　業　　　名 計画期間内の事業内容 工　期

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業

地域用水環境整備事業

（地域自主戦略交付金）農業集落排水事業

中山間地域総合整備事業

農地環境整備事業

農地環境整備事業

農地環境整備事業

中山間地域総合整備事業

　効果促進事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

農業集落排水事業

備考

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

　効果促進事業

中山間地域総合整備事業

水利施設整備事業

水利施設整備事業

事　　　業　　　名

農村地域防災減災事業

農地整備事業

備考

農地防災事業

農地防災事業

事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容 工　期
計画期間内
の総事業費

備考事　　　業　　　名

（単位：千円）

事　　　業　　　名
事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容 工　期
計画期間内
の総事業費
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○実施計画策定

事業型 地区名

安田 島根県 安来市 調査・計画1式 H25 3,827 完了

大吉田 島根県 雲南市 調査・計画1式 H25 3,555 完了

立河内 島根県 吉賀町 調査・計画1式 H25 2,982 完了

林・不動郷 島根県 大田市 調査・計画1式 H25 2,977 完了

土江 島根県 大田市 調査・計画1式 H25 4,990 完了

実施計画型 飯南 島根県 飯南町 調査・計画1式 H25 6,867 完了

実施計画型 浜田東部 島根県 浜田市 調査・計画1式 H25 11,600 完了

邑南 島根県 邑南町 調査・計画1式 H24 9,000 関連事業

安来 安来市 安来市 調査・計画1式 H26 7,000 完了

美郷 美郷町 美郷町 調査・計画1式 H23 2,000 関連事業

横田・安富 益田市 益田市 調査・計画1式 H24 3,000 関連事業

３．整備計画期間内における定量的指標の実現状況

実績値 達成率

指標値① 394 100%

指標値② 85 104%

指標値③ 865 100%

8 100%

1 100%

11 100%

1 100%

指標値⑤ 43 100%

6 100%

410 100%

指標値⑦ 159 100%

537 100%

424 100%

34 100%

4 100%

指標値⑩ 1045 99%

指標値⑪ － 0%

４．事業効果の発現状況

指標値①

指標値②

指標値③

指標値④

指標値⑤

指標値⑥

指標値⑦

指標値⑧

指標値⑨

指標値⑩

指標値⑪

５．評価

６．今後の方針

中山間等で優良農地として確保する農地面積(ha) 1059 第2期計画において継続実施

備考

農業集落排水事業

（単位：千円）

事　　　業　　　名
事業実施
主　　 体

関　係
市町村

計画期間内の事業内容 工　期
計画期間内
の総事業費

（地域自主戦略交付金）農業集落排水事業

（地域自主戦略交付金）農業集落排水事業

（地域自主戦略交付金）中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

農業農村整備実施計画策定事業

農業農村整備実施計画策定事業

農業農村整備実施計画策定事業

農業農村整備実施計画策定事業

農業農村整備実施計画策定事業

指　　標　　値

担い手へ利用集積する農地面積（ha)

乾田化される農用地の増加面積(ha)

農産物の輸送の合理化を図る農地面積（ha)

指標値④

橋梁補強・補修箇所（箇所）

隧道補修箇所（箇所）

法面補修箇所（箇所）

指標値⑥
農業集落排水施設を整備する地区数（地区）

農業集落排水施設を整備する処理人口（人口）

農業用用排水施設等の整備を行い、優良農地として確保する農地面積(ha)

農道の安全対策（路線）

34

農業用水の安定供給を図る農地面積(ha)

耕作放棄地の発生を防止する農地面積(ha)

　目標を達成できなかった地区においては、平成27年度以降の農山漁村地域整備交付金を活用する次期計画「第２期しまね農業農村整備活性化プラン」の中に位置
づけ、引き続き目標達成を目指す。
　今後とも、「豊かな自然、文化、歴史の中で、県民誰もが誇りと自信を持てる、活力ある島根」（島根県総合発展計画）、「持続的に発展する島根の農林水産業・農山
漁村の実現！」（新たな農林水産業・農山漁村活性化計画）、といった県上位計画の実現を図り、しまね農業農村整備指針の実現を目指し、農業農村整備事業を推
進していく。

6

410

指標値⑨
農道の点検診断の実施延長（km)

農業集落排水施設の最適化構想を策定する市町村（市町）

売電収入により地域の農家の負担金軽減を図る(地域)

指標値⑧
湛水被害を未然防止する農地面積(ha)

・交付対象事業の進捗状況について、5年間で延べ75地区を計画に位置づけ事業を実施した結果、平成26年までに44地区が完了した。残りの地区も順調に進捗して
おり、事業進捗は順調と認められる。
・農山漁村地域整備交付金を活用した事業によって、それぞれの事業効果の発現が認められる。
・計画期間内における定量的指標について、指標値①～⑨の成果目標の目標値を満足しており、成果が認められる。
・計画期間内における定量的指標の成果目標の達成されていない⑩については、事業工程の見直しにより、当初予定していた施設整備が出来なかったことによるも
のであり、継続中の事業完了により、目標が達成される見込みである。
・計画期間内における定量的指標の成果目標のない⑪については、次期計画に位置づけ、継続して事業を行うことで、目標が達成される見込みである。

目標値

394

11

1

43

159

82

865

8

1

目標達成

537

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

1

424

第2期計画において継続実施

目標達成

目標達成

目標達成

平成26年度までに事業未完了となるため、第2期計画に位置づけることで継続実施し、指標の実現を目指す。

備考

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

地域の多様なニーズに応じた農業用用排水施設等の整備を総合的に行うことで、農村の振興が図られ優良農地が確保された。

耕作放棄地の解消・発生防止のための整備を行い、耕作放棄地発生の防止が図られた。

4

農業用水利施設の更新整備を行うことで、農業用水の安定供給をするとともに、湛水被害の未然防止が図られた。

既存施設の有効活用を図り、効率的な機能保全対策を推進するため、農道の点検診断及び、農業集落排水施設の機能保全計画が策定された。

農業生産条件が不利な中山間地域において、区画整理、農業用用排水施設等の整備を行うことで、優良農地の確保が図られた。

農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境条件を確保するため、農業集落排水施設の整備を行い、処理人口の増加が図られた。

農地整備事業（経営体育成型）等による農地の大区画化を行い、営農コストの低減や農業生産性の向上を進めることで、担い手への農地集積が図られた。

水利施設整備事業等により乾田化を行い、水稲と畑作物の選択的作付けを可能とする農地面積が増大した。

農道整備事業により、地域農業の動向を踏まえた産地形成に必要な条件整備を行い、農産物の効率的な輸送等が可能となる農地面積が増大した。

農道施設について補修・補強を行 い、農産物の輸送路の維持保全及び安全性の確保が図られた。
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