
３.「【戦略６】震災に強い農業インフラの構築」への貢献
新技術を活用した低コストな農業水利施設の耐震化の推進

地震に強い堤防：ジオテキスタイル※を用いた盛土の低コスト
な補強工法

地震に強く環境にやさしいため池：底泥土を用いた改修工法

地震に強いパイプライン：浅埋設工法 減災と景観に配慮した頭首工：ライジングセクターゲート

堰柱内にゲート操作室を格納
従来型のゲート ライジングセクターゲートパイプライン浅埋設

工法施工事例

○ため池の堆積土を築堤土に活用
○ため池の強度と遮水性を確保
○地震時の安全性を向上

○堰柱内にゲート操作機器類を格納できるため、堰柱上の操作室は不要。
このため、耐震性と景観が向上

○パイプと地盤をジオテキスタイルによって一体化
○液状化による浮上等が防止され、耐震強度が向上
○施工断面の縮小等により、安価な施工が可能

○新しい技術の活用により、低コストで農業水利施設の耐震化を推進します。

改修前 改修後改修中の状況

既設の堤体堆積した底泥土

○建設用地や盛土用土が不足する施工条件の下で施工
○耐震性の確保（ため池や堤防、農道等の盛土部で活用）

断面図 石川県宮ノ本池の強化復旧事例

※ジオテキスタイル：土構造物の補強に使用する材料（網状の樹脂ネット）。軽量で引っ
張りに対して強く、耐久性があり、施工が容易などの特徴をもつ。

排水機能と補強対策の両立

浅埋設工法の
活用によるコス

ト縮減実績

約10%

（H15～H20の26件の
工事の平均縮減率）
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４.大区画化に対応する先進技術 「地下水位制御システム」

地下水位の自在の調整が可能

地下水位制御システムの概要

期待される効果
・無勾配で布設できるため、区画規模が制限されず、水田

の大区画化が可能

・ほ場全面を均一に、作物に適した地下水位を維持

・自動水位制御により水管理の省力化

・田畑輪換が自在

・洗浄水によりパイプが目詰まりせず、効果が持続

・低コストで施工が可能

○暗きょ排水と地下かんがいを両立した新技術により、水管理の作業時間を９割削減することができます。

有孔パイプ

対照区（大豆）
地下かんがい実施区（大豆）

注：国・県等の研究機関の試験成績（Ｈ17～20、大豆のべ22ほ場、小麦のべ11ほ場）

0

100

200

300

400

500

未整備 整備後

未整備 整備済

大豆

平均増収率
＋40％

（kg/10a）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

未整備 整備後

小麦

（kg/10a）

未整備 整備済

31.2

5
2.5 0

0

10

20

30

40

水管理時間 代かき

作
業
時
間

（時間/ha）

※無代かき移植
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作業の省力化

１０割減

事業実施前

事業実施後

平均増収率
＋42％

大豆・麦の増収効果

水管理時間 代かき

注：国営農地再編整備事業 中樹林地区（北海道）の事例
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大区画化に対応する先進技術
「ＧＰＳガイダンスシステム」 、「レーザーレベラー」

○大区画化に対応した技術の活用により、６ｈａの超大区画での営農も可能になります。

レーザーレベラー

6.2ha 6.8ha 6.6ha
3.8ha

○代かき時等に、作業経路
の確認、直線維持が困難
→作業のむらが大きくなる

大区画化に伴う課題

○代かき作業の重複回避

→燃料の削減･労力節減

○モニタを見て、夜間作業が可能

○肥料散布ラインの確認が可能

→肥料代の節約、できむらの軽減

「GPSガイダンスシステム」による効果

国営農地再編整備事業
「上士別地区」の大区画ほ場

ガイダンス画面

GPSガイダンスシステムを活用
した代かき作業状況

レーザー発光器

○レーザーによってほ場の高さを感知し、自動制御で、均一な田面高に
整地することが可能

レーザー受光器

レーザーレベラーによる作業状況

GPSガイダンスシステム：超大区画ほ場での農作業支援技術
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５.予算の効率的な活用のためのコスト縮減の取組

農地整備のコストダウン化 水利施設整備のコストダウン化

（切り土）（盛り土）

水路

（畦畔除去による区画の拡大の例）

コスト構造改善プログラム（H20～24年度の５年間でH19年度比 15％減）の推進

コ ス ト 縮 減 の 実 現

100m30m

水
路

道路

○５年間で１５％のコスト縮減を目標とし、自力施工や直営施工等の活用により、農地や水利施設等
の整備コストの更なる縮減を図ります。

直営施工によるコストダウン化

舗装完了ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況

土地改良区の職員や農家延べ６０人が参
加し、ため池管理道（L=187m）のコンクリー
ト舗装を実施。

道路
既存水路の存置

取り壊す水路
農地・宅地等

新設する
水路

○施工段階において、各現場における創意
工夫等により、既存施設を利用することで
施設の撤去費等の工事コストを縮減。

事例：既設水路の一部を存置し、撤去費を
縮減（斐伊川沿岸地区）

○農家や地域住民等の要望に基づき、国や
県等が施工する工事内容の一部を農家を
含めた地域住民参加の手法により実施。

事例：ため池管理道のコンクリート舗装を施
工（香川地区）

○自力施工等の活用により、畦畔除去等の
簡易な整備による区画の拡大等を推進

事例：既設水路内に用水管を設置（両総地区）

既設水路内に用水管
を設置することで、撤
去費等が縮減
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６.次期土地改良長期計画中間取りまとめの概要

④農業水利施設の戦略的な保全管理
⑤戦略作物等の生産拡大のための水田の汎用化
⑥畑作・畜産・酪農地帯における地域の特性に応じた整備
⑦耕作放棄地の発生防止と解消

⑧農地や農業水利施設等の迅速な復旧
⑨先進的な農業の展開のための基盤整備
⑩被災集落の復興整備

⑪農地防災対策の総合的な推進

⑫ハザードマップ等のソフト対策を組み合わせた防災・減災
対策の推進

⑬土地改良施設の耐震強化

⑭地域が主体となった地域資源の保全管理

⑮小水力発電など農業水利施設等を活用した再生可能エ
ネルギーの導入促進

⑯生態系や景観等の美しい農村環境の保全・創出
⑰農業集落排水施設や汚泥リサイクル施設の整備

政策課題 政策目標 主な施策

新たな長期計画の枠組み（計画期間：平成24～28年度） 平成23年度末閣議決定予定

食 を 支 え る 水 と 土 の 再 生 ・ 創 造

④農業水利施設の戦略的な保全管理（再掲）
⑦耕作放棄地の発生防止と解消（再掲）
⑪農地防災対策の総合的な推進（再掲）
⑯生態系や景観等の豊かな農村環境の保全・創出（後掲）

Ⅰ．農を「強くする」
～地域全体としての食料生産

の体質強化～

Ⅱ．国土を「守る」
～震災復興、防災・減災力の

強化と多面的機能の発揮～

Ⅲ． 地域を「育む」
～農村の協働力や地域資源

の潜在力を活かしたコミュ

ニティの再生～

１．意欲ある多様な経営体の育成によ
る農業の競争力・体質の強化

２．農地・水等の生産資源の適切な保
全管理と有効活用による食料供給
力の強化

３．被災地域の災害に強い新たな食料
供給基地としての再生・復興

４．ハード・ソフト一体となった総合的な

災害対策の推進による災害に強い

農村社会の形成

５．農地の整備、安定的な水利システ

ムの維持や農村環境の保全等によ

る農業・農村の多面的機能の発揮

６．地域の主体性・協働力を活かした
地域資源の適切な保全管理・整備

７．小水力発電等の自立・分散型エネ

ルギーシステムへの移行と美しい農

村環境の再生・創造

①農地の大区画化等と意欲ある経営体への面的集積
（平地で20～30ha、中山間地域で10～20ha規模の経営体が大宗を

占める農業構造を構築する。）

②基盤整備を契機とした意欲ある多様な経営体の育成・確保
③農業経営基盤の強化のための畑地かんがい整備の推進
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※ 復興枠は、農業農村整備事業、農山漁村地域整備交付金、農地・水保全管理支払交付金（復旧活動支援交付金）及び農業体質強化基盤整備促進事業の予算額（復興庁
計上分を含む）。

※ 計数は四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

（単位：億円）

平成23年度
当初予算

平成24年度
概算決定

対前年度比

2,129          2,129          100%

47              62              130%

220            220            100%

復興枠 -               280            皆増

2,397          2,691          112%

農業農村整備事業

農地・水保全管理支払交付金
（向上活動支援交付金（長寿命化対策））

農業体質強化基盤整備促進事業
（H23は戦略作物生産拡大関連基盤緊急整
備事業）

計

○農業農村整備事業については、平成24年度概算決定において対前年度比100％の2,129億円を確保。これに関連非公共
事業、復興枠を合わせた農業農村整備対策予算としては、対前年度比112％の2,691億円を確保。これらの予算を最大限
活用し、各地域ごとの要望に応えていく考え

（参考）農業農村整備対策予算の概要
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