
農林水産省・農業技術系（地球科学）

農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課

業務説明資料［農村振興］



組織（農村振興局）

1※「農業農村工学系・総合職採用パンフレット」より



組織（地方農政局）

2※「農業農村工学系・総合職採用パンフレット」より



業務（農村振興①）

3※「農業農村工学系・総合職採用パンフレット」より



業務（かんがい排水）

4
※「農業農村整備の概要」より



業務（農村振興②）

5※「農業農村工学系・総合職採用パンフレット」より



業務（防災）

6※「農業農村整備の概要」より



業務（農村振興③）

7※「農業農村工学系・総合職採用パンフレット」より



地すべり（農地等の保全）
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地すべり（地すべり防止区域）
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沖縄

農村振興局所管地すべり防止区域 都道府県別箇所数 （R2.6.5現在）

全国計 1,978箇所
（面積 112,045ha）
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都道府県名 箇所数

1 新潟県 338

2 島根県 256

3 愛媛県 187

4 長野県 137

4 徳島県 137

順位

・第三紀層地すべり：新第三紀※1の日本海形成時に堆積した地層等
・破砕帯地すべり：関東から四国にかけての中央構造線※2周辺等
・温泉地すべり ：全国の温泉地域等

※1 約2,300万～260万年前の地質時代
※2 九州から関東まで伸びる長大な断層

地すべりは、地質との関係が大きく、特定の地域で多い傾向

農村振興局地すべり防止区域箇所数

中央構造線

（NPO砂防広報センターの図を一部改変）

第三紀層地すべり
破砕帯地すべり
温泉地すべり
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・対策事業は、各都道府県が実施（法第７条）
（※一定の条件下※1では国が実施（法第10条））

地すべりの兆候確認

地すべり防止区域の指定

・地すべり防止区域は都道府県からの申請を受けて国が指定（法第３条）
・地すべり防止区域の条件により所管を区分（法第51条）
① 区域内に砂防指定地がある場合は、国土交通省
② 区域内に保安林がある場合は、農林水産省（林野庁）
③ ①、②のいずれにも該当せず、区域内で土地改良事業実施済等の場
合は農林水産省（農村振興局）

④ 上記①、②、③のいずれにも該当しない場合は、国土交通省

地すべり対策事業の実施

地すべり防止区域の管理

・対策事業概成※２後は、各都道府県により管理（法第７条）
（地すべり防止施設の維持管理及び長寿命化等）

※1 工事規模が著しく大、高度の技術力・機械力が必要、都府県区域境界に係る場合
※2 地すべり対策事業の実施により、農地・農業用施設等の被害が防止又は軽減された状態

・事前相談、現地確認等

・３省庁予備協議
・区域指定決裁、官報告示

【都道府県事業】
・工事計画確認、現地指導等

【国営事業】
・実施設計、有識者検討
・事業調査、現地指導

・事業完了の確認
・管理に係る技術指導等

＜総合的な対応＞
・農地地すべり対策 計画基準の整備 等

地すべり（地すべり防止の取組）
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農地を自然災害から守る現場で
佐藤透（2015年入省）中国四国農政局 高瀬農地保全事務所 調査課 調査係長（当時）
入省前、民間建設会社の技術研究所で土木工事に関する現場対応、技術開発に携わっていました。民間では難

しい、構造物の計画、施工、維持管理まで一貫した業務に関わりたいと考え、農林水産省を志望し、経験者採用
で入省しました。
現在、農地地すべり対策事業に関する調査を担当しており、対策工事の効果判定などを行っています。この事

業で、農家の方が安心して営農することができるようになるのは大きなやりがいです。 農学部出身でなくても、
地球科学の専門知識を活用して、日本の農業に貢献することができると思います。

地すべり（直轄地すべり事業）
猫谷川

刈谷川

小網川

山形自動車道

さらに大きな地すべりが発生
する可能性

河川閉塞（天然ダム）
発生のおそれ

被害発生状況

大規模地すべり
（幅400m、長さ.700m）

対策実施

排水トンネル工 集水井工 水抜きボーリング工
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地すべり（農業・農村の多面的機能）

2
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○ 農業用のダム・頭首工等の農業水利施設：７千カ所、総資産額は約18兆円

ダムサイトでの技術検討
（鹿児島県肝付町・荒瀬ダム）

農業用ダム ～水や土の声を聴いて築く、国の礎～

農林水産省では、これらの施設の機能診断や予防保全対策
を通じ、施設の長寿命化を図って管理のトータルコスト節減
に取り組んでいます。適切な保全計画を立てるには、各地域
の環境、すなわち地盤や水文環境等を科学的に評価すること
が不可欠です。
また、北海道や九州、南西諸島をはじめとする離島では、

収益性の高い農業に欠かせない農業用水の新規開発を目的と
したダムや地下ダムの建設を進めています。
これらのダム建設プロジェクトでは、より安全で経済的な

構造物を設置するため、基礎地盤の条件を客観的に見極めな
がら、多様な地質的課題を克服していくことが必要です。
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農業用ダム （ダムの築造・改修）

透水性

力学性

地質

基礎掘削されたダム河床部
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ダムサイトでの技術検討
（鹿児島県肝付町・荒瀬ダム）

農業用ダム （ダムの築造・改修）

ダムサイトでの技術検討

洪水吐基礎地盤の現地確認 ボーリングコア試料による地盤地質の確認 15

農業用ダム（鳥取県・西高尾ダム）
「国営造成農業用ダム便覧」（農林水産省農村振興局整備部設計課）より



農業用ダム（管理、耐震性能照査）
○ 国営造成農業用ダムの安全性評価（全国 189基）
造成時の水理的・力学的安定性に関する設計・施工内容を確認した上で、設計等により期待されてい

る性能が発揮されていること（健全性）を確認する。その上で、レベル２地震動＊に対して、ダムが損
傷を受けたとしても、貯水機能が維持されるかを確認。

＊現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動

耐震性能照査結果（レベル２）

（加速度分布）

（ひずみ分布）
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地下ダム開発 着想から40余年、定着した世界初の試み

＊1972年の沖縄の本土復帰後、各島々の水資源開発計画を検討
＊「地下水を堰き止めて地下に貯水しこれをくみ上げて利用する」という大規模

な地下ダム開発構想を提唱
＊沖縄県宮古島で地盤・水文調査と止水壁築造のための新工法の試験施工
＊地下ダムによるかんがい事業計画を樹立、1987年に事業着手、2001年に完工

⇒地下水を水源とする大規模かんがいの実現により、
雨待ちのサトウキビ一辺倒の農業から、品質向上、単収増加、労働時間の削減
マンゴーを含む熱帯果樹など新規作物の導入により多様な営農展開
農家所得も大きく向上

地下ダム
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地下ダム（南西諸島の水源開発）

南西諸島の地下ダム
完成 10
実施中 3

喜界
(180)

沖永良部(109)
千原（24）

伊江
（141）

与勝（397）県営

慶座（21）
米須（181）

ｶﾝｼﾞﾝ
（158）
県営

皆福 （70）
砂川 （950）
福里（1050）
仲原（1050）
保良 （220） （ ）は貯水量,万m3 18



地下ダム（築造の現場）

福里地下ダム水質観測施設（宮古島市）

地下ダム建設工事現場（宮古島市）19



山田茂昭（2018年入省）
内閣府沖縄総合事務局 宮古伊良部農業水利事業所調査係長
入省前は、民間会社で地質調査・地下水調査に関する現場対応・コンサルティング対応に携わっていました。地球

科学に関する知識・知見を活かしつつ、民間では従事できなかった構造物の計画、施工、維持管理まで一貫した業務
に関わりたいと考え、経験者採用で農林水産省に入省しました。
現在、工事設計のための調査、計画、設計を担当しています。視覚イメージが困難な地盤や地下水などの

地球科学的な事象において、これまで培った経験が各局面で役に立っています。

地下ダム（地下ダム開発の現場から）
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（沖縄総合事務局・宮古伊良部農業水利事業所HP）



地下水（農業用地下水の利用実態、地下水の開発・保全）
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地下水利用量 

28.7 億 m3 

25.9 億 m3 

2.8 億 m3 

農業用地下水利用量の地目別割合 
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地下水使用の用途別割合
（令和元年版 日本の水資源の現況について）

水田の地下水涵養機能を活かした地下水涵養施策の事例
出典「農林水産省農村振興局(2016)：食料・農業・農村政策審議会
農業農村振興整備部会報告 農業水利について」より抜粋・加筆修正



水循環基本法（2014.7.1）
【基本理念】 ・水循環の重要性

・水の公共性
・健全な水循環への配慮
・流域の総合的管理
・水循環に関する国際協調

「農業地域における持続的な地下水
利用の手引き」

地下水（水循環基本法）
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（内閣官房水循環政策本部事務局資料）



○ 2011年3月の東日本大震災：仙台イチゴの産地として有名な宮城県亘理町と山元町では、農
業用水源として利用していた浅層地下水の津波による塩水化等の被害
東北農政局は、それまで使われていなかった深層地下水が塩水化を

免れ代替水源として使えることをつきとめ、イチゴ栽培の再開を支援

代替水源井戸の設置（亘理町）
電気探査

地下水（震災対応）
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関東地方の農村振興における地質・地下水の担当者として
龍 徹（2007年入省）関東農政局農村振興部農村環境課 地質官（当時）
入省以来、沖縄の離島でサトウキビやマンゴー栽培のための水源開発調査や、震災後

の沿岸被災地でのイチゴ栽培再開に向けた地下水調査、福島県における農地除染の技術
書の作成や農業再開への支援、日本の食産業の海外展開促進等に携わってきました。
2017年7月からは関東農政局に着任し、関東平野の農村地域における地下水位・地盤

沈下の調査、農地の地すべりにおける新技術の活用等を担当しています。農業・食品産
業を中心に多様な業務を経験しつつ、地球科学分野の専門性を伸ばしています。

○地盤沈下防止等対策要綱
地下水の採取による地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るため、地下水の採取規制、

代替水源の確保及び代替水の供給、節水及び水使用の合理化、地盤沈下による災害の防止及び
復旧等に関する事項を定めることにより、同地域の実情に応じた総合的な対策を推進。

関係府省連絡会議（内閣官房、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

地盤沈下

国土交通省水資源部作成
（S63.1.1～H10.1.1）

【累積沈下量】
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○ 東日本大震災：福島県を中心に広範囲の農地や農業用施設が放射性物質で汚染
関係府省・研究機関と連携協働し、農地の土壌やため池などの農業水利施設から放射性物質

を取り除くなどの技術開発や実証試験を行うとともに、除染を行うための仕組みを創設

放射性物質対策（農地除染、ため池の放射性物質対策）

【農地除染の技術書】 【ため池の放射性物質対策】

（リスクコミュケーション用資料）
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災害対応

（ため池決壊）

（地すべりの発生） 26（農林水産省HP）



災害対応（地震）
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H20岩手・宮城内陸地震
H30北海道胆振東部地震H15十勝沖地震

H28熊本地震



農村環境（土地その他の開発資源の調査）
調 査 内 容 摘 要

○ 地熱水開発調査 ・水温の農業利用を目的とした地下水の
開発

農業用ハウスの熱源等とし
て利用

○ 地下冷温熱貯留適地選定調査 ・地下に貯留した水の温度を農業利用す
る技術の開発

○ 貯水池堆砂評価活用技術確立調査・農業用ダムに堆積する土砂の活用 農地の客土材等として利用

○ 地下ダム開発調査
（砂礫層／火山噴出物）

・砂礫層や火山噴出物を貯留層とする地
下ダムの開発

○ 地下水調査
（中山間地域開発・岩盤型）

・岩盤が広く分布する中山間地域の水源
開発

農村地域における岩盤地下
水の利用

○ 淡水レンズ開発調査 ・不透水基盤が分布しない島嶼地域の水
源開発

事業における水源としての
利用を計画

○ 地下水強化実用化調査 ・人工的に地下水涵養を行うことにより
水資源を有効に活用する技術の開発

28

（貯水池堆砂の化学性） （淡水レンズ）



農村環境（気候変動、農業用水の水質）
＜温暖化対策、気候変動適応＞

＜農業用水の水質＞

29

（農林水産省HP）



農村環境（農業遺産）
世界農業遺産
世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、国際連合食糧

農業機関(FAO)が認定する制度

日本農業遺産
我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を農林水産

大臣が認定する制度

【国内の世界農業遺産】

30
（農林水産省HP）



農村環境（農業遺産）

能登の里山里海(2011) 阿蘇の草原の維持と
持続的農業(2013)

にし阿波の
傾斜地農耕システム(2018)

地元の声をふまえた技術系職員を目指して
鮫島悠甫（2018年入省）東北農政局農村振興部農村環境課環境保全係
入省以来、鳥獣対策・農村環境課の総括係、地すべり防止区域の指定、世界農業遺産のPR資料の作成などに携

わってきました。2020年4月からは、東北農政局農村環境課で、東日本大震災の津波被災地での農業用地下水の
塩水化調査を行っており、地元の意向をふまえた調査を行うことの重要性を実感しています。
また、東北地方における農業遺産の認定に係る現地調査、地元との連絡・調整や、東北農政局の農業遺産Web

ページの作成なども担当し、農村の魅力を多くの方々に伝えていきたいと考えています。地球科学の知識を生か
しつつ、幅広い業務ができることが農水省地球科学系職員の魅力だと思います。

31

（農林水産省HP）
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