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政策目標政策目標 １．意欲と能力のある経営体の育成

－１－

事業の概要

事業名 ほ場整備事業
（担い手育成型）

事業地区名 福井地区
所在地 福岡県糸島郡二丈町
事業工期 Ｈ８～Ｈ13
受益面積 33ｈａ
事業内容 ほ場の大区画化

農道の整備
用排水施設の整備

事業の実施状況と効果

①ほ場の形状
・整備前のほ場の区画は10a前後と狭
く不整形。

②農道・水路
・農道・水路は狭く旧態依然とした
状態。

③湿田
・泥炭層（ピート）が広く分布して
おり、湿田化した農地が多く、作
業効率、大型機械化、農用地の有
効利用に支障。

①ほ場整備を契機に進んだ農地の面的集積（福岡県糸島郡二丈町）【経営体育成基盤整備事業】

●事業を契機に設立された農業生産法人を中心に、面的なまとまりを重視して農地の利用集積を図った。

事業実施前の状況

大区画化の状況

利用集積率
９３％

面的集積率
９３％

利用集積率
２９．５％

面的集積率
０％

※１haの団地化で面的集積としている

※面的集積率は、受益面積に対する面的に集積された面積の割合

事業実施前

事業実施後

１ｈａ以上

30ａ以上１ｈａ未満

30ａ未満

５０．０％

２６．５％２３．５％

面積規模別農地割合（％）

　　事業実施前（H7）

　　現在（H18）
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　　事業実施前（H7）

　　現在（H18）
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生産費（千円／ha）
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1,005

410

（水稲）

（水稲）
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自給的農家

個別経営農家

凡
例

営農組織

個別経営農家
凡
例

労働時間（水稲）は約７割短縮
生産費（水稲）は約６割縮減

キーワード：面的集積、生産コスト低減
イトシマグンニジョウマチ



事業実施前 事業実施後

担い手農家Ａ

担い手農家Ｂ 特定農業法人

担い手農家Ｃ

担い手農家Ｄ

集積率 11.2% 集積率 66.0%

政策目標政策目標 １．意欲と能力のある経営体の育成

－２－

事業の概要

事業名 ほ場整備事業
（担い手育成型）

事業地区名 桧山第二地区
所在地 秋田県能代市
事業工期 Ｈ１３～Ｈ１８
受益面積 61.4ｈａ
主要工事 ・区画整理 61.4ha

・用水路工 13.8km
・排水路工 12.9km
・道路工 8.8km
・暗渠排水工 61.4ha

事業の実施状況と効果

○ほ場区画や農道が狭小で、水路は用排
兼用の土水路であり、農業機械の効率
利用や維持管理に多大な労力を費やし
ていたが、事業を契機とした生産組織
化と大型機械化体系による高生産性農
業を目指す。

②大区画圃場整備を契機とした特定農業法人の設立（秋田県能代市）【経営体育成基盤整備事業】

●事業の実施により、ほ場の大区画化が図られ、特定農業法人『アグリ桧山』に地区内の農地の２/３を集積。

●労働時間の短縮による労働力の創出及び水田の汎用化
により、大豆、ほうれん草や花き等の複合経営が可能に。

大豆の収穫 ほうれん草の収穫

●減農薬、自然乾
燥による良質味
米「桧山米」をブ
ランド化

特定農業法人の設立過程

平成１３年度 ほ場整備事業着手

平成15年12月2日
農事組合法人アグリ檜山設立
構成員（理事）：５名

平成16年2月20日 特定農業法人に認定

農地利用集積率
５７ポイント向上

キーワード：法人化

集積率 8.6% 集積率 66.0%

ノシロシ
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政策目標政策目標 １．意欲と能力のある経営体の育成

－３－

事業の概要

事業名 畑地帯総合整備事業
（担い手支援型）

事業地区名 留寿都西部地区
所在地 北海道留寿都村
事業工期 Ｈ１６～Ｈ２０
事業内容 区画整理（勾配修正）

95.2ha
暗渠排水 4.2ha
土層改良 33.9ha

○留寿都村では、急傾斜の畑があり、大根
ハーベスター（収穫機械）での作業が不
可能な畑が多く存在し、農業経営に支障。
事業では、区画整理で畑の勾配を緩和し
たり、土層改良で通気性の改善を図るこ
とで生産性を向上させ、産地の形成を支
援。

③急傾斜畑の整備により機械化を可能とし、産地の形成を促進（北海道留寿都村）【畑地帯総合整備事業】

事業の効果

事業の実施状況

畑の両側が高く、中央が低くなっている整備前

手前から奥に向かって３°１１‘の勾配に修正整備後

大根の作付から収穫までの作業時間

機械化により
◎農作業時間を３～４割削減でき
生産性が向上。

◎営農経費が１９～２６万円削減で
き生産コストが縮減。

注）1ha当たりの削減割合・金額

大根ハーベスターでの収穫が可能に

キーワード：生産コスト低
減

畑の傾斜角度５°
以上では､大根ハー
ベスターで､収穫作
業ができません｡

標準的には「土地利
用上支障のある農地
の傾斜(８°以上)を
緩和…」として取り
組んできています
が､本地区では地域
の営農状況に合わせ
て現況傾斜８°～
５°の畑も事業計画
に取り込みました｡

ル ス ツ ム ラ



政策目標政策目標 １．意欲と能力のある経営体の育成

－４－

事業の概要

事業名 畑地帯総合整備事業
事業地区名 都田南部地区
所在地 静岡県浜松市
事業工期 S５３～Ｈ１２
受益面積 201ha
事業内容 畑地かんがい施設整備 126ha

農道の整備 7.1km
排水路の改修 4.9km

○本地区は、みかんを主体とした樹園地であるが、
用水や農道等の基盤は未整備で営農上の支障。
このため、畑地かんがい施設、農道及び排水路
の整備により安定した用水の確保、農産物輸送
の効率化及び農地災害の防止を目的として事業
を実施。

④畑地かんがい施設等の整備による担い手の育成（静岡県浜松市）【畑地帯総合整備事業】

事業の効果

事業の実施状況

用水の運搬労力も無くなり、ファー
ムポント、給水栓の整備により各園
地へ安定した用水を確保
定置配管による水利用も可能になる

スプリンクラーの設置は、かん水、防
除労力、人件費を大幅に節減
薬剤散布に伴う、体への負担も軽減

●かんがい用水により増収や品質向上が図ら
れ、作付の多様化や単価の高い品種（柿、ぶ
どう等）の導入が進んでいる。

●スプリンクラーの整備により
防除作業時間が大幅に減少

キーワード：品質向上、生産コスト低減



耕地利用率
１０６％

１６０％

政策目標政策目標 ２．総合的な食料供給基盤の強化

－５－

事業の概要

事業名 経営体育成基盤整備事業
事業地区名 勝間地区
所在地 静岡県牧之原市
事業工期 Ｈ１３～Ｈ１９
受益面積 21.0ｈａ
主要工事 ・区画整理 21.0ha

・用水路工 2.0km
・排水路工 1.8km
・道路工 1.8km
・幹線排水路工 1.2km

事業の実施状況

○本地区では、地区中央を流れる勝間川
の排水不良により湛水被害も頻繁に起
こっており、事業の実施により、農業機械
の効率的運行と適正な水管理を行える生
産性の高い条件に整備するとともに、水田
での裏作や茶園転換を実施し、担い手農
家の育成を促進する。

⑤水田の汎用化による農地の有効利用の推進（静岡県牧之原市）【経営体育成基盤整備事業】

幹線排水路の整備 区画整理

旧水田

茶園

洪水時の湛水被害

湛水被害防止

地 区 全 景

幹線排水路
勝間地区

事業の効果

大区画化・乾田化

茶園転換

水田の汎用化による複合営農の取組状況
裏作（ハイナンレタス）

水田の汎用化による複合営農の取組状況
裏作（ハイナンレタス）

実施前

実施後

０ １０ ２０ ３０(ha)

計23.9ha

計33.6ha

作付面積の増加による耕地利用率の向上
作付面積の増加による耕地利用率の向上

キーワード：水田汎用化、耕地利用率向
上



政策目標政策目標 ２．総合的な食料供給基盤の強化

－６－

⑥生産基盤条件の改善により耕作放棄の発生を防止（新潟県上越市）【中山間地域総合整備事業】

キーワード：耕作放棄の防止

生産基盤条件を改善したことで、

耕作放棄の発生を防止

事業の概要

事業名 中山間地域総合整備事業
事業地区名 牧中央地区
所在地 新潟県上越市（旧牧村）
事業工期 Ｈ１０～Ｈ１４
受益面積 43.6ha
主要工事 ・ほ場整備 15.4ha

・農道 0.5km
・用排水路 0.25km
・ため池 5箇所

事業の効果

事業の実施状況

○本地区は新潟県の西南山間地域に属し、
日本でも屈指の豪雪地帯であり、過疎化、
高齢化が著しく進行している。

＜整備構想＞
①農地の集団化と組織化による担い手の
確保を図り、農地の荒廃化の防止と優良
農地を確保。

②農地の荒廃を防止し、農業生産の効率
化及び利便性・安全性の向上を図る。

③水管理の合理化と営農の省力化を図る。

事業実施前

事業実施後

○５～１０aの不整形区画
○農道が不備
○用水が不安定

→生産性が低く、
耕作放棄のおそれ

○２０a整形区画
○各ほ場に生産性の高い農道完備
○安定的な水源（ため池）と水路の整備

地域農業の変化

事業前 事業後
認定農業者数 １人 ５人→



○ 周辺の農地で年々耕作放棄地が増加していく中で、１．２haの耕作放棄地を解消
し、３７ｈａの農地を保全

○ 町内農地の約７割を本制度で取組むことにより耕作放棄地の発生防止に寄与

政策目標政策目標 ２．総合的な食料供給基盤の強化

－７－

事業の概要

事業名 中山間地域等直接支払制度
所在地 大分県由布市（旧庄内町）
協定名 東部地区集落協定
協定面積 37ha（田37ha）
協定参加者 71人

■効果

耕作放棄地の復旧

○協定締結の背景
・過疎化、高齢化等による担い手不足
に伴い耕作放棄地が増加する中、平成
12年度に集落協定を締結し、集落全体
で農用地及び水路・農道等の維持管理
を行いながら将来特定農業法人化を目
指すこととした。

○特徴的な取組（耕作放棄地の復旧）
・耕作放棄地に電気柵を設置し、レン
タル牛（畜産試験場から「レンタカ
ウ」２頭を借用）を放牧し下草を除草。
その後人力により雑木を伐採、抜根を
行い農用地として復旧。

○その他の取組
・農地の耕作・管理（37ha）
・水路（5km)、作業道(2km)の管理
・景観作物の作付
・農作業の共同化（目標7.4ha)
・担い手への農地の利用集積
（目標7.0ha)

⑦集落全体での取り組みにより耕作放棄地を解消（大分県由布市）【中山間地域等直接支払制度】

キーワード：耕作放棄地の発生防止

●耕作放棄地（現況）

●耕作放棄地の復旧作業 ●復旧後の営農状況（牧草）

●レンタカウの放牧（下草の除草）

適正な農業生産活動

●景観作物（コスモス）の作付●法面の管理（共同作業）

ユ フ シ



農地・農業用水の
保全活動

草刈りや水路の泥上げ、農道の砂利補修を地域の連携による共同作業で行い、合わ
せて耕作放棄地の復元を実施

35.8haの農地・農業用水等の適切な保全と有効利用が可能になった。

政策目標政策目標 ２．総合的な食料供給基盤の強化

－８－

事業の概要

事業名 農地・水・環境保全向上対策
地区名 茶屋地区
所在地 島根県安来市
実施年度 Ｈ１８
活動組織名 茶屋ES
活動組織構成員

・農業団体 4団体
・非農業団体 6団体

協定対象 ・田 27.7ha
・畑 8.1ha
・開水路 6,620m
・農道 6,576m

事業の効果

事業の実施状況

○農地・水・環境保全向上策導入を契機として、集
落営農組合、農事組合等を中心に非農家も含めた
水路の泥上げ、役員による水路の点検診断や補修、
農道の砂利補修等が計画的に行われるようになった
のに加え、耕作放棄地対策に取り組むなど地域に根
ざした農地・農業用水の保全活動を実施。

⑧地域ぐるみによる農地・農業用水等の保全活動（島根県安来市）【農地・水・環境保全向上対策】

構成員と役割分担

●農家・非農家で水路の泥上げ作業

●農業者で用排水路の点検活動

●農家・非農家で農道砂利補充

●耕作放棄地の草刈り ●耕作放棄地の復元
（景観作物の植え付け）

代表者
（営農組合長）

資源保全活動・環境
保全活動への指導・
助言、生物調査の実
施

水土里
ネット

資源保全活動・環境
保全活動への指導・
助言、生物調査の実
施

水土里
ネット

農地周辺のゴミ除去、

地域住民による勉
強会の実施等

自治会自治会

大塚 夢
芝居

地域内農道の清掃活動
生物モニタリングへの参
加等

つぼみ会等

地域内外来種の刈取り
、記録管理等の指導・助
言

ＪＡ 地域内外来種の刈取り
、記録管理等の指導・助
言

ＪＡ

資源保全活動、環境保全活
動を連携して実施

茶屋農事実

行組合
資源保全活動、環境保全活
動を連携して実施

茶屋農事実
行組合

代表者

農業者
営農組合
農業者
営農組合

資源保全活動、環境
保全活動の中心と
なって活動

資源保全活動、環境
保全活動の中心と
なって活動

（営農組合長）

キーワード：農地・農業用水の保全
ヤ ス ギ シ



寒河江川の両岸に展開する3,421ｈａ
の農地へ安定的な用水供給を確保。

政策目標政策目標 ３．安定的な用水供給機能等の確保

－９－

事業の概要

事業名 国営かんがい排水事業
事業地区名 寒河江川下流地区
所在地 山形県寒河江川市他
事業工期 Ｈ８～Ｈ１７
受益面積 用水改良 2,956ha

畑地かんがい465ha 
主要工事 ・頭首工２ヶ所

・揚水機場５ヶ所
・用水路15.3Km

事業の効果

事業の実施状況

○昭和１０年から２０年にかけて造成され、年数
の経過により老朽化した用排水施設の改修を
行うほか、揚水機場、用水路の新設により用
水系統の再編、関連事業による末端施設整備
を行うことによって、維持管理の軽減、用水不
足解消、地域用水機能の増進を図る。

⑨老朽化した施設の適切な更新による安定的な用水供給機能の確保（国営かんがい排水事業【寒河江川下流地区】）

S２１年の竣工から年数が経過し老朽化した頭首工

●水辺環境、親水空間の整備による都市住民
との交流

●老朽化した頭首工、水路の改修により、基幹から末端までの水利システムを維持し、用水の安定供給
を確保
老朽化した頭首工の改修

景観に配慮した玉石積み護岸に
よる幹線水路の改修 末端の農地への安定的な用水の確保

●健全な水循環を確保し地域用水機能を増進

寒寒
河河
江江
川川

高松堰頭首工高松堰頭首工

昭和堰頭首工昭和堰頭首工

【寒河江川下流地区受益地】

キーワード：基幹水利施設の更新整備
サ ガ エ ガ ワ



頭首工全体の余寿命は
あと３年と推定

機能診断評価

事業名 基幹水利施設ストックマネジメント事業
施設名称 三国川頭首工
所在地 新潟県南魚沼市

事業工期 Ｈ１９
（機能診断調査：Ｈ１６）

造成工期 完成 1968年
施設規模 堤長 92.0m 堤高 4.5m
受益面積 928ha
主要工事 ピア（堰柱）補修：

超高強度繊維補強コンクリート ５基

○定期的な機能診断調査の結果に基づき、供用年数３９年の経過により老朽化した頭首工の補修を行い、適切な機能保全と長寿命化を図る。

政策目標政策目標 ３．安定的な用水供給機能等の確保

事業の概要

⑩農業水利施設のストックマネジメントにより、長寿命化を図りつつ、安定的な用水供給機能等を確保
（新潟県南魚沼市三国川頭首工）【基幹水利施設ストックマネジメント事業】

凍害によるコンクリート
の剝離剥落がみられ、既に
加速期に入っていることか
ら、このまま放置すると、
劣化期に進行し、ピアに致
命的な損傷（崩壊）が生じ
るおそれ。早急に対策が必
要。超高強度繊維補強コンクリート

施工例

三国川頭首工現況
・コア採取等による圧縮強度試験

機能診断調査

・ピア（堰柱）部は凍結融解に
より表面10～30mmの剥離、
剥落

＜予防保全対策＞

○予防保全対策により
施設の寿命が２０年延命

と試算

計画の作成

高強度型枠の内側にモルタルを注
入することで、断面の欠損をカバー
でき、表面からの水分侵入を防ぐ。
加速期に入った施設劣化を止め、
施設の機能が延命。

対策工事

長寿命化を図り
ライフサイクル
コストを低減し
つつ、適切な施
設の機能保全に
より、用水の安
定供給を確保

事業の効果

キーワード：ストックマネジメント、長寿命化、ライフサイクルコスト

－１０－

サグリガワ


