
（３）排水対策の実施状況

◇ 東海管内の防災・減災事業費の割合 ◇ 全国の防災・減災事業費の割合（参考）

※ 東海農政局整備部防災課調べ

○ 東海地域の防災・減災事業は､濃尾平野の低平地や木曽三川の輪中地帯における湛水防除事業や地盤沈下対
策などを中心に展開し、更新整備にあわせ耐震対策も実施。

○ 全国の湛水防除事業予算及び地盤沈下対策事業予算の約３割が当管内で実施されている状況。

流域の開発などによる流況の変化により排水条件の悪化した地域を対
象に、排水施設の整備を行い、湛水被害の発生を未然に防止すること
を目的に実施。

湛水防除事業

中江帆引地区（岐阜県）

地下水の採取に起因して発生した地盤沈下地域において、農業用用排
水施設等の機能回復工事を行うことを目的に実施。

尾張西南部地区（愛知県）

地盤沈下対策事業

改修前 改修後
改修前 改修後

※ 東海農政局整備部防災課調べ
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（参考）日光川流域の排水機場と老朽化状況

大
江
排
水
路

位置図

海抜０ｍライン

改修後

平和２期地区

○ 濃尾平野は我が国最大の海抜ゼロメートル地帯を抱え、尾張地域を流れる日光川の流域では約半分がゼロ
メールより低く、排水機場が地域の農業と生活を支えている状況。

○ 湛水防除事業で設置した排水機場の約４割が標準耐用年数を超過しており、耐震対策も含めた、早急な
対策が必要。

排水機場の老朽化状況 標準耐用年数の超過割合

日光川流域の排水機場の80箇所のう
ち34箇所(43％)が標準耐用年数(20
年)を超過

耐用年数超過(20年超) ： 3箇所( 4%)
耐用年数超過(20年以内) ：11箇所(14%)
耐用年数超過(10年以内) ：20箇所(25%)
耐用年数以内 ：35箇所(44%)
事業実施中 ：11箇所(14%)

日光川流域の排水機設置状況
排水機場数 ８０箇所
延べ受益農地面積 １１，７４１ha

機場設置状況

排水ポンプの老朽化状況

油もれ状況 インペラの発錆、摩耗

施設の改修状況

排水機場の現状 記号

耐用年数超過 ●

耐用年数内 ●

事業実施中 ●

受益面積:389ha
排水機場:3箇所
排水量:12m3/s

※ 東海農政局整備部防災課調べ

改修前

耐用年数超

過（20年超）

4%

耐用年数超

過（20年以

内）

14%

耐用年数超

過（10年以

内）

25%
耐用年数内

（設置後10年

超）

27%

耐用年数内

（設置後10年

以内）

16%

事業実施中

14%
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（４）老朽ため池の整備（ハード対策）

○ 東海管内のため池約８千箇所のうち、受益面積２ha以上のもの（約４千箇所）の約７
割が江戸時代以前に築造されたもので、老朽ため池がひとたび決壊すると甚大な被害を
及ぼす恐れ。

○ 平成１８年度に策定された「農業用ため池緊急整備・災害管理対策計画」によると、
緊急整備・早急な整備とされたため池は、約２４％の１，１７０箇所。

○ 東海管内では過去１０年間で９４箇所のため池を整備しているものの、引き続き緊急

性等の優先順位に沿った早急な改修が重要。

◇ ため池箇所数

※ 東海農政局整備部防災課調べ

◇ ため池の築造年代

※ 農村振興局調べ 平成27年２月時点

老朽化し早急に整備が必要なため池等のハード整備を行うとともに、ハザー
ドマップ等のソフト対策を行うことにより、災害の未然防止又は被害の最小
化を図り、地域の防災安全度の向上に貢献することを目的に実施。

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

岐阜県 0 5 3 1 0 3 3 1 0 4

愛知県 12 1 5 4 7 4 3 2 1 2

三重県 3 3 7 6 6 0 4 0 2 2

東海計 15 9 15 11 13 7 10 3 3 8

0
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4
6
8
10
12
14
16

箇
所

数

◇ ため池等整備事業の完了地区

ため池等整備事業

改修前

改修後

山上池地区（三重県）

航空写真

※ 東海農政局整備部防災課調べ
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明治・大正

江戸時代以前

※ 数字は箇所数 農村振興局調べ

◇ 総合危険度判定の結果

※１ 受益面積0.5ha以上のため池を点検。
※２ 「農業用ため池緊急整備・災害管理対策計画」(岐阜県・愛知県・三重県）

平成18年10月による。

岐阜県 愛知県 三重県

緊急整備 30  16  335 

早急な整備 103  134  552 

必要性低い 1,793  1,466  422 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

12

約７割

全体約8,300箇所

1,170箇所

（約24％）

累計94箇所



○ 地域資源を保全管理している活動組織は、約1,200団体。その内訳は農地の保全で28％、ため池で52%、農
業用用排水路で76％。

○ 農地、農業用水等の資源の適切な保全管理が、高齢化や混住化等により困難になってきていること等から、多面的
機能支払により、資源の保全管理を行う取り組みを支援。

○ また、中山間地域等直接支払により、条件不利地域における農村の協働の取り組みを支援。

○ 今後、農村の人口減少、高齢化の進行、地域の繋がりの脆弱化により、地域防災力の低下を招くことが懸念され
ており、 地域防災力の向上の観点からも、地域コミュニティの強化が重要。

多様な主体による地域資源の保全活動

市町村数
共同活動
支援取組
市町村数

活動組織数 共同活動支援
取組面積(ha)

岐阜県 42 37 556 23,753

愛知県 54 43 422 32,368

三重県 29 25 546 24,355

東海 125 103 1,524 80,476

◇平成26年度 多面的機能支払の取組状況（年度末時点）

資料：東海農政局調べ

４．農村の協働力の活用

農地・水保全管理支払における

水路の泥上げ(三重県伊賀市）

◇ 地域資源の保全管理状況（平成22年）

東海 岐阜 愛知 三重

集落数 割合 集落数 割合 集落数 割合 集落数 割合

農地を保全している集落 2,317 28% 1,122 37% 729 24% 466 22%

(農地のある集落） (8,176) (3,021) (3,081) (2,074)

ため池を保全している集落 1,165 52% 294 45% 357 47% 514 64%

(ため池のある集落） (2,227) (659) (761) (807)

農業用排水路を保全している集落 6,056 76% 2,313 78% 2,345 79% 1,398 69%

(農業用排水路のある集落) (7,960) (2,952) (2,985) (2,023)

資料：農林水産省統計部「農林業センサス」

市町村数 交付
市町村数

集落・個別
協定数

交付面積(ha)

岐阜県 42 24 910 9,146

愛知県 54 6 346 2,195

三重県 29 15 230 1,697

東海 125 45 1,486 13,038

◇平成26年度 中山間地域等直接支払の取組状況（年度末時点）

資料：東海農政局調べ
13



○ 管内の農業水利施設には、未利用の落差など小水力発電施設の設置が可能な地点が多数存在し、その賦存量は
11万ｋｗ。

○ 管内の補助事業等で整備された小水力発電は、H25までに２箇所（愛知用水（1000kw）、加子母小郷（220kw））で稼働。

○ 国営造成施設を利用した小水力発電は、西濃用水第二期（71kw,22kw）、羽布ダム（854kw）、矢作川総合第二期（41kw）、安
濃ダム（340kw,261kw）、青蓮寺用水（191kw）で計画。

○ 東日本大震災を契機に、維持管理費の低減に加えてエネルギーの地産地消の視点から、小水力等の再生可能
エネルギーの有効活用を促進することが重要。

◇ 管内の農業水利施設の小水力発電賦存量

岐阜県

2.7万kw

愛知県

7.8万kw

三重県

0.5万kw
【東海三県の賦存量】

11万ｋｗ

出典：平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査（環境省）

５．小水力等再生可能エネルギーへの取組

◇ 愛知用水：東郷発電所（最大出力1,000kw）

発電所内部愛知池

◇ 小水力発電地区（加子母小郷地区）の概要
小郷用水は、中津川市にある普通河川「加子母川」より取水し、農地64.8haに灌漑する農業用水

路に小水力発電施設を整備し、平成26年２月から稼働。

【発電概要】 ●使用水量：0.46㎥/sec ●有効落差：61.6m ●最大出力：220kW

●年間発電電力量：1,680Mwh（一般家庭約400世帯分に相当）

【送電線】発電した
電力を電力会社ま
で送ります。

小郷頭首工【上水槽】圧力を貯めるため
に管路に繋ぎます。

【水圧管路】

【発電施設】水の落ちる力を利用
して水車を回転させ、電気を作り
ます。

電力会社
発電した電力を電力
会社に売ります。

売電収益は地域の農業農村振興施設の電気料金などに充当されます。

発電施設建屋

(参考) 都道府県別賦存量

全国 32.5万ｋｗ

第1位 愛知県 7.8万kw

第2位 栃木県 4.8万kw

第3位 富山県 4.3万kw

か し も お ご
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