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（２）地域資源の保全、活⽤
②特産農産物を活かした労働集約型農業の展開

⼈⼝減少、⾼齢化が著しい中⼭間地域において、果
樹等の特産農産物をブランド化するなど労働集約型の
農業を展開している事例があり、地域内外の多くの主
体が⾼品質の農産物の⽣産、加⼯、流通に携わり、収
益を上げている。

このような農業も、多様な主体が住み続けられる農
村のモデルの⼀つになると考えられる。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興

 ⾼知県北川村は、2015
年の国勢調査による北川
村の⼈⼝は1,294⼈。

 北川村の推計によると、
2040年には、現在の約
2/3となる732⼈まで減
少。

 ⼈⼝減少に対し２つの対
策、５つの基本政策を講
じ、2060年に⼈⼝1,000
⼈を⽬指すとしている。

北川村の⼈⼝推移

具体的な
取組の例

█ 事例 ⼈⼝減少に対する対策（⾼知県北川村）



【背景・経緯】
・平成27年に農地整備が完了し、農地の集約化や⽤⽔路の管路化等が⾏

われ、農家負担が軽減され、効率的な営農が実現。
・⼀⽅で、⽔⽥⽤⽔の⽔源について考える機会も減り、農家の⽤⽔確保

に対する意識の希薄化が懸念。
【取組】
・川原園井堰では、川の⽔を堰上げるためにマテバシイの⽊々を⽤いた

柴かけを毎年春に⾏っている。
⇒農地整備後も地域コミュニティの場として機能。さらに、地域のア

イデンティティの確認の場としても機能。

川原園井堰の柴井堰
・1681年に串良川の左右岸に⽔⽥を開拓。開拓に伴い、⽔⽥かんがい⽬的に取⽔

堰として川原園井堰（柴井堰）を整備。
・⼟台部分を数回改築し、現在もかんがい⽬的に利⽤。
・柴の嵩上げ部位は、毎年農業のサイクルに合わせて、地域の農家中⼼に付け替え、

取り壊しが⾏われている。

出典：⿅屋市

出典：川原園井堰映像記録製作委員会

⇒柴井堰の築造過程
を撮影した映画を
作成、上映し、そ
の価値の再認識や
技能伝承を図る。
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（２）地域資源の保全、活⽤
③地域のつながりを育む場の創出

農地の集積・集約化などにより農業経営の規模が拡
⼤する⼀⽅で、⼟地持ち⾮農家が増加し、農業⽤⽔を
確保することの重要性についての農村住⺠の意識が
徐々に薄れており、農業⽔利施設等の適切な維持管理
が困難になることが懸念される。

このような中、先⼈が苦労して開発し、適切に保全
管理してきた農業⽔利施設を農村住⺠のつながりを育
む地域コミュニティの場として捉え、地域ぐるみで維
持管理を⾏う取組も⾒られる。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興具体的な
取組の例

█ 事例 柴井堰の保存の取組（⿅児島県⿅屋市）
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（２）地域資源の保全、活⽤
④「コンパクト＋ネットワーク」に対応した

農地の保全管理、利⽤
今後、⼈⼝減少により⼈の活動領域が縮⼩すると⾒

込まれる。こうした中、農地等の地域資源をどのよう
に保全管理し、利⽤していくか検討する必要がある。

「コンパクト＋ネットワーク」の考え⽅により、今
後、農村でも⼩さな拠点への⾏政機能等の集約化が進
むものと考えられる。

農村において、⼩さな拠点と集落、ネットワーク
（道路）以外の部分は、農地等の地域資源がその多く
を占めている。農村の⼈⼝はさらに減少すると⾒込ま
れることから、⾥⼭との境界に位置する農村外縁の農
地は、潜在的な⾷料⾃給⼒を確保するために除草ロ
ボット等を活⽤して極⼒⼈⼿をかけない形で保全管理
する。⼀⽅、農村外縁の内側にある農地は、スマート
農業を活⽤して農作業の省⼒化を図りつつ、⽣産性の
⾼い農業を⾏うこととする。

このような⼿法が、国⼟を持続的で強靭なものにす
る施策の⼀つとして考えられる。

█ 「コンパクト＋ネットワーク」と農村空間のイメージ

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興具体的な
取組の例
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（３）災害に強い安全・安⼼な農村の構築
⼈⼝減少や⾼齢化が進み、豪⾬や台⾵、地震等の災

害が頻発化、激甚化する中、農村に⼈が住み続けるた
めには、農村における安全・安⼼な⽣活を確保するこ
とが重要である。

農業⽔利施設やため池等に関する平時の対応と災害
への備えとして、安全柵の整備や農業⽔利施設の耐震
化等のハード対策とハザードマップ作成、地域住⺠へ
の啓発活動等のソフト対策の両⾯から防災・減災対策
を推進することが必要である。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興

ため池に整備された安全柵

【平時の対応】
・ ⾼齢化や混住化の進展に伴い、ため池、⽔路への落下事故な

どが地域の課題。
⇒ このため、安全柵の整備等のハード対策や地域住⺠への普及

啓発等のソフト両⾯の対策を組み合わせて、事故防⽌に努めるこ
とが必要。

【災害への備え】
・ 激甚化・頻発化する災害に備え、防災・減災⼒の強化を図る

ことが重要。
⇒ ため池等の農業⽔利施設の耐震化等のハード対策、ハザード

マップの作成等のソフト対策を組み合わせて、防災・減災対策
を推進することが必要。

ため池の堤体上流の法⾯を
保護することにより下流へ
の浸⽔を防⽌

堤体の補強（法⾯保護）
避難所

被害想定範囲

ため池

避難経路

連絡先

避難訓練

・ソフト対策の事例
ハザードマップの作成

⽔難事故防⽌の啓発と
施設での親⽔体験

具体的な
取組の例

█ 平時の対応と災害への備え
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（４）定住条件の整備（農地整備に伴う⾮農⽤
地創設）

移住者が円滑に移住するには、雇⽤の確保のみなら
ず住居の確保が重要である。

農地整備を実施する際に、⾮農⽤地を創設し、U・
I・Jターン者のための農家住宅を整備するなど、農業
農村整備と定住対策が連携し、農村への移住者の定住
条件を整備することが重要である。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興

次世代に繋がる郷づくり（イメージ）

█ 事例 農地整備と定住条件整備の連携（島根県安来市）

 島根県安来市北東部に位置する⽔稲中⼼の農業地帯である宇賀荘第三
地区は、区画や道路は狭⼩で、⼤型機械の導⼊が困難であり、施設も
⽼朽化するなど、営農に多⼤な労⼒を費やしている状況。

 農地整備を実施し、農地の⼤区画化、道路及び⽔路の整備を⾏い、農
地の集約化を進めつつ、⽣産コストの低減、⾼収益作物（アスパラガ
ス等）を導⼊することにより、ニーズに応じた作物⽣産の確⽴・普及
を図る。

 農地整備を契機に⽴ち上げた法⼈に全ての農地を集積して⽣産コスト
を低減。汎⽤化された農地で、いちごやアスパラガスなど⾼収益作物
の⽣産を拡⼤。

 農地整備により創出した⾮農⽤地で農家レストランや直売所ととも
に、U･Iターン就農者のための農家住宅を整備する予定。

具体的な
取組の例
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（５）集落間連携の推進
中⼭間地域などにおいては、⾼齢化や担い⼿不⾜に

より個々の集落が単独で農業を守っていくことが困難
な状況にある集落が多く⾒られる。

このため、複数の集落が連携し、集落を越えた活動
を展開する地域マネジメント組織を設⽴し、農業⽣産
活動だけでなく、農地の保全、利⽤調整や庭先出荷な
ど様々な地域の課題に取り組む事例が広がってきてい
る。

この地域マネジメント組織は、市町村と集落の中間
的な役割を果たす新たな地域の担い⼿として注⽬され
る。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興

道路側溝清掃

集落代表者の会合⼭菜活⽤イベント

地域マネジメント組織の例：
櫛池農業振興会（12集落から構成） 活動例

庭先集荷

 新潟県上越市では、⾼齢化や担い⼿不⾜により、集落単独で農業を
守っていくことが困難になることを懸念。

 平成18（2006）から平成24（2012）年度に、住⺠が意⾒交換しなが
ら、集落を越えて広域連携し、地域の課題に取り組む農業振興会等
（「地域マネジメント組織」）を設⽴。

 現在、上越市内12の地域マネジメント組織が、広域連携による農地の
保全、農地の利⽤調整や担い⼿育成、庭先集荷などの活動を展開。

█ 事例 地域マネジメント組織の設⽴（新潟県上越市）

櫛池農業振興会

具体的な
取組の例



＜つなGOプロジェクト みんなで編集会議＞
 内容

・地域住⺠の企画編集スキルアップ
・地域資源の掘り起こしと発信

 ⽬的
・雪国つなんだよりの企画・構成・

ラフ案・取材撮影・記事作成
・地域住⺠＋ライター＋カメラマン

＋クリエイティブディレクター
・ワークショップ5回×2冊

＜信越秋⼭郷会 インバウンド映像制作＞
 内容

・プロモーション映像の制作
・訪⽇インバウンドについて住⺠同⼠

で考える機会をつくる
 ⽬的

・ターゲットや季節、地域資源の検討
・地域住⺠＋映像ディレクター＋クリ

エイティブディレクター
・ワークショップ6回

 雪国観光圏は、⿂沼市、南⿂沼市、湯沢町、⼗⽇町市、津南町、
みなかみ町、栄村の7市町村を圏域として、平成20年（2008
年）に設⽴された観光DMO※。
※ 地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り⼊れた

観光地域づくりを⾏う舵取り役となる法⼈
（Destination Marketing/Management Organization）

 ⾸都圏からのアクセスの良さを活かした企業研修の誘致や圏域に
点在する温泉地を核とした滞在型観光など、観光を軸にした地域
振興に取り組む。
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（６）地域振興を担う⼈材育成・確保
農村地域の⼈⼝減少・⾼齢化は急速に進⾏してお

り、地域を⽀える「⼈」そのものが少なくなっている
ことから、地域のクリエイティブな取組を進めていく
ためにも、農村振興の活動を担う多様な⼈材を確保し
つつ、都市住⺠や技術、プランニング、マーケティン
グ、デザインの専⾨家等の外部の⼈材の参画・協働を
進めていくことが求められる。

また、併せて地域の⽅向性やビジョンを構築するた
めにリーダーシップを発揮する⼈材の育成も重要であ
る。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興
█ 事例 雪国観光圏の住⺠との共創（新潟県津南町 ほか）

具体的な
取組の例
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平成30 年７⽉豪⾬、平成30 年北海道胆振東部地震
をはじめとする近年の⾃然災害により、国⺠の⽣活・
経済に⽋かせない重要なインフラがその機能を喪失
し、国⺠の⽣活や経済活動に⼤きな影響を及ぼす事態
が発⽣した。

⼈⼝減少や⾼齢化が進み、豪⾬や台⾵、地震等の災
害が頻発化、激甚化する中、農業・農村を振興するに
は、その前提として営農や農村⽣活を⽀えるインフラ
の持続性、強靭性を強化することが必要ではないか。

また、このため、農業⽔利施設やため池等の管理、
保全を含む農業・農村の防災・減災対策等を適切に⾏
いつつ、⼟地改良区等の体制強化、⼈材育成・確保等
に努めることが必要ではないか。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化
█ 具体的な取組の例

（１）農業⽔利施設の強靱化

（２）ため池の適切な管理及び保全

（３）農業⽔利ストックの統廃合

（４）ストックマネジメントの推進

（５）新技術を活⽤したインフラ管理の⾼度化、
情報化施⾏の推進

（６）⼟地改良区等の体制強化、⼈材育成・確保
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█ 農業⽔利施設の強靱化の例

農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化に向け
た取組としては、例えば以下のものが考えられる。
（１）農業⽔利施設の強靱化

平成30 年７⽉豪⾬、平成30 年北海道胆振東部地震
をはじめとする近年の⾃然災害による被害の発⽣に鑑
み、農業・農村の防災・減災、国⼟強靱化の取組を推
進することが重要である。

このため、農業⽔利施設の操作・監視状況、災害時
の機能維持の⽅策等に係る点検を⾏うことが必要であ
る。さらに、⾃然災害などの⾮常時に農業⽤⽔の供給
などの本来の機能や施設を安全に管理する機能が失わ
れるおそれがある施設が判明した場合は、早急な対応
が必要な施設について、⾮常時にも機能を確保するた
めに必要な⾮常⽤電源設備の設置や施設の耐震化等の
対策を実施することが重要である。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例
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█ 農業⽤ため池の管理及び保全に関する法律の概要

（２）ため池の適切な管理及び保全
近年、豪⾬や台⾵、⼤規模な地震等により、農業⽤

ため池が被災するケースが多発しており、農業・農村
の防災・減災対策を進めるために、ため池の保全管理
が重要な課題となっている。

農業⽤ため池は、江⼾時代以前に築造された施設が
多く、権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確か
つ複雑であり、離農や⾼齢化により利⽤者を主体とす
る管理組織が弱体化し、⽇常の維持管理が適正に⾏わ
れないおそれがある。

このため、今般、「農業⽤ため池の管理及び保全に
関する法律」を制定したところであり、今後、施設の
所有者、管理者や⾏政機関の役割分担を明らかにし、
農業⽤ため池の適正な管理及び保全が⾏われる体制を
早急に整備する必要がある。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化

○ 所有者等による都道府県への届出を義務付け（第４条第１項、第２項、

附則第２条）

○ 都道府県によるデータベースの整備、公表（第４条第３項）

○ 所有者等による適正管理の努力義務（第５条）

○ 適正な管理が行われていない場合の都道府県の勧告（第６条）

○ 都道府県等による立入調査（第18条）

（１）特定農業用ため池の指定
○ 都道府県は、決壊した場合に周辺地域に被害を及ぼすおそれがあ
る農業用ため池を「特定農業用ため池」として指定 （第７条）

○ 形状変更行為の制限（許可制） （第８条）

○ 市町村によるハザードマップ等の作成 （第12条）

（２）防災工事 （第９条～第11条）

○ 所有者等による防災工事（改良・廃止）の計画届出
○ 都道府県による防災工事の施行命令、代執行

（３）保全管理体制 （第13条～第17条）

○ 所有者不明で、適正な管理が困難な特定農業用ため池
について、市町村が管理権を取得できる制度を創設

特定農業用ため池

█ ため池の分布 █ ため池の築造年代

69％

11％
４％

16％ 江戸時代
以前及び
不明ほか

昭和以降

明治 ため池
データベース
9.6万か所

大正

資料：農林⽔産省調べ

具体的な
取組の例
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（３）農業⽔利ストックの統廃合
⼈⼝減少や⾼齢化が進⾏する中、農業⽔利施設、た

め池等の維持管理を限られた⼈員で⾏っていく必要が
ある。

また、全国の基幹的農業⽔利施設の多くは⽼朽化が
進んでおり、効率的な補修・補強、更新を⼀層推進す
る必要がある。

このような農業⽔利施設については、更新整備を⾏
う時点において、現況の⽤⽔利⽤状況を踏まえて施設
規模等の⾒直しを⾏い、必要に応じて施設の統廃合を
図ることが重要である。

█ 事例 農業⽔利施設の統廃合（⼭形県鶴岡市、酒⽥市、東⽥川郡三川町）

 本地区の基幹的な農業⽔利施設は、国営⾚川農業⽔利事業（昭和39年
度〜昭和49年度）により造成され、農業⽤⽔の安定供給に⼤きな役割
を果たしてきたが、造成後40年以上が経過し、⽼朽化が著しく、維持
管理に多⼤な労⼒と費⽤を要している。

 このため、本地区では⾚川頭⾸⼯、幹線⽤⽔路を改修するとともに⽔
管理施設を新設し、農業⽤⽔の安定的な供給を図ることとしている。
⽼朽化した⾚川揚⽔機場については廃⽌し、維持管理費を軽減。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例

 ⾚川⼆期地区

○⾚川頭⾸⼯ ○⾚川頭⾸⼯

事業実施前

○⾚川揚⽔機場

※⾚川揚⽔機場は廃⽌

事業実施後

農業⽔利ストックの統廃合により、維持管理費を軽減

2.3m 2.6m

○東３号幹線用水路 ○東３号幹線用水路

ポンプ設備
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国営造成水利施設保全対策指導事業
○実施期間：H23年度
○主要構造物：
重力式ｺﾝｸﾘ-ﾄﾀﾞﾑ 1箇所、導水路：
L=8.6km、幹線水路：L=52.2km、機場：2
箇所、調整池：4箇所

PC管破損

国営施設機能保全事業
○対策期間：H25年度～
○対策内容：
ダム貯水池法面補修１式、
導水路 補修L=8.6km、
幹線水路 補修L=34.8km、
機場 補修２箇所、
調整池 補修４箇所

ひび割れ補修
（樹脂注入）

補強（PIP工法）

補修（止水バンド）

遮水シート補修

長寿命化対策（実施中）機能診断

適時の補修により機能保全コストを
約８億円（４割）低減

劣化進行後に補強対

策

適時の補修対策

コスト縮減

ひび割れ

剥離

暗渠・開渠の劣化

導水路の機能調査

（４）ストックマネジメントの推進
基幹的な農業⽔利施設は、主に⾼度経済成⻑期に整

備されており、これらの施設の多くは今後順次更新時
期を迎える。

⽼朽化が進⾏する農業⽔利施設の機能を将来にわ
たって安定的に発揮させるため、施設の⻑寿命化とラ
イフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理を
推進することが必要である。

また、これらの取組を効果的に⾏うため、インフラ
⻑寿命化基本計画に基づき、機能診断・機能保全計画
の策定の加速化、機能診断結果や補修履歴等の施設情
報の共有化、新技術の開発と現場への円滑な導⼊等を
推進することが必要である。

█ 事例 ストックマネジメントによるライフサイクルコストの低減
（笠野原地区（⿅児島県⿅屋市・肝付町））

 基幹的農業⽔利施設（ダム、機場、⽔路等）の機能保全計画を策定
し、適切な機能診断に基づく補修・補強等を実施。

 施設の⻑寿命化を図る上では、機能保全コストを⽐較することによ
り、対象施設において最も安価となるシナリオを採⽤。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例
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戦略的な保全管理の推進

【開発経緯】
「ｾﾝｼﾝｸﾞ技術を活⽤した農
業⽔利施設の点検効率化技
術に関する研究開発」
（H26〜H28：官⺠連携新
技術研究開発事業）
「農業⽔利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄの⾼度化に関する技術開
発」
（H28〜H31： 『知』の集
積と活⽤の場による研究開
発モデル事業）

UAVによる⽔路等・海岸堤防の機能診断

█ 農業⽔利ストック情報データベース（DB）

 農業⽔利ストック情
報DB（Ｈ19運⽤開
始）は、国営造成施
設の施設諸元、補修
履歴、機能診断や点
検整備結果等の情報
を体系的に整備した
システム。地⽅公共
団体や⼟地改良区等
と共有し、施設の機
能保全計画の策定等
に活⽤。

█ インフラメンテナンスに関する新技術の例

 ＵＡＶで撮影した画像等からひび割れ等の変状箇所を検出。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例

（５）新技術を活⽤したインフラ管理の⾼度
化、

情報化施⼯の推進
農業⽔利施設の維持管理の⼤宗を担っている⼟地改

良区の職員の減少や⾼齢化等を踏まえ、更なる農業⽔
利施設の維持管理の省⼒化・効率化のための機能診
断・保全技術、状態監視技術等の⾼度化が重要であ
る。

国が造成した農業⽔利施設等の情報を⼀元的に管理
する農業⽔利ストック情報データベースに情報を蓄
積・集約化し、効率的な維持管理、適切な⼯法選定等
補修・更新等に活⽤し、戦略的な保全管理を推進する
とともに、UAV等のロボットやICT技術等を活⽤した
⽇常点検・機能診断・施設監視等の省⼒化に資する技
術開発を進めることが必要となっている。
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