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滋賀県
耕地率：13.1%
水田率：92.2%
（全国：2位）

兵庫県
耕地率： 9.0%
水田率：91.4%
（全国：3位）

和歌山県
耕地率： 7.2%
水田率：29.5%
（全国：43位）

奈良県
耕地率： 6.0%
水田率：71.4%
（全国：22 位）

耕地面積（平成2６年） －府県により特色のある土地利用－

近畿地域の耕地面積（田畑計）は２２
万９,０00ha（全国の5.1%）。
耕地面積のもっとも大きい府県は兵庫、
次いで滋賀で、この2県で近畿の5割
以上を占める。
近畿地域の水田率（耕地に占める田の
割合）は77%（全国54%）で、全国
1位の富山に次いで、滋賀が2位、兵
庫が3位。
近畿地域の畑の割合は23%（全国
46%）。和歌山は71%で全国5位。

平成2６年 京都府
耕地率： 6.8%
水田率：78.2%
（全国：15位）

大阪府
耕地率： 7.0%
水田率：71.3%
（全国：23位）

資料：平成26年耕地および作付面積統計
注：1.「耕地率」とは、総土地面積に対する耕地面積の割合

2.「水田率とは」耕地に占める田の割合であり、
（ ）内は水田率の全国順位を表記した。



農業所得（平成24年）

近畿地域における１個別経営体あたりの農業粗収益は
305万円、農業経営費は216万円で、これを差し引き
した農業所得は８９万円となっている。
府県別の農業所得をみると、和歌山県が最も多く、次
いで奈良県、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県の順と
なっている。

田の整備状況（平成24年） － 整備率は約5割 －

近畿地域においては、田の55.4%が整備済み（全国の
整備率は63.2%）。滋賀県、兵庫県は全国の整備水準
より高く、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県の整備
率は低い。



農業生産の中核的な役割を果たす生産性の高い大規模農業地域を形成するため、
国営土地改良事業とこれに関連した都道府県営事業などによる取組が進められています。

農業用水の安定供給

農作物を安定的に生産するためには、必要なとき
に必要な水を安定的に供給することが必要です。
そのため、水源となる施設や農地まで水を運ぶ用
水路等などの造成とともに、老朽化した施設の更
新を進めています。

計画的な土地利用の実現

小さな面積で分散した不整形な農地を集めて大区
画化し、用排水路や農道などを計画的に配置して、
生産性の向上を進めています。

整備された大区画ほ場
（国営亀岡地区）
（京都府亀岡市）

河川から農業用水を取水する頭首工
（国営野洲川沿岸地区）
（滋賀県野洲市）

水源施設であるダム
（国営第二十津川紀の川地区）

（奈良県吉野郡）

改修された農業用水路
（国営新湖北地区）
（滋賀県長浜市）

国内農業の生産性を維持・向上させるため、老朽化した基幹的農業水利施設の更新や農地の大
区画化など、国営事業などによる取組を進めています。

近畿管内における国営事業地区の紹介



近畿管内の
基幹的農業水利施設のストック

近畿管内の基幹的農業用用排水路網は、約２，
３００㎞、ダム・貯水池、頭首工、機場は約３００
箇所にもおよびます。

（参考） 全国の基幹的な農業用用排水施設の延長：約５万㎞、全国
のダム・頭首工・機場等：約７千箇所

効率的な施設整備を目指したストックマネジメント

農業水利施設の長寿命化を図るため、その機能を定期的に診断し、その診断結果に基づ
いた対策工事（補修・更新など）を適時適切に実施するなど、ライフサイクルコストの低減
を図る取組を進めています。

農業水利施設のライフサイクルコスト（建設・維持管理等にかかる全ての費用）の低減を図るため、施設の状況
や規模に応じてきめ細やかな整備更新を行うストックマネジメントの取組を推進しています。

ストックマネジメント

近畿管内における基幹的農業水利施設の状況

府県名
ダム・貯水池
（箇所）

頭首工
（箇所）

機場
（箇所）

水路
（km）

滋賀県 14 27 47 783 

京都府 6 14 13 150 

大阪府 6 4 3 112 

兵庫県 37 43 18 650 

奈良県 11 12 10 263 

和歌山県 7 11 26 336 

近畿計 81 111 117 2,294 
（農業基盤情報基礎調査 平成２４年３月）



１．地区調査地区

事業名 地区名 府県名 事業年度 受益面積（ha） 主要工事

国営かんがい排水事業 東条川二期 兵庫 Ｈ２７～２８ 3,476 ダム（改修）、用水路（改修）、ため池（改修）等

２．事業実施中の地区

事業名 地区名 府県名 事業年度 受益面積 主要工事

湖東平野 滋賀県 H２６～H３４ 6,877 ダム１（貯水池掘削）、用水路（改修）等
日野川 滋賀県 Ｈ２５～Ｈ３４ 4,929 ダム１（改修）、頭首工４（改修）、揚水機場３（改修）等
大中の湖 滋賀県 H２７～H３１ 930 排水機場（改修）、排水路（改修）

東播用水二期 兵庫県 Ｈ２５～Ｈ３３ 7,313 ダム２（改修）、揚水機場１（改修）、水管理施設（改修）等
第二十津川紀の川 奈良県・和歌山県 H１１～H２７ 11,723 ダム２(改修）、頭首工５（改修）等

大和紀伊平野（一期） 奈良県・和歌山県 H１３～H２８ 12,359 ダム１（改修）、用水路（改修）等

大和紀伊平野（二期） 奈良県・和歌山県 H１５～H２８ 12,359 頭首工４（改修）、揚水機場２（改修）、用水路（改修）等

国営緊急農地再編整備事業 亀岡中部 京都府 H２６～H３５ 444 区画整理

国営総合農地防災事業 和歌山平野 和歌山県 Ｈ２６～４０ 4,306 排水機５（改修・新設）、排水路（改修・新設）等

国営造成施設管理事業 十津川・紀の川 奈良県・和歌山県 S５８～ 11,723 ダム２（直轄管理）、頭首工１（直轄管理）

広域農業水利施設総合管理事業 加古川水系 兵庫県 H２～ 15,073 ダム５（直轄管理）、頭首工４（直轄管理）、揚水機場３（直轄管理）

３．事業完了地区

事業名 地区名 府県名 事業年度 受益面積 主要工事

野洲川 滋賀県 S２２～S３０ 3,933 ダム１、頭首工２

東条川 兵庫県 S２２～S３９ 3,939 ダム１、調整池２、頭首工１、用水路２２．５㎞

大和平野 奈良県 S３３～S４９ 10,320 用水路５５．５㎞

十津川紀の川 奈良県・和歌山県 S２５～S５８ 21,040 ダム３、頭首工１、用水路７．３㎞

愛知川 滋賀県 S２７～S５８ 7,957 ダム１、揚水機場１、用水路５５．７㎞

紀の川用水 和歌山県 S３９～S５９ 4,442 頭首工１、揚水機場１、用水路３５．３㎞

湖　　北 滋賀県 S４０～S６１ 5,050 頭首工３、揚水機場２、用水路３６．９㎞

日野川 滋賀県 S４９～H６ 5,211 ダム１、頭首工４、揚水機場３、用水路４５．２㎞

S４８～H７

機能監視（H８～H１０）

野洲川(施設整備) 滋賀県 S４９～S５３ 3,121 ダム１、頭首工２
紀の川(施設整備) 和歌山県 S５８～H５ 5,301 頭首工４、用水路３．１㎞
東条川(施設整備) 兵庫県 S６２～H８ 3,183 ダム１、調整池２、用水路３．５㎞

神崎川下流(施設整備) 滋賀県 H１５～H１９ 7,220 貯水池法面保護工１式、土砂溜施設１式
野洲川中流(施設整備) 滋賀県 Ｈ１８～Ｈ２１ 1,095 頭首工１

加古川西部 兵庫県 S４２～H２ 3,849 ダム１、頭首工４、揚水機場１、用水路８０．８㎞、農地造成６０ha
東播用水 兵庫県 S４５～H４ 8,040 ダム３、用水路１１０㎞、農地造成３３０ha

国営農業用水再編対策事業
(地域用水機能増進型)
国営農地再編整備事業 亀　　岡 京都府 H１２～H２３ 509 区画整理５０３ha、農地造成６ha

日置川 和歌山県 S４５～S６０ 169 農地造成１６９ha、揚水機場２、道路１９．５㎞
北淡路 兵庫県 S４３～H１ 422 農地造成４００ha、区画整理２２ha、ダム２、道路５７．６㎞
丹後西部 京都府 S５９～H１２ 200 農地造成１７２ha、区画整理２８ha
丹後東部 京都府 S５８～H１４ 624 農地造成５１８ha、区画整理１０６ha

大和高原南部 奈良県 S５１～H１１ 559 農地造成３１７ha、区画整理２４２ha
五条吉野 奈良県 S４９～H１３ 1,663 農地造成５２６ha、ダム１、揚水機場１１、用水路４１．９㎞

大和高原北部 奈良県 S５０～H１４ 1,821 農地造成３５５ha、区画整理３５５ha、ダム１、揚水機場２、用水路８４．７
大中の湖 滋賀県 S２１～S４２ 1,145 幹線用排水路１８㎞、揚水機場２、排水機場１、樋門２
津田内湖 滋賀県 S４２～S４６ 119 幹線用排水路２㎞、揚水機場１、排水機場１
大和平野 奈良県 H５～H１８ 3,112 ため池１０５（改修）
巨椋池 京都府 H９～H１８ 1,310 排水機場１（改築）

野洲川沿岸 滋賀県 H１１～H２１ 3,120 ダム1（改修）、頭首工１（改築）
直轄地すべり対策事業 北神戸 兵庫県 H５～H１５ 1,674（防止区域面積） 集水井９４基、杭打工５,８９０本、水抜きボーリング１９,５１４m

（参考）　（独）森林総合研究所営事業
事業名 地区名 府県名 事業年度 受益面積 主要工事

泉州東部区域 大阪府 Ｈ９～Ｈ１９ 4,266 区画整理８２ｈａ、客土５ｈａ、農用地造成１４ｈａ、農業用道路１４ｋｍ、
南丹区域 京都府 Ｈ１１～Ｈ２２ 4,195 区画整理３７ｈａ、暗渠排水１３５ｈａ、農業用道路２２ｋｍ、

黒潮フルーツライン区域 和歌山県 Ｈ１２～Ｈ２２ 3,070 区画整理５３ｈａ、暗渠排水７０ｈａ、農用地造成３０ｈａ、農業用道路１４ｋｍ、

4,599 揚水機場２、頭首工１、送水路１．３㎞、用水路１１６㎞

国営農業用水再編対策事業

国営かんがい排水事業

南紀用水 和歌山県 1,788 ダム１、頭首工１、揚水機場４、用水路２８．６㎞

国営かんがい排水事業

国営総合かんがい排水事業

新湖北 滋賀県 Ｈ１０～Ｈ２１

国営農地開発事業

国営総合農地開発事業

国営干拓事業

国営総合農地防災事業

農用地総合整備事業





近畿管内では、農地、水路、農道等の「地域資源」を地域共同で保全し、農村の多面的機能の維持・発揮を
図る「多面的機能支払交付金」の取組が、積極的に展開されています。

近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化の進行に伴い、地域の共同活動（農用地、水路、農道、ため池等の地域資源の保全管理活動）により
支えられている農業・農村の多面的機能（水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等）の発揮に支障が生じています。また、地域の共同活
動が困難になることに伴い、地域資源の保全管理が担い手農家に集中し、担い手農家の負担が増加しています。このため、本支払は、多面的機能
の維持・発揮を図るための地域の共同活動に対して支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するとともに、担い手農家への農地集積を後押
しするもので、農地維持支払（基礎的保全活動を支援）と資源向上支払（質的向上を図る活動を支援）により構成されています。

特に混住化の進展が著しい近畿管内の現状を踏まえ、近畿農政局では本取組を
積極的に推進しており、管内の農振農用地に対する取組面積は６０％と高い割合
で展開されています。

農地法面の草刈り・水路の泥上げ・農道の砂利補充等の基礎的保全活動、農村の構造変化
に対応した体制の強化等農地維持支払

水路・農道・ため池等の軽微な補修、植栽による
景観形成・ビオトープづくり、施設の長寿命化の
ための活動等

資源向上支払

農道のコンクリート舗装

水路の泥上げ 子供達が参加した生き物観察会農道の砂利補充

【農振農用地に対する資源向上支払(施設の長寿命化)の取組面積の割合】
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【農振農用地に対する農地維持支払の取組面積の割合】
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「中山間地域等直接支払制度」を活用して、近畿管内の中山間地域の振興を推進しています

中山間地域とは、平野の外縁部から山間地のことで、全国の耕地面積や総農家数の約４割を占めるなど、我が国の農業・農村において重要な地
域となっています。しかし地形条件等が悪く、過疎化・高齢化の進行、耕作放棄地の増加などにより農業生産活動や多面的機能の低下が懸念され
ています。

このことから、農業生産条件が不利な中山間地域等で５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対し、直接交付金を支払う「中山間
地域等直接支払制度」を平成12年度に導入しました。

本制度は５年ごとに制度の見直しを行っており、平成２７年度からは、法律に基づく日本型直接支払いのひとつとして、第４期対策（H27～H31）を
引き続き実施します。

中国四国

31.1%

九州

（沖縄含む）

21.5%

北海道

1.3%

東北

15.9%

関東

9.7%
北陸

7.5%
東海

5.3%

滋賀県 0.5%
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地域別協定数割合

全  国 996 28,001 686,845 54,086

都府県 899 27,634 353,677 45,843

近  畿 85 2,190 26,259 3,532

交付
市町村数

協定数
交付金額
（百万円）

交付面積
(ha)

近畿管内の耕地面積や総農家数に占める中山間地域の割合は約45％に及び、農業生産活動の継続とともに多面的な機能を確保するため、積
極的な取組が行われています。

注）数値はH２５年度実績

共同利用機械による刈り取り棚田オーナーによる収穫



農業水利施設は、さまざまな機能を持ち、これら「多面的機能に配慮した整備」を行っています

近畿管内の農業農村整備事業においても、生活用水、防火用水等の地域用水機能の増進、水路改修に併せた水辺空間の整備など、多面的
機能に配慮した整備が行われています。

農業水利施設には、水を貯えるダムやため池、川の水を堰上げて取水する堰（頭首工）、水を運ぶ用水路などがあります
が、これらは農業生産に役立つだけではなく、水田などの農地と一体的に機能して、水源かん養、親水空間の形成、貯留に
よる洪水防止・気候緩和などの様々な効果を発揮しています。

地域用水として潤いのある水の存在

国営新湖北地区（滋賀県）

農業用水は農業以外にも地域住民の生活で活用され、地域用水としての機能を持っています。集落内を流れる農業用水路の改修に当たっては、従来
からあった洗い場を改修したり、親水性を高めるための整備を行っています。

生活用水機能
（洗い場の設置）

親水機能
（親水性を高めたせせらぎ水路）

消流雪機能 防火用水機能

都市部の親水施設～学校の環境学習等に貢献

都市部における農業用水路では、水と緑あふれる快適な水辺環境づく
りを目指し、水路の改修と合わせて親水施設などの整備も実施されてい
ます。

また、これら施設は、地域住民による保全活動が行われたり、小学校の
環境学習の場としても活用されています。

景観機能

十丁畷水路（大阪府茨木市） 番田地区（大阪府高槻市）




