
○ 本地区は、H２０年度に完了した国営かんがい排水事業の受益地であり、国営事業及び県営事業等によ
り造成された農業水利施設の維持管理を担う既存の土地改良区が、活動組織に参画。

○ 活動組織内の役割分担により、土地改良区として業務経験や技術力を活かし、活動実施に必要な事務
作業、長寿命化対策への技術指導等の他、異常気象の際の点検等の対応を、土地改良区が中心に行っ
ている。

○ 土地改良区が行う国営造成施設等の点検作業と併せて、協定に位置付けられた施設の点検を行うこと
により、効率的で迅速な対応が可能となった。

伊是名村農地・水・環境保全管理協定運営委員会（沖縄県伊是名村）

取り組み内容

取組のメリット

【地区概要】
・取組面積 354ha

（田53ha、畑297ha、草地４ha）
・資源量 開水路 5.2km、農道 63km、

ため池 6箇所
・主な構成員 農業者、子供会、

青年会、老人会、
土地改良区

・交付金 約11百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

豪雨時、水路が氾濫し、農道や農地で冠水が発生！

・応急措置として、村の消防団へ連絡し、交通規制を依頼。

・同様の被害が発生しそうな施設の有無（異常気象等に
よる土砂等の流入状況等）を点検確認。

・早急に対応が必要な施設は、状況に応じ作業委託によ
り対応。

【湛水未然防止のため土砂さらい】【湛水確認後、応急措置実施】

頻繁に襲来する台風や豪雨の際、
土地改良区が施設の見回りや

応急措置等を実施

・個人の構成員の負担と危険な作業
が軽減された。

・迅速な対応が可能となった。

・災害対応の充実に繋がった。
・湛水被害が減少した。

氾濫防止のために、ため池の

水位調整や清掃作業の優先順位決定
の際に土地改良区の知見を活用

豪雨前にため池の水を抜き、
水位調整のためゲート操作を実施

頻発する台風や豪雨に対応した取組７―５



○ 当地域では、立梅用水土地改良区の5集落とこれとは異なる利水からなる5集落が多面的機能
支払の活動組織を構成し、活動を実施。

○ 立梅用水は古くから農業用水としてだけではなく、生活用水としても活用されているが、近
年、異常豪雨の多発により、降雨を分散して河川へ安全に流出させる承水路としての機能も果
たしている。

○ 冬期には維持用水としての通水があり、年間を通して流水があることから、火災時の消火用
水とするなど、地域の防災力向上に活用されている。

多気町勢和地域資源保全・活用協議会（三重県多気町）

施設の保全管理体制 防災用水としての役割 今後の課題

【地区概要】
・取組面積 700ha

（田480ha、畑220ha）
・資源量 開水路 86.6km、

農道 87.5km、
ため池 8箇所

・主な構成員
農業者、非農家、営農組合、
改良区、学校 等

・交付金 約17百万円（H26）

○防災情報と水利システ
ム情報の連携利用により
行政、消防署、消防団な
どとの情報共有が迅速に
なった。今後は、広範囲
な情報発信を通じた地域
全体での情報共有が必
要。

○近年、自然災害等が多
発していることも踏まえ、
関係機関、行政と地域住
民の連携により、農業用
水路の防災機能について
情報発信し、最大限に活
用していく。

○多面的機能支払による防災の取組
・立梅用水を活用した消防利水
・立梅用水を利用した消火訓練（消防団、住民、消防署）
・消防署による水利点検（消防署と協定）

・行政と連携しイベントの際に防災・啓発活動
・行政と連携しケーブルＴＶによる防火水利情報の提供
・NTTドコモ通信による立梅用水の水位水量情報の提供
・改良区を通じて洪水時の雨水処理のゲート可動研修

○土地改良区の職員を中心に「水土里サポー
ト隊」を結成し、施設の診断・補修や、水土
里情報を活用した保全プランの作成、農村環
境保全活動等、様々な取組へのサポートを実
施。

立梅用水を活用した
消火訓練

水土里サポート隊
（農家・非農家を含
む12名で構成）

施設の
点検・機能診断

承水路としての機能
（放水ゲートの操作）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

農業用水を活用した防災力強化の取組７―６



 
 

○ 約８割が急峻な山林である出雲市旧窪田村地区では、農地の荒廃は集落の崩壊につながるとの認識から、多くの集落が１集
落単位で中山間地域等直接支払制度を活用して、集落内の農用地の保全活動等に取り組み。 

○ 農地・水・環境保全向上対策の導入に当たり、推進本部をコミュニティーセンターに置き、７つの振興協議会を運営母体に広域
エリア（旧村単位）で「窪田ふるさと会」を設立。水路等の施設の機能維持活動等を重点的に、地区全体で優先度の高い活動か
ら取り組むなど効率的な活動を実施。 

 活動の概要  

広域エリアで組織化したことによる効果 

②組織の構成と役割 
 ・「窪田ふるさと会」は、窪田コミュニティーセンターに事務局を置き、

旧佐田町のコミュニティーブロック整備事業により29自治会を７つ
にまとめた振興協議会、２つの農業法人を運営母体に地域のＪＡ、
小学校、農業者から構成。旧窪田村全域を対象として、484世帯が
７つの振興協議会の会員として本対策に参画。 

 組織の概要  
①広域エリアで組織化した経緯 
  ・平成19年度の本対策の導入に当たり、島根県出雲市の旧窪田村

地区の集落間において、どの単位で組織化するか議論。集落に
よっては事務手続きの困難さから、本対策には取り組まない意向。 

 ・市の担当者が自主的な地域運営と地域の活性化の観点から、本
対策の導入と広域エリアでの組織の設立を誘導。旧窪田村全域を
対象とする「窪田ふるさと会」を設立。 

農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定（島根県出雲市） 

窪田コミュニティーセンター 
（事務局） 

・ 事務的な作業面、技術的な面で集落単位では人材の確保が困難であったが、広域
化を図ることにより、各分野で何かしら得意な人がいるなど、人材が確保された。 

・ 活動区域を広域化することにより、ある程度まとまった額の交付金を、地区全体で優
先度の高い活動に効果的に活用できた。 

（水路等施設の機能維持活動について） 
・ 水路、農道の補修等、施設の機能維持に資する活動については、７つの振興協議会
が地区内集落のニーズを集約し、補修が必要な施設を事務局に申請。 

・事務局は各振興協議会からの申請内容を老朽度、利用度、危険性、実施可能性など
の観点から重要度を点数化。 

・各振興協議会会長等から成る役員が現地確認を行い、振興協議会間で共通の視点に
立った優先度の確認と合意形成を図り、地区全体で重要度の高いものから取り組みを
実施。 

窪田町地区 
振興協議会 

 
（４自治会） 

 
橋波地区 
振興協議会 

 
（４自治会） 

 

佐津目地区 
振興協議会 

 
（２自治会） 

窪田中央地区 
振興協議会 

 
（６自治会） 

毛津地区 
振興協議会 

 
（３自治会） 

飯栗東村地区 
振興協議会 

 
（５自治会） 

八幡原川地区 
振興協議会 

 
（４自治会） 

特定農業法人 
㈲グリーンワーク 

農事組合法人 
橋波ｱｸﾞﾘｻﾝｼｬｲﾝ 

窪田小学校 
ＪＡいずも佐田 
営農センター 

活動内容の申請 連絡調整 

連携、協力 

農道のコンクリート舗装 配水パイプの設置 開水路の水漏箇所を目地詰め 

  広域エリア(旧村単位）で活動に取り組む事例 ８－１ 



【旧窪田村地区データ】 
・総面積  ：約４２ｋｍ2 
・世帯数  ：５６６世帯（２３年４月末） 
・人口   ：１，７１４人（男８１８人、女８９６人） 

【地区概要】 
・取組面積 173ha 
  （田：166ha、畑7ha） 
・資源量 
   開水路74.5ｋｍ、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ4.5km､ 
       農道49.1km、ため池23箇所 
・交付金 約16百万円（H26）  
  

（参考）農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定実施位置図 （島根県出雲市旧窪田村地区） 

振興協議会名 取組面積 自治
会数 

人口 
(農業者数) 資源量 

① 橋波地区 37.4ha ４ 249人(65人) 開水路16km、農道8km 

② 佐津目地区 15.3ha ２ 133人(28人) 開水路7km、農道2km 

③ 窪田中央地区 32.2ha ６ 408人(71人) 開水路19km、農道10km、 
ため池9箇所 

④ 窪田町地区 15.5ha ４ 118人(33人) 開水路4km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1km､ 
農道2km、ため池1箇所 

⑤ 毛津地区 14.2ha ３ 161人(38人) 開水路2km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ0.5km､ 
農道10km、ため池1箇所 

⑥ 飯栗東村地区 34.3ha ５ 309人(66人) 開水路11km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ3km､ 
農道11km、ため池8箇所 

⑦ 八幡原川地区 24.9ha ４ 336人(70人) 開水路11km、農道6km、 
ため池2箇所 

③窪田中央地区 

②佐津目地区 

④窪田町地区 

⑤毛津地区 

⑦八幡原川地区 

⑥飯栗東村地区 

①橋波地区 

  

農地維持支払 
  資源向上支払（共同、長寿命化） 



○ 当地区では昭和46年から平成３年にかけて県営ほ場整備事業による整備が行われ、水
系単位を基本として農業水利施設の保全管理を実施してきた。 

○ 規模が小さく高齢化が進行している活動組織においては、事務処理が困難となり農
地・水保全管理支払の第２期対策の申請を見合わせることも考えていたが、広域化する
ことにより事務の簡素化が図られ、活動の継続が可能となった。 

○ また、農地・水・環境保全管理協定運営委員会を設立することで地区間の扶助体制が
強化され、個別地区の問題についての助言や、他地区における水路の泥上げ等の手伝い
を実施している。 

山田五ヶ村地域農地・水・環境保全管理組織（秋田県湯沢市） 

活動組織の広域化 広域化の効果 

【地区概要】 
・取組面積  1,262ha 
  （田 1,262ha） 
・資源量 
  開水路 401km、農道 150km 
 

・主な構成員 
  農業者、自治会、その他66団体 
 

・交付金 約61百万円（H26） 
  

○ 規模が小さい組織では、事務処理が
困難である等の理由により活動取り止
めの恐れがあったことから、土地改良
区のサポートを受けながら活動組織の
広域化を実施。これにより活動の継続
が可能となった。 

○ 農地・水・保全管理協定運営委員会が地区をまとめること
で扶助体制が強化され、活動が効率的に行えるようになった。 

 ・水路の泥上げを他地区が手伝う 
 ・個別地区の問題について他地区が助言 
 ・個別地区で行っていた事務処理を運営委員会が一括で行う

ことにより、共同活動に専念することが可能 

水路の泥上げ 

景観形成 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

広域化前（20組織） 

雄勝郡 
羽後町 

湯沢市 
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広域化による相互扶助体制の強化 ８－２ 
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