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■お問い合わせ先　このパンフレットにつきまして、ご意見、ご質問、ご感想等がございましたら、お問い合わせください。
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このパンフレットは、農林水産省
ホームページにも掲載しております。 http://www.maff.go.jp/

全体生産に占める割合

環境に配慮して再生紙と
大豆インキを使用しています

農村振興局　整備部　設計課計画調整室
〒100-8950　東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03-3502-8111（内線5514）
FAX 03-5511-8426

表紙（背景）：「田園風景」島根県浜田市旭町
                （写真提供：石見観光振興協議会）
表紙（左下）：平成20年度しまねの農村景観フォトコンテスト
　　　　　 入選イベント部門「花田植え神事」江川安夫
　　　　　（写真提供：水土里ネット島根）

表紙（中下）：平成20年度しまねの農村景観フォトコンテスト
　　　　　 審査員特別賞人物部門「孫も一人役」永瀬康典
　　　　　（写真提供：水土里ネット島根）
表紙（右下）：「築地松」いずも田園空間博物館

しまねの農村景観

このパンフレットは（農業関係者用）です。他に（一般用）、（子ども用）も作成しております。
ご覧になりたい場合は、ホームページ上で閲覧頂くか、または問い合わせ先へご連絡下さい。

共に生きる都市と農村 検索

「疏水」は、農業に欠かすことの
できない大切な資産であるとともに、
「歴史を伝える施設」
「地域の憩いの場」
「地域の観光資源」　　　
として、
大切なものとなっており、次の世代
へと伝えたい資産です。

に、

代

歴史を伝える施設として
 和歌山県かつらぎ町、紀の川市　

小田井用水（龍之渡井）

江戸時代から引き継がれる水路で、水路橋（大正時代に改
修）は、登録有形文化財となっています。

ら、お問い合わせください。

江戸時代 引き継 れ 水路で 水路橋（大 時代 改
修）は、登録有形文化財となっています。

地域の観光資源として
 熊本県山都町　

通潤用水（通潤橋）

サイホン技術を利用した水路橋で、毎年夏場の観光放水に
多くの観光客が訪れています。

■お問い合わせ先 このパンフレットにつきまして、ご意見、ご質問、ご感想

農林水産省

想等がございました
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地域の憩いの場として
 岡山県倉敷市　

東西用水（南配水樋門）

大正時代に築かれ、高梁川下流の農地を潤している水路
で、地域の親水ゾーンとしても親しまれています。

写真提供：全国水土里ネット「疏水名鑑」写真提供：全国水土里ネット「疏水名鑑」写真提供：全国水土里ネット「疏水名鑑」写真提供：全国水土里ネット「疏水名鑑」写真提供：全国水土里ネット「疏水名鑑」写真提供：全国水土里ネット「疏水名鑑」

先人たちから
　　受け継いだ資産の未来への継承

「疏水」とは、かんがいや舟運のために、新たに土地を切り開いて、設けられた水路のことをいいます。
先人たちの努力により昔から築かれた水路も現在の農業用水路網として引き継がれています。その延長
は、約４０万kmにも達し、地球１０周分の長さにもなっています。

水」とは、かんがいや舟運の

水疏



　一方、近年、ＢＳＥの発生や輸入食品からの残留農薬の検出といった食の安全性を脅かす事件が発生し
ています。そのため、消費者のニーズが変化してきています。安い外国産よりも「新鮮」で、「安全・安心」な
　「美味しい」国産農産物への関心が高まっています。

■外国産より高くて
も、食料は、生産コスト
を引き下げながらでき
るかぎり国内で作る方
がよい

■外国産より高くて
も、少なくとも米など
の基本食料について
は、生産コストを引き
下げながら国内で作
る方がよい

■外国産の方が安い
食料については、輸入
する方が良い

■その他
■わからない

出典：農林水産省「国産の強みを活かした農業生産の
　　  展開等に関する意識・意向調査」（H17）

出典：内閣府「食料・農業・農村の役割に
　　  関する世論調査」
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平成5年の大凶作
外国産米の緊急輸入
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出典：Goldman Sachs (Global Economics Paper No:153)（2007.3）

平成20年9月調査
回答数：3,144人

平成12年7月調査
回答数：3,570人

平成5年11月調査
回答数：2,219人
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食料の生産・供給のあり方に対する傾向 国産農産物に関する消費者の意識

はじめてみませんか
魅力ある農産物の生産を
はじめている地区があります。

今、国産農産物が注目されています！
　我が国の食料自給率は主要先進国の中で最低水準です。　　　
　途上国を中心とした人口増加による世界の食料需要増や、所得増大に伴う食生活の変化により、輸入
食料の確保が厳しくなる可能性があります。
　こうした中で、食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっています。

平成27年度目標
45％

平成20年度
カロリーベース
自給率41％

将来的な目標
50％以上

出典：UN 「World Population Prospects:The 2006 Revision」

国内で作る方がよい　約94％

51.5％ 42.4％ 3.1％

43.6％ 40.6％ 10.5％

32.7％ 44.7％ 17.4％

44.3％ 54.5％

70.8％ 27.2％

35.0％ 62.1％

44％ 51.6％ 13.7％

■とても優れている ■どちらかというと優れている

■どちらかというと劣っている ■劣っている

26.4％5.2％

安 全 性

旬や鮮度

美味しさ

価    格

※農林水産省「食料需給表」及びFAO”Food Balance Sheets”をもとに農林水産省で作成

※数値は平成17年度（日本は平成20年度）
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国民の農村環境への期待の高まり！

出典：農林水産省「有機農業をはじめとする環境保全型農業に関する意識・意向調査」（H19.11)
※本調査における「環境に配慮した農産物」とは「有機農業により生産された農産物」のことをいう。

出典：農林水産省「有機農業をはじめとする環境保全型農業に関する意識・意向調査」（H19.11）
※本調査における「環境に配慮した農産物」とは「有機農業により生産された農産物」又は、「化学肥料、
　化学合成農薬を通常使用する量や回数から５割以上低減して生産された農産物」のことをいう。

出典：内閣府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」（H20 .9）

  はじめてみませんか
環境に配慮した取組でいろいろな
効果があらわれている地区があります。

   

　農村では、農業生産活動を通じて、多くの生物が生息できる自然環境が保全されるとともに、美しい田
園景観が形成されています。
　多くの国民は、農村に対して、食料を生産する場としての役割だけでなく、こうした農村環境面の役割を
重要と考えています。
　消費者は、農産物の安全性の面からだけでなく、農村環境の保全への貢献の面からも、有機栽培や減
農薬・減化学肥料栽培など環境保全型農業により生産された農産物に対して、高い関心を寄せています。

農村の持つ役割に対する意識 「環境に配慮した農産物」の
購入に対する消費者の意向

消費者が「環境に配慮した農産物」を
購入したいと思う理由

「環境に配慮した農産物」の購入による
効果に関する消費者の意識

食料を生産する場としての役割

多くの生物が生息できる環境
の保全や良好な景観を形成する役割

地域の人々が働き、かつ生活する場
としての役割

安全な農産物だと思うから 豊かな生態系を育むこと

農産物を育てる土の力を保つこと

家畜排せつ物や稲わら等の堆肥
化などの資源のリサイクルにより

持続的な農業が行われること

水をきれいに保つこと

農村地域の美しい景観を
維持すること

無　回　答

そ　の　他

食味や栄養面で優れていると
思うから

環境保全に貢献したいから

農村地域の活性化に貢献
したいから

健康上の理由から化学肥料や農薬
を使用していない農産物を必要と
するため

そ　の　他

無　回　答

一般の農産物とは違うもの
を購入したいから

農村での生活や農業体験を通しての
野外における教育の場としての役割

水資源を貯え、土砂崩れや洪水
などの災害を防止する役割

伝統文化を保存する場としての役割

保健休養などのレクリエーションの
場としての役割
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出典：農林水産省「有機農業をはじめとする環境保全型農業に関する意識・意向調査」（H19.11）
※本調査における「環境に配慮した農産物」とは「有機農業により生産された農産物」のことをいう。
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元気な農業・農
農村の農地・水を活かした農村の農地・水を活かした
魅力ある農産物の安定供給に向けて魅力ある農産物の安定供給に向けて
農村の農地・水を活かした
魅力ある農産物の安定供給に向けて

生産の効率化を目指した水田
リノベーション 中樹林地区（北海道 空知支庁）1

○水位調節装置と暗きょ管
等を組み合わせて、暗きょ
排水と地下かんがいを両
立する新たな技術です。

○作物に適した地下水位を
維持でき、収量の向上が
期待できます。(大豆の収
量が約2倍になる実証試
験結果もあります。)
　また、水管理を大幅に省
力化できます。

○大区画ほ場整備（前後）の比較

水稲における生産費の削減

出典：北海道開発局調べ

出典：北海道開発局調べ

○システムの仕組み

資料提供：（独）農研機構　農村工学研究所

整備前（平均区画：30～50アール）

整備後（平均区画：160～360アール）

30アール×12筆 360アール×1筆

事業前 事業後
■田植え　■水管理　■収穫

（hr/ha）
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0-
事業前 事業後

115

92

（千円 /10a）

高収益性作物の導入による
新たな畑作農業の展開

○新規作物として導入された
　 アスパラガス

写真提供：津南町写真提供：津南町
写真提供：津南町写真提供：津南町

○特に、にんじんについては、整備された畑地は排水条件が
良く、除雪作業もしやすいことから、「雪下(越冬)にんじ
ん」の栽培が新たに取り組まれ、地域の特産物となってい
ます。

2

3

○地域の特産品「雪下にんじん」

苗場地区（新潟県）

主要野菜の販売額の割合(%)

出典：津南町平成20年度農林水産統計

○ハウスでのいちご栽培
○あまおう

「あまおう」の栽培は、
県内の各地で行われて
います。

出典：聞取り調査による

筑後川下流地区での取組筑後川下流地区での取組

写真提供：津南町
写真提供：津南町

筑後川下流地区での取組

出典：農林水産省広報誌「aff」
「あまおう」輸出量の推移
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出典：福岡県生産流通課資料

32.9その他
49.9

アスパラガス

17.2

にんじん

○本地区は、河岸段丘に広がる用水源に恵まれない地域でし
たが、農業を基軸とした産業振興を図るため、国営事業によ
り用水源の確保とともに、畑地の開発などが行われました。

○かんがい施設により水手当が完備された畑では、多様な
畑作物の導入が可能となりました。

○こうした畑地では、経営規模の拡大や収益性の高いアス
パラガス、にんじん等の生産が中心となっています。

国内いちご
輸出量の８割を
占めています。

スプリンクラーの設置

※２品目で総販売額の約半分
　を占めている

給水バルブ

写真提供：北海道開発局

○本地区は、水稲、小麦等を中心とした農業地域でしたが、区画は30～50a
で、大型機械の効率的な利用が困難でした。
　また、水はけが悪く作付けできる作物が限られていました。

○国営事業によって、ほ場の大区画化や先進技術を使った地下かんがい排水
システムの導入などの整備が行われました。

○こうしたリノベーションによって、本地区の水田は「高規格の水田装置」へ
と生まれ変わり、稲作の労働時間、生産費の大幅な縮減や収益性の高い野
菜の生産拡大が図られています。

生産装置としての水田の高規格化

地下かんがい排水システム 基幹排水施設と大豆作付状況

※大豆は、北海道東部の稚内、根室周辺や
　沖縄を除いてほぼ全域で栽培されています。

主に水田における
大豆の産地

主に畑における
大豆の産地

基幹排水施設が整備された地域では、
大豆の産地が形成されています。

コラム

○収穫作業 主な作付面積の推移

稲作労働時間の変化

50-

40-

30-

20-

10-

0-

10.1

31.2

3.5
2.5
3.7

9.0

※「雪下にんじん」は、雪の下で越冬させることで、臭みが消え甘みが増します。多雪地域の本
地域に適しており、「雪味にんじん」や「雪割にんじん」とも呼ばれています。

ブランド化と輸出促進
筑後川下流地区ほか（福岡県）

○かんがい用水が確保され、ほ場整備が行われた農地は、
いちごの施設栽培等に利用されています。

○近年、開発された新品種「あまおう」の生産が拡大してい
ますが、基盤整備はこうした新品種に対して、良好な生産
条件の確保に寄与しています。

○「大玉で食味がよい」のが特長で、高級果実として主にア
ジアの富裕層、中間層の人気を獲得し、輸出が増えてい
ます。
　最近では、ロシアでも好評を博しています。
・『あまおう』という名称は、「あかい」「まるい」「おおきい」「うまい」の４つの単語の頭文字をとった
ものです。
・知的財産保護のため、商標登録2002年、品種登録2005年（福岡S6号）をして、福岡県内
のみで生産することによる差別化を図っています。

国営事業を契機とした新たな農業経営

気候を活かした産地づくり

イチゴの産地化に対する基盤整備の寄与

アジア地域への輸出の拡大

ある農家の経営規模の変化

（ha）

田　　　畑
■事業前　■事業後
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0-

0.5
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0.9

8.5

65％減

92％減
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約20％減

基幹水利施設
排水受益

凡例
大豆作付面積（ha）

（ha）
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160

71
55

33

■ H12　■ H18

出典：北海道農林水産統計年報（市町村編）

キャベツ ネギ

2.3倍増

1.7倍増

用水時

用水の流れ

洗浄時吸水孔
地下吸水孔

水位管理器

水位管理器

洗浄用接続パイプ
幹線パイプ 水位制御器

接続パイプ

用排水ボックス

支線パイプ

排水時



村をめざして
豊かな自然環境・景観の保全、豊かな自然環境・景観の保全、
安全・安心な農村づくり等を通じた農村の振興安全・安心な農村づくり等を通じた農村の振興
豊かな自然環境・景観の保全、
安全・安心な農村づくり等を通じた農村の振興

6 小水力発電を利用した維持管理費の節減　　
安積地区（福島県）

○農業用水路を利用した小水力発電の
　　イメージ

水路の落差
を利用

発電機

7

地域共同活動との連携による
環境保全型生産基盤づくり琵琶湖周辺（滋賀県）　

渡良瀬川中央地区（群馬県・栃木県）

4

5

写真提供：滋賀県写真提供：滋賀県写真提供：滋賀県

○住民参加の維持管理活動　　

　　（芝桜の植栽と除草作業）

○水路の防護柵に間伐材を

　　利用

○地下水循環型の水路

○農地の湛水被害 ○水路の拡幅

○水路から溢れた水を一時的に貯留する遊水池の設置

「魚のゆりかご水田プロジェクト」の
取組推移

写真提供：滋賀県

○堰上げ式水田魚道

○地域住民による魚道の設置

写真提供：滋賀県 出典：滋賀県調べ

「魚のゆりかご水田米」作付面積（ha）
「魚のゆりかご水田」実施面積（ha）
（堰上げ式水田魚道設置）
実施地域数（箇所）
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○魚のゆりかご
　　水田米

渡良瀬川中央地区（群馬県・栃木

○農○農地の地の湛水湛水被害被害 ○水

○水路から溢れた水を一時的に貯留

写真提供：滋賀県写真提供：滋賀県写真提供：滋賀県

農業用水を利用したクリーンエネルギーの創出による低炭素化

○農業用水路には、水力発電を行うことのできる落差や調圧施設が数多くあ
ります。小水力発電を導入することで、次のようなメリットがあります。

・発生した電力は営農に必要なポン
プや水路、ダムなどの管理・運転の
ための電力として利用しています。

・純国産のクリーンエネルギーとし
て、二酸化炭素排出を減少させ、地
球温暖化対策に貢献できます。

○国営事業による農業水利施設の更新に併せて、水路
の落差（約90ｍ）を利用し、出力2,230kwの小水力
発電が整備されました。

○年間7,800Mwhの発生電力は、農業水利施設等で
利用されることにより、維持管理費の節減に寄与し
ています。これにより、年間ドラム缶9,000本分の原
油を節約し、年間4,300トンの二酸化炭素の排出を
減らしています。

安積地区における小水力発電の取組

維持管理費の節減 ＣＯ２の削減に貢献

Q=3.2m3/s

発電所への管路

大久
保川

H=87.3m

バイオマスを活用した資源循環の取組
宮古島（沖縄県）

地域資源を利用した循環型社会の形成

○循環型社会とは、環境への負荷を減らすため、自然界か
ら採取する資源をできるだけ少なくし、それを有効に使う
ことによって、廃棄されるものを最小限に抑える社会のこ
とをいいます。

○家畜排せつ物や生ゴミ、木くずなどの動植物から生まれ
た再生可能な有機性資源のことをバイオマスといいます。

○島外に依存しているエネルギーを低減し、環境
に優しい地域循環型社会の構築を目指し、平
成19年3月に「宮古島バイオマスタウン構想」
を策定しました。

○島内の泡盛酒造メーカーは発生する蒸留かす
約5,200トン（島内発生量の67％）をメタン発
酵させ、ボイラー燃料に利用し、年間約130トン
の原油使用量削減を目標に取り組んでいます。
また、メタン発酵後の消化液は液肥化し、農地
へ還元しています。

宮古島におけるバイオマス利活用の取組

○島内の泡盛酒造メーカーの取組

○循環型社会のイメージ

沖縄本島

○流域開発に伴う排水量の増加等により、農業水利施設
の排水能力が不足しており、農地の湛水被害が生じてい
ます。

○水路の拡幅等の改修や水路の通水量を超えた水を一
時貯留する遊水池を設置し、洪水被害の緩和を図ってい
ます。

○水路改修の際、周辺の景観に配慮しつつ、水生動物等の
生育調査を行うなど生態系に配慮する改修を行ってい
ます。また、遊水池法面の植栽・除草作業を地域住民の
参加により行っています。

都市化・温暖化に対応した
安全・安心な地域づくり

○かつては琵琶湖から水田に魚が遡上し、水田は産卵の
場及び稚魚が育つ「ゆりかご」となっていました。

○このような環境を取り戻すため、「魚のゆりかご水田プ
ロジェクト」として、水田魚道の設置や除草剤の使用制
限等の環境に配慮した営農が推進されています。

○こうした取組により生産され、県の認証を受けたお米は、
「魚のゆりかご水田米」のブランド名で販売できます。

○平成19年度からは、「農地・水・環境保全向上対策」を利
用し、「魚のゆりかご水田プロジェクト」の取組が進めら
れており、取組地域数や面積が増えつつあります。「お魚
観察会」や「水田オーナー制度」などの交流活動により、
「魚のゆりかご水田」の認知度は徐々に高まっています。

環境保全型農業を支える
基盤づくりとブランド米

農地・水対策を通じた地域ブランドの推進

環境変化に伴う湛水リスクの増大

地域住民の参加による環境配慮

出力
2,230kw

ボイラー燃料として利用
年間130t燃油削減

液肥の
農地還元

農地（さとうきび）

メタン発酵施設残　渣

焼　酎

工　場

メタンガス
利用

メタンガス


