
○ 本地区内の水路は、施設の造成後50年以上が経過し、磨耗により水路内面の骨材が露
出する等、老朽化が進んでいる状況。また、東日本大震災の影響により、一部水路にお
いて目地の破損や不同沈下が生じるなど、施設の機能低下が一層進行。 

○ このため、本組織では、施設の機能診断を行い、施設の機能低下状況に応じて、目地
詰めや水路内面のライニング（舗装材の被覆）を自主施工により実施。 

○ 取組を開始した当時は慣れない作業に苦労したが、現在では、施工延長が増加するな
ど技術力が向上。また、これらの経験の蓄積が、活動組織の自信に繋がっている。 

枝野８区資源保全隊（宮城県角田市） 

水路の状況（補修前） 機能診断、軽微な補修 水路の補修（自主施工） 

【地区概要】 
・取組面積  75.7ha 
   （田畑 75.7ha） 
・資源量 開水路 12.8km 
 
・主な構成員 農業者、自治会、 
     ＰＴＡ、土地改良区等 
 
・交付金 約４百万円（H26） 
 

 補修工事の経験者を中心に自主施工 
 
※ライニング・・・表面を保護するため、他の  

材料を被覆すること。 
水路の目地詰め（自主施工） 

○ 地区内の水路は、造成後50年以
上経過しており、摩耗により骨材が露
出するなど老朽化が進行。 

○ また、東日本大震災により、目地
の破損や水路の不同沈下が発生。 

 

機能低下状況の調査、評価 

既設水路の劣化状況 

水路内面のライニング 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

       自主施工による計画的な保全管理 ６―４ 



○ 本地区内の水路は、造成後約50年が経過しており、老朽化に伴う漏水、不同沈下、
水路法面の崩壊等が発生。  

○ このため、広域活動組織を設立し、老朽化が著しい水路への重点的な活動を可能と
するとともに、施設の機能診断を行い、計画的に施設の補修・更新が行えるよう、保
全計画を策定。 

○ 具体的には、広域活動組織の運営委員会が施工箇所の調整を行い、施工内容等に応
じて、自主施工又は外部委託を選択。 

文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市） 

水路の状況（補修前） 施設の軽微な補修 施設の長寿命化 

【地区概要】 
・取組面積  330.8ha 
   （田 330.1ha、畑 0.7ha） 
・資源量 開水路   68.0km 
          ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ  34.9km  
     農道    26.9km 
・主な構成員 農業者、自治会、 
       土地改良区 
・交付金 約29百万円（H26） 
 

○ 末端水路の更新を、外注により実施。 ○ 水路の目地補修等について、自主施
工により実施。 

○ 地区内の水路は、造成後約50年が経   
   過し、水路の老朽化が進行。 
 

○ 用水路は破損部からの漏水や不同沈
下、排水路はアーム柵渠の破損による
法面崩壊や背面土の吸い出しが発生 

 

○ 広域活動組織を設立し、保全計画に
基づく計画的な補修・更新等を実施。 

（施工箇所は運営委員会で調整） 

施工状況 
（床堀） 

二次製品
水路敷設 

目地補修 
（自主施工） 

既設水路の劣化状況 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

   広域活動組織における計画的な補修・更新の実施 ６―５ 



○ 本地区は、信濃川右岸の河岸段丘に広がる標高420m～600mの農業地帯で、高位部は大区画畑地、
低位部は水田であり、魚沼コシヒカリ、雪下ニンジンの地域ブランド作物のほか、大区画畑地を活かし
て野沢菜等の大規模生産が行われている。

○ 豪雪地帯のため、除雪や融雪用水確保等の共同活動が盛んな地域であり、畑団地の農道や排水路
も、集落の共同活動により管理されている。融雪時における農道の浸食対策や融雪水にも活用される
農業用水路の老朽化対策を直営施工により実施している。

赤沢水土里の会（新潟県津南町）

地域の現状 直営施工による保全活動

【地区概要】
・取組面積 273ha

（田77ha、畑196ha）
・資源量 開水路 32.7km、農道 39.5km
・主な構成員

赤沢集落、老人会、ＰＴＡ、
水田組合

・交付金 約１4百万円（H26）

○直営施工による農道補修

・大規模農家が所有する重機で路盤を補修

○老朽化水路の補修

・水路のｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ化などによる漏水対策

つなんまち

農地維持支払
資源向上支払（共同）
資源向上支払（長寿命化）

○ 本地区は、信濃川右岸の河岸段丘に広が
る標高420m～600mの農業地帯で、積雪3m
を超える豪雪地帯である。高位部は、国営総
合農地開発事業で造成された大区画畑地、
低位部は国営農地再編事業で整備された水
田である。

○ 魚沼コシヒカリ、雪下ニンジンの地域ブラン
ド作物のほか、大区画畑地を活かして野沢
菜、アスパラ、スイートコーン、キャベツ等の
大規模生産が行われている。

○ 積雪3mを超える豪雪地帯ため、除雪作業、
融流雪用水確保など共同活動が盛んな地域
であり、国営事業で造成された畑団地の農
道や排水路も、集落の共同活動により管理
されている。

○ 農道の大部分が砂利道であり、融雪や豪雨
による路面浸食や泥濘化、また、冬期の融
雪用水の機能を兼ねる農業用水路の老朽化
により漏水が発生している。

・集落共同でのｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業

・融流雪用水としての利用

あかさわ

畑地帯における直営施工の取組６―６



○ 本地域では、平成19年度から９の活動組織において農地・水・環境保全向上対策に取り組み始め、平成
24年度からは農地・水・環境保全組織となり、取り組みを実施。 

○ 平成24年７月11日から14日にかけて、九州北部を中心に発生した集中豪雨（九州北部豪雨）により、農
地や水路への土砂の流入や揚水機場の冠水、水路堰の破損等甚大な被害を受けたが、活動組織が対応
することで、水路の土砂上げ等速やかに復旧作業を実施することができたことから、再度の降雨による被
害の防止や用水の確保に寄与した。 

一の宮地域農地・水・環境保全組織（熊本県阿蘇市） 

被災状況 

復旧作業の状況 

【地区概要】 
・取組面積  1,164.6ha   
  （田 1,089.4ha、畑 75.2ha） 
・資源量 
   開水路 227.3km、 
   パイプライン 26.2klm、農道 101km 
・主な構成員 
    農業者、自治会、営農組合、 
   その他48団体 
・交付金 約104百万円（H26) 
  

←農地の土砂撤去状況 

農地の土砂撤去状況→ 

農地の土砂撤去状
況写真 

水路の土砂撤去状
況写真 

水路への土砂流出 

復旧後の状況 

農地への土砂流出 

 
 
○九州北部豪雨の概要 
  ・熊本県阿蘇乙姫における降水量 
    １時間降水量 １０８．０mm 
   ２４時間降水量 ５０７．５mm 
           （共に観測史上１位） 
     期間総雨量 ８１６．５mm 
 
※「これまでに観測したことのないような大雨」 
と表現され、福岡県、熊本県、大分県では河川 
の氾濫や土砂崩れ等で甚大な被害を受けた。 

  （平成２４年７月３１日激甚災害指定） 
 
○活動組織における農地の被害 
   農地への土砂流入  約４００ｈａ 
   揚水機場の冠水     ２８機場 
   転倒堰破損         ４箇所  
   その他、用・排水路への土砂の堆積 
 
※経費が１３万円以上の施設の復旧については、 
災害復旧事業等で対応することとし、主に用水 
路や農道の土砂撤去作業を本事業により実施 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

被災概要 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

水路の泥上げ 

  豪雨災害への対応 ７―１ 



○ 当地区は、ほ場整備後35年程度が経過し、施設の老朽化等から、豪雨時の排水対策に
苦慮している状況にあった。 

○ 豪雨による水害等の対策として「田んぼダム」に着目し、平成23年度から一部のエリ
ア（43ha）においてモデル的に取組を実施。 

○ この取組により、水害対策への地域住民の理解が深まり、農家組織と各集落の自主防
災組織との連携による新たな防災管理体制の構築のきっかけとなっている。 

農地・水・環境保全組織いなばエコフィールド協議会（山形県鶴岡市） 

取組の経緯 田んぼダムによる防災・減災の取組 

【地区概要】 
・取組面積  1,190ha 
    （田 1,183ha、畑 7ha） 
・資源量 開水路 144.5km 
     パイプライン 34.9km 
      農道   59.7km 
・主な構成員 農業者、非農業者、 
       農業団体、自治会 
       その他68団体 
・交付金 約109百万円（H26） 
  

○ 田んぼに降った雨を、排水口を絞り、ゆっくり排水。豪雨時に雨水が一時的に田んぼ
に貯留され、洪水被害を軽減。 

 

○ 田んぼダムの取組がきっかけとなり、農家組織、各集落、消防団等とで自主防災組織
が結成されるなど、新たな防災管理体制が整備された。  

 

○ 今後は、行政、土地改良区等と一体となって田んぼダムの取り組み範囲を拡大してい
き、地域において更なる防災・減災への意識醸成を目指す。 

○ 水路の老朽化に加え、集中豪雨により排水路側 
 壁の倒壊や法面崩壊が度々発生していた。 
 

○ 排水路等の施設の保全のために、農地・水保全
管理支払で取り組める「田んぼダム」により改善を図
ることとした。 

○ 取組当初は田んぼダムの基礎資料も少なく、模
索しながらの活動に苦慮。 

水戸板設置状況 湛水状況 

水路法面の崩壊 

水路側壁の倒壊 

パイプの直径
15cm 

出口を絞る 

５cm 
田んぼ 

田んぼダムのイメージ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

設置後の効果 

    田んぼダムによる防災・減災の取組 ７―２ 



○ 当地域は、昭和19年の東南海地震により津波、地盤沈下の被害を受け、昭和36年の第
２室戸台風により吉野川の堤防が破堤し全域が浸水被害を受けており、防災に関する意
識が高い。 

○ 地盤標高が海抜０～１ｍの地帯であり常時機械排水が必要なため、多面的機能支払の
活動において排水機場に接続する排水路の点検、保全管理を実施。 

○ 都市化・混住化が進み、新規入居者は防災意識、農業用施設への関心が薄い。多面的
機能支払の活動を紹介することで、新規入居者の防災意識の醸成を図っている。 

川内地域農地・水・環境保全組織管理協定運営委員会（徳島県徳島市） 

施設の点検・保全管理 防災・減災力の取組 今後の活動 

【地区概要】 
・取組面積  445ha 
  （田335ha、畑110ha） 
・資源量 
    開水路 100km、 
  パイプライン 107km 
・主な構成員 
  農業者、土地改良区、その他 
・交付金 約25百万円（H26） 
  

○行政（巡視避難指示）と土
地改良区（内水排除）の連
絡調整体制が整備されて
いない状況であり、今後は
連携を強化。 

 
○豪雨時の内水ハザード
マップを整備し、市や集落
住民、消防団との情報共有
を図ると共に、排水機場の
運転状況や内水位情報の
収集システムを整備してい
く。 

 
○農業用施設の重要性、防
災上の役割について、地域
に対して更なる意識の醸成
を図る。 

○排水路に隣接する余剰地を利用して花壇
を設置し、柳の木やパンジーを植えることに
より、地域住民の水路への関心を促す。 

 
○広報誌に多面的機能支払の取組を掲載し、
防災に関する地域の意識醸成を図る。 

○地域住民が活動へ参加することで、施設の
保全管理に対する地域の理解が深まった。 

 
○排水路は常時水位が高く、人力では泥上げ
作業が困難であるため、各地域で業者と協
力して実施している。 

降雨後の水路の
見回り 

排水路の泥上げ 
広報誌への 
取組掲載 

排水路沿線への
植栽 

農地維持支払 
資源向上支払（共同、長寿命化） 

  低平地における防災・減災の取組 ７―３ 



○ 本地区は、昭和30年代にほ場整備された地区で、ため池を水源とする水田地帯となっ
ている。また、ため池の造成時期は明治・大正期と古く、施設の老朽化が進んでおり適
切な管理が求められている。 

○ ため池は老朽化が著しく、下流には住宅や店舗が広がり、ため池の堤防決壊に備え、
市や消防団の働きかけもあり防災意識の高い地区である。 

○ 主に住宅街の上流部に位置するため池に対する取組が行われており、地域の意識醸成、
ため池の施設整備、降雨時等の見回り、排水管理の活動等を実施している。 

元気な美しい里新名爪（宮崎県宮崎市） 

施設の点検・見回り 防災・減災の取組 今後の課題 

【地区概要】 
・取組面積 71ha 
（田40.3ha、畑30.1ha、草地0.6ha） 
・資源量 
  開水路  14.1km、農道 4.8km、 
  ため池 4箇所 
・主な構成員 
   農業者、自治会、子供会 等 
・交付金 約４百万円（H26） 
  

○ ため池や農地の多
面的機能を集落とし
て意識付けできた。 

○ 自分たちの地域を知
り、自分たちで地域を
守る意識が高まった。 

 
 
 
○ ため池の多い地域

であり、引き続き、防
災意識を持って点検、
補修や維持管理に取
り組む。 

○ 平成24年度の豪雨では、ため池の排水操作に加え、ため
池を水源とするパイプラインの末端の排水操作を実施。 

 

○ 台風に備えて、年に１回、消防団と連携してため池の池干
しを行い、法面や付帯施設の点検を実施することで、災害が
起こりにくい体制を整備。 

 

○ ため池の池干しの際にウナギ等を放流し、地域住民等を対
象につかみ取りを行い楽しんでもらうとともに、ため池に溜
まった泥を撹拌することで円滑な排泥を促す。 

  また、地域にため池があることを認識してもらい、豪雨時の
リスクの認識に繋げる。 

○ 宮崎市では防災計画に基づく農業用
ため池危機管理マニュアルが作成され
ており、活動組織と市とが連携した防災
体制を整備している。 

 

○ 豪雨時には、市からＦＡＸによりため
池管理者である活動組織代表者に情
報伝達がされる。 

 

○ 活動組織独自の取組として、早場米
のかんがい期間が終了した時点で、大
雨等に備えてため池の水位を50％とす
るほか、法面等の破損箇所を早期発見
できるよう、月2回の監視を行っている。 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

  ため池の適切な管理による防災・減災の取組 ７―４ 
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	1-14_農地・水・環_根知なから隊（新潟県糸魚川市）最終
	スライド番号 1

	2-1 おおくさ水土里の会（愛知県小牧市）最終
	スライド番号 1

	2-2 大原里づくりトライアングル（京都府京都市）最終
	スライド番号 1

	2-3 藤沢市宮原地域保全活動組織（神奈川県藤沢市）最終 
	スライド番号 1

	3-1 白王町鳰の会（滋賀県近江八幡市）最終
	スライド番号 1

	3-2 宮口農地を守る会（新潟県上越市）最終
	スライド番号 1

	3-3 聖和・聖台西神楽地区資源保全活動グループ（北海道旭川市）最終
	スライド番号 1

	3-4 上世屋農地保全会（京都府宮津市）最終
	スライド番号 1

	4-1 徳光町集落資源保全隊（福井県福井市）最終
	スライド番号 1

	4-2 乃美エコクラブ（広島県東広島市）最終
	スライド番号 1

	4-3 柏町みのりの会（三重県伊勢市）最終
	スライド番号 1

	4-4 榎前環境保全会（愛知県安城市）最終
	スライド番号 1

	4-5 木浜の資源環境を守る会（滋賀県守山市）最終
	スライド番号 1

	4-6 美郷町千畑地域農地・水・環境保全組織（秋田県美郷町）最終
	スライド番号 1

	4-7 松原地区保全協議会（山形県飯豊町）最終
	スライド番号 1

	5-1 慰ヶ畑環境保全組合（京都府京丹後市）最終
	スライド番号 1

	5-2 チームエコ美な美がた（新潟県上越市）最終
	スライド番号 1

	5-3 山室保全会（滋賀県米原市）最終
	スライド番号 1

	6-1 弓削弓つくりの郷（滋賀県竜王町）最終
	スライド番号 1

	6-2 音金農地・水環境保全組合（福島県下郷町）最終
	スライド番号 1

	6-3 真田地区資源保全隊（島根県吉賀町）最終
	スライド番号 1

	6-4 枝野８区資源保全隊（宮城県角田市）最終
	スライド番号 1

	6-5 文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市）最終
	スライド番号 1

	7-1 一の宮地域農地・水・環境保全組織（熊本県阿蘇市）最終2
	スライド番号 1

	7-2 いなばエコフィールド協議会（山形県鶴岡市）最終
	スライド番号 1

	7-3 川内地域農地・水・環境保全組織（徳島県徳島市）最終
	スライド番号 1

	7-4 元気な美しい里新名爪（宮崎県宮崎市）最終
	スライド番号 1

	8-1 窪田ふるさと会（島根県出雲市）最終
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	8-2 山田五ヶ村地域（秋田県湯沢市）最終
	スライド番号 1

	8-3 みやき町三根西地域（広域化）（佐賀県みやき町）最終
	スライド番号 1

	8-4 樽見内地域農地・水・環境保全組織（秋田県横手市）最終
	スライド番号 1

	8-5 NPO法人関北農・水・環境保全会（福島県福島市）最終
	スライド番号 1

	9-1 境地区協議会（岡山県美咲町）最終
	スライド番号 1

	9-2 せせらぎの郷（滋賀県野洲市）最終
	スライド番号 1

	9-3 宇良地区環境保全の会（長崎県諫早市）最終
	スライド番号 1

	10-1 濁池地域環境保全の会（愛知県尾張旭市）最終
	スライド番号 1

	10-2 緑ゆたかな北小松をまもる会（三重県四日市市）最終
	スライド番号 1

	10-3 粟田川流域農地・水・環境を守る会（広島県庄原市）最終
	スライド番号 1

	10-4 元泉地域農地・水・環境保全組織（山形県河北町）最終2
	スライド番号 1

	10-5 ながむろ水辺ミュージアム（兵庫県加古川市）最終
	スライド番号 1

	10-6 三箇牧地区農空間保全協議会（大阪府高槻市）最終
	スライド番号 1

	10-7 草田地域を守る会（鹿児島県日置市）最終
	スライド番号 1

	10-8 岡崎地区保全協議会（群馬県吾妻町）最終
	スライド番号 1

	10-9 東境地域資源保全隊（愛知県刈谷市）最終
	スライド番号 1

	10-10 三区町環境保全隊（栃木県那須塩原市）最終
	スライド番号 1




