
●本事業では３つの排水機場と約５ｋｍの排水路を整備することにより、地区内の
湛水被害の発生を防止（これらの施設は平成１９年度までにすべて供用済み）。

政策目標政策目標 ４．農業災害の防止と安全・安心な地域社会の形成への貢献

－１１－

事業の概要 事業の実施状況と効果

○目 的
本地区は信濃川と中ノ口川に囲まれた輪
中地帯であり、約5,200haの農地を有する
農業地帯。また、地区内標高はﾏｲﾅｽ1mか
ら最高6m程度と極めて低平であり、地域
の排水は排水機場に依存している。
本地域は地盤沈下の進行や工場、住宅
等の増加に伴い、排水施設の機能の低下
により湛水被害が発生。本事業ではこのよ
うな排水施設の機能を回復・強化し、災害
の未然防止を図ることとしている。

○概 要
事業名 国営総合農地防災事業
事業地区名 白根郷地区
所在地 新潟県新潟市、加茂市
事業工期 Ｈ６～Ｈ２０
受益面積 5,217ｈａ
主要工事 ・排水機場 ３箇所

・排水路 ４．９km

⑪排水機能の強化による広域的な湛水被害の防止（国営総合農地防災事業【白根郷地区】）

平成１０年の集中豪雨による湛水区域

キーワード：湛水被害防止

湛水範囲

湛水予想範囲

受益範囲

受益範囲

(920ha)

(農地5,217haを含む)

(農地5,217haを含む)

(0ha)

排水機場等の整備後の予想湛水区域

排水機場等の整備前の湛水状況

中部排水機場 白根排水機場萱場排水機場

0m3/s→28.0m3/s(新設) 17.1m3/s→43.0m3/s(増設) 37.7m3/s(改修)

平成1０年８月、２４時間雨量が約90mm
の集中豪雨により、本地区受益農地
5,217haの約20%（920ha)が湛水。

排水機場等の整備により、平成１０年
８月と同程度の降雨でも湛水被害発
生の恐れなし。

排
水
路

排 水 路

シロネゴウ



○ハード整備を補完するソフト対策により、
災害の未然防止と災害発生時の被害
を軽減。

政策目標政策目標 ４．農業災害の防止と安全・安心な地域社会の形成への貢献

－１２－

⑫ハザードマップを活用した平時からの防災情報の共用と適切な管理による減災対策（京都府京丹後市）

○ため池が決壊した場合の被害想定範囲や避難経路等を示したハザードマップ、緊急連絡体制等を整備し、地域住民に周知。

取組の概要

ハザードマップと緊急連絡体制 ため池の適切な日常管理と緊急時の対応

取組の効果

キーワード：減災、ハザードマップ

京丹後市福井谷池 防災マップ（緊急時編）
福井谷池が決壊するおそれがある場合の対応を紹介します

0772-○○-○○
0772-ＸＸ-ＸＸ



家畜排せつ物処理施設等の整備により、
畜産環境問題が解消されるとともに、地域
で発生する年間３万３千トンの家畜排せつ
物をたい肥化し、草地や耕種農家のほ場に
還元、資源循環型農業が確立。

政策目標政策目標 ５．循環型社会の構築に向けた取組

－１３－

事業の概要

事業名 畜産環境総合整備事業
（畜産環境総合整備統合補助事業）

事業地区名 上北中部地区
所在地 青森県十和田市、七戸町
事業工期 Ｈ１７～Ｈ１８
事業内容 ・草地等造成整備 1ha

（還元農地面積 826 ｈａ）
・水質汚染防止基盤 506m2
・家畜排せつ物処理施設
たい肥舎 6棟 等

事業の効果

事業の実施状況

○本地区では、家畜排せつ物法施行後も、簡
易処理施設により対応している例が多く、
周辺住民等への畜産環境問題が残されてい
た。一方で、地域におけるたい肥の需要が潜
在的に大きいことを踏まえ、良質たい肥を生産
するための家畜排せつ物処理施設等を整備し、
資源循環型農業を推進。

⑬家畜排せつ物の良質たい肥の生産による資源循環型農業の推進（青森県十和田市他） 【畜産環境総合整備事業】

たい肥舎（鉄骨造）

強制発酵施設（縦型スクリュー攪拌機）

草地造成改良
（還元用草地）

隔障物整備
（還元用草地と一体的な柵の整備）

(肥育豚1,050頭、肥育牛220頭)
た い 肥 舎（1,718.72㎡）

耕種農家
たい肥舎（1,389.32㎡） 製品保管（329.4㎡）

原料糞尿 モミガラ 14,255㎏/日

10,835kg/日
地区内 121ha

11,045㎏/日 1,605㎏/日 ↓ （発酵処理）

4,031t/年 オガクズ 10,835kg/日 3,955t/年
（水分 88％） 1,605㎏/日

150日 40日
14,255㎏/日

（水分72％） 水分 72 → 60％ 水分 60％

キーワード：家畜排せつ物の循環利用

事業参加者の一例



政策目標政策目標 ５．循環型社会の構築に向けた取組

⑭農業集落排水汚泥のコンポスト化による農地還元（岐阜県中津川市）【農業集落排水事業】

キーワード：農業集落排水汚泥リサイクル

○中津川市には上記地区の他に、川
上地区（コンポ菜花良）、田瀬地区
（田瀬コンポ）で汚泥肥料を製造。

事業の概要

事 業 名：農業集落排水事業
地 区 名：坂本北部地区
計画処理人口：２，７９０人
事業工期：Ｈ６～Ｈ１４
主要工事：資源循環施設、処理場、

管路一式
肥 料 名：夢コンポ

坂本北部クリーンセンター（夢ひろば２１）

－１４－

事業の効果

■岐阜県中山間農業研究所で試験
栽培を行い、野菜、花き、水稲にお
けるコンポストの使用方法をまとめ
た汚泥コンポスト利用ハンドブック
を作成し配布。

■地元の小学生を対象とした環境教育を実施。処理場の見
学と汚泥肥料を使った花の鉢植えを体験。実際に汚泥肥
料に触れることで匂いや品質を体感。

■「夢コンポ」は、化学肥料と比べて遜色なく、遅効性であるた
め元肥として土づくりに適している。（中山間農業研究所）

■ネギやイチゴ、トマトの出来が非常に良く、市場で好評。土
が軟らかくなり良い土が作れる。（農家）

トマト収量比較（試験栽培結果）
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化成肥料

ｺﾝﾎﾟｽﾄ

農業集落排水汚泥をコンポスト化して農地還元し、循環利用100％達成

■化成肥料と同等の生育・収量が得
られた。

トマト収量比較（試験栽培結果）



○ 町内で発生する集落排水汚泥や
家畜排せつ物、生ごみなどのバ
イオマスを「日田市バイオマス資
源センター」に収集し、メタン発酵
によるガスを電力や熱に変換しプ
ラント自立エネルギーとして利用
し、余剰電力は電力会社に売電。

○さらに、発酵残さを堆肥・液肥とし
て、地域の米、麦、白菜等の葉物
野菜農家等に提供し、農地に還
元し、地産地消の農産物として販
売。それにより、地域のバイオマ
ス資源を循環。

農業集落排水施設

（参考）バイオマス変換施設

政策目標政策目標 ５．循環型社会の構築に向けた取組

－１５－

取組の概要

事業名 農業集落排水事業
事業地区名 三ノ宮地区

大明地区
事業工期 Ｈ6～Ｈ17
計画処理人口 約4,080人

取組状況

⑮農業集落排水汚泥等のエネルギー化による地域資源の循環（大分県日田市）【農業集落排水事業】

キーワード：農業集落排水汚泥リサイクル

農地

水田（水稲）

畑（麦、野菜、果樹)

○メタン発酵施設

畜産農家

家畜排せつ物
約50t/日

液肥約2,500t/年
堆肥 約250t/年○堆肥化施設

電力/熱 約120万kWh/年

バイオマス変換施設

事業名 バイオマス利活用フロ
ンティア事業（バイオマ
スの環づくり交付金）

事業工期 Ｈ16～Ｈ17

＜日田市バイオマス資源センター＞

生ゴミ
約24t/日

一般家庭

集排汚泥
約6t/日

農業集落排水施設

発酵槽 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ

ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞｰ
液肥貯留槽

電力会社

余剰電力を売電

米 麦

農産物

販売・（給食センター利用）

野菜･果樹

農地還元

売電

ヒ タ シ



モニタリング調査により
魚類・貝類の生息
環境が保全されて
いることを確認

施設名 モニタリング調査結果

排水路
・植物の繁茂により、自然な河道が形成
・着手前と類似した魚類・貝類の生息環境を確認

階段式
落差工

・遡上する魚種の確認
・遡上が可能な施設である

魚巣
ブロック

・ブロックから植生が発達し、蛇行した自然な河道の形成
・土砂が堆積したブロックにおいても内部に空間が確保され、洪水時に避難場所として利用

政策目標政策目標 ６．自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環境の創造

－１６－

事業の概要

事業名 国営農地再編整備事業
事業地区名 いさわ南部地区
所在地 岩手県奥州市
事業工期 Ｈ１０～Ｈ２１
受益面積 1,100ha
主要工事 区画整理 1,090ha

農地造成 10ha
排水路 4.3km
幹線道路 6.5km

事業の効果

事業の実施状況

○地区内の農業は、所有耕地が分散し、生産
性の低い未整備や小区画水田であるため、
隣接する未墾地と再編整備する区画整理等
を、景観・生態系に配慮しつつ一体的に整備。
高生産性農業の展開可能な生産基盤を形
成するとともに、担い手への農地集積による
経営規模の拡大と経営の合理化を図る。

⑯生態系に配慮した田園空間の整備（国営農地再編整備事業【いさわ南部地区】）

地区概要

整備後

原
川
排
水
路

細
入
川
排
水
路

原川排水路現況

●原川下流部は豊かな生態系が確認されたことから、現況のま
ま保全し、洪水時の流量に対応するため、細入川排水路をバ
イパス水路として新設。

二面装工水路二面装工水路

●排水路底面は魚の生息環境を考慮し、
土砂のままとし、側壁には魚巣ブロック
を設置。

当 初 モニタリングにより改良
（隔壁天端に欠溝を設置）

※※ 平水流量で設計平水流量で設計 ※※ 小流量時にも対応小流量時にも対応

●水辺環境ネットワークを確保し、階段式落差工を設け、魚
の移動経路を確保。

ブロック積
魚巣
ブロック

キーワード：生態系保全



政策目標政策目標 ６．自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環境の創造

－１７－

事業の概要

事業名 ほ場整備事業
（担い手育成型）

事業地区名 下沢引田地区
所在地 栃木県鹿沼市
事業工期 Ｈ９～Ｈ１５
受益面積 49ha

事業の効果

事業の実施状況

○地区内の延長約２ｋｍの水路にはシマドジョ
ウ、キンブナ、タモロコなどの多様な魚類が生
息していたことから、ほ場整備に際し、一部は
現況保全として回避するとともに、整備を行う
区間については、魚類の遡上に配慮した落差
工を設置。
この取り組みにより、事業完了後の現在にお
いても水路と水田との水のネットワークが保た
れている。

⑰水のネットワークを活かしたほ場整備の実現（栃木県鹿沼市）【経営体育成基盤整備事業】

豊かな自然に囲まれた下沢引田地区

フトン篭を利用した魚道落差工

魚道隔壁を設置したボックスカルバート工

－ 水路と水田との「水のネットワーク」を構築－

●モニタリング調査により 生

態系保全工法の検証を実施
→魚類の生息を確認

水路落差の軽減
により魚類の遡上
を可能としました

工事後に捕獲した魚(標識放流魚を含む)

目 科 属 種 尾数
コイ目 コイ科 フナ属 キンブナ 19

オイカワ属 オイカワ 1
カワムツ 11

ウグイ属 ウグイ 16
タモロコ属 タモロコ 90

ドジョウ科 ドジョウ属 ドジョウ 1,659
シマドジョウ属 シマドジョウ 7

ナマズ目 ギギ科 アカザ属 アカザ 2
カサゴ目 カジカ科 カジカ属 カジカ 3
３目 ４科 ８属 ９種 1,808

（※H14. 5/10～6/26）

キーワード：生態系ネットワー
ク

カ ヌ マ シ



政策目標政策目標 ７．個性ある美しいむらづくり

－１８－

⑱農業集落排水施設の整備による地域環境の改善（滋賀県余呉町）【農業集落排水事業】

キーワード：地域環境の改善

○ 整備前は、生活雑排水が流れ込み不衛生であった集落内の水路も、農業集落排水施設の
整備により水質が改善され、悪臭やハエの発生が解消された。

○ 地域の住民からは、「水洗トイレとなり快適となった」、「衛生面で生活環境がよくなった。悪
臭やハエが少なくなった」、「集落のイメージが良くなった」、「孫が帰省したときに喜んでいる」
と、大変喜ばれている。

○ 地域活動の一環として、子供たちのための生物観察会を開催している。

事業の概要 事業の効果

事業の実施状況

○ 余呉町は、19集落のうち18集落
（11処理区）において農業集落排
水事業を実施し、平成16年に汚水
処理施設整備率100%を達成（うち、
農業集落排水99.2%）

○ 町内を流れる余呉川沿いの集落
においては、東野地区が平成2年度
に事業着手して平成7年度に完了し、
順次平成16年度までに全5地区の農
業集落排水施設を整備

余呉町

片岡南部地区

中河内地区

水質観測地点

余呉湖

椿坂地区

小谷・柳ヶ瀬地区

東野地区

余呉川

片岡南部地区

【整備後】

生活環境の改善

公共用水域の水質改善 余呉湖導水路の水質
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水
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水質の変化

【整備前】

水面に泡が立ち水質が悪い 子供たちによる生物観察生活雑排水が流れなくなりきれいになった水路

○ 余呉川沿いの全集落が農業集落排水
事業により順次整備されたことにより、放
流先の余呉川の水質が改善された。

ヨゴチョウ



政策目標政策目標 ７．個性ある美しいむらづくり

－１９－

事業の概要

事業名 農村振興総合整備事業
事業地区名 三野川西地区
所在地 香川県三豊市
事業工期 Ｈ７～Ｈ１６
主要工事 ・ほ場整備 31ha

・農業集落道 2.3km
・農業集落排水路 1.2km
・農村公園 1箇所

事業の実施状況と効果

○ ほ場整備により生産性の向上と経営規
模の拡大を図り、また、新規住宅用地や
農村公園用地の創出・整備、農業集落
道整備を行い、地域の活力ある発展に
資する。

⑲生産基盤と生活環境の一体的整備による農業振興と地域の活性化（香川県三豊市）【農村振興総合整備事業】

事業着手前の状況

キーワード：地域活性化

一
体
的
整
備

○定住人口が150人新たに増加(H16~現在)し、
自治会活動が活発化
○道路が広がり通学通勤、緊急車両進入が可
能となったことで安全・安心の確保
○農村公園を利用した交流活動 （広場での農
作業体験を通じた三世代交流）が新たに始ま
り毎年継続

「農業振興と地域の活性化」が図られた

ほ場整備

農業集落道整備

農業集落排水路整備

住宅用地整備

●大型機械の導入による経営の
省力化・合理化（平均区画10ａ→30ａ）

○ほ場整備､農業集落道整備により経営規模拡大
（約２倍）、 労働時間短縮（水稲で約５割、レタスで約２割）
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●新規住宅用地（40区画）の確保に
より秩序ある土地利用を図る

●大型農業機械乗り入れや車両すれ
違いを可能とする(全幅2.5m→5.0m)

●集落排水路の断面確保と暗渠化に
より湛水被害解消、隣接道路幅員を
広げ車両通行を確保する

農村公園整備

●地域住民の憩いの場・ふれあい
の場を確保する

事業実施前(H7)
現在(H18）

事業実施前(H7)
現在(H18）

事業実施前(H7)
現在(H18）

水田の経営規模(ha)

水田の労働時間（時間／ha）

レタスの労働時間（時間／ha）
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農業者 農地・水路・農道全般に関する活動

農事組合 農地・水路・農道全般に関する活動

水利委員会 用水管理・水路整備など

行政区 環境美化活動・農道整備・水路清掃など

JA女性部 ゴミ拾いなどの環境化活動や植栽など

子供育成会 環境化活動や植栽・生きもの調査など

青年会 ゴミ拾いなどの環境化活動や植栽など

消防団 洪水時の対応や水路の清掃

JA会津いいで 指導助言・資材機材貸与等

会津北部土地改良区 指導助言・資材機材貸与等

共同活動を実施するにあたっての実施計画の打合せ、役割分担・資材計画等の打合せ、
共同活動実施後の反省会等を通じて、老人から子供、農家と非農家、各世代の多様な
人々のコミュニケーションが図られ、地域の結束がより強くなった。

政策目標政策目標 ７．個性ある美しいむらづくり

－２０－

事業の概要

事業名 農地・水・環境保全向上対策
地区名 喜多方南部地区
所在地 福島県喜多方市
実施年度 Ｈ１８

活動組織構成員
・農業者 26人 ・非農業者 36人
・農業団体 7団体 ・非農業団体 7団体
協定対象
・田 66.9ha ・畑 3.4ha
・開水路 19,382m ・農道 8,335m

事業の効果

事業の実施状況

○当地域では、農業者の減少や高齢化・混住化が進
むにつれ、集落機能が低下し、今後の管理水準の
低下が懸念。
昭和30年～40年代の農村地帯における【結い】

の精神が強い集落機能の実現を目指し、共同活動
を実施。

⑳多様な主体が参画した共同活動により集落機能の維持・発展（福島県喜多方市）【農地・水・環境保全向上対策】

構成員と役割分担

●地域リーダー（担い手農家） ●実施計画の打ち合わせ ●共同作業による進入路の改修

●カバープランツの植栽 ●田んぼの生き物調査 ●水質調査

キーワード：地域活性化



政策目標政策目標 ７．個性ある美しいむらづくり

－２１－

事業の概要

事業名 中山間地域等直接支払制度
所在地 熊本県球磨郡球磨村
協定名 松谷地区
協定面積 9.7ha（田7.6ha、畑2.1ha）
協定参加者 26人

棚田を活用した地域活性化

○協定締結の背景
・棚田百選に選ばれるほど美しく歴史の
ある棚田を有する集落であるが、過疎
化・高齢化が進むなか、住民は集落の将
来に不安を抱えていたことから「全員参加
による棚田保全」を目標に集落協定を締
結。

○特徴的な取組
・景観作物の作付け等により、耕作放棄の

発生防止と農用地の有効利用を図り、それ
らを活用した都市住民との交流事業等を積
極的に行い集落の活性化を図っている。。

○その他の取組
・農地の耕作・管理（9.7ha)
・水路（4km)、道路（2km)の管理
・農地法面の点検
・景観作物（ヒマワリ）の作付
・担い手への農作業の委託（目標1ha）

都市住民等と連携した棚田保全による創意工夫を活かした集落づくり（熊本県球磨郡球磨村）
【中山間地域等直接支払制度】

●都市住民と笑顔の交流

（ウォーキング後）

○ 集落の垣根を越えて、都市住民の理解を得つつ、棚田保全を通じて地域を活性化

キーワード：地域活性化

松谷棚田

○ 都市住民及び他集落と連携して「花いっぱいボランティア運動」を開催

活動事例

●都市住民も参加して

ヒマワリの播種作業

●花いっぱいボランティア

運動の参加者

○ ＪＲ九州と連携し「棚田ウォーキング」を開催

参加者

２００人（H17）

３５０人（H18）

■効果

参加者

１２０人（H17）

１７０人（H18）
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住民参加ワークショップによる地域の景観の保全

政策目標政策目標 ７．個性ある美しいむらづくり

－２２－

事業の概要 事業の実施状況

○農業用水路等の更新・整備に合わせて、か
つて農業用水が有していた環境・景観・生
活等の機能を復活させるとともに、農家だ
けでなく地域が協働で取り組む体制づくり
を進める。

住民参加による快適な農村景観の保全・美しい景観づくり（国営農業用水再編対策事業【新湖北地区】）

●ワークショップでの水環境調査 ●グループで検討 ●ワークショップに基づく整備

地区概要

 整備
前

整備
後

周辺景観と調和した水路、揚水機場の改修

整備
前

整備
後

キーワード：美しい景観づくり

事業名 国営農業用水再編対策事業
（地域用水機能増進型）

事業地区名 新湖北地区
所在地 滋賀県長浜市他
事業工期 Ｈ１０～Ｈ１９
受益面積 4,720ha
主要工事 ・頭首工改修１ヶ所

・揚水機場新設１ヶ所
・用水路改修８７Km
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