
第４章 農業水利を巡る情勢 

１．課題整理に当たっての考え方 
 

農業水利は、農業用水の安定供給を通じた農業の持続的な発展や、水の共同利

用等を中心として形成された農村の振興を図る上で重要な役割を果たしており、

我が国の食料の安定供給と農業・農村の多面的機能の発揮に不可欠な国民的資産

（社会共通資本）となっている。 

農業用水は、先人達が長い年月と膨大な労力や資本を投下して整備してきた社

会資本たる「農業水利施設」と、これとともに構築されてきた制度資本たる「水

利秩序や農業者を中心とする管理体制」によって、安定的に供給されてきた。ま

た、水田農業は、自然資本である「水」の恵沢を受ける一方、営為によるかんが
．．．

い
．
を行うことで、地表水と地下水を通じた水循環系をつくり出し、あたかも自然

の一部であるかのように、自然資本としての「水環境」を形成している。 
 

しかし、第２章、第３章で紹介したように、①農村社会の変容、②農業構造の

変化、③農業生産と用水需要の変化、④農業水利施設の老朽化の進行など、農業

水利を巡る情勢は変化している。 

農村社会や農業構造の面からは、社会経済の変化とともに、農村における非農

家の増加や過疎化などの農村社会の変容が進むとともに、農業者の高齢化と農地

利用集積の進展など農業構造の変化も生じている。これらは、農業用水の管理や

農業水利施設の保全等と密接に関連するものである。 

また、農業生産の面からは、水稲品種の変化に伴う作付時期の変化、新規需要

米の導入など水田の利用形態の変化が見られる。さらに、地球温暖化に伴う高温

障害対策の必要性が増している地域も少なくない。このような生産活動と水利用

とは密接に関連し、相互に影響を及ぼす。 

さらに、今後は、耐用年数を迎える農業水利施設が年々増加することから、既

存ストックを良好な状態で将来に継承していくことが求められており、老朽化し

た施設の更新や施設の長寿命化のための補修・補強等の重点化を図りつつ、これ

らを効率的に進める必要がある。 
 

本章では、これら農業水利を巡る情勢に的確に対応し、農業水利の果たす機能

を将来にわたって引継ぐための、関係者による検討の手がかりとすることを目的

として、その課題をとりまとめた。 

課題への対応に当たっては、農業水利が社会資本、制度資本及び自然資本の側

面を有していることを踏まえるとともに、①農業水利施設の適時適切な更新整備

を行いつつ、既存ストックの有効活用を図る必要があること、②農業水利は地域

の理解と合意に基づいて形成され、地域毎に多様性を有していることから、水利

秩序等に係る課題には地域関係者が主体的に取り組む必要があること、③農業水

利は健全な水循環を構築する上で極めて重要な役割を果たしていること等に留意
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し、適切に対応することが重要である。なお、農業水利の態様は、地域の自然的、

経済的、社会的条件により多様であるため、引き続き地域毎の特性や実態を捉え、

幅広く農業水利を検討していくよう努めることが重要である。 
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○食料安定供給 ○農業の持続的な発展 
 
○農村の振興  ○多面的機能の発揮 

○ 近年、農村地域社会や農業構造な
ど農業水利を取り巻く情勢が変化。 

 
 
○ 変化に的確に対応した農業水利の

果たす役割を将来にわたって継承
する必要。 

 

～農業水利の特徴～ 
 

農業水利は、長期をかけて築いた農業水利施設のストックと水利秩序や管理体制とが一体を
なして形成されたものであるとともに、あたかも自然の一部のように水循環系の重要な構成要
素ともなっており、次のような特徴を有している。 

 
① 農業水利は、農業生産のために、水を貯留し、取水し、分水し、各ほ場に引水して利用

し、河川等へ排水する一連の行為と、これを支える農業水利施設等と、人、組織、秩序
等の総体である。 

 
② 農業水利施設は、農業者の膨大な労力と資本投下、土地改良事業の実施により、長期を

かけて形成されてきた食料安定供給に不可欠な「社会資本」であり、約 40万 kmの農業
用用排水路、約７千箇所の基幹施設（ダム、頭首工、機場等）など、32兆円に及ぶス
トックを形成している。 

 
③ 農業水利は、農業水利施設の整備とともに、歴史的経緯の中で幾多の紛争も経ながら社

会的承認のもとに確立された水利秩序と、管理組織などからなる「制度資本」によって
支えられており、その具体的内容は地域ごとに多様な独自性を有している。 

 
④ 農業水利は、「自然資本」である水の恵沢を受ける一方で、その一連の営為により、編

み目のような用排水路網を通じて広大な農地を潤しつつ、地表水や地下水の水の流れを
作り出し、健全な水循環系の重要な構成要素となっている。また、営為により水が循環
する中で、あたかも自然の一部のような様相を呈しつつ、良好な水辺環境を創出し、地    

下水の涵養などの多面的機能を発揮している。 

 

⑤  

 

 

 

 

自然資本  
・水環境 
・生態系など 

制度資本注１） 
 
・水利秩序 
・管理体制など 

農業水利 

社会資本 
 

・農業水利施設 
・農地など 

              
【制度資本】 
課題：農村社会の変容、農業構造の変化  

【制度資本、社会資本】 
課題：農業用水の需要変化への対応  

【社会資本】 
課題：農業水利施設の老朽化と保全等  

【自然資本】 
課題：健全な水循環と多面的機能の発揮   
※本課題は、各項目に跨がるものもあるが、
より関係の深い項目に分類している。 

 

社会共通資本である農業水利を巡る
課題を次の項目で整理 

図 103．農業水利の特徴と課題 

注１）制度資本には、農業の持続的発展や農村振興を高める機能として近年注目されている「農村協働力」（農村、あるい
は農村と都市の複数の主体が、農村の活性化のための目標を共有し、自ら考え、力を合わせて活動したり、自治・合
意形成などを図る能力または機能）も含まれている。 
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２．農業水利を巡る課題 
 

次の課題１から課題５は、前章までの調査結果や事例をもとに、農業水利を巡

る状況、現時点での課題、対応方向等を整理したものである。 

 

 

【課題１】農村社会の変容への対応 

〈構造変化に対応した持続可能な管理体制の構築〉 
 

○ 我が国の農業水利施設は、貯留施設、取水施設、配水施設、排水施設等で構

成されており、水路形態等に応じた重層的な管理体制を土台とし、規模が大き

く関係者が多数に及ぶ頭首工や幹線水路等の基幹施設は地方公共団体や土地改

良区が、支派線水路等は農業者による水利組織（任意の水利組合等）や集落が

管理しており、農地への取水は農業者が行っている。 
 

○ これらの農業水利施設の管理は、地域の多数の農業者によって支えられてき

たが、農業者の高齢化、農家数の減少、農地利用集積の進展に伴う大規模経営

体の増加など農村社会の変容が進行しており、農業用水の管理にも様々な影響

を及ぼすようになっている。 
 

○ 今回の現地調査においても、集落や農業者の水利組織が管理を担ってきた水

路では、入作農家や土地持ち非農家の増加、集落機能の低下などにより、末端

まで水が十分に届かない事例や、担い手に水路の泥上げや配水操作等の過重な

負担がかかっている事例があった。また、集落や農業者の組織による配水操作

が困難となったために土地改良区が管理を担わざるを得ず、費用負担も含めた

土地改良区の運営上の負担が増加したり、土地改良区の限られた人員で適時の

配水操作が難しくなったりしている事例があった。さらに、地域排水の役割を

担っている農業水利施設では、宅地化が進むにつれ、流入する水が増え、溢水

させないために水門操作等が複雑になっている事例があった。 
 

○ 渇水時においては、限られた水を公平に分け合うために、基幹施設から末端

施設まで、重層的な管理体制のもと土地改良区や多数の農業者が多大な労力を

かけて番水を行ったり、節水のための配水操作を行ったりしているが、農村社

会の変容によって、土地改良区からの節水要請が農業者まで届きにくくなって

いる状況や、多大な労力と費用を要する番水や渇水時の綿密な配水操作が次第

に難しくなっている状況も見られた。 
 

○ このように多くの地域で抱えている農村社会の変容に伴う用水管理に係る課

題に対し、今後とも、農業者間の連携を強化し、地域の主体的な取組と創意工

夫により、多様な主体の参画も得て管理体制を再構築することが必要となって

いる。この際、用水管理については、地域で長年営農に携わってきた農家や入
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作農家、営農を全面委託又は部分委託している農家など、その関わり方が様々

であることから、土地持ち非農家も含めて地域の関係者が参画し、用水管理の

重要性や配水管理ルールについて改めて確認するとともに、配水管理の技術の

継承や将来的な管理体制のあり方をどうするかなどの検討を進めていくことが

重要である。 
  

○ また、日野川用水地区のように、農業水利施設の整備と併せ、土地改良区の

下に分水工毎に生産組合等を中心とした管理委員会を設置し、効率的な水配分

を行っている事例（65頁）、西濃用水地区のように、集落による管理体制を基

本としつつ、土地改良区と生産組合の活動（栽培作物、作付時期、転作田の位

置等の作付計画の作成）とを連携させ、計画的な水配分を行っている事例（28

頁）などがある。このような生産組織等が水管理を担う新たな主体として機能

している事例も、集落における用水管理を支える取組として参考になると考え

られる。 
  

○ さらに、農業用水を広範な地域の農地に適切に配分するためには、各地域（又

は集落）における用水管理等に関する検討をもとに、地区毎の水利システムの

様態に応じた基幹施設から末端施設までの一連の体系の中で均衡のある管理体

制を構築する必要がある。その際、管理体制に応じた水利用の効率化・省力化

のための施設（ゲートや用水管理システム等）の改良を行うことなども考えら

れる。 

 

  

【課題２】農業構造の変化への対応 

〈水利面からの農地利用集積の促進〉  
 

○ 持続可能な力強い農業の実現のため、担い手への農地利用集積を加速的に進

めることが求められている。農地利用集積と経営規模拡大により、作付や収穫

などの機械作業の効率化が図られるが、ほ場での用水管理や草刈り等の維持管

理については、規模拡大による労力の低減効果が働きにくい。さらに、ほ場が

分散し狭小であったり、ほ場に接続する用水路が未整備であったりする場合に

は、多大な管理労力を必要とし、規模拡大と農地利用集積を制約する要因とも

なる。 
  

○ 土地利用型農業の生産性向上のためには、農地の面的集積及びほ場の大区画

化が一体的に進められることが重要である。ほ場の大区画化により、機械作業

の効率化による生産コストの縮減はもとより、末端水路の管路化や、地下かん

がい施設整備により地下水位調整を自動化することで用水管理の労力軽減も図

られ、担い手への農地利用集積を一層促進することができると考えられる。特

に、大区画ほ場において、１区画当たりの給水口数等を少なくすることで、規

模のメリットが生じにくいほ場の水管理労力を軽減することが可能となる。 
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○ なお、末端水路の管水路化は、ほ場の用水管理を効率化する上で有効な手法

であるが、水路の形式や整備水準については、地域には様々な経営を指向する

農家がいること、営農者の高齢化に伴って段階的に農地利用集積が進むことが

考えられること等を踏まえるとともに、整備費、管理体制、水路タイプ毎の特

徴、自然環境等を総合的に勘案し選択する必要がある。 
  

○ さらに、担い手の効率的営農を地域全体で支えていく観点から、末端水路等

の保全管理に当たっては、農家のみならず、関係団体、地域住民等が適切に役

割分担し、相互連携するなど、多様な主体の参画による新たな管理体制の構築

が必要である。特に、農地・水保全管理支払による地域共同での水路等の草刈

り、泥上げなど基礎的な保全管理活動は有効であり、今後とも着実に進めてい

く必要がある。  

 

 

【課題３】農業用水の需要変化への対応 

〈既存ストックの有効活用による用水安定供給の確保〉 
 

○ 農業用水の需要量は、気象条件や作付作物、作付時期、栽培技術などの影響

を受ける。具体的には、食料自給率の向上に向けた新規需要米等の作付け拡大、

生産費や労働時間を削減するための直播栽培の導入、近年頻度が増加する高温

障害への対応のための深水管理の導入等により、用水需要に変化が生じること

が見込まれる。また、担い手への農地利用集積も経営や営農作業を考慮した作

期の分散や集中により、用水需要に影響を及ぼしうる。 
  

○ 農業用水は、約９割を河川から取水しているが、河川の流況や水源に余裕が

ない場合は、現行の取水量の範囲で需要をまかなう必要があることから、地区

内での水の有効利用のためのソフト面での対応や水利施設のハードの面で工夫

が必要となる。 
  

○ ソフト面の対応としては、土地改良区、農業協同組合、関係行政機関等が作

付作物や栽培技術の変更に伴う用水への影響について情報を共有し、営農と用

水供給の調整を図ることが考えられる。例えば、地域の土地利用（水稲品種、

田植時期、作付時期、転作田の位置等）について関係農業者の合意形成を図り、

これにより用水需要の集中等を緩和するといった方法が考えられる。 

また、降雨などの気象観測の精度の向上とあわせ、蓄積された気象・水文デ

ータ等をもとに、ダム、調整池、用水管理システム等の運用方法を再検討し、

農地で利用できず無効となっていた水を最小限にするような取組も考えられる。 
  

○ ハード面の対応としては、これまでに形成されてきた農業水利施設の既存ス

トックの有効活用を図りつつ、老朽化した施設の更新・整備と併せて、的確な
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配水を可能とする分水ゲートや用水管理システムの整備、必要水量の変動に弾

力的に対応し、かつ無効放流の発生を抑制する調整施設の設置、反復利用の強

化などにより、変化する水需要に対応することが考えられる。また、施設の更

新・整備に当たって、用水系統の再編を行うことにより、用水に余剰が生じる

地域から不足している地域に配分を変更する農業用水の再編も考えられる。 
  

○ なお、営農体系や作付作物は、農業情勢や経営体の判断により変わりうるも

のであり、営農の変化に可能な限り柔軟に対応できるよう用水計画や施設計画

の検討の際に留意する必要がある。また、営農変化に的確に対応し、効果的に

用水配分できるゲートや用水管理システム等の技術開発も必要である。 

 

  

【課題４】農業水利施設の老朽化と保全等 

 〈農業水利施設の計画的な整備・更新と長寿命化の促進〉 
 

○ 農業水利施設は、食料安定供給に不可欠な社会資本であり、将来にわたって

良好な状態で継承し、安定的に機能を発揮させていく必要がある。基幹的農業

水利施設の約２割が耐用年数を超過するなど、農業水利施設の老朽化が進行し

ている。このため、機能の監視・診断等によるリスク管理を行い、機能診断結

果等の情報を蓄積するとともに、劣化の状況に応じた補修・更新等を計画的に

行うことによる施設の長寿命化に取り組む必要がある 注 2）。 
  
注 2）第２部「基幹的農業水利施設の保全管理に係る課題」参照。 

  

○ 施設整備等を計画的に進めるためには、関係農業者の合意形成が不可欠であ

る。しかし、農業者の高齢化の進行や土地持ち非農家の増加、経営規模拡大に

伴う 1経営体当たりの負担増等により、長期的な投資を伴う施設整備に対する

合意形成が難しくなっている地域も見られ、農業水利施設等の計画的な更新整

備を進めていく上での課題となっている。 
  

○ このような課題に対し、例えば、収益と将来の投資を勘案した長期的視点か

ら農業経営を進めるための農業経営の法人化や、土地改良区において複式簿記

を導入するなどし、施設の更新整備に向けた事前積立による負担の平準化の取

組を進めていくことが、計画的な施設の更新整備を進めていく上で重要になる

と考えられる。 
  

○ また、農地・水保全管理の取組の一環として、地域の共同活動により、末端

水路等の長寿命化の取組も進められている。今後とも、地域の主体性と創意工

夫により、共同活動を通じて、施設の長寿命化を含め、農地・農業用水の保全

管理の取組をさらに促進していくことが重要である。 
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【課題５】 健全な水循環と多面的機能の発揮 

  〈農業用水の地域用水機能の発揮と小水力発電の推進〉 
 

○ 我が国は、狭小で急峻な国土のため、欧米と違い、アジアモンスーンの豊富

な水資源も短時間で海に到達してしまう。先人が長期をかけて多大な労力と資

本を投下して築きあげた水田農業により、河川から取水した農業用水は、用水

路を通じて水田にいったん湛えられ、その大部分は、土壌に浸透するなどして

地表水や地下水として下流に還元され、農業用水や都市用水として再び利用さ

れるなど、健全な水循環をつくりだしている。 

このような農業水利がつくり出す水の循環を通じて、地下水涵養、河川の流

況安定、水辺環境や生態系の保全等の多面的機能が発揮されている。また、農

村集落の多くは、歴史的に農業用水路の開削とともに形成されたものであり、

農業用水が生活用水として利用されるなど、人の生活と密接に関わっており、

今も環境用水、防火用水、消流雪用水としての機能（地域用水機能）を内在し

ている。 
  

○ 農業や農村を巡る情勢が変化する中で、農業用排水路の水質汚濁に伴う生活

環境の悪化、都市化の進行や水田の作付面積の減少等による地下水位の低下、

局地的な集中豪雨による湛水被害の頻発など、水を巡る課題が生じている。こ

うした中、農業水利を通じた水の循環や農村の水環境の保全に着目して、農業

用水路における環境用水の確保、水田を活用した地下水涵養、水田の雨水貯留

機能の向上など、健全な水循環や多面的機能の維持、農業用水の地域用水機能

の維持増進に向けた取組が進められるようになっている。 
  

○ このように、農業水利は、水の恵沢を享受する一方で、人の営為を通じて地

域の水循環をつくり出している。今後とも健全な水循環を構築していく上から

も、農業の多面的機能を適切に発揮させるとともに、安定的に農業用水を供給

していくことが重要である。また、水利施設の更新整備に当たって、環境との

調和に配慮するとともに、農業用水の地域用水機能の維持増進を図るための取

組を進めることも重要である。 
 

○ 再生可能エネルギーの有効活用が社会的要請となっている。特に、農業水利

施設を活用した小水力発電の推進は、再生可能エネルギーの利用促進はもとよ

り、自ら消費する電力を自ら供給することにより、農業水利施設の維持管理費

を軽減する上からも重要なものである。小水力発電施設の計画的な整備を進め

ていく観点からは、都道府県単位等でマスタープランを作成し、低落差・低流

量の地点も含めて発電施設の導入を促進することや、地方公共団体、土地改良

区をはじめとする関係者の一層の連携などを通じて小水力エネルギーの最大限

の有効活用を図っていくことが重要である。 
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