
小水力発電推進の取組

○ 全国の農業水利施設には、未開発の包蔵水力エネルギーが多く存在。
○ これまでは、落差、流量の条件に恵まれた発電出力の規模も比較的大きな地点での発電が大宗。
○ 今後、農業用水の小水力エネルギーを最大限利活用する観点から、低落差・小流量の地点での小水力発

電にも取り組んでいくことが急務。

設置後全景

河川放
流設備

荒砥沢ダム（宮城県）

ダムの落差エネルギーを利用した小水力発電

小水力発

電施設

中島地区（石川県）
有効落差5.5m、最大使用水量15.0m3/s、最大出力630kw

整備済の発電出力規模は比較的大きい。
（整備済31地区の平均最大出力793kw）

出典：平成20年度未利用落差発電包蔵水力調査 （資源エネルギー庁）

出力別発電ポテンシャル（地点数）
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●農業用ダム

●農業用水路 (地点)

(地点)

未開発 開発済

【 凡 例 】

迫川上流地区（宮城県）
有効落差63.0m、最大使用水量2.0m3/s、最大出力1,000kw

全国の農業水利施設には、未開発の包蔵水力エネ
ルギーが多く存在しており、出力が低い地点が多い。

農業水利施設の未開発の包蔵水力エネルギー 整備済地区の事例

那須野ケ原地区（栃木県）
有効落差2m、最大使用水量2.4m3/s、最大出力30kw

低落差・小流量の地区の事例

那須野ヶ原発電所（小水力､1基）
那須野ヶ原みらい発電所（太陽光）

百村第一発電所(小水力、１基)
百村第二発電所 (小水力、3基)

蟇沼第一発電所(小水力､1基)
蟇沼第二発電所(小水力､1基)

深山ダム

板室ダム

上段幹線

水管理センター

戸田調整池

みやま

いたむろ

もむら
ひきぬま

なすのがはら

と だ

低落差・小流量の未開発地点が多く存在しており、
低コスト化による今後の開発が課題。
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農業農村整備事業による小水力発電の整備状況（整備完了）

○ 農業農村整備事業では、土地改良施設の操作に必要な電力供給などを目的に、昭和58年以降に31地区で小水力発電施
設を整備。

○ 小水力発電施設（全国31地区整備済）は、全て最大出力が100kW以上の施設で、大半の施設は1,000kW未満。
○ 出力合計2.5万kW、年間約1億1,600万kWhの発電が可能。（約33,000世帯の年間消費電力量に相当）*

※  家庭での年間消費電力量＝1,864億kWh(資源エネルギー庁H22「電力調査統計」)／5,195万世帯（H22「国勢調査」）＝約3,500kWh／年・世帯
農業農村整備事業で整備した３１地区の小水力発電施設の年間発電電力量115,632MWh／１世帯の年間電力使用量3,500kWh＝約33,000世帯

小水力発電施設の設置

事業地区名（最大出力）
所在地

整備完了 31 地区

かん排等土地改良事
業
２５地区

十三塚原 地区（190kW）
鹿児島県霧島市

両筑平野 地区（1110kW）
福岡県朝倉市

金峰 地区（170kW）
鹿児島県南さつま市

庄川右岸 地区（640kW）
富山県砺波市

庄川 地区（550kW）
富山県砺波市

打尾川 地（910kW）
富山県南砺市

上郷 地区（640kW）
石川県能美市

中島 地区（630kW）
石川県能美郡川北町

高田 地区（282kW）
和歌山県新宮市

五城 地区（1100kW）
新潟県南魚沼市

胎内 地区（960kW）
新潟県胎内市

迫川上流 地区（1000kW）
宮城県栗原市

会津北部 地区（570kW）
福島県喜多方市

那須野原 地区（340kW）
栃木県那須塩原市

西目 地区（740kW）
秋田県由利本荘市

会津宮川 地区（1100kW）
福島県大沼郡会津美里町

新安積 地区（2230kW）
福島県郡山市

備北 地区（510kW）
岡山県新見市

愛本新 地区（530kW）
富山県黒部市

馬淵川沿岸地区（810kW）
岩手県二戸郡一戸町

中信平二期 地区（499kW）
長野県松本市曽於南部 地区（400kW）

鹿児島県鹿屋市

大井川用水 地区（893kW）
静岡県島田市

川小田 地区（720kW）
広島県山県郡北広島町

大野原 地区（260kW）
大分県豊後大野市

大淀川左岸 地区（640kW）
宮崎県東諸県郡綾町

山田新田 地区（520kW）
富山県南砺市

南紀島ノ瀬 地区（140kW）
和歌山県日高郡みなべ町

平成26年1月時点

神流川沿岸 地区（199kW）
埼玉県児玉郡上里町

吉井川下流 地区（2400kW）
岡山県和気郡和気町

加治川沿岸 地区（2900kW）
新潟県新発田市

農村総合整備事業等
４地区

地域用水環境整備事
業
２地区
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土地改良長期計画（計画期間：平成2 4年度～2 8年度）

基本理念 ： 「食 を 支 え る 水 と 土 の 再 生 ・ 創 造」

政策課題

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～

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～

１．農地の大区画化・汎用化等
による農業の体質強化

２．農地・水等の生産資源の適
切な保全管理と有効利用に
よる食料供給力の確保

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

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

政策目標 重点的な取組

○地域の中心となる経営体への農地集積を加速化する整備に重点化した大区画化・汎用化の推進
【重点指標①】
○基盤整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 約８割以上

○基幹的農業水利施設の長寿命化対策

【重点指標②】

○基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベース） 約４割（H22）→約７割（H28）

○農地・農業用施設の災害復旧の推進
【重点指標③】
○震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積 約１．９万ha

○防災・減災対策の推進
【重点指標④】
○老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水被害等の災害のおそれの解消

約１０万ha以上

○地域協働による農地・農業用水の保全管理

【重点指標⑤】

○非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数 延べ約１，０００万人・団体以上

○小水力発電等の再生可能エネルギーの生産

【重点指標⑥】
○小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手済みの地域 約１，０００地域

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

地域の中心となる経営体が耕地面積の大宗（８割）を占める構造の実現に資するため、基盤整備実施地区にお
いても農地集積率を８割とする。現在の中心的な経営体は、大区画ほ場を15%程度有していることに照らし、全国
の大区画ほ場の割合も15%程度に引き上げる（大区画水田 20万ha→40万ha）。

国営施設の９割、県営施設の５割で機能診断を了することにより、老朽施設の長寿命化を促進

今後、農地等に甚大な被害を及ぼすおそれのあるため池等を早急に改修することにより、農地約10万haの湛水
被害等を防止

○優良農地の維持、美しい農村環境の保全・創出等による多面的機能の発揮
（２の基幹水利施設の長寿命化、４の防災・減災対策の推進、７の美しい農村環境の保全・創出等により

対応）

農地・水保全管理支払等の地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理・整備を引き続き推進（1000万人・
団体は農業就業人口261万人(H22)の約４倍）

これまでに事業により再生可能エネルギーを導入した47地域に対して約20倍

農業・農村の復興マスタープランに基づき、H26年度までに警戒区域等を除く概ねすべての農地で営農再開
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ア 農地の大区画化等と担い手への農地集積に資する技術
イ 戦略作物等の生産拡大のための水田の汎用化に資する技術
ウ 農業経営基盤の強化のための畑地かんがい整備等の推進に資する技術
エ 基盤整備を契機とした担い手の育成・確保に資する技術

技術開発の推進方向

ア 農業水利施設の戦略的な保全管理に資する技術
イ 耕作放棄地の発生防止と解消に資する技術

ア 農地や農業水利施設等の迅速な復旧に資する技術
イ 先進的な農業の展開のための基盤整備に資する技術
ウ 被災集落の復興整備に資する技術

ア 農地防災対策の総合的な推進に資する技術

イ ハザードマップ等のソフト対策を組み合わせた防災・減災対策の推進に資す
る技術

ウ 土地改良施設の耐震強化や津波対策に資する技術

ア 地域農業の変化に対応する用排水のリスク評価及び運用管理手法の開発
に資する技術

イ 地球温暖化の影響評価と対応に資する技術

ア 地域が主体となった地域資源の保全管理に資する技術

ア 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
進に資する技術

イ 生態系や景観等の美しい農村環境の保全・創出に資する技術
ウ 農業集落排水施設や汚泥リサイクル施設等の整備に資する技術

政策課題 政策目標

土地改良長期計画の政策目標

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．農地の大区画化・汎用化等による
農業の体質の強化

２．農地・水等の生産資源の適切な保
全管理と有効利用による食料供給
力の確保

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

○ 土地改良長期計画に掲げられた政策目標の達成に資するため、実用性に富み社会に貢献できる技術開発
の推進と新技術の積極的な活用を図ることが必要。

○ 今後5年間で目指すべき生産基盤の整備等に必要な技術開発の推進方向について、国、都道府県、土地改
良区等のニーズを踏まえ技術開発計画を策定。

農業農村整備に関する技術開発計画（計画期間：平成2 5年度～2 9年度） 19



（参考１） インフラ長寿命化計画

（参考２） 国土強靱化の取組
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○ インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月策定）に基づく全国的な長寿命化計画の体系的作成、及び監視
強化により長寿命化対策を一層徹底する取組を推進。

○ 農業水利施設の特性を踏まえ、所有者と管理者が一体となったライフサイクルコストの縮減・平準化の取り
組みが重要。

２．基本的な考え方

１．目指すべき姿

○インフラ長寿命化計画（行動計画）

 計画的な点検や修繕等の取組を実施する必要性が認められる全てのインフラでメンテ
ナンスサイクルを構築・継続・発展させるための取組の方針
対象施設の現状と課題／維持管理・更新コストの見通し／
必要施策に係る取組の方向性等

 施設毎のメンテナンスサイクルの実施計画
対策の優先順位の考え方／個別施設の状態等／
対策内容と時期／対策費用等

３．計画の策定内容

４．必要施策の方向性

５．その他

 戦略的なインフラの維持管理・更新に向けた産学官の役割の明示
 計画のフォローアップの実施

○個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）

点検・診断 定期的な点検による劣化・損傷の程度や原因の把握等

修繕・更新
優先順位に基づく効率的かつ効果的な修繕・更新の実
施 等

基準類の整備
施設の特性を踏まえたマニュアル等の整備、新たな知見
の反映 等

情報基盤の整備と活用
電子化された維持管理情報の収集・蓄積、予防的な対
策等への利活用 等

新技術の開発・導入
ICT、センサー、ロボット、非破壊検査、補修・補強、新材料等

に関する技術等の開発・積極的な活用 等

予算管理
新技術の活用やインフラ機能の適正化による維持管
理・更新コストの縮減、平準化 等

体制の構築

［国］資格・研修制度の充実
［地方］維持管理部門への人員の適正配置

［民間企業］入札契約制度の改善 等

法令等の整備 基準類の体系的な整備 等

インフラ長寿命化基本計画
策定主体 ： 国

対象施設：全てのインフラ

 安全で強靱なインフラシステムの構築
 総合的・一体的なインフラマネジメントの実現
 メンテナンス産業によるインフラビジネスの競争力強化

 インフラ機能の確実かつ効率的な確保
 メンテナンス産業の育成
 多様な施策・主体との連携

森林整備土地改良 漁港漁場整備

ため池
農業水利

施設
農道

集落
排水

地すべり

農林水産省の行動計画及び個別施設計画のイメージ

ダム 水路 ポンプ

行動計画

個別施設計画

個々の施設の
機能保全計画

行動計画において策定する
こととした施設

安全性や経済性等の観点から必要性が
認められる施設

個別施設計画
策定主体 ： 各インフラの管理者※２

対象施設 ： 行動計画で策定主体が設定

行動計画
策定主体 ： 各インフラを管理・所管する者※１

対象施設 ： 安全性等を鑑み、策定主体が設定

※１ 各インフラの管理者及びその者に対して指導・助言するなど当該イ
ンフラを所管する立場にある国や地方公共団体の各機関。

※２ 管理者以外の者が法令等の規定によりそのインフラの維持管理・更
新等を行う場合にあっては、その者。

インフラ長寿命化計画 21



・人命の保護が最大限に図られること。
・国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が
国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものにすること。

・国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。
・迅速な復旧復興に資すること。
・施設等の整備に関しない施策と施 設の整備に関する施策を組み合わせ

た国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること。
・取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行 われ

ることを基本としつつ、特に重大性又は緊急性が高い場合には、 国が
中核的な役割を果たすこと。

・財政資金の効率的な使用による施策の持続的な実施に配慮して、その
重点化を図ること。

基本方針

・既存社会資本の有効活用等によ り、費用の縮減を図ること。
・施設または設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
・地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮 すること。
・民間資金の積極的な活用を図ること。
・大規模自然災害等に対する脆弱性の評価を行うこと。
・人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。
・科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。

施策の策定･実施の方針

国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災から得られた教訓を踏
まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総
合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向
上に資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国
民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模災害等の国民生活及び国
民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行
うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること
等により、行わなければならないこと。

基本理念

○ 国土強靱化の推進を担う組織のあり方に関する検討

○ 国民及び諸外国の理解の推進

その他

※国土強靱化に関する施策の総合的・計画的推進のため、内閣に、国土強靱化推進本部を
設置。

【本部長】内閣総理大臣 【副本部長】内閣官房長，国土強靱化担当大臣，国土交通大臣 【本部員】他の国務大臣

※本部は、関係行政機関の長等に対し、資料提出その他の必要な協力を求めることができる。

国土強靱化推進本部の設置

国の他の計画
（国土強靱化基本計画を基本とする）

※国土強靱化に係る国の他の計画等の指
針となるべきものとして、国土強靱化基
本計画を定めること。

○策定手続
◆案の作成（推進本部）
※都道府県、市町村等の意見聴取

※透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性
及び合理性を勘案して、施策の優先順位を定
め、その重点化を図る。

◆閣議決定

○記載事項
・対象とする施策分野
・施策策定に係る基本的指針
・その他施策の総合的・計画的推進のために必要

な事項

国土強靱化基本計画の策定

※国土強靱化基本計画の案の作
成に当たり、推進本部が実施。

・推進本部が指針を作成。
・最悪の事態を想定し、総合

的・客観的に行う。

・関係行政機関の協力を得て実
施。

脆弱性評価の実施

※国土強靱化に係る都道府県･市町村
の他の計画等の指針となるべきもの
として、a国土強靱化地域計画を定め
ることができる。
［都道府県・市町村が作成］

国土強靱化地域計画の作成

評価結果に
基づき策定

指針となる

都道府県･市町村の他の計画

都道府県･市町村による施策の実施

指針となる

国による施策の実施
※内閣総理大臣による関係行政機関の長に対する必要な勧告

調
和

脆弱性評価の
結果の検証

（平成25年12月11日 公布・施行）

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 概要
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国土強靱化に向けた当面の対応（H25.5.28）

・ 国土の強靱性を確保する上で、起こってはならない
４５の事態を整理。

・ 各事態を回避するために必要な各省庁の施策の
パッケージを「プログラム」と規定。

「食料等の安定供給の停滞」
「大規模な土砂災害等による死傷者の発生」
「ため池､ダム等の損壊等による二次被害の発生」
「農地・森林等の荒廃による被害の拡大」 等

プログラムの重点化・優先順位付けの考え方

○自然災害等に対する脆弱性評価

・ 国土強靱化担当大臣が、プログラムに係る重点化・
優先順位について具体的に判断。

○プログラムの重点化・優先順位付け

・ 各省庁は、施策を企画立案する場合は、各プログラ
ムの目標に照らして、必要性・有効性・効率性を評
価。その際、ハード・ソフトの連携・他機関との連携
に十分留意。

○施策連携

○ 「懇談会」及び「関係府省庁連絡会議」の議論を経て、平成25年５月28日に「国土強靱化推進に向
けた当面の対応」が決定され、プログラムに係る優先順位づけを行った上で、ハード・ソフトの連
携・他機関との連携に留意し、施策を企画立案。

国土強靱化（ナショナル・レジリエンス） 23
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国土強靱化（４５のプログラム）
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国土強靱化政策大綱 （別紙３）施策例より抜粋）

【個別施策分野】
９．農林水産
○ 農林水産物・食品等の生産段階から加工、流通段階までを含むサプライチェーンが巨大災害発生時においても機能維持

するよう、生産基盤・施設等の長寿命化対策・耐震化等のハード施策を推進。

○ 近年頻発する集中豪雨や地震・津波等の大規模災害の発生を踏まえ、ため池等農業用用排水施設・漁港施設等の耐震
対策、湛水防除、地すべり対策、避難路・避難場所の確保、防波堤と防潮堤による多重防護等の津波対策などのハード対
策を点検・調査結果等に基づき推進。

○ 農山漁村のハザードマップの作成・周知や施設の保全管理体制強化、地域コミュニティの維持・強化等のソフト対策を組み
合わせ、農地等のみならず、人命・財産等を被害から守れるよう、事前防災・減災に向けた総合的な災害対応力の強化を関
係機関が連携しつつ推進。

○ 地域コミュニティとの連携、自然との共生に配慮しつつ、農地、森林の整備及び保全を推進。

○ 農山漁村に豊富に存在するバイオマス、水、土地などの資源を活用した再生可能エネルギー発電の導入を促進し、地域
における安定的な電力供給や分散型のエネルギーシステムの構築を推進。

【横断的分野】
２．老朽化対策
○ 「インフラ長寿命化基本計画（基本方針）」に基づき「インフラ長寿命化計画（行動計画）」の策定を推進。また、これらの計

画に基づき、インフラの戦略的な維持管理・更新に取り組むことにより、地域の安全性を確保するとともに、トータルコストを
縮減・平準化。

○ 国土強靱化基本計画の基となり、国土強靱化の施策の推進、関係する国の計画等の指針となる
「国土強靱化政策大綱」が、平成25年12月17日に国土強靱化推進本部において決定。

国土強靱化政策大綱 25



H25年 H26年

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

基
本
計
画
の
策
定

政
策
大
綱

計
画
等
の
推
進

◆政策大綱

脆弱性評価 第1次計画の策定

基本計画(第2次)に向けた
脆弱性評価検討

◆基本計画(第1次)
閣議決定

見直し推進、必要に応じ勧告等

都道府県･市町村に対する策定支援
（地域計画のガイドラインの策定等）

◆脆弱性評価指針

推進本部決定

施策の推進

【国土強靱化地域計画】

見直しの準備

【国の他の計画】

【国等の施策】

国の計画
等の指針

となる

基本計画の
基となる

国土強靱化の当面の推進スケジュール
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