
（２）-①防災・減災への取組強化

○ 近年、地震、集中豪雨による洪水など、想定を超える規模の災害が多発化。
○ 大規模災害の発生リスクの低減を図るため、防災と併せて災害時の被害を 小化させる減災とのハード・ソ

フト一体となった総合的な対策が重要。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

○地震・集中豪雨等の自然災害の激甚化

豪雨で損壊した堰

○農村地域の防災・減災

ハザードマップの作成 ため池下流の住宅の安全確保

・基幹的な農業水利施設やため池等の耐震診断やハザードマップの作
成、耐震化工事等を実施。

点検調査

補強したため池

ため池の点検・整備

○ 農村地域の洪水被害等の防止対策を実施
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・時間50mmを超える豪雨の発生頻度は過去20年で1.5倍。

豪雨で決壊したため池

・南海トラフ地震の被害想定エリアには全
国の農業水利ストックの３割が存在。

点施設
（箇所）

線施設
（km）

再建設費
（億円）

全国 7,356箇所

全国 178,596億円

全国 49,306km

33％

27％

31％

■ 南海トラフ巨大地震の被害想定範囲内の農業水利ストック
■ それ以外のエリアの農業水利ストック

資料：

資料：南海トラフ巨大地震の被害想定について（第２次報告）（中央防災会議）

農業基盤情報基礎調査（平成21年3月末時点）より推計

地震で決壊したため池江戸時代以前 約70%

明治・大正
約20%

昭和以降
約10%

・ため池は全国に21万ヶ所。受益面積２ha以
上のものは約6.5万箇所ありその約70％が
江戸時代以前の築造で、豪雨や地震に脆弱。

資料：農村振興局調べ
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（２）-②防災・減災への取組強化（耐震化・老朽化対策・サプライチェーンとの連携）

○ 大規模災害は我が国の食料安定供給にも影響を与えるおそれ。

○ 食料の安定供給確保の観点からの基幹的水利施設の耐震化･老朽化対策や各種農地防災事業の推進と
サプライチェーンを構成する関連事業（物流関連の災害対応力強化等）との連携を推進。

平成26年度から、国営耐震対策一体型かんがい排水事業を新設し、
かんがい排水事業による農業水利システムの更新に併せ、防災上重
要な施設であって、必要な耐震性を有していない施設に対する耐震化
整備を一体的に実施。

老朽化･機能向上対策と耐震対策を一体的に実施

○内容
以下のいずれかに該当する施設の耐震

化整備
ア 人命・財産等への影響が大きい施設
イ 避難・救護活動への影響が大きい施設
ウ 地域の経済活動や生活機能への影響

が大きい施設

耐震対策

○内容
農業用用排水施設の新設又は変更

（老朽化対策や機能向上対策等）

老朽化･機能向上対策

耐震化前の農道橋 耐震化後の農道橋

・重要公共インフラ等に二次被害を与えるリスクの高い交通ネットワークを
形成する農道等の保全・耐震化。

農道橋の
点検・診断

点検・診断に
応じ耐震化

対策等 整備後
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○生産農業所得への影響

・南海トラフ地震で被害を受ける生産農業所得は全国の約3.1兆円の約４割

の1.2兆円に上ると想定。

○サプライチェーンの災害対応力強化

○基幹的水利施設の耐震化・老朽化対策

※影響市町村とは、南海トラフ巨大地震で震
度６弱以上または、沿岸部の津波高３m以上
と想定される市町村で750市町村が該当

● 生産農業所得への影響

資料：南海トラフ巨大地震の被害想定について
（第２次報告）（中央防災会議）



（２）-③防災・減災への取組強化（国営土地改良施設管理者の業務継続計画（BCP）策定）

○ 国営土地改良施設管理者の業務継続計画（ＢＣＰ）策定による被災時の食料安定供給や、二次被害への影響
の 小化（土地改良区による防災･減災力の向上）に取り組む必要。

○ 国営土地改良施設管理者におけるＢＣＰの策定を推進するため、ＢＣＰの策定手法（マニュアル）を整備し、施設
管理者の業務継続体制の確立を促進。

被災直後、自治体は、被災者支援やラ
イフライン復旧にリソースを重点的に投
入。農業用施設の被災状況調査等が後
送りに

施設管理者は、重大な災害を被った際
のＢＣＰ（人命優先した施設操作、被害
低減措置の優先度、リソースの受け入
れ、事前の災害協定の締結等を規定）を
有していない。このため、効率的な管理
施設の被災対応が極めて困難

 この結果、工事発注時にコンサルタント
や施工業者の手配が遅れ、復旧の遅延
が発生し、営農の再開に支障が出る場
合も

早期の農業用施設復旧に向けた課題 （東
日本大震災や九州北部豪雨等の教訓）

 被害拡大措置の優先順位付け、支
援の受け入れ体制の確立、業務の
再開等を定めた施設管理者のＢＣＰ
が必要

平成26年度 平成27年度 平成28年度～

施設管理者による初動体制の強化が必要

国営（管理委託）地区におけるモデル的ＢＣＰ策定

 施設毎の脆弱度や被害、社会的な影響の技術的評価
 応急対策の設定、優先順位付け
 国、県、研究機関等との連携、災害協定の検討 等

国
営
土
地
改
良
施
設
に
お
け
る
Ｂ
Ｃ
Ｐ

策
定
手
法
の
確
立

農政局、地方公共団体等が連携
した運用演習

施設管理者に対する普及・啓発活動

国営土地改
良施設管理
者における
ＢＣＰの策
定

事 業 範 囲

ＢＣＰ策定手法の確立に向けた条件整備とモデル地区による検証 施設管理者による活用

54



（２）-④防災・減災への取組強化（ハード・ソフト一体となった総合的な対策）

総合的な防災・減災対策の実施
ため池の一斉点検

○ 国民生活・財産を保全するためのため池の防災・減災対策を施設の総点検、二次被害の視点等から見た重
要度などを踏まえつつ計画的に推進。

○ 東日本大震災の教訓等を踏まえ、平成25年度より、ため池の一斉点検を実施。
○ 点検結果を踏まえ、ハード整備及び適切な管理の確保のための支援を強化。

ハード対策

管理方法について
ワークショップの実施

・施設の老朽化や重要度区分に応じて、計画的
にハード・ソフト両面の対策を実施する必要。

ソフト対策

・耐震診断
・ハザードマップの作成
・情報伝達体制の構築

等

・老朽化施設の更新
・施設の補修・補強
・耐震整備

等

・ハード整備（補強等）の加速のための
支援

ハード対策

ソフト対策

・ため池の管理体制を強化するための技
術支援体制の構築

点検結果をデータベースに入力
結果を踏まえた防災・減災対策の加速化

更なる対策の充実

・構造危険度 （堤体老朽度、付帯施設
の造成年代等）

・周辺環境危険度（ため池流域崩落履
歴、接続道路、基礎地盤の地質年代等）
・下流状況（影響度）（人家、公共施設等）
等

点検内容

・警戒すべきため池
・受益面積２ha以上のため池

（対象ため池数）約６万５千箇所
（実施期間） 平成25年度中

・受益面積0.5ha以上のため池
（対象ため池数）約４万３千箇所
（実施期間） 平成26年度中

点検対象
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国

0% 県

0%

市町

村

13%

土地改良

区

10%
水利組合

等

63%

個人

12%

不明

2%

○管理者別のため池箇所数割合（％）

・水利組合等の管理するため池が６割強。

資料：農業基盤情報基礎調査（平成21年3月末時点）より集計



（２）-⑤防災・減災への取組強化（総合的な防災対策・地域コミュニティ等との連携・活用）

○ 農地や農業水利施設が有する防災機能が 大限発揮されるようなハード・ソフト対策を促進し、地域全体の
水害対策等に貢献。

○ その際、多面的機能支払も活用しつつ、土地改良区・地域コミュニティとの連携･活用を 大限図るとともに、
優良事例等を取りまとめ、全国的な普及を推進。

市街地

ため池
【貯水位管理】

ため池廃止
【廃止ため池を貯留施設

として活用できるよう整備】

耕作放棄地を利用した貯留
【外周の畦畔嵩上げ＋側溝等】

河川改修

ため池

排水機場の整備
【津波への対応（耐水化）】 【流出量増に対応した排水能力強化】

内水が氾
濫しても門
扉を閉じる
ことで機場
への浸水
を防止

・受益面積の減少等により空き容量が生じたた
め池のうち、安全性（堤体の安定、管理体制な
ど）が確保されているものは、空き容量を洪水
調節容量に活用することを推進

・利水に支障を与えない範囲で非かんがい期
における低水位管理を推進

津波に対する農業農村地域の防災・減災

二線堤、三線堤としての農道等への
適用等、津波被害を減勢する農地・農
道・用排水路等の配置を地域コミュニ
ティと連携して計画

空き容量
→洪水調整容量等

【空き容量の活用と
低水位管理の推進】

（参考）

土地改良区、地域コミュニティによる防災・減
災活動を促進

多面的機能支払の資源向上支払は、「多面的機
能の増進を図る活動」として、防災・減災力の強
化等を位置付け

ため池の見回り等

土地改良区・地域コミュニティ
との連携

パイプの直径
15cm

田んぼダム
【水田 一次貯留のための整備】

水田貯留量を増
加し、洪水調節
機能を向上

５cm

パイプの直径
15cm

出口を絞る
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（２）-⑥防災・減災への取組強化（関係機関連携による防災力の強化）

○ 災害関連情報の適切な共有や実践的な避難行動力の向上に資するよう、関係機関との連携を推進。
○ 既設農道等の迂回路としての活用について、道路管理者間の情報共有等を促進。

山地・
土砂災害

ため池決壊

河川氾濫

【様々な災害発生リスク】

現状と課題

豪 雨

（例）豪雨

（東日本大震災の際の岩手県陸前高田市の例）

● 災害の際に農道が国道や県道等の迂回路として利用

複数の災害や複合災害
による被害想定区域の設定

住民に対するワークショップ

・避難場所の検討

・情報連絡体制の確立 等

住民に対する訓練

関係機関との連携

支援 ハザードマップ作成（複数災害）

【想定被害情報の共有による
避難計画の適正化】

今後必要となる施策

様々なリスクを考慮し、総合的なリスクが分かるよう改
善し、それを踏まえたワークショップ、ハザードマップの
作成、訓練等を行う。

情報共有

支援

支援

支援

林道農道

国道 県道

● 道路管理者間での迂回路の情報共有

迂回路の
情報共有

農地担当部局
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（２）-⑦防災・減災への取組強化（地球温暖化に対応した適応策等の検討）

○ 気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）による第５次評価報告書（第１作業部会）においては、今後も気温や海面水位上昇
の可能性が高いとされており、地球温暖化の影響を踏まえ、防災・減災対策を含めた農業農村整備事業のあり方を検討して
いく必要。

ＩＰＣＣ 第４次評価報告書（H19）

【第１作業部会（自然科学的根拠）】
・今世紀末までに、気温が1.1～6.4℃、海面水位が

0.18～0.59m上昇。
・極端な高温や熱波、大雨の頻度は引き続き増加。

農業農村整備における地球温暖化対応策のあり方（H20.1.30）

【第２作業部会（影響、適応、脆弱性）】
・中緯度の一部の乾燥地域と熱帯乾燥地域で、河川

流量と利用可能水量が10～30％減少。高緯度地域
と一部の熱帯湿潤地域では10～40％増加。

・2080年代までに、海面上昇により、毎年の洪水被
害人口が数百万人増加。

ＩＰＣＣ 第５次評価報告書（H25～H26予定）

【第１作業部会（自然科学的根拠）】
・今世紀末までに、気温が0.3～4.8℃、海面水位が

0.26～0.82m上昇。
・今世紀末までに、中緯度の大陸等で極端な降水が

より強く、頻繁となる。

※第２作業部会報告書については、H26.3に承認さ
れる予定。

（農地）
・蒸発散量の増加による農地

の乾燥化
・土壌浸食・農地災害の増加

（農業用水）
・融雪利用可能水量の減少
・かんがい必要用水量の増大

（土地改良施設）
・用水供給機能の低下
・排水能力の不足

【地球温暖化による影響】 【対応策の基本的考え方】

○リスク度合いの把握と
現象の観測・監視
・脆弱性の高い地域・時期の
特定と影響の把握等

○順応型管理による適応
・営農方式、施設の操作・管
理方法の見直し等

○機能増進による適応
・排水施設の機能向上等

○中長期的な影響の予測・評価の確度を向上するとともに、それを基に
具体的な適応策の検討を進める。

○ため池、排水機場等の管理の手引きの策定等、短期的適応策の具体的
検討を進める。

防災・減災と関連が深い分野における今後の取組み

土地改良施設における短期的、中長期的な影響の把握（H23.3時点）

・中長期的な影響として、降雨の変化が大きいと予測された地域の７ダム、
５排水機場における影響を評価。

・短期的な影響として、179の基幹的排水機場のうち101機場で計画基準雨
量を超える降雨を観測。
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（３）-①土地改良施策の今後の留意点

59

〇土地持ち非農家の増加

・土地持ち非農家戸数は増加傾向であり、平成22年には総農家戸数の約5割相当まで増加。

資料：農林水産省「農林業センサス」

○農地面積に占める担い手の利用面積の推移
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農地面積に占める担い手の利用面積

農地面積に占める担い手の利用面積の割合（右目盛）

・農地利用集積が進展により、担い手の利用面積の割
合は49％まで増加。

○土地持ち非農家の増加による課題

・集落機能の低下や入作農家の増加等により、集落が行ってきた農業用水の管
理に変化が生じ、「掛け流し」を行う農家等が増え、下流の水田に用水が届きにく
くなり、土地改良区がこれまで介入してこなかった区域の水利調整が増加するな
どしている。

・土地改良区組合員に土地持ち非農家が増加し、賃借人である営農者が土地改
良区の連絡体制に含まれていないことから、渇水時などの水管理に影響を及ぼ
している。

・施設整備費等を負担している土地持ち非農家が増加し、施設保全等の投資の
必要性に対する理解の低下等に繋がることが懸念される。

資料：H24年度食料・農業・農村政策審議会 農業農村振興整備部会報告 農業水利について
農林水産省農村振興局

資料：農林水産省「農林業センサス」

○１農業集落あたりの平均戸数と非農家割合の推移
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○ 構造改革の進展や農家の高齢化に伴い、小規模農家や土地持ち非農家が増加し、大規模な担い手農家へ農
地が集積される二極化が進展。

○ 小規模農家や土地持ち非農家の増加により、土地改良区の水利調整や合意形成への影響が懸念。

資料：H7年からH22年の値は農林水産省「農林業センサス」、ただし、H32年以降の推計
値は農林水産省経営局「農業経営構造の変化」

○基幹的農業従事者の動向

資料：農林水産省「農業経営構造の変化」
注：「担い手の利用面積」とは、認定農業者（特定農業法人含む）、市町村基本構想の水準到達
者、特定農業団体（平成15（2003）年度から）、集落営農を一括管理・運営している集落営農（平
成17（1995）年度から）が、所有権、利用権、作業委託（基幹３作業 耕起・代かき、田植え、収
穫）により経営する面積。



（３）-②土地改良施策の今後の留意点

○農業水利施設の老朽化や大規模な災害の発生可能性等を踏まえた、効果的な長寿命化対策の実施や円滑な
更新が必要。

管内の点検

補修

水路の機能診断

補修

・老朽化した農業水利施設の点検・診断の結果に基づき、補修・更新等の
適時・適切な実施が必要。

（参考１） 道路法の一部改正の概要（平成25年９月施行）

１．道路構造物の予防保全・老朽化対策
【道路の維持・修繕の充実（ハード対策）】
・道路の予防保全の観点を踏まえた点検を含む維持・修繕の実施
・国土交通大臣による点検結果の調査（技術開発等への活用）
・一定の構造物を対象とした国土交通大臣による修繕・改築の代行
【大型車両の通行の適正化（ソフト対策】

（ 略 ）

２．道路の防災・減災対策の強化
・緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路における物件等の

専用禁止・制限
・民間団体等と道路管理者との協定締結による道路啓開等の実施

（参考２） 河川法の一部改正の概要（平成25年７月施行）

１．河川管理施設等の維持・修繕の基準の創設

・河川管理施設等を良好な状態に保つよう維持・修繕することとし、そのため
に必要な技術的基準を政令に規定

２．河川協力団体制度の創設
・河川管理者と協力して河川の工事を適正かつ確実に行える団体（NPO等）を

河川協力団体として指定

３．従属発電に係る登録制度の創設
（ 略 ）

資料：国土交通省HPを元に農林水産省農村振興局で作成

○農業水利施設の老朽化への対応

・施設整備等を計画的に進めるためには、関係農業者の合意形成が不可欠であ
る。しかし、農業者の高齢化の進行や土地持ち非農家の増加、経営規模拡大に
伴う１経営体当たりの負担増等により、長期的な債務を伴う施設整備に対する合
意形成が難しくなっている地域も見られ、農業水利施設等の計画的な更新整備
を進めていく上での課題となっている。

・このような課題に対し、例えば、収益と債務を勘案した長期的視点から農業経
営を進めるための農業経営の法人化や、土地改良区において複式簿記を導入
するなどし、施設の更新整備に向けた事前積立による負担の平準化の取組を進
めていくことが、計画的な施設の更新整備を進めていく上で重要になると考えら
れる。

資料：H24年度食料・農業・農村政策審議会 農業農村振興整備部会報告 農業水利について
農林水産省農村振興局

○農業水利施設の長寿命化対策
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○ 一方で、これまでも地域により状況は様々に異なる中、現行制度の下、地域の実情に応じ柔軟に対応し、問題の発生を回避してきた実態もあ
ると考えられる。地域の課題やニーズのきめ細やかな把握に努め、丁寧に議論を進める必要。

【現状・背景】 【今後進展が予想される動き】 【想定される課題】

構造改革
・農地中間管理機構
・６次産業化

農家の高齢化

・離農の進行

農業水利施設

大規模経営体の出現
（利用集積進行）

小規模農家や
土地持ち非農家の増加

農業経営（営農形態）
の多様化

等の老朽化

○基盤整備や土地・水の利用・調整方法のニーズの多様化
（水田の汎用化、作付け時期の変化、新規作物の導入、小水力発電等）

○土地改良事業（施設の更新・管理、大区画化等）に対する地域内での意欲・
考え方の偏り

○水管理等に対する技術的ニーズの高度化・複雑化（水管理の省力化等）

○条件不利農地（不整形等）等の耕作放棄地化

○農地・水の日常的な管理の粗放化（小規模農家等の無関心化）

○土地改良区運営への影響
（賦課金徴収の困難化、組合員間の意思の隔たり）

○施設の長寿命化・耐震化・円滑な更新の必要性

施設等の管理・更新等に関する役割分担（主体・負担・同意）等や、必要となる技術
についても考慮しながら、課題の解消・ 小化に向けた施策等のあり方について留
意していくことが重要。

〔主として日常的な管理等に係る課題〕

〔主として土地改良事業や土地改良区運営等に係る課題〕

○ 均質な農家で構成されていることを前提として成り立ってきた、集落による農地や水の管理、土地改良区の組
織運営、土地改良事業の実施等の様々な局面で、影響が顕在化してくるおそれ。

○ これに対応した役割分担や施策等のあり方について留意していくことが重要。

（３）-③土地改良施策の今後の留意点
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