
（１）-⑦農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上（水管理・畦畔管理の省力化）

○ 用水管理の自動化に向けた取組事例

地下かんがいシステムによる水管理の省力化 パイプライン化による水管理の省力化
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【北海道 中樹林地区】国営農地再編整備事業

９割減

ほ場の大区画化・汎用化、地下かんがいシステムの導入と併せて担い手農家へ
の農地の利用集積を広域的に図ることにより、労働時間の縮減と生産コストの低減
を実現。

 小区画ほ場
 管理する水口が多い
 取水口の開閉
 手動水位調整
 排水口の見回りが必要

 大区画ほ場
 管理する水口が少ない
 給水栓の開閉
 自動水位調整
 排水口の見回りが不要

経年劣化により十分な通水が行えず多大な労力を要する老朽化した開水路を自
然圧パイプライン化することにより、維持管理の軽減と安定した用水供給を確保。

 維持管理費が年々増加
 配水管理に苦労
 漏水による湿田状態
 用水配分に不均衡

 農作業、農業経営にかかる負
担軽減

 漏水防止
 用水配分の均衡

整 備 前

平均区画0.3 ～0.5hａ

0.3hａ×12筆

整 備 前

整 備 後

【静岡県 下古城地区】県営農地整備事業

・経営の一層の大区
画化を可能とする直
播栽培にも有効

整 備 後

平均区画 1.6～3.6ha

3.6ha×1筆
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資料：平成20年度未利用落差発電包蔵水力調査 （資源エネルギー庁）

○ 出力別発電ポテンシャル（地点数）
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○農業用ダム○農業用水路 (地点)
(地点)

未開発 開発済

【 凡 例 】・全国の農業水利施設には、未開発の包蔵水力エネルギーが多く存在。

○ 農業水利施設の未開発の包蔵水力エネルギー

○石川県Ｎ地区
有効落差1.0m、 大使用水量0.38m3/s、 大出力2.4kw

○ 低落差・小流量の実証実験

・低落差・小流量の未開発地点が多く存在

・出力規模の小さな発電施設は、設備コストが割高になる
傾向にあり、発電設備の低コスト化が課題

・発電に支障のある木枝・落ち葉等の効率的な除去対策
が課題

○ 施設整備を契機として小水力発電等の再生可能エネルギーを活用し、大規模化のスケールメリットが活かし
にくい農業水利施設の維持管理費等を軽減する取組を拡大。その際、低落差・小流量等の小規模発電技術の
開発・普及が重要。

○大分県Ｔ地区
有効落差8.0m、 大使用水量0.45m3/s、 大出力25kw

（１）-⑧農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上（小水力発電の推進）
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事業地区名（ 大出力）
所在地

整備完了 31 地区

かん排等土地改良事業
２５地区

十三塚原 地区（190kW）
鹿児島県霧島市

両筑平野 地区（1110kW）
福岡県朝倉市

金峰 地区（170kW）
鹿児島県南さつま市

庄川右岸 地区（640kW）
富山県砺波市

庄川 地区（550kW）
富山県砺波市

打尾川 地（910kW）
富山県南砺市

上郷 地区（640kW）
石川県能美市

中島 地区（630kW）
石川県能美郡川北町

高田 地区（282kW）
和歌山県新宮市

五城 地区（1100kW）
新潟県南魚沼市

胎内 地区（960kW）
新潟県胎内市

迫川上流 地区（1000kW）
宮城県栗原市

会津北部 地区（570kW）
福島県喜多方市

那須野原 地区（340kW）
栃木県那須塩原市

西目 地区（740kW）
秋田県由利本荘市

会津宮川 地区（1100kW）
福島県大沼郡会津美里町

新安積 地区（2230kW）
福島県郡山市

備北 地区（510kW）
岡山県新見市

愛本新 地区（530kW）
富山県黒部市

馬淵川沿岸地区（810kW）
岩手県二戸郡一戸町

中信平二期 地区（499kW）
長野県松本市曽於南部 地区（400kW）

鹿児島県鹿屋市

大井川用水 地区（893kW）
静岡県島田市

川小田 地区（720kW）
広島県山県郡北広島町

大野原 地区（260kW）
大分県豊後大野市

大淀川左岸 地区（640kW）
宮崎県東諸県郡綾町

山田新田 地区（520kW）
富山県南砺市

南紀島ノ瀬 地区（140kW）
和歌山県日高郡みなべ町

平成26年1月時点

神流川沿岸 地区（199kW）
埼玉県児玉郡上里町

吉井川下流 地区（2400kW）
岡山県和気郡和気町

加治川沿岸 地区（2900kW）
新潟県新発田市

農村総合整備事業等
４地区

地域用水環境整備事業
２地区

小水力発電施設の設置



（１）-⑨農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上（中山間地域での対策）

○ 中山間地域においては、傾斜等の要因により区画が小さい等、営農条件が不利で管理負担も多大。
○ 地域の自立を促し営農の持続性を確保するため、直営施工も活用しつつ、特色ある営農展開や安全性等作

業環境の改善を目指したきめ細かな整備が必要。

・等高線区画は、工事で切土、盛土する土をできるだけ少なくすむように配慮
・可能な限り長辺方向への拡大を図ることにより営農効率性の向上
・上下の棚田の間の斜面を小さくすることで除草等の維持管理労力の削減

○高付加価値化農業への取組 ○作業環境の改善に向けた取組

・集落全体で果樹を主体とした複合経営へ取組

・樹園地内の作業道やかんがい設備等を直営施工も活用しつつ
整備し、作業の省力化を実現
・マルチ栽培による高品質化や農産加工の取組を実施

作業道が整備された樹園地

農道舗装を直営施工で整備 かんがい施設（井戸掘削）

梨
の
加
工

梅
の
加
工

【熊本県東門寺地区】 【平行畦畔型等高線区画整備】

【安全性の向上・作業の省力化】

山腹水路の蓋かけ
土水路の整備
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大規模ほ場整備に対応した配水系の自動水管理システム 水需要の予測を踏まえたほ場～水源までの用排水管理システム

・水田・畑の用排水管理をほ場～ブロック単位で遠隔・自動制御することにより、

ほ場の状況等に応じたきめ細やかな水管理を実現。

・ほ場における水需要や農業用水源の貯留量、水温・水質に関する情報と気
象情報に基づいて、農地の渇水、洪水、高温・冷温障害のリスクを予測しな

がら 適な水管理を行うシステムの構築を目指した技術開発。

パソコンや小型端末によるほ場と配
水系の監視と自動制御化

パソコンやタッチパネルによる監視制御・データ
収集・分析システム（SCADA）

○水源からほ場までの新たな水管理システム
・ 気象及び水資源情報に基づく豪雨，渇水，洪水の予測手法の開発

・ 土壌水分，温度，塩分等のほ場条件の実時間予測情報に基づく水管理によ
るほ場環境制御手法の開発

・ 新たな広域水管理システムに対応した基幹的農業用用排水機器及び施設
の開発・整備

・ 自動水管理システムに対応した水管理組織の構築

○水・肥培管理，栽培，気象，エネルギに関する情報の統合管理システム

遠隔自動管理に対応した取水ゲート
(イメージ)

末端排水ポンプでは操作員が
直接操作

水温等のモニタリングと分析

（１）-⑩農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上（ICTの活用）

○ ICT等を活用した広域的な水管理の自動監視・制御や高度な営農を支援する基盤整備について、研究開発、
実用化に向けた取組を推進。
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現状

ブロック単位で遠隔・自動化
操作に向けた実証開始

流域レベルまで拡張したシステムを開発農家や操作員の経験を基にした
配水管理

３～５年後 10年後程度

地下水制御システムを導入し
た水田では、田面水を予め手
動で設定した水位に調節


