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はじめに
2007 年 5 月までに公表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 4 次評

価報告書では「気候システムの温暖化は疑う余地がない」とされ、地球温暖化の加
速的な進行が、水・生態系・食料・沿岸域・人の健康に深刻な影響を及ぼすと予測
している。これを受け、農林水産省では 2007 年 6 月に「農林水産省地球温暖化対
策総合戦略」を策定し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業の実現に向
けた推進方向を明示した。また、同年 9 月に、温暖化などの地球環境問題について
議論を深めるため、食料・農業・農村政策審議会企画部会のもとに、「地球環境小
委員会」が設置され、農林水産省の今後の施策に反映すべく検討が進められてい
る。
わが国の農業は、畑作が中心である欧米諸国とは異なり、水田稲作を中心に発
展し、農村は水でつながった地域社会を形成してきた。このため、農地や農業用水
並びに土地改良施設は、食料生産の最も重要な基盤であるだけでなく、農村及び
これを含む流域の健全な水循環を形成・維持するとともに、農業の有する国土・環
境保全を中心とする多面的機能の源泉となっている。このことから、地球環境問題
を、農地、農業用水、土地改良施設の機能を保全・強化する観点からも検討する必
要がある。
一方、すでに農作物や農地、農業用水に地球温暖化によって頻発することが懸
念されるような異常気象による影響が生じており、地球温暖化への対応は喫緊の課
題となっている。この課題に対して、農村振興局では、農地、農業用水、土地改良
施設が地球温暖化によって被る影響を予測評価するとともに、農業農村整備におけ
る対応策を検討すべく、「農業農村整備における地球温暖化対応検討会」を設置し
た。
本検討会では、 IPCC 第 4 次評価報告書、国内研究機関による調査結果などに
よる最新の知見をもとに、 5 回にわたり有識者を交えた議論を行った。この議論にお
いては、農業生産活動の変化への対応並びに農地、農業用水等の有効利用という
視点に着目し、地球温暖化に対する適応策とともに、緩和策のあり方にも踏み込ん
で検討した。さらに、地球温暖化に対する国際貢献についても議論を進め、その成
果として、この報告書「農業農村整備における地球温暖化対応策のあり方」を取りま
とめた。
本報告書は、農村振興局が検討すべき農業農村整備における地球温暖化対策
の展開方向を提言したものであり、遅くとも概ね 5 年以内に取組みを開始すべき事
項を中心に取りまとめを行った。なお、より長期的な対応が適当な事項についても、
今後の課題などを整理した。
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Ⅱ

検討の基本的考え方

１．一般的背景
（１）地球温暖化が世界の食料・農業に及ぼす影響
IPCC などによる報告によれば、 21 世紀末には気象・水象について、平均気温
の上昇、氷床の融解、積雪量の減少、降水形態の変化、平均海面水位の上昇と
いった変動が生じると予測されている。
この将来予測は、 6 つの社会シナリオを設定して行われており、今後の世界経
済の動向や予測手法の高度化により修正されるものである。しかしながら、現在の
知見においてかなり高い確率を持つ見通しであり、これらの気候変動が食料・農
業に大きな影響を与えることもまた高い確度を持っていることを認識する必要があ
る。具体的な影響予測結果の概要は以下のとおりである。（参考１、参考２）
ア 気象・水象の変化
一般的には、大規模な熱波、ハリケーン、洪水、干ばつ、高潮などの現象が、
世界的に高い頻度で発生するようになる。 2003 年に欧州で発生した熱波でフラ
ンスでは約 15,000 名の死者があり、 2005 年に米国に上陸したハリケーン・カトリ
ーナは米国内で約 1,250 億ドルの被害をもたらした*1 。このような近年の現象と
地球温暖化の因果関係は必ずしも明確ではないが、地球温暖化により同様の
異常気象が発生することが予想されている。
アジアモンスーン地域では、全般に年間降水量は増加するが、集中豪雨の頻
発による洪水と、厳しい渇水の両方が同じ地域で発生する可能性が高まる。す
なわち、気温上昇により蒸発散量が増大するとともに、降水量の時期的・地域的
変動が増大する傾向となる。なお、一般的に洪水時の水は氾濫するか短時間で
海へ流出するために、有効に活用することは困難であり、利用可能な水資源が
増加するよりも自然災害の危機が高まるケースが多くなる。
米国、オーストラリア、ヨーロッパの乾燥・半乾燥地域に位置する主要な食料
輸出国・地域においては、年間降水量の減少と蒸発散量の増大によってさらに
乾燥する傾向となる。また、島嶼国、海岸デルタなどの低平地では、海面水位の
上昇により国土喪失の危機に直面する。
なお、 IPCC 第４次評価報告書によれば、 21 世紀末における気候変動の影
響を次のように予測している。
① 平均気温は 1.1 〜 6.4 ℃上昇（ 2030 年までは社会シナリオにかかわら
ず 10 年あたり 0.2 ℃上昇）。
② 海面水位は 18 〜 59cm 上昇。
③

中緯度の一部の乾燥地域と熱帯乾燥地域で、河川流量と利用可能水量

が 10 〜 30%減少。また、高緯度地域と一部の熱帯湿潤地域では 10 〜
*1 気象庁「異常気象レポート 2005 」、「気候変動監視レポート 2005 」
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40%増加。
④

氷河や積雪といった形態で貯蔵されている水資源量が減少し、主要な山

岳地帯から雪融け水の供給を受けている世界人口の 6 分の 1 に影響。
⑤

干ばつの影響を受ける地域の増加。また、豪雨の頻度が増し、洪水リスク

が増加。
イ 食料・農業への影響
低緯度地域、とくに乾季のある熱帯地域では、地域の気温がわずかに上昇
（ 1 〜 2 ℃）するだけでも、作物生産性が低下し飢餓のリスクが増加する。また、
中緯度から高緯度の地域では、気温が 1 〜 3 ℃まで上昇する間は、作物によっ
ては生産性がわずかに増加するが、それ以上上昇すると作物生産が減少する
地域が発生する。一方、海面水位上昇によって低平地の農地や地下水へ塩水
が浸入すると、農地が失われたり、塩類集積が起こり、作物生産が減少する。
（２）地球温暖化が日本国内の食料・農業に及ぼす影響
ア 気象・水象の変化
日本国内では暖冬により降雪量、積雪量が減少するとともに、降雨流出水・融
雪水が従来よりも早期に河川に流出すると予測されている。また、集中豪雨によ
る洪水災害が頻発するとともに、厳しい渇水も増大する傾向となり、上述したアジア
モンスーン地域と同様の現象が生じる傾向となる（参考３)。さらに、海面水位の上
昇により、沿岸農地の排水不良や、沿岸域での地下水への塩水浸入、河川河
口部での塩水遡上が拡大することに加え、台風の大型化に伴い、高潮の影響が
増加するおそれがある。
また、気象庁地球温暖化予測情報などによれば、 21 世紀末の状況を次のよ
うに予測している。
① 平均気温は 2.0 〜 3.2 ℃上昇（ 2011 〜 2030 年に平均で気温は１℃上
昇）。高緯度地域では上昇幅が拡大。
② 異常高温出現数が増加。また真夏日（ 30 ℃以上）が 4 ヶ月程度継続（暑
い夜の頻度が 2 〜 3 倍に増加）。
③

年間平均降水量は、九州南部の一部を除き増加する一方、冬から春に

かけて多くの地域で降水量が減少。また、年間無降水日数は一部の地域
を除いて増加。
④ 降雪は、オホーツク海沿岸を除いた全ての地域で減少。
⑤ 台風の規模が大型化。
イ 食料・農業への影響
食料・農業への影響の面では、気温の上昇などが作物の生理・生育に影響を
及ぼし、品質・収量が低下するとともに、栽培適地が移動する。例えば、気温が
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3 ℃上昇した場合、水稲については北海道では収量が 13%増加するものの、東
北以南では 8 〜 15%減少すると推定されている。また、りんごについては北海
道のほぼ全域が適地になる一方、関東以南がほぼ適地外となり、うんしゅうみか
んは適地が南東北の沿岸まで北上するが、現在の産地でも適地外となる地域が
発生すると推定されている（参考４、参考５）。さらに、高温や降水形態の変化による
影響を緩和するため、用水を活用した対応策のほか、品種改良、作期・作型の
調整、品目転換などの営農による対応が必要となる。
一方、厳しい渇水の頻度が増大することにより、利水調整の必要が生じる事案
が多発するようになる。また、集中豪雨の頻発に伴う洪水被害や地すべりなどの
土砂災害、台風の大型化に伴う高潮被害の頻度が増加するため、農産物や農
業施設への被災の頻度が増加する。

２．検討の必要性
（１）地球温暖化の影響の顕在化
2007 年 8 月の記録的な高温や局地的な豪雨など、近年、わが国の各地にお
いて異常気象が頻繁に見られるようになっている（参考６）。これらの異常気象は、
農地、農業用水そして農業生産などに様々な影響を与えており、主要なものを列
挙すれば以下のようになる。
①

水稲について、登熟期の高温の影響により、白未熟粒や胴割米などが増
加し、品質が低下。

②

害虫（カメムシなど）の棲息場所となる畦畔・法面の雑草の過繁茂などによ
って、虫害（斑点米）が多数発生。

③

大豆について、登熟期の高温少雨により、生育不良、着莢不良、青立ち
株などが増加し、収量、品質が低下。

④

茶・果樹について、気温上昇に伴う冬季の耐凍性獲得不全や春先の早期
萌芽などにより、気温の低下に際し凍霜害が発生。

⑤

みかん、りんご、ぶどうなどの果実について、日焼け、浮き皮、着色不良な
どの障害が発生。

⑥

集中豪雨の頻発により、農地での湛水被害、地すべりなどの農地斜面災
害が増加。

⑦ 厳しい渇水により、かんがい用水の取水を制限する事態が発生。
気温上昇などの現象は、地球温暖化に伴い生じると考えられる現象と共通して
いることを踏まえると、地球温暖化への対応は、その影響がすでに顕在化してい
るとの認識のもと、検討を進める必要がある。
（２）現時点から対応策を検討・具体化することの必要性
英国の気候変動・開発における経済担当政府特別顧問のニコライ・スターン博
士（元世界銀行チーフ・エコノミスト）が 2006 年 10 月に取りまとめた報告書「スタ
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ーン・レビュー：気候変動の経済学」では、「早期に断固とした対応策をとることに
よるメリットは、対応しなかった場合の経済的費用をはるかに上回る」と結論されて
いる（参考７）。また、 2007 年 11 月に公表された IPCC 第４次評価報告書統合報
告書では「今後 20 〜 30 年の緩和努力と投資が温暖化効果ガスの安定化のカギ
となる」ことが、政策決定者向け要約に記述されている（参考８）。
今後、人口増加に伴い食料需要は増大し、経済発展に伴い食生活は高度化
すると予想される。地球温暖化により食料生産量が減少すれば、増大し高度化す
る食料需要に応えることが難しくなり、穀物価格が上昇するなど、世界の食料市場
を不安定にするおそれがある。食料の安定供給を確保するためには、農業農村
整備の分野においても、地球温暖化の予測とその影響評価を行うとともに、現時
点で想定されうる事象に対応して具体的に行動を開始する必要がある。なお、効
果的な対策を講じる観点から、影響評価の確度や費用対効果を検証することが
重要である。
（３）地球温暖化への対応を契機とした農業農村整備の新たな展開
人類の経済活動の拡大により地球温暖化がもたらされ、大気・水・農地・生物多
様性などの劣化が世界の各地で進行している。地球温暖化は人類の安全保障上
の脅威であり、その対応にあたっては、エネルギー・水・食料・生態系などがとくに
重視すべき項目となると考えられる。
わが国は、国土の３分の２が森林に覆われ、広く展開する水田稲作により水の
豊かな農地・農村が形成され、世界的にも極めて森と水に恵まれている。しかしな
がら、 CO2 吸収源としても期待されている豊かな森林資源を持続的に保全するこ
とが、主として経済的な要因によって困難となっている。また、農地については、
1900 年から 1960 年の 60 年間で 90 万 ha 増加したものの、経済成長に伴う都市
化の進展と農業分野の高齢化や担い手不足などにより、 1960 年からの 45 年間
で 140 万 ha 減少している（参考９）。これに加えて、化学肥料使用量の増大や、食
料自給率の低下、畜産飼料の海外依存などにより、水や炭素、窒素等の健全な
物質循環は失われつつあり、生物多様性も急激に低下している（参考１０）。
農業は、基本的には地上の水と大気中の二酸化炭素を利用して太陽エネルギ
ーを固定化し、食料や燃料などとなる農産物を生産する営みである。このような農
業の営みの本質に照らせば、農業農村整備における地球温暖化への対応策の
あり方は、農村に賦存する再生可能な自然資源を最大限に利用した持続可能な
社会経済システムを構築するという視点から捉える必要がある。そして、農業農村
整備の新たな展開に向けた契機と位置づける必要がある。

３．農業農村整備における地球温暖化対応策の基本的考え方
（１）地球温暖化対応を考える上での農地、農業用水の重要性
わが国では、急峻な地形とアジアモンスーンの豊かでかつ厳しい自然条件の
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なか、水田稲作を中心に農業が発達すると同時に、水でつながった地域社会（水
社会）が形成されてきた。水社会としてのわが国の歴史は、農業用水開発と新田
開発の歴史でもあり、都市的発展が進んだ現在でも、農村における土地及び水
利用は、依然として農地及び農業用水が中心的部分を占めている。
河川から水田に取り入れられた水は、蒸発と蒸散で消費される以外は、大部分
が地下水となるか排水路に流出する。地下に浸透した水のうち、浅層地下水の一
部は下流河川に還元され、河川の流量を回復させることとなり、河川下流部にお
いて地下水あるいは河川水の形で農業用水や都市用水として再び利用すること
が可能となる。排水路に流出した水の多くも、下流河川に還元され、あるいは、下
流水田において反復利用されることが多い。また、用排水路網によりつながれた
面的広がりを持つ水田及びため池群は、自然浄化機能により水質の改善に寄与
するほか、農村景観の形成や豊かな水辺環境の創出に貢献し、生物多様性を育
む基盤となっている。
このように、わが国の農地、農業用水の利用は、多くの流域で健全な水循環シ
ステムを形成するとともに、その利用を通じて河川流況安定、洪水防止、地下水
涵養、自然環境保全などの多面的な機能を果たしている（参考１１）。
このことから、地球温暖化によって農地、農業用水等がその本来の役割を果た
せなくなると、単に農業生産力の低下に止まらず、健全な水循環システムに悪影
響を与え、さらに多面的機能にも支障を及ぼすことになる。水社会という特質を有
するわが国の農村における地球温暖化への対応は、とくに農地、農業用水とこれ
らの基盤である土地改良施設の観点から検討することが重要である。、また、農
地、農業用水に及ぼす地球温暖化の影響は農村に止まらず広く流域にも及ぶこ
とから、農村及びこれを含む流域の課題として捉える必要がある。
（２）農地、農業用水、土地改良施設に着目した対応策の考え方
これまでの農業農村整備の推進により、農地、農業用水、土地改良施設は各
地域の営農形態、土地利用形態、気候条件などに適応した近代的な農業生産基
盤として整備されてきた。これら世界有数の高度な生産システムは、活発な農業
生産活動が継続されることの基礎となり、食料の安定供給と農業の持続的発展を
可能にしてきた。
近年、農村における人口の減少や高齢化の進行などにより、地域農業が停滞
し、農村の活力も低下する状況にある（参考１２）。また、耕作放棄地の増大といっ
た農村における地域資源の劣化や生物多様性の低下も懸念されている。さらに、
長期的には地球温暖化の影響による栽培適地の移動などにより、これまで整備
が積み重ねられてきた農地、農業用水等の役割が十分発揮できなくなるおそれ
が生じることも懸念される。
このためにも、農村及びこれを含む流域における地球温暖化への対応策とし
て、農地、農業用水、土地改良施設の機能の保全が重要となる。また、これらの
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機能を最大限に活用して、化石燃料の消費を可能な限り抑制する持続可能な社
会経済システムの構築を目指すことが重要である。その際、渇水や洪水という厳し
い水文条件のもとで沃野を切り拓き利用し続けてきた経験と知識の存在を再認識
し、これらを有効に活用する方向で検討を進める必要がある。
（３）農業生産活動の変化に対応した農業農村整備からのアプローチの考え方
農村における地球温暖化への対応は、農地、農業用水等を活用して行われる
農業生産活動にも着目する必要がある。地球温暖化の影響に適応するため、農
業者は、品種や作目などの栽培体系を変更し、これに伴うかん水方法などの水管
理を変更する必要が生じることがある。また、中長期的には、栽培適地の移動に
伴う品種改良や作目の変更が必要となる可能性がある。これらの変化に応じ、農
地、農業用水、土地改良施設の機能・形態や操作管理方法などを見直していく
必要が生じると考えられる。すなわち、農業農村整備における地球温暖化対応策
の検討にあたっては、ハード整備のあり方を検討するだけではなく、農業生産活
動の変化に対応した水管理や施設整備及び維持管理のあり方の面からも検討す
ることが重要である。
また、各地域では、地形や気象、水資源などの条件が様々で、営農形態は多
種多様である。したがって温暖化の農業・農村への影響が、地域ごとに異なるも
のとなることは明確である。この点を踏まえて、地域特性に応じて温暖化対応のシ
ナリオを作成することも重要である。
（４）適応策と緩和策及び貢献策による総合的な対応
地球温暖化への対応策を議論する場合には、温暖化が進行した際の適応策
と、温室効果ガスの排出削減といった緩和策を並行して検討する必要がある。適
応策については、地球温暖化の影響がすでに顕在化しているという想定のもと
に、現時点から遅滞なく準備していく必要がある。また、緩和策として、農地、農業
用水、土地改良施設の活用を検討すべきである。以上を踏まえ、この適応策と緩
和策は、農業農村整備における地球温暖化への対応の車の両輪として進める必
要がある。
さらに、農地、農業用水、土地改良施設を従来の農業生産活動の範疇を超え
て活用し、地球温暖化の防止や影響への適応に対して積極的に貢献させること
も可能である。これらは、「農地、農業用水、土地改良施設に着目した、食料生産
を目的としない活動を通じて適応・緩和に貢献する方策」であることから、この方
策を「貢献策」として位置付け、適応策、緩和策と合わせて、総合的な対応策を検
討する必要がある。
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（５）多面的機能に着目した地球温暖化対応策の考え方
農地、農業用水等の利用により発揮される多面的機能のうち、洪水防止機能、
地下水涵養機能、土壌侵食防止機能、土砂崩壊防止機能、気候緩和機能など
は対応策として直接に活用可能である。
農業農村整備による地球温暖化対応策の検討にあたっては、このような多面
的機能の活用による対応策の視点を取り込み、これらの機能を維持・増進するた
めの方策を検討する必要がある。
（６）開発途上国が直面する問題に対応した国際貢献策の考え方
地球温暖化問題に対する国際貢献は、地球温暖化の原因と影響が地球規模
にわたることから、世界全体で問題解決に努めるべき課題であるが、とりわけ先進
国においては開発途上国が直面する問題への積極的な貢献が求められている。
わが国としては、これまでに蓄積した技術や知見とともに、今後の取組みより得
られる知識・経験を活用し、開発途上国における農業農村開発分野の人材育成
を含め、当該地域のニーズと優先度を的確に把握して、具体的な国際協力を積
極的に展開する必要がある。なお、地球温暖化への対応策の検討を行う場合に
は、常に開発途上国での適応を念頭に置いておく必要がある。

Ⅲ

農業農村整備における地球温暖化対応策の課題と方向

１．地球温暖化による影響予測
地球温暖化に伴って生じる気候変動により農地、農業用水、土地改良施設に様
々な影響が生じると予測・懸念されている。具体的な内容は次のとおりであるが、こ
れらの影響予測は、手法の進展とともに精度が高まっていくものであり、継続して影
響の予測評価手法の改善と、実際の影響の把握に努めることが重要である。
（１）気温の上昇による影響
気温上昇によって、積雪量が減少するとともに、融雪時期が早期化し、春期に
おける融雪流出の利用可能水量が減少する。また、水稲の高温障害を避けるた
め、作期の晩期化によるかんがい期の変更や、登熟期の掛け流しかんがいなど
による現行以上の用水需要が発生する（参考１３）。
畑地でも、気温の上昇に伴う蒸発散量の増加によって、かんがい用水量が増
大する。茶、果樹などについては、冬季の気温上昇に伴い、発芽期から開花、結
実期に発生する遅霜による被害が増大する。これに対応するため、スプリンクラー
による散水氷結法を導入する場合、ほ場管理用水が増大する（参考１４）。
一方、ダム貯水池やため池における水温上昇は、富栄養化やアオコの発生を
増大させ水質悪化が進行することにつながる。水温上昇は、水路などにおいて、
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外来の水草類の繁茂などによって通水障害などの影響を引き起こす。
（２）降水形態の変化による影響
冬期から春期の降水量の減少は、春先のかんがい用水を不足させる。また、無
降水日数の増加に伴うほ場単位用水量の増加や河川流量の減少、さらには、地
下水涵養量の減少もかんがい用水の不足を引き起こす（参考１５）。
一方、集中豪雨の頻発は、農地や農村の湛水被害を増加させる。また、ダム、
ため池の洪水吐や排水路、排水機場の排水能力の不足や、河床変動が生じて
頭首工の安定性も低下する。降水量・降雨強度の増大は、シラスなどの特殊土壌
地帯を中心に農地土壌の侵食量を増加させるとともに、地すべりなどの農地斜面
災害の頻発やため池決壊の危険性を増大させる。
集中豪雨の頻発や無降水日数の増加は、局地的に発生することも考えられ、こ
うした場合は、同一水系や近隣のダム群の受益地において水需給バランスの不
均等が発生することも考えられる。
（３）海面水位の上昇による影響
海面水位の上昇により、河口からの塩水遡上や地下水への塩水浸入が発生
し、沿岸地域の河川表流水・地下水の利用可能水量が減少する。また、外水位
の上昇によって沿岸農地の排水不良が増大するとともに、地下水位の上昇に伴
って地盤の支持力の低下や液状化現象などの発生リスクも増大する。海面上昇
による塩水浸入に越波被害（高潮被害）も加わることにより、沿岸農地の塩害も拡
大する。
一方、台風の大型化に伴う「吹き寄せ効果・吸い上げ効果」は、海面上昇による
影響を増幅させ、干拓堤防や排水機場などの機能と安全性はさらに低下し、沿岸
農地などにおける越波・浸水被害が増大することになる。

２．適応策の展開方向
（１）農地、農業用水に対する適応策の展開方向
ア 脆弱な地域等の特定と影響予測評価手法の確立
農地、農業用水に対する適応策を検討するにあたっては、先ず温暖化の影
響に対してとくに脆弱な地域や季節・時期を特定することから取組む必要があ
る。そのためには農地、農業用水への影響や被災リスクを実態調査するととも
に、気候変動予測や流出計算の精度の向上を見ながら、影響を的確に予測評
価する手法を早急に確立する必要がある。
具体的に想定される地球温暖化に伴う現象に対する影響予測評価の検討方
向として、それぞれ次のような内容が考えられる。
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現

象

温暖化の影響予測評価の検討方向

平均気温の上昇

・積雪・融雪モデル、流出モデル、農業利水モデルと地域気
候モデルを組み合わせて農業用水へ及ぼす影響を予測評
価
・高温障害の回避、農作物の栽培適地の変化、畑かん必要
水量の変化などが農地、農業用水へ及ぼす影響を予測評
価

降水形態の変化

・積雪・融雪モデル、流出モデル、農業利水モデルと地域気
候モデルを組み合わせて農業用水へ及ぼす影響を予測評価
・畑地かんがい必要水量の変化などが農地・農業用水へ及ぼ
す影響を予測評価
・地下水などへの影響については、地下水利用地帯における
地下水監視を継続し、地下水涵養量及び利用量を把握
・土壌侵食や湿潤化などについては、地形、土壌などの情報
に基づき影響を予測評価
・地すべりについては、誘因となる地下水位などへの影響を把握

平均海面水位
の上昇

・長期的には新たな農業用水の確保などが必要となる課題と
して、影響実態及び研究について動向把握

イ 適応策における順応的な対応
適応策は、影響の予測評価などを踏まえたうえで、これらの影響に対して脆弱
な地域を中心に実施していくことが効果的である。具体的な適応策は、以下のと
おり、影響の進行と適応の結果を監視・評価しながら、順応的に取組むことが適
当である。
①リスク度合いの把握と現象の観測・監視
気温の上昇や降水パターンの変化など、地球温暖化に伴う気候変動現
象の進行が地域の閾値又は危険水準を超えると、農地、農業用水への影
響が顕著に現れるものと考えられる。このため、閾値などの有無や程度をあ
る程度見積もることが望ましい。さらに、既存の土地改良施設の機能診断を
通じて、推定された閾値などに対応するリスクを確認した上で、施設機能の
診断と影響の観測や監視を継続していくことが重要である。なお、リスクに
対する既存施設の機能の限界を見定めるにあたっては、研究機関との連
携などにより、この重要かつ困難な課題に対応する必要がある。
②順応型管理による適応
地球温暖化に伴う影響の進行を監視・評価しつつ、農地、農業用水への
影響に対し、栽培・水管理などの営農による対応や、施設の操作・管理によ
る対応を行うことにより、既存施設の機能を最大限に活かす適応策をとる必
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要がある。また、これらの適応策の結果を評価した上で、既存施設の機能
の限界を見定めつつ、次なる適応策を準備することにより、常に地球温暖
化の進行状況に順応していく対応が重要である。なお、異常洪水や異常気
象により既存施設の機能の限界を上回るリスクが発生するおそれもあること
から、これらのリスクに対応した危機管理体制を検討しておく必要がある。
③機能増進による適応
中長期的に地球温暖化に伴う現象がさらに進行し、あるいは予測がより
明確となり施設の計画・設計の変更に係る合理的な根拠が明らかとなった
場合には、施設の機能が増進するような整備を行うことが適当である。
ウ 適応策のあり方
近年の気温上昇に伴い発生する高温障害などに対して、国内各地で営農な
どによる対応が実施又は検討されている。例えば、水稲の品質低下に対し、植
栽方法や肥培管理面からの対応、田植えの晩期化などの作期の移動、掛け流
しかんがいの導入などの水管理の変更が行われている。これら農業生産活動の
変化に対応した水管理の変更の中には、農地、農業用水等の基盤の条件が整
っていないと実行が困難なものもあり、このような視点から基盤整備のあり方を検
討する必要がある。また、営農などによる対応についても、その効果が十分に確
認されていないものや適応地域が限定されるものもあるため、導入手法の効果
を検証する必要がある。
一方、農地の湿潤化や排水不良の拡大に対しては、排水性を高めるための
暗渠工、承排水路工、傾斜化ほ場などの整備が必要となる。また、農地の侵食
に対しては、耐侵食性を高めるための畦畔補強、護岸工、法面保護工などの整
備が必要となり、これらの整備技術の向上も重要である。
また、水資源賦存量が少ない地域では、地球温暖化によりさらに水資源の需
給が逼迫し、異常渇水時期などに厳しい利水調整を余儀なくされる場合が想定
される。これに対し、渇水への脆弱性が懸念される地域をモデル的に選定し、水
利用調整による対応の可能性を検討しておく必要がある。さらに、将来、新たに
水源が必要となる場合には、流域内における農業用水源の相互利用による対応
について、水利権の扱いを含めその課題を整理する必要がある。
（２）土地改良施設に対する適応策の展開方向
土地改良施設に対する適応策についても、農地、農業用水に対する適応策同
様、順応的な取組みを基本とするべきである。
具体的に想定される地球温暖化による現象に対して、それぞれ次のような展開
方向が考えられる。
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現

象

適応策の方向

平均気温の上昇

・渇水、干ばつによる利水安全度の低下に適切に対処するため、
水源施設、送水施設の適切な管理運用、施設機能の維持・増強
・既存の水源施設、送水施設を有効活用した、水温・水質の変化
に対応した用水管理手法の確立

降水形態の変化

・渇水、干ばつによる利水安全度の低下に適切に対処するため、
水源施設、送水施設の適切な管理運用、施設機能の維持・増強
・利水安全度を維持するための、新たな利水運用ルールの検討・
調整
・増勢する水象変化に対して、農業水利施設の安全な洪水・排水
対応を確保するため、施設操作方法の見直しと安全管理体制の
強化、施設改修などによる洪水流下・排水機能の増強

平均海面水位の
上昇

・増勢する水象変化に対応して、施設の安全性・排水対応を確保
するため、海岸保全施設の改修・補強や施設・地域の防災安全
管理体制の強化
・水象変化に対して、沿岸地域の安定取水を確保するため、取水
施設の適切な管理運用による機能の維持

なお、降水量・降雨強度の増大や時期的な変動の拡大といった降水形態の変
化や、海面水位の上昇と台風の大型化に伴う高潮・浸水被害のリスクの増大は、
土地改良施設の規模・構造に影響を与えるものである。近年の更新事業におい
て、降雨などの気象の長期的な変化により、計画基準値（基準年雨量）を変更さ
せている事例が見受けられる。このため、先ず基幹的な施設において、建設当時
と現時点の気象・水象の変化を踏まえた規模・構造の検証を行う必要がある。
また、地球温暖化の進行に伴う降水量・降雨強度の増大や時期的・地域的な
変動は、徐々に拡大してくるものと予測される。したがって、これらのデータを継続
的に把握・蓄積するとともに、農地、農業用水等への影響予測手法の整備状況も
踏まえつつ、変動する気象・水象に対して必要となる施設規模・構造を予測した
上で、既存施設の許容量の検証、定期的な点検体制の構築を図る必要がある。
あわせて、脆弱な地域又は緊急にもしくは近い将来に整備が見込まれる地域に
おいて、当該地域における地球温暖化の影響を踏まえた施設整備を検討するこ
とも必要である。
（３）広域的な地域でのリスク評価・管理のあり方
ア 地球温暖化に対応したＧＩＳ活用の可能性
農業農村整備では、これまで各種電子情報の整備を進めてきており、地理情
報システム（ GIS ）を活用した高度な取組みが可能となってきている（参考１６）。
現在気象庁において整備が進められている気象予測データ、海面上昇予測デ
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ータと日本水土図鑑 GIS や水土里情報、農業水利ストック情報、標高データな
どの情報を連携統合することで、温暖化に対し脆弱性を示す可能性のある地域
の概略把握が可能になる（参考１７）。
また、水源施設の集中地域や河口付近の取水・排水施設、土地改良区の管
轄範囲などについて、現状を効果的に把握することも考えられる。さらに、過去
における気象データなどを整理分析して、その地域の気象の特徴を把握すると
ともにリスクを地域ごとにより定量的に評価・明示することで、地域住民のリスク管
理意識を向上させることが可能と考えられる。
イ 広域的な地域の評価・管理のあり方
（評価の考え方）
温暖化の影響評価の手法としては、先ずリスク因子を特定する必要がある。続
いてその因子に応じて既存施設の機能診断を行い、リスクに対する施設の機能
の限界や影響を見積もることが求められる。また、評価は、その時点だけで捉え
ず、監視・評価を継続することが重要である。なお、重大な影響や早期に現れる
影響については、予防的対策も含めた安全方策を選択する必要がある。
（管理体制の考え方）
わが国の優良農地を将来にわたり確保するためには、大規模で広域的な農
業地域において、地球温暖化が及ぼす影響の監視・評価を行う体制を構築する
ことが効果的である。広域的な地域のリスク評価・管理は、将来的に全ての大規
模農業地域で実施されることが望ましいが、先ずは地球温暖化の影響に対して
とくに脆弱な地域において、モデル地域を設定し、具体的な手法を検討していく
必要がある。また、土地改良区などの地元関係者と連携した、リスク評価・管理が
日常的に実施できる体制の充実についても検討することが望まれる。
（管理手法の考え方）
今後整備が期待される近未来を対象としたより高精度な気象予測、地域の気
象・水象や河川流況に関する各種情報と、モデル地区内で収集が可能な局地
的な気象データを活用した管理手法について検討する必要がある。モデル地区
におけるリスク評価・管理にあたっては GIS の活用が考えられる。その際、日本
水土図鑑 GIS や現在策定が進められている水土里情報などをベースとし、施設
管理などの他のデータとの連携を検討する必要がある。このような活用を具体化
するためには、これまで農業農村整備を通じて集積された情報を早急に電子化
することが重要である。
また、中長期的には、農業水利施設の機能保全を図るための考え方（ストック
マネジメント）の中に、地球温暖化の影響を加味した余裕を織り込むなど、適時
適切な管理・更新事業のあり方について検討していく必要がある。
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３．緩和策の展開方向
（１）食料供給力の視点を踏まえた水田の汎用化や畑作振興
農業農村整備における緩和策は、わが国の食料自給率がカロリーベースで 39
％まで低下していることを踏まえた検討が必要である。近年のオーストラリアにお
ける大干ばつに見られるように、異常気象による既存耕地の生産力の低下は、世
界の食料市場に大きな影響を与える問題となっている。すなわち、農業の食料供
給力の要素である農地、農業用水等をできる限り国内に確保するとともに、食料
供給力を向上することがこれまで以上に重要となる。
また、わが国が食料や飼料などを大量に輸入していることは、エネルギーや温
室効果ガスの収支に着目したライフサイクル・アセスメントの視点から見れば、輸
送エネルギーの消費とそれに伴う温室効果ガスの発生を大きくし、地球環境に負
荷を与えることになる。このような地球環境への負荷を低減するとの視点からも、
わが国の食料供給力を向上することは有効と考えられる。
平成 18 年度食料需給表によれば、小麦、大豆の自給率はそれぞれ 13%、
5%と極めて低くく、これらの畑作物の自給率の向上が必要である。このためには、
水田汎用化や畑地利用推進による畑作の振興、耕地利用率の向上が有効であ
り、暗渠排水などの基盤整備を推進する必要がある。
（２）農地、農業用水等の活用
ア 農地土壌の炭素貯留機能を支える基盤整備の推進
水田や畑地などの農地は、適切に管理すれば土壌中に炭素を貯留できること
から、温室効果ガスの吸収源の一つとして京都議定書において位置づけられて
いる。わが国は、第１約束期間については農地を吸収源として選択していない
が、先進国の中には二酸化炭素の吸収を促進するような農法に対して支援を行
っている事例もある。わが国においても、農地土壌の炭素貯留機能に関する知
見を集約し、土壌中の炭素を増加させるための管理手法を検討することが求め
られている。
農業農村整備の観点からは、このような農地土壌の管理に係る取組みを支え
るとともに、吸収源対策としての土層改良・土壌改良工法の開発に必要な基盤
整備技術を検討する必要がある。その際、投入する有機物などが農村地域にお
ける循環システムに組み込まれるよう留意するとともに、投入による農村環境へ
の影響についても考慮する必要がある。
イ 農地の排水改良などによる温室効果ガスの排出削減
全世界のメタン（ CH4 ）の年間発生量 5.2 億トンのうち、約 12%の 0.6 億トンが
水田から排出されており、その抑制のためには、①稲わらの代替としての完熟堆
肥の投入、②中干し、③基盤整備などによる排水改良が考えられる。また、水田
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の縦浸透を 5mm/日にするとメタンの発生量を２分の１にすることが可能との研究
もあり*2 、湿田や湿地を排水改良によって乾田化する基盤整備は、現実的かつ
効果的な地球温暖化緩和策として検討する必要がある。ただし、水田では、排
水改良によりメタンの排出が抑制される一方で、好気条件のもとでは土壌中のア
ンモニウム態窒素から一酸化二窒素（ N2O ）が発生することから、温室効果ガス
全体として抑制効果を検証する必要がある。また、生物多様性保全の観点から
湿地の保全も重要な課題となっており、排水改良の実施範囲を調整するなど、
両課題について均衡のとれた対策を推進していく必要がある。（参考１８、１９、２０、
２１）

なお、一酸化二窒素の抑制については窒素肥料の使用抑制などの取組みが
有効であり、耕畜連携も含めた営農による取組みや堆肥の有効利用、バイオマ
ス利活用を推進することにより、農村の健全な物質循環を促し、循環型社会を構
築していく必要がある。
ウ 水田による気候緩和機能の増進
農地の気候緩和機能とは、栽培される作物による光合成や蒸発散、とりわけ
水田の水面からの蒸発などにより、光や熱を吸収して周辺の気温の上昇を抑制
する働きである。農業総合研究所の報告（ 1998 ）*3 によれば、水田内部と水田
外部（ 150m 離れた地点）との夏季における平均気温差は 2.5 ℃であり、水田に
よる平均気温低下効果は 1.3 ℃であるとしている。
水田による気候緩和機能は、市街地での気温上昇の抑制、さらには市街地
内で冷房のために使用するエネルギー消費の低減をもたらし、地球温暖化によ
る気温上昇に対する緩和策として有効に活用できる。今後さらに気候緩和機能
の評価手法を確立していく必要があり、その上で、気候緩和機能を強化するた
めの取組みを普及推進する必要がある。具体的には、広域的な水系を対象とし
たモデル地区などにおいて、衛星情報を用いた農地分布や水田の湛水期間と
地表面温度の情報などを組み合わせることにより、信頼できる精度で評価するこ
とが可能と考えられる。
（３）化石燃料使用量の抑制
農業農村整備は、重力かんがいを中心に自然のエネルギーを活用した送配水
システムを構築してきた。また、ほ場の大区画化、農道の整備などにより、農作業
効率の向上、機械経費の減少を促してきた。一方、維持管理面では、施設の近
代化により巡回監視制御や維持補修に要するエネルギー消費が減少するもの
*2

Yagi.K.,Minami.K.,and Ogawa,Y. : Effects of water percolation on methame emission
from paddy fields.(1990)

*3

「代替法による農業・農村の公益的機能評価」農業・農村の公益的機能の評価検討チーム
（農業総合研究所）
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の、施設の大型化・省力化に伴い機械経費が増大している場合もある。このことか
ら、各段階における化石燃料使用量について改めて検証し、必要な場合には、
その抑制策を検討することが重要である。
また、農業農村整備事業と一体的に行う小水力・太陽光発電の取組みについ
ても、化石燃料の使用を代替するクリーンエネルギーによる緩和策として位置づ
けが可能である。資源エネルギー庁の調査結果（ 2005 ）によれば、農業用水を活
用した小水力発電の包蔵水力は約 5.7 億 KWh で、このうちすでに開発されたも
の、もしくは建設中のものは約 1.7 億 KWh にすぎない。ただし、資源エネルギー
庁の調査は 10KWh 以上の規模の施設のみが対象とされているほか、近年、比
較的小規模な小水力発電（マイクロ発電）の技術開発が進みつつある。小水力に
ついては、今後、より高い発電ポテンシャルが期待されることから、その賦存量を
調査していく必要がある。なお、緩和策として、電力を必要とする土地改良施設の
電源を、小水力・太陽光による発電に転換することも考えられるが、経済性を考慮
しつつ展開方向を検討する必要がある。（参考２２）

４．貢献策の展開方向
（１）農地の有効利用による資源作物栽培の促進
わが国の水田面積は 256 万 ha であるが、実際に水稲が作付されている面積
は 170 万 ha となっている。また、昭和 40 年代には 100%を超えていた耕地利用
率も 93 ％にまで低下している。さらに、何も作物が作られていない不作付農地は
水田・畑合わせて 20 万 ha 、中山間地域を中心に増加している耕作放棄地は実
に 39 万 ha にのぼる。すなわち、 60 万 ha もの農地が有効に活用されていない
状況にある。*4
活発な農業生産活動を通じた農地、農業用水等の保全により、農村における
地球温暖化に対応するためには、農地の有効利用が必要不可欠である。このた
めには、耕作放棄地の解消や不作付農地の有効活用を推進する必要がある（参
考２３）。その際、農地を食料生産以外の目的で活用し、地球温暖化に貢献してい

くことも考えられる。その方策の一つとして、バイオ燃料などの原材料となる資源
作物やホールクロップサイレージ用稲などの飼料作物の導入も考えられ、これらも
含めた貢献策のあり方を検討していくことが望まれる（参考２４）。
（２）土地改良施設を活用した洪水防止
ため池を含む農業用ダムなどの土地改良施設は、安定的な用水供給を行うと
ともに洪水時には雨水を一時貯留する機能も有している。とりわけ、わが国には、
河川からの取水可能量が逼迫している地域を中心にため池が約 21 万カ所存在

*4

農林水産省「耕地及び作付面積統計」(H17)、「作物統計」(H17 産)、
「農林業センサス」(H17)
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し、その総有効貯水量は約 48 億 m3 であり、国内の全ての用途の既設ダムの約
４分の１に相当するほどの貴重な資源である。
気候変動により降水形態が変化し、厳しい渇水と洪水の双方のリスクが高まる
ことが予測されるなか、農業用ダムなどを、渇水リスク低減のみならず、一時的な
洪水調節による洪水リスク低減のために活用することを検討する余地がある。この
場合、先ず農業用ダムなどがどの程度の洪水防止機能を発揮できるかを検証す
る必要がある。また、洪水防止機能の付加に伴い、農業者の管理負担の増大な
どが見込まれることから、貯水容量の増大、情報技術の活用も含め効率的な操作
管理手法についても検討する必要がある。
（３）リスクヘッジ機能としての健全な水循環の維持
すでに述べたように、わが国の国土における水に関する循環系は、水田稲作を
中心とした水の利用形態によりその骨格が形成されているとともに、河川流況安
定、洪水防止、地下水涵養、自然環境保全などの多面的機能を発揮している。
このことは、地球温暖化により、わが国の水循環系の中で顕在化するおそれの
ある洪水、渇水などの影響に対し、農地、農業用水等がその空間的広がりを介し
てリスクヘッジ*5 機能としてより重要な役割を発揮することが可能であることを意味
している。このような観点から、農地、農業用水等を中心とした健全な水循環シス
テムの維持を図ることが重要である。このためには、地球温暖化が水循環システ
ムに与える影響把握のため、地下水も含めた農業用水の水循環メカニズムにつ
いて新たに調査・研究を行う必要がある。とくに、水田稲作が地下水涵養に果た
す役割を踏まえ、今後逼迫する水需給に対してこれらを有効に活用するための検
討を行う必要がある。
その際には、代表的な流域における水循環に関する調査・研究を強化すること
も有効である。例えば、頭首工から取水された水が、扇状地地形などを利用して
流域全体に供給され、これにより地下水が涵養されるとともに、下流で湧水となり、
ワサビ田など地域固有の農業生産と自然生態系を形成している地域もある。この
ような地域における水循環メカニズムを把握したうえで、地球温暖化が地域の水
循環に与える影響を診断・評価し、農業農村整備を通じた保全手法を検討するこ
とが考えられる。
（４）生物多様性及び環境用水の確保
田園地域や里地里山は、持続的な農林業の営みを通じて多様性豊かな生物
生息・生育空間を形成しており、地球温暖化による湿地生態系などに対する負の
影響が想定されるなか貴重な存在となっている。田園地域や里地里山を基盤とす
る自然環境を維持するうえで、農地と農業用水は不可欠であり、農村及びこれを

*5

リスクヘッジ：起こりうるリスクの程度を予測して、リスクに対応できる体制を備えること
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含む流域における生物多様性の確保のため、水田を含む湿地を保全し、農地や
水路、河川などをつなぐネットワークを形成するとともに、環境用水を確保すること
について検討する必要がある。
なお、生物多様性の確保の取組みを実効性あるものとするためには、地球温
暖化の影響による生息適地の減少や生息状況の変化について観察・監視してい
くことが重要である。そのために、これまで地域の協力を得て実施してきた生物調
査などを引き続き継続していくとともに、野生動植物の農村地域での生息状況を
より正確に把握していく必要がある。その上で、生物多様性への影響の適応策と
して、農地、農業用水等がどのように活用できるかを検討していくことが適当であ
る。

５．関係する主体の役割分担の考え方
（１）国と地方の役割分担
（国等の役割）
京都議定書による国際約束を実行するため、わが国は 2005 年比で 13.8%もの
温室効果ガス排出量の削減が必要となっており、国はこの取組みをリードする必
要がある。地球温暖化の影響予測については不確実性を伴う部分が存在するも
のの、農地、農業用水、土地改良施設の適切な整備・保全管理を通じた農業の
持続的発展を可能とするよう、農業農村整備における適切な地球温暖化対応策
を示すことは国の責務である。その際、過疎化・高齢化などが進行する農村の脆
弱性を踏まえることや、農業者を含む国民全般に対し情報提供を行いながら、わ
かりやすい施策を用意する必要がある。また、農地、農業用水、土地改良施設を
現場で利用し、管理する取組みの主体である土地改良区や地域の農家・住民が
積極的に参加する仕組みとすることも重要である。
独立行政法人や大学などの公的な研究機関は、科学的かつ客観的な情報・
知見の蓄積を通じ、地球温暖化が農地、農業用水、土地改良施設に与える影響
の評価結果などの確度の向上に努めることが期待される。また、それらの成果は、
地球温暖化への効果的な対応が可能となるよう、様々な具体的施策や啓発運動
などに活用される必要がある。
（地方公共団体等の役割）
地方公共団体は、各地域の営農形態、土地利用形態、気候条件などに応じた
影響の予測評価を行い、地域の条件にあった適切な対応策を国とともに検討す
ることが期待される。とくに、基礎的自治体である市町村においては、農地、農業
用水等を地域で適切に保全管理するための社会システムの強化に向け、地域住
民などを主導することが期待される。
一方、地球温暖化への地域レベルでの対応は、監視や管理面での対応、危機
管理などが重要となる。これらの対応については、土地改良区、農業者、地域住
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民などが連携した地域全体での取組みにより担われることが期待される。とりわ
け、土地改良区は日常的に水管理を実施し、集中豪雨や渇水時の対応のノウハ
ウを有しており、頻度が増大すると予測される洪水と渇水の対応を担う者として期
待される。
なお、土地改良区を中心とした地域が担うべき役割については、その具体的な
内容や方法についての基本的考え方を、国が指針などとして示すことも検討する
必要がある。
（２）地域の知恵の評価・活用
地域には、水稲の高温障害の緩和のため、用水を活用した独自の営農技術と
して、飽水管理、昼間深水・夜間落水管理などの新たな用水管理技術が、県農
業試験場や普及センターなどで研究・指導されている。また、低温水の活用につ
いても検討が行われている。このようなほ場レベルでの用水管理技術について、
地域レベルでの配水管理に及ぼす影響を適切に評価した上で、これらの水管理
手法や導入に際しての留意点などについて、土地改良区などの用水管理者に情
報提供するとともに、その普及促進に努める必要がある。
また、一部の土地改良区などにおいて、きめ細かな気象情報の入手による降
雨予測機能の強化、水温情報の既存水管理システムでの共有・即時利用など、
情報技術を活用して施設の管理運用情報の強化を図っている事例がある。このよ
うな取組みは、地球温暖化への適応策としても応用可能であり、適切な評価のも
と、技術の普及を図ることが期待される。
一方、地域住民を中心とした、地球温暖化への流域全体での保全のあり方に
ついても検討する必要がある。例えば、流域を対象とした協議会により農地、農業
用水を活用した地下水涵養などの水循環保全活動を実施している地域がある。
また、流域全体で土地改良区を中心とした水質保全対策のための協議会を設立
し、水質保全活動を行っている地域もある。このような地域をモデルとして、地球
温暖化に対し、流域全体で地域住民と連携・協業する取組みなどを検討していく
ことも考えられる。その際、近年見直されている地域に伝わる農地保全の知恵な
どを積極的に活用することも考慮する必要がある。

６．国際貢献策の展開方向
世界には 8 億人以上の飢餓・栄養不足人口が存在し、その約 9 割をアジア・ア
フリカ地域が占めている*6 。今後見込まれる人口の増加と食生活の高度化に、地
球温暖化による食料生産への影響が加わることは、国際社会共通の努力目標とし
て掲げられたミレニアム開発目標（ MGDs ）の一つである栄養不足の解消や貧困
の削減目標の達成に対し、大きな障害となる可能性が高い。このことから、飢餓・貧

*6

FAO 「 Statistics DIVISION 2002-2004 」
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困の削減を図るため、積極的な国際貢献を推進することが重要である。
また、わが国は開発途上国での砂漠化防止、土壌侵食防止や農民参加型の農
業農村開発の分野で独自の技術・手法を有しており、これらの活用が効果的であ
る。とくに、諸条件の類似するアジアモンスーン地域やネリカ米の普及の進む西ア
フリカ地域では、わが国が蓄積してきた水田農業に関する技術を活用した支援が
有効である。
今後は、開発途上国において、①温室効果ガスの発生源対策となるクリーンエ
ネルギーやバイオマスの利用、②温室効果ガスの吸収源対策となる植林に作物栽
培・家畜飼養を組み合わせて複合的に土地を利用するアグロフォレストリーの利用
を進めるとともに、クリーン開発メカニズム（ CDM ）*7 の導入により地球温暖化防止
に貢献する持続可能な農業農村開発の支援手法を検討することも必要である。
地球温暖化により食料生産に深刻な影響が及ぼされると予測されるなか、これま
で蓄積された技術・知見や今後の取組みにより得られる知識・経験を活用し、国際
貢献を行っていくことが重要であり、具体的には、次のような支援の方向が考えら
れる。（参考２５）
① 栄養不足人口の削減や貧困の削減のため、かんがい施設の整備・改修に
関するハード、ソフト両面からの支援を行うことが重要である。
ハード面の支援としては、開発途上国でも今後必要となる老朽化したかん
がい排水施設の改修・更新に関する施設の機能診断などのわが国技術の
活用について検討する必要がある。また、ソフト支援としては、わが国の土地
改良区の仕組みを参考にした農民水管理組織の育成を含めた農民参加型
水管理を積極的に移転するとともに、制度や法律の整備についての支援も
検討する必要がある。
②

砂漠化防止や土壌侵食防止といったこれまでの取組みに加え、土地・水
資源の劣化防止のための地域特性に応じた対策の類型化や気象変動に対
する農村コミュニティーの適応能力の向上のための取組みも必要である。

③

国内での取組みの技術・経験も活用しつつ、開発途上国における地球温
暖化による土地改良施設への影響や適応策を検討する必要がある。

④

水需給の逼迫が予想されるなか、地下水資源の保全と活用を図るため、と
くに乾燥地域や島嶼国における地下ダム技術などの活用を検討する必要が
ある。

⑤

*7

かんがい分野における国際機関・国際ネットワークを通じ、わが国の知見

クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）：京都議定書に基づく京都メカニズムの１つであり、先進
国（投資国）の資金・技術支援等により途上国（ホスト国）において温室効果ガスの排出削
減につながる事業を実施し、削減分を投資国の削減目標の達成に利用できる制度。また、
削減効果ガスはクレジットとして発効され、プロジェクト実施者間で分配可能。なお、CDM
は大規模プロジェクトだけでなく、開発途上国の農業農村開発にも適した小規模プロジェ
クトにも導入は可能。
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を活用して、水田を基盤として発揮されている多面的機能の評価の実施や
農民参加型水管理について積極的に情報発信することも有効である。

Ⅳ

おわりに
2008 年 7 月に北海道洞爺湖で開催される予定の G8 サミットでは、地球環境問

題が議論されることとなっているが、検討にあたっては、エネルギー、水、食料、生態
系などの扱いがその解決の鍵を握るものと考えられる。
地球温暖化に適応した持続可能な社会経済システムを構築していくためには、
再生可能な資源である水力や太陽光などの自然エネルギーと水循環にこれまで以
上に注目し、影響・リスク評価や監視などを含めた対応策を総合的に推進していく
必要がある。そのなかで農業農村整備としては、農地、農業用水、土地改良施設等
の資源を良好な状態で保全管理・活用するとともに、これらの資源が、食料の安定
供給の問題のみならず、農地及びこれを含む流域の水循環や生態系に果たす役
割について、国民の理解を深めていく必要がある。
また、地球温暖化の影響を流域で捉えるためには、農村に止まらず、上流の森林
地域から下流の湿地や海岸地域までを対象に含む一体的な対応策が必要である。
さらに、農村地域だけに限らず、都市も含めた流域全体での議論も必要である。そ
の際、農林水産省内部の各部署の連携のみならず、他府省を含む行政部局、独立
行政法人や大学などの研究機関が密に連携して対応していくことが必要である。
今回の検討会での議論において、地球温暖化への具体的な対応策の進め方とし
て、先ず地球温暖化の影響にとくに脆弱な地域や季節・期間の把握を行うことと、農
地や農業用水等への影響の予測評価手法の早期開発、積極的な監視・診断が重
要であることを提言した。一方、今後の調査研究により、地球温暖化が農地、農業用
水等に及ぼす影響の情報・知見が蓄積されていくことから、これらに基づき農業農
村整備としての地球温暖化の対応策のあり方について、次の段階の検討が可能に
なると考える。その時点では、具体的な対応策の実施の優先順位、体制や期間を明
確にしていくことが重要になると思われる。また、対応策がもたらす効果の範囲と国
や地方が担うべき責任の範囲などに留意した整理も必要となると考える。
地球温暖化の問題には、知見が不足しあるいは解明が不十分という課題もある
が、農業農村整備分野の全ての関係者が、知恵と技術を駆使して順応的に対応し
て、温暖化の進行という重大な課題に適切に対処していくことが真に求められる。

- 21 -

（ 参 考 資 料 ）

（参考１）異常気象による各分野への影響
・ 異常気象の頻度・強度、気候、海面水位に関する現象による影響は、変化す
る可能性が非常に高い。★
出典：AR4 SPM
世界平均気温の変化に基づき予測した地域別の影響の例
21世紀
の予測
見込

現象及び傾向
暖かい（寒い）日
の増加（減少）：
多くの陸地におけ
る暖かい日（寒い
日）の頻出（減少）

ほぼ
確実

暖かい時期、熱
波：
多くの地域におけ
る頻度の増加

可能性
が非常
に高い

豪雨の発生：
多くの地域におけ
る頻度の増加

可能性
が非常
に高い

各分野の主な影響
農業・森林

水資源

健康・死亡率

温暖（寒冷）環境
下での生産量の
減少（増加）

雪融けによる水
資源への影響

寒冷暴露の減少
による死亡率の
減少

産業・居住地・社会
暖房（冷房）の需要エネルギーの減
少（増加）

昆虫発生の増加

蒸発率、蒸散率
の上昇

熱ストレスによる
温暖地域での生
産量の減少

水需要の増加
水質の問題
（例：水の華）

熱関連の死亡率
の増加
（特に、高齢者、
慢性病の患者、
幼児など）

温暖地域に住む空調を持たない
人々の生活の質の低下

地表水及び地
下水の水質へ
の悪影響
供給水の汚染

死亡、傷害、感
染病、呼吸器及
び皮膚の疾患
外傷後のストレス
症候群

洪水による居住地、商業、輸送、社
会の分断

森林火災の危険
性の増加
農作物への被害
土壌の侵食
土壌の湛水害に
よる耕作不能地
の増加

湛水害 土地 排水能力を超 る水を与 続 た結果 地

都市の大気質の悪化
雪氷等の影響の減少

水が飽和状態 達

高齢者、乳幼児、貧困者への影響

都市部及び農村部のインフラへの
圧力
まう 象

出典 AR4 SPM 表2

世界平均気温の変化に基づき予測した分野別の影響の例
現象及び傾向
干ばつにより影響
を受ける地域：
増加

強大な台風活動
の増加

21世紀
の予測
見込
可能性
が高い

可能性
が高い

各分野の主な影響
農業・森林

水資源

土地の荒廃
生産量の低下
家畜の死亡数の
増加
森林火災の増加

より広範囲に
わたる水不足

農作物への被害

電力供給の停
止による上下
水道の分断

強風による樹木
の倒壊
サンゴ礁の被害

高潮現象（津波を
除く）の増加

可能性
が高い

灌漑水・河口及び
淡水システムの塩
類化

塩水の侵入に
よる淡水の利
用可能量の減
少

健康・死亡率

産業・居住地・社会

食糧不足、水不足のリ
スクの増加
栄養不足のリスクの増
加
水・食糧が原因の病気
のリスクの増加

居住地、産業、社会における
水不足

死亡、傷害、水及び食
物を媒介する疾患のリ
スクの増加
外傷後のストレス症候
群

洪水・強風による分断

洪水による溺死・傷害
のリスクの増加
人口移動に関する健
康影響

沿岸防護コストと土地利用転
換の比較
人口及びインフラの移転の可
能性

水力発電の能力の低下
人口移動の可能性

民間保険会社による脆弱地域
のリスク適用からの除外
人口移動の可能性

出典 AR4 SPM 表2

出典：AR4 SPM （IPCC第４次評価報告書 政策決定者向け要約（Summary for Policy Makers））
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（参考２）世界平均気温の上昇による主な影響

1980〜1999年に対する世界年平均気温の変化

1980〜1999年に対する世界年平均気温の変化
※影響は、適応の度合いや気温変化の速度、社会経済の経路によって異なる
出典：AR4 SPM （IPCC第４次評価報告書 政策決定者向け要約（Summary for Policy Makers））
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（参考３）日本国内における今後の降水量及び水資源賦損量の変動予測
○降水量の変動予測
・気象庁による2100年の気象予想では、日降水量100mm以上の年間日数はほとんどの
地域で増加する一方、無降雨日数も増加。
・また、降雪量は、北海道から山陰にかけての日本海側を中心に大きく減少することから、
洪水・渇水リスクが高まると推定。

○水資源賦存量の変動予測
・ 我が国全体では、地球温暖化に伴い年間降水量が増大するとともに蒸発散量は増大すると予測。
・年間の水資源賦存量（＝降水量−蒸発散量）は、北日本・東日本の日本海側、南関東・四国・南
九州の太平洋側では現在と同程度か減少傾向となる見込み。
・特に農業用水の需要量が多い代かき、田植期（４〜５月）の水資源賦存量は、我が国のほとんど
の地域で減少する見込み。

図-1

図-3

年蒸発散量の変動

図-2

4〜5月の水資源賦存量の現況

図-4

年水資源賦存量の変動

4〜5月の水資源賦存量の変動

注）
1.現況値はメッシュ気候値（気象庁、1kmメッシュ）による1971〜2000年の気温、降水量の平均値から水資源賦存量を推定。
2.変動量は、現状値にRCM20（気象庁、A2シナリオ20kmメッシュ）による気温・降水量データに基づく2081〜2100の水資源賦存量の
平均値から1981〜2000の水資源賦存量の平均値の変化を加えた予測値から、現状値を差し引いた値。
3.蒸発散量は、中緯度地域で適用性が認められ気温のみに依存するソーンスウェイト法による。
4.マップ表示は、1kmメッシュの入力データ及び計算結果をGISにより表示。

資料：(独)農業・食品産業技術総合研究機構
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農村工学研究所

（参考４）地球温暖化が日本の農林水産業に及ぼす影響
○地球温暖化が日本の農林水産業に及ぼす影響
水稲：収量の変化

水資源の不足

2060年代に全国平均で約３℃気温が上昇した場合、潜在的な収量が
北海道では１３％増加、東北以南では８-15％減少する。
Current

現在

2030

2030年
代

九州の水田域に対し、温暖化シナリオを当てはめると、2030年代８
月期の潜在的な水資源量は現在よりも約30mm減少（蒸発散量が現
在よりも約20％増加）と予測される。国内の全水使用量の６割は水田
用水が占めていることを踏まえると、水田からの蒸発散量の動向は、
地域の水資源へも影響する。
＜2030年代の８月に潜在的な水不足が想定される水田地域＞
現在（平年値）

2030年代

800

750

2060

2060年代

2090

2090年
代

700

650

600

(kg/10a)
気候登熟量示数
（潜在的な収量、
kg/10a）

水資源量（mm）

・潜在的な収量を示す指標として、気温と日射量のみで求まる「気候
登熟量示数」を用いて、将来の潜在的な収量を推定。
・ 将来の気候予測値については、現在の大気CO2濃度（1990年の濃
度に当たる350ppm）が、毎年1%複利で上昇することを前提として、
代表的な4種類の全球気候モデルを用いて算出された将来の気候
データの平均から算出。

・降水量は同じと仮定し、水田蒸発散量算定モデルを適用して、水
資源賦存量（＝降水量−水田蒸発散量）の変化を予測。
・気温上昇による水田蒸発散量の増加に伴い、九州中部から北部
にかけて水資源賦存量がマイナスとなる地域（黒の地域）が増加。

出典：林・石郷岡・横沢・鳥谷・後藤(2001)：温暖化が日本の水稲栽
培の潜在的特性に及ぼすインパクト、地球環境Vol.6 No.2、141
〜148

出典：丸山篤志(2006):温暖化による九州の水田水資源の変化を予
測 (九州沖縄農研ｾﾝﾀｰwww)

農林水産省地球温暖化対策総合戦略参考資料
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○地球温暖化が日本の農林水産業に及ぼす影響に関する予測
１℃
２０３０

２０１０

＋250ppm
３℃
２０７０

２０５０

２０９０

４℃

CO2増加により
15％増収

水 稲

一
部
の
地
域
で
高
温
障
害
等
が
発
生

大 豆

リンゴ

ミカン

留意事項
※複数のシナリオによる影響評価
結果を、『2030年代に平均気温が
１℃上昇、2060年代に３℃上昇
(CO2濃度が250ppm上昇)、2090
年代に４℃上昇する』と仮定したタ
イムテーブルに当てはめ取りまと
めたもの。
※このタイムテーブルはIPCC報告
書の「化石エネルギー源を重視す
る高成長社会シナリオ(気温が最も
上昇）」における気温上昇を踏まえ
たもの。

東北以南で
0-10%減収

東北以南で
8−15％減収

移植日の最適化で
5-20%増収

北海道で13％増収
CO2増加で
不稔率増加
CO2増加により
28％増収

高温で
6−10％減収
CO2増加と高温で
収量は98−116％
北海道が
適地化する
主産地の一部が
適地から外れる

日本海沿岸が
適地化する

関東の平野部が適
地化する

南東北沿岸部が
適地化する
主産地の一部が
適地から外れる

鶏肉生産量低下が
西日本で徐々に増大

畜 産

森 林
(ブ ナ)

ブナの分布適域面
積：１００％

ブナの分布適域が
７６％の面積

ブナの分布適域が
３１％の面積

1割以上で鶏肉生産
15％以上低下

牧草の生産量が
1.5倍に増加

鶏肉生産量が
東北でも低下

牧草夏枯れ地域が
1.5倍に増加

ブナの分布適域が
６％の面積

ブナの分布適域が
０％に

南下回遊時期の遅れ
により産卵量増加

水 産
（サンマ）

餌料環境の悪化に伴
い成長低下

農林水産省地球温暖化対策総合戦略参考資料

（参考５）高温による水稲と果樹の被害例
○水稲と果樹の被害例
水 稲

果 樹
着色不良

高温によるみかんの「日焼け果」

・水稲の登熟期（出穂・開花から
収穫までの期間）の日平均気
温が２７℃を上回ると玄米の全
部又は一部が乳白化したり、
粒が細くなる「白未熟粒」が多
発。
・特に、登熟期の平均気温が上
昇傾向にある九州地方等で深
刻化。

ぶどうの着色障害
高温によるアントシアニ
ンの合成抑制
正 常

高温によるみかんの「浮皮症」
成熟が進んでからの高温・多雨
により、果皮と果肉が分離（品
質・貯蔵性の低下）
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農林水産省地球温暖化対策総合戦略参考資料

（参考６）近年の異常気象の具体的事例
○平成18年7月豪雨
・平成18年7月15日〜24日にかけて本州から九州の範囲で大雨。
・活発な梅雨前線が本州付近に停滞したことに原因があるが、その要因としては、
①偏西風の蛇行が強まり、日本の上空に寒気が流れ込む状況が続いた。
②日本の南海上の太平洋高気圧が強く、暖かく湿った空気が日本付近に流れ込みやすい状態
が続いた。
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気象変動監視レポート2006 気象庁

○異常気象

・平成16年は、日本列島に10個の台風が上陸（平均2.6個、過去最多6個）。
・平成19年冬は、63の気象官署で冬の平均気温の高い記録を更新（全国153）。
・冬の降雪量が北陸地方で平年の9％。
・平成19年8月16日には熊谷で我が国の観測史上1位となる40.9℃を記録。

平成18年12月〜19年1月の平年差
気温においては、平年を1．5℃前後上回ったところが
多かった。
冬（12〜2月）の天候 平成19年3月1日報道発表資料
気象庁

○集中豪雨の傾向
・100地点あたりの1時間降水量50mm以上、80mm以上および日降水量200mm以上、400mm以上
の年間発生回数は、いずれの場合でも増加傾向。
・特に日降水量400mm以上の年間発生回数は近年増加が著しい。
日降水量２００ｍｍ以上の年間発生回数（１００地点あたり）

発生回数
１０年移動平均
１０年移動平均（近似）

35

年間発生回数（100地点あたり）

年間発生回数（100地点あたり）

１時間降水量５０ｍｍ以上の年間発生回数（１００地点あたり）
40

30
25
20
15
10
5
0
1976

1981

1986

1991

1996

2001

40

発生回数
１０年移動平均
１０年移動平均（近似）

35
30
25
20
15
10
5
0

2006

1976

1981

1986

年

年間発生回数（100地点あたり）

年間発生回数（100地点あたり）

2001

2006

日降水量４００ｍｍ以上の年間発生回数（１００地点あたり）

発生回数
１０年移動平均
１０年移動平均（近似）

3

1996

年

１時間降水量８０ｍｍ以上の年間発生回数（１００地点あたり）
3.5

1991

2.5
2
1.5
1
0.5
0

3

発生回数
１０年移動平均
１０年移動平均（近似）

2.5
2
1.5
1
0.5
0

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

年

1976

1981

1986

1991

年

気候変動監視レポート 2006 平成19年3月 気象庁 （一部修正）
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1996

2001

2006

（参考７）スターン・レビュー

気候変動に対する強固かつ早期の対策を行うことによる便益は、そのコストを
上回る
将来の気候変動に対する対策を今すぐ実施したとしても、その効果が現れるまでには、
長い時間がかかる。我々が現時点で行っている対策は、今後40〜50 年を超える気候に対
して、きわめて限定的な効果しか及ぼさない。しかし、今後10〜20 年間に我々が行う対策
は、今世紀後半から22 世紀にかけての気候に対して劇的な効果を及ぼす。
気候変動に伴う影響を、確実に予測することは不可能である。しかし、我々は、気候変動
に伴う影響のリスクを十分に理解することができる。緩和策−温室効果ガスの排出量を削
減する対策−は投資と見なすべきである。現在から今後数十年間に支払われる対策コスト
は、将来ひき起されるであろう深刻な温暖化影響のリスクを回避するために有効だからで
ある。もし、このような投資が賢明に行われるのならば、対処できる範囲のコストに抑えるこ
とができるだけでなく、さらに、成長と発展の幅広い機会を得るチャンスとなる。このため、
政策は、市場シグナルの健全化の促進、市場の失敗の克服、衡平性とリスクの緩和、を中
心に据えて立案されなければならない
※スターン・レビュー要旨から抜粋

（参考８）IPCC第3作業部会報告
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（参考９）農地面積と食料自給率の推移

農地面積と食料自給率の推移
明治33年（1900年）

昭和35年（1960年）

平成17年（2005年）

農地面積

521万ha

609万ha

469万ha

食料自給率

−

79%

40%

（参考１０）窒素収支フロー
窒素収支フロー
輸 入

輸 出

差

昭和55年
（1980年）

537千トン

363千トン

174千トン

平成6年
（1994年）

666千トン

183千トン

483千トン

○食生活をめぐる窒素循環の変化

22

16

９

16

３

６
食生活
食生活

３

５

42

４

17

１

61
61

［1960年時 点 ］

69

24
15
33
食生活
食生活

９
10

２
畜産業
畜産業
10
１０

１６

16

13
24

74

16

環境（農地517万haを含む）
環境（農地607万haを含む）
167
167
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69
69

16

75

１

単位：万ｔ

15

19

１

［1992年 時点 ］

５
14

57

肥料
料
化化学学肥

環境（農地607万haを含む）
環境（農地607万haを含む）

26

化学
学肥
化
肥料料

２

92

17

農作
渣
農作
物物
残残渣

３

６

17

６

保管
8
８

42

輸輸出
６
出そ
その
の他
他６

輸輸
出出そ
その
の他
他６
６

１

11
１１

92

農作
物物残残渣
農作
渣

畜産
畜
産業
業
６

16

47
47

穀物
穀物
保管

国内
食飼
飼料
料
国内
生生産産食

１

２

５
加加工工業業６

７

３

31

輸入入食食
輸
飼飼
料料

飼料
輸輸
入入
食食
飼料

穀物
穀物
保管
保管
８8

国国
内内生生産
料
産食
食飼
飼料

加
加工
工業
業１
１

６

（参考１１）流域を循環する農業用水が有する多面的機能
・河川から取水された農業用水は、大部分が地下水となるか排水路に流出し、再び下流水田に
おいて反復利用される。
・また、農業用水は、その利用過程において、水路や水田が有する自然浄化機能により水質が
浄化される他、用排水路網による面的な広がりにより、農村景観の保全や水辺の創出、生態
系を育む基盤ともなっており、農村の水環境を形成。
・農業の有する多面的機能は、農業生産活動を通じて発揮されるものであり、その発揮のため
には農地・農業用水等の適切な保全が不可欠である。

○農業の多面的機能の発揮状況
洪水防止機能

土砂崩壊防止・土壌侵食防止機能

生態系保全機能

保健休養・やすらぎ機能

情操教育機能

農村の良好な景観の
形成機能

農村での固有の
文化の伝承機能

○ 農業の多面的機能の貨幣評価の例
機能の種類

資料：（株）三菱総合研究所「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の
多面的な機能の評価に関する調査研究報告書」（H13.11）

評価額

洪水防止機能

3兆4,988億円／年

河川流況安定機能

1兆4,633億円／年

地下水涵養機能

537億円／年

注：１）農業の多面的機能のうち、物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な
一部の機能について、日本学術会議の特別委員会等の討議内容を踏ま
えて貨幣評価を行ったものである。
２）機能によって評価手法が異なっていること、また、評価されている
機能が多面的機能全体のうち一部の機能にすぎないこと等から、合計
額は記載していない。

土壌侵食（流出）防止機能

3,318億円／年

土砂崩壊防止機能

4,782億円／年

３）洪水防止機能、河川流況安定機能、土壌侵食（流出）防止機能等の
代替法による評価額についてはダム等代替財として評価したものであ
るが、農業の有する機能とダム等の機能とは性格が異なる面があり、
同等の効果を有するものではないことに留意する必要がある。

123億円／年

４）保健休養・やすらぎ機能については、機能のごく一部を対象とした
試算である。

有機性廃棄物処理機能
気候緩和機能
保健休養・やすらぎ機能

87億円／年
2兆3,758億円／年
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５）いずれの評価手法も一定の仮定の範囲においての数字であり、試算
の範疇を出るものではなく、その適用に当っては細心の注意が必要で
ある。
参考：日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な
機能の評価について（答申）」（H13.11）

（参考１２）農家人口の減少と高齢化の進行
・２０００年から２０２０年にかけて農家人口は３７％減少、高齢化は１２％進行すると予測され、
農村部全体に比べ、より一層深刻な状況に。

○農家人口の増減率の市町村別分布（2000年→2020年）

2000年 ： 1,345万人

農村部全体の人口減
少は15％減程度
（2000年→2025年）

2020年 ： 841万人（37％減）

-20％以上
-40 〜-20％未満
-40〜-60％未満
-60％以上

資料：農林水産省「世界農林業センサス」、総務省「国勢調査」
注１：2020年の値は1990,2000年センサスの農家世帯員数を用
いてコーホート法により推計。
（コーホート法：過去の実績人口動態から求められる変化率を
用いて、年齢階層別に将来人口を推計する方法）
注２：ここで農村部とは中枢・中核都市圏から１時間圏外の地方
圏をいう。

○農業就業者高齢化率の市町村別分布の推移（2000年→2020年）

2000年 ： 53％

農村部全体の高齢化率
は35％程度（2025年）

2020年 ： 65％

80％以上
60〜80％未満
40 〜60 ％未満
20〜40％未満
20％未満

資料：農林水産省「世界農林業センサス」（組替集計） 、総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日
本の将来推計人口」（2002年1月）
注１：2020年の高齢化率は1990,2000年センサスの農業就業人口データを用いてコーホート法により推計。
注２：高齢化率とは、農業就業人口に占める65歳以上の割合。
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（参考１３）水稲の高温障害への対応
西日本を中心に東北以南の広い地域で、心白粒、乳白粒などの白未熟粒や粒の充実不足、
胴割粒、斑点米といった品質低下が報告されている。白未熟粒は、出穂後約２０日間におい
て、日平均気温が２６℃〜２７℃以上になると発生が増加する。胴割粒は、出穂後約１０日間
の最高気温が３２℃以上の条件で発生が増加する。

「水稲高温障害対策に関する都道府県の取組状況調査」において
高温障害が問題化していると回答した39 府県のうち、27 県では県の重点指導事項に位置
づけ、現在、県試験場や普及指導センターを挙げて対策技術の開発・普及に努めており、具
体的には、
① 田植えの遅植え（29 府県）
② 登熟期の早期落水の防止（26 県）
③ 追肥や中干しなどの調整による茎数・籾数の制御（24 府県）
④ 出穂期・登熟期の間断灌漑やかけ流し（21 県）
などを主な対策技術として推進している。
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（参考１４）散水氷結法について
【散水氷結法】
水が凍るときには、ほんの少し熱を放出し温度を上げる（潜熱） 。気温が低下して凍霜害
を受けるような時期にスプリンクラーで茶畑に水をかけてお茶の葉を凍らせると、茶の表面
の水が凍っている間は、この熱によってお茶の新芽は0℃前後に保たれ、凍障害による被
害を防ぐことができる。この方法は夜中から長い時間水をかけ続ける必要があることから、
たくさんの農業用水が必要。

・お茶は３月中旬から５月下旬までの間に、一番茶の摘み取りが行われる。この時期に霜が降
り、新芽の温度が−２℃以下になると新芽が枯れてしまう。このような被害を「凍霜害」と言い、
お茶の被害の中で最も大きな割合を占める。
・凍霜害によってお茶が枯れるのを防ぐためには、送風法（防霜ファン）や散水氷結法（スプリン
クラーなどで水をまく方法）などがある。

（参考１５）気候変動予測（河川流量の変化（イメージ図））
・温暖化に伴い、降雪量の大幅な減少、融雪時期の早まりにより、河川流出量の減少と流出時期の早期化
・早期化した河川流出は、ダムが満水の場合には、無効放流となる
・春以降、少雨の月が続くと、代掻き期の水需要期を迎えダム枯渇が発生
・仮に、代掻き期が早まっても、流出量が少ないため補給が必要となり、ダム枯渇が発生
・シミュレーションによれば、ダム枯渇頻度の増加と１回当たりの枯渇日数が長期化
・将来においても、さらに、水資源への深刻な影響が予想される

100年後の河川流出量の状況（想定）

気候変動等によるリスクを踏まえた総合的な水資源のあり方研究会（国土交通省）
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（参考１６）日本水土図鑑GIS
整備の目的
・国や地方公共団体等で個々に整備
した農業生産基盤等に関する空間
データをGIS上で一元的構築
・インターネット環境による関係機関へ
の情報提供と、組織横断的な相互利
用を促進。
データ提供範囲（利用対象）
・利用対象は、農村振興に関わる農
水省、農政局、農工研、都道府県、
市町村、土地連、関係団体
・使用条件は、事前にIDが付与され、
ログイン時に使用許諾確認した上で
使用
運用管理
・「日本水土図鑑GIS」は、農村振興地
理情報システム整備事業により、
（財）日本水土総合研究所が開発し
たWebGIS

日本水土図鑑GISで提供される情報
地図情報名

提供元

1/2,5000地形図

国土地理院

画像

地名、公共施設

国土地理院

点

行政界

国土地理院

面

基幹水利施設（用排水路）

農林水産省農村振興局

線

基幹水利施設（頭首工等）

農林水産省農村振興局

点

農道

農林水産省農村振興局

線

第4次土地利用基盤整備基本調査
（地目、土地利用区分等）

農林水産省農村振興局

面

地すべり防止区域

農林水産省農村振興局

面

ため池

農林水産省農村振興局

点

ランドサット衛星画像〈表示のみ〉

(財)日本水土総合研究所

画像

その他
水土図鑑GISデータ以外（国営地区、湿地等）

日本水土図鑑GISの機能
①データ閲覧
地図データ等提供データの閲覧や拡大縮小表示が可能
①

②検索
市町村名や施設名等の入力から該当位置の検索結果表示が可能
②

LENGTH>=6000

タイプ

実行

例）6000m以上の延長をもつ水路の検索

④
道路
建物

③ダウンロード（一部を除く）
地図データ等のダウンロードが可能

河川
等高線
筆界

④重ね合わせ（オーバーレイ）
複数の地図データから構成されるレイヤ
(階層)をGIS上での重ね合わせ表示が可能
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（参考１７）脆弱な地域特定のための影響予測評価手法
○脆弱可能性地域の概要把握
・地球温暖化の予測データ、標高データにより脆弱可能性地域を概略把握
・ 例1）水資源賦存量の減少地域 → かんがい用水の減少可能性地域の国営地区、土地改良区範囲、水源施設の状況を把握
・ 例2）海面上昇影響概略範囲 → 排水能力不足可能性地域の国営地区、土地改良区範囲、土地改良施設の状況を把握
・ 例3)高降雨強度頻発地域 → 災害被害発生可能性地域の国営地区、土地改良範囲、農地、土地改良施設の状況を把握

農工研

農工研

100年後日降水量200mm以上の年間日数変動が増加した地域の抽出

100年後の水資源賦存量（4〜5月）の減少変動が多い地域の抽出

土地改良区範囲

名称
大日川ダム
大日川ダム管理施設
手取川第２ダム
瀬波堰堤
軽海用水頭首工
大日川第２発電頭首工
三ケ用水頭首工

団体名
石川県
石川県
北陸電力手取電力所
北陸電力株式会社
小松東部土地改良区
石川県企業局
河野土地改良区

土地改良区範囲と土地改
良施設

ダム、国営地区

堤高 堤長 堤体積 有効貯水量 着工
59.9 238
308
23900 1952
1983
37.5 210
64
1700 1974
1917
1951
1965
1980

名称
源作頭首工
桜木池
志太幹線頭首工
大官島用水
赤松第２分水工
木屋川
栃山頭首工
柳久保頭首工
正道頭首工
牧之原揚水機場
青木頭首工
三倉川頭首工
吉川頭首工
六間川幹線
川口取水工
川口取水工

竣工
1968
1968
1979
1920
1953
1968
1984

抽出した地区の状況と属性データ(例）

管理団体
井下用水組合
掛川市
大井川土地改良区
大井川土地改良区
大井川土地改良区
大井川土地改良区
大井川土地改良区
大井川土地改良区
正道用水組合
牧之原土地改良区
大井川土地改良区
太田川上流部土地改良
太田川上流部土地改良
藤枝市
東海パルプ株式会社
牧之原土地改良区

農地

地すべり防止区域

堤高 堤長 堤体積 総貯水量 堰高 堰長 頭首工最大 取水口最大 機場最大 水路延長 着工 竣工
1.8
17
0.16
1958 1962
17.3
51
34
205
1947 1950
3.6
40
7.9
1975 1979
3096 1962 1962
6
25
15.75
1953 1958
2900 1958 1960
1.7
5.7
1.69
1968 1968
1.4
18
2.28
1956 1956
1.5
35
0.543
1969 1980
3.045
1986 1988
0.9 12.1
1.55
1968 1968
2 42.9
0.565
1967 1968
1.3
43
0.796
1966 1966
3040 1954 1963
39
1951 1959
3.045
1985 1990

抽出した地区の状況と属性データ（例）

亀田郷地区

八代地区

図−7 標高が低い範囲の概略把握図(例）

亀田郷土地改良区の管轄エリア内では、
標高1m以下の範囲が約33％ある。

図−8 標高が低い範囲の概略把握図(例）

この地区では、標高1m以下の範囲をほとんど水田が
占めている。また、複数の土地改良区が存在している。
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○地球温暖化対応に関する検討の整理
・かんがい、常時排水、防災（洪水、地すべり、渇水）に関しリスク評価、リスク管理の考え方を整理
・リスク評価では、それぞれ影響のある事柄の度合いを求める。
・ かんがい → 既設水資源施設不足量の度合い
・ 常時排水 → 既設排水能力の不足
・ 防災 → 被害可能性の度合い
・リスク管理では、その不足や可能性度合いにどうように対応していくのかを求める。

リスク評価とリスク管理の整理
影響

かんがい

リスク評価

かんがい用水量
栽培形態

既設水源施設不足量
の度合い

かんがい

検討内容

必要データ
現状

将来

受益面積

蒸発散量

用水系統図

有効雨量

既設水源施設
既設水源容量
不足量

河川流量

排水能力、堤防高さ

洪水・渇水
地すべり
高温障害
【降雨の変動】
【気温上昇】

被害の可能性の度合
い

計画基準降雨
計画基準外水位
操作・管理方法の見直し

常時排水

防災

排水能力、水源施設容量
地すべり対策工

湛水
塩害

浸水、渇水
高温障害
施設破損
農地地すべり

地形条件（標高、勾
配、排水系統図）

海面水位（潮位
データ）

土質条件

降雨、降雪

既設施設諸元（農地堤
防、排水施設等）
地形条件（標高、勾
気温上昇
配）
土地利用（農地）

降雨、降雪

地すべり防止区域
既設施設諸元

リ
ス
ク
評
価
・
管
理

現状

現 管理体制（土地改良区範囲）
状
把 管理手法
握
取水位置、取水量、期別
ハ
ー

リ
ス
ク
評
価

計画排水量（降雨）
計画外水位
操作・管理方法の見直し

必要データ

検討 検討
段階 内容

かんがい用水量
（取水量）
降雨、降雪

既設排水施設能力不
足の度合い

【降雨の変動】
【海面上昇】
防災

計画基準年（降雨）
営農栽培方式
操作・管理方法の見直し

計画項目

水源施設容量、能力

湛水・塩害

常時排水

検討
段階

リスク管理

︑

【気温上昇】
【降雨の変動】

今後補完やデータ整備が必要と考えるデータ

ド
・
ソ
フ
ト
の
見
直
し

営農状況（水管理）
施設利用（土地改良施設箇所）
設計条件
現状での被害想定（ハザード
マップ）
耐用年数、補修履歴

【 】は地球温暖化により変化すると予測される項目、要素

○今後のGISデータの利用（案）
・GISは「情報共有」「視覚的な表示」「情報の重ね合わせ」「情報検索」という特徴を活かし、整備を行うべきである
・今後必要と思われるデータ整備は、他のシステムで構築されているものを活用し、連携をとる
・水土里情報 ：縮尺1/2,500で汎用性の高いデータ（圃場図、地籍図、施設等）を現在整備中
・農業水利ストック情報 ： 施設の耐用年数、補修履歴等情報を一元管理

県名

地区海岸数 海岸延長ｍ

岩手県

海岸名
野田農地海岸

16

延長

2889

堤防高さｍ

受益面積

7.8

道前道後平野農業水利事業HPより
水田

受益地

計

道前平野

3570

600

4170

道後平野

5150

1770

6920

図−10 水源とその受益地の把握（イメージ）

・水源とその受益範囲の把握
【事業単位での水源、受益面積等】
→ 水土里情報との連携

岩手県HPより

図−11 農地海岸堤防のデータ整備（イメージ）

・農地海岸堤防のデータ整備

農工研HPより

図−12 災害復旧履歴データ整備（イメージ）

・災害復旧履歴データ整備

【農地堤防の位置、延長、高さ、 【過去において農地地すべり、
構造物の損壊等の履歴、浸水実績】
施設種別、背後受益範囲等】
→ 災害情報との連携
→ 都道府県データの活用
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（参考１８）農地土壌からの温室効果ガスの排出
・土壌の性質によって排出・吸収量は大きく異なるが、大分すると以下のとおり。
・水田土壌からは嫌気性細菌※の活動により、メタンが発生。
・水田土壌からも畑地からも細菌の活動により、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）が発生。
※ 増殖に酸素を必要としない細菌であり、水田のように湛水されると、土壌中の酸素が不足して嫌気
状態となり、メタン生成菌によってメタンが生成される。
このほか、農業部門からは家畜排せつ物由来の温室効果ガスや家畜のげっぷが排出されている
（参考）農業分野における温室効果ガスの排出形態
13.4%

家畜排せつ物の管理に伴うCH4・N2O排出

0.6%

26.2%

家畜の消化管内発酵に伴うCH4排出

3.4%

稲作に伴うCH4排出

2005年度

9.5%

排出量

肥料の使用に伴うN2O排出

2,700万

作物残さのすき込みに伴うN2O排出

CO2トン

野焼きに伴うCH4・N2O排出

21.2%

25.7%

その他農地土壌からのN2O排出
※全てＣＯ２換算値
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書（2007.5）」
（独）国立環境研究所

第2回地球環境小委員会

（参考１９）農地における二酸化炭素の吸収・排出
・たい肥や稲わら等の有機物を土壌中に投入すると、それに含まれる炭素は微生物により分解
され、一部は大気中に放出され、一部は長期間土壌中に貯留される。その差し引きが農地土
壌による吸収・排出となる。
・吸収の増加・排出の抑制のためには、たい肥等の有機物の投入を増やしたり、耕起による土
壌のかく乱を少なくすることが有効である。
投入＞放出の場合、
炭素が土壌に蓄積
⇒大気中のCO２が減少！

大気中のCO２は植物の体
(有機物)となる！

光合成

エサ

CO２

たい肥

投入

投入

投入

放出

有機物
（参考）

分解されにくい状態の炭素化合物（腐植物質）
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腐植の多い層（上の層）と腐植の
少ない層（下の層）との違い
写真：「土壌断面をどう見るか」より

第2回地球環境小委員会

（参考２０）農地における一酸化二窒素の排出
・化学合成肥料やたい肥の施用、作物残さのすき込みにより土壌中に投入される窒素がアンモニウ
ム態窒素に変化し、微生物の働きにより、以下の２つの過程で一酸化二窒素が発生。
１． 酸素の多い条件（好気条件）の下で、アンモニウム態窒素が硝酸態窒素へと変化する過程
２． 酸素の少ない条件（嫌気条件）の下で、硝酸態窒素が窒素ガスに変化する過程
・この発生を抑制するためには、適正な施肥量の遵守等、土壌中への窒素の投入の抑制が有効。

一酸化二窒素

窒 素

窒 素
肥料

一酸化二窒素

有機態窒素
（地力窒素
の供給源）
アンモニウ
ム態窒素
硝酸態
窒素

嫌気条件
（主に水田）

好気条件
（主に畑地）
第2回地球環境小委員会

（参考２１）農地（水田）におけるメタンの排出
・水田は湛水していることから、畑とは異なり酸素がない条件を好む性質の微生物（嫌気性細菌）
が存在しており、その活動により、メタンが生成される。
・メタン発生の抑制には、稲わらに代えて完熟たい肥を投入するほか、中干し等が有効である。
メタン
稲わら等の有機物
土壌中で生成し
たメタンが気泡と
なって大気中へ

メタン

通気組織（空気の
通り道）を通って大
気中へ

田面水
酸化層（酸素多い）
還元層（酸素少ない）

メタン生成菌

メタン
下層へ
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第2回地球環境小委員会

（参考２２）農業用水の自然エネルギーの活用
・農業農村整備事業において、これまで２５地区の小水力発電施設を整備。
・現在、年間約５万７千CO2トンのＣＯ２削減に貢献（推計）。
農業農村整備事業
での実施状況

CO2削減実績

整備完了
２５ 地区
かん排等土地改良事業
２１地区
農村総合整備事業等
４地区
※CO2削減量＝発電施設の最大出力（kW）×24（hr）×365
（日）×実績による発電効率（0.53）×二酸化炭素削減排出係
数（0.555kg-co2/kWh）

農林水産省地球温暖化対策総合戦略参考資料

（参考２３）耕作放棄地対策の推進
耕

作

放

棄

地

対 策

の

推

進

○ 農用地区域内の耕作放棄地について、現状を把握し、具体的な解消方策の策定と方策に応じた対策を実施
○ 農用地区域外の耕作放棄地について、農業利用に最大限努めながら非農業的利用に誘導
○ 耕作放棄地の解消のための法的規制について発動基準の明確化等により解消を促進

耕作放棄地解消に向けた取組の流れ

農用地区域外

耕作放棄地を解消

握

解消方策に応じ
た対策を実施

把

具体的な解消方策
の策定

状

農地に戻せるもの︑
非農業的利用を検
討せざるを得ない
もの等に振り分け

現

農用地区域内

５年後目途

農地として確保すべきものは農用地区域に編入
それ以外は農業利用に最大限努めながら非農業的利用へ誘導

編 入
市民農園等の農業利用
山林、原野等として非農業的利用

制度面

での対応

○ 耕作放棄地解消に係る法的規制は、上記の取組と連携し、発動基準の明
確化等により使いやすく
○ 農用地区域の編入要件等の見直しによる農用地区域への編入促進
○ 長期遊休化により現状復旧がほぼ困難な耕作放棄地については非農地
として取扱い
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指

導

○ 事業採択に当たって市町村の取組状
況を考慮
○ 農用地区域除外に際し、耕作放棄地
解消に取り組むよう県・市町村を指導

１

第2回地球環境小委員会

（参考２４）バイオマス資源の循環利用
○原料ごとのバイオエタノールへの変換量
・原料によって製造できるエタノールの量は異なる。
・面積あたり製造量で高いのは、てん菜、重量あたり製造量が高いのは、コメ、麦。
エタノール3.4KL
エタノール5.9KL

〈トウモロコシ収量〉8.6t
米国トウモロコシ
（出典ＦＡＯ）

〈てん菜収量〉59ｔ

エタノール0.65KL

１ha の 農地から

糖蜜
2.0 ｔ

砂糖
7.4 ｔ

〈麦収量〉5ｔ

エタノール2.0KL

〈コメ収量〉5ｔ
〈さとうきび収量〉62ｔ

エタノール2.4KL

１ｔ当たりのエタノール製造量（KL／ｔ）
コメ
０．４５
糖蜜
０．３２
麦
０．４３
てん菜 ０．１
トウモロコシ ０．４
12

○国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて− 総理報告（工程表）のポイント −
技術開発の課題と生産可能量
技術開発
技術開発
① 収集・運搬コストの低減 ・・・・・・・・・・ 山から木を安く下ろす、稲わらを効率よく集める機械等を開発
② 資源作物の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・ エタノールを大量に生産できる作物を開発
③ エタノール変換効率の向上 ・・・・・・・ 稲わらや間伐材などからエタノールを大量に製造する技術を開発

現在
現在
３０ＫＬ
３０ＫＬ

・セルロース系
・セルロース系
（稲わら、間伐材等
（稲わら、間伐材等 ））
・資源作物
・資源作物

・糖質（さとうきび糖みつ
・糖質（さとうきび糖みつ 等
等 ））
・でんぷん質（くず米
等
）
・でんぷん質（くず米 等 ）

原料と生産可能量
原料と生産可能量

２０３０年頃
２０３０年頃

２０１１年
２０１１年
５万ＫＬ
５万ＫＬ

大幅な生産拡大
大幅な生産拡大
＊農林水産省試算
＊農林水産省試算 ６００万kl
６００万kl

バイオ燃料の利用率の向上

制
制 度
度

【米国】 2017年に350億ガロン
【米国】 2017年に350億ガロン
（1.3億ＫＬ、日本（600万KL）の22倍）を目標
（1.3億ＫＬ、日本（600万KL）の22倍）を目標
〔2007.1 ブッシュ大統領一般教書演説〕
〔2007.1 ブッシュ大統領一般教書演説〕

欧米、ブラジルの制度を踏まえ、国内制度を検討
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農林水産省地球温暖化対策総合戦略参考資料

（参考２５）農業農村整備分野における国際貢献策
地球温暖化の進行

開発途上国の貧困・栄養不足問題

・低緯度地域では、作物生産性が低下し飢
餓リスクが増大
・中・高緯度地域では、3℃以上気温が上昇
すると作物生産性が低下する地域が発生
・海面上昇による低平地の農地への浸水に
より、作物生産量が低下

影響

・開発途上国では、アジア、アフリカを中心に11
億人が貧困状態で生活し、8億人が栄養不足
・今後、人口増加や経済成長により食料需給
の逼迫が想定
・地球温暖化による食料生産への影響が懸念
・貧困削減は、国際社会が共有する重要な開
発目標

わが国の技術・経験を活用し、開発途上国が直面する問題に対応した国際貢献策を展開
土地資源

水資源

農 村

国際的連携・情報発信

砂漠化・土壌侵食防止
への取組みの強化

農民参加型水管理など
日本型灌漑システムの
積極的移転

持続的な農業農村開発と
新たな視点からの取組み

国際的連携・わが国
からの情報発信の強化

・砂漠化防止対策の推進

・農民参加型水管理の推進

・土壌侵食防止対策の推進

・老朽化施設のリハビリ

・土地資源等の劣化防止の
ための対策の類型化

・地下ダム技術の導入

・農民参加型の農業農村開
発の推進

・土地改良施設への影響の
分析と適応策の検討

・クリーンエネルギーやバイ
オマス等を取り入れた持続
的な農業農村農村開発の
推進（ＣＤＭの導入も検討）
・気象変動による災害に対す
る農村コミュニティーの適
応能力の向上

特に、アジア・モンスーン地域や
ネリカ米の普及が進むアフリカにおいて、
わが国水田農業技術を活用した支援を展開

・灌漑分野の国際機関や国際
ネットワークとの連携強化
・INWEPF（国際水田・水環境
ﾈｯﾄﾜｰｸ）
・ICID（国際かんがい排水委
員会）
・PAWEES（国際水田・水環境
工学会）
・FAO、IWMIなどの国際機関
・水田農業を中心とした多面
的機能に関する研究実績等
を世界に向けて情報発信

地球温暖化対応策の推進、 貧困人口の削減など直面する問題の解決
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球

暖

化

に よ る

平均海面水位の
上昇

降水形態の変化

平均気温の上昇

現 象

○沼地・湿原の減少

○野生動物、昆虫の生息分
布の変化

○植生への影響

○土壌生態系の変化

○農村の水循環系の変化

（農村への影響）

○地下水への塩水浸入

○河口からの塩水遡上の
拡大

○集中豪雨の程度、頻度の
増大

○無降雨日数の増加による
厳しい渇水の頻度の増大

○ダムやため池の水温上昇

○病虫害の増大

温

○高温障害による農産物生
産量の減少、品質低下

○積雪の減少による河川流
量の減少

○流域内、近隣ダム間の貯
留バランスの不均衡

○海岸保全施設の機能と安
全性の低下

○低平地の排水機場、排水
樋門の能力不足

○水利施設の洪水流下能力、
排水能力の不足

○ダム湖への土砂流入の増
大

○水利施設の用水供給機能
の低下

（土地改良施設への影響）

○沿岸地域の河川表流水・
地下水の利用可能水量の
減少

○地下水涵養量の減少

○ダム湖、ため池の水質悪
化

○かんがい必要用水量の増
大

○広域におけるモニタリ
ング・リスク評価・管理
手法の検討

○温暖化の影響が顕著
となる季節、期間の特
定

等

・局地的な異常豪
雨への影響予測
手法の開発

・農業水利システ
ムの利水安全度
の評価と予測手
法の開発

・農地への影響評
価手法の開発

（農業用水への影響）
○融雪利用可能水量の減少

○温暖化の影響に脆弱
な地域の特定

○沿岸農地の塩類集積

○農村の湛水被害の増加

○農地の湿潤化

○土壌侵食・農地災害の増
加

○蒸発散量の増加による農
地の乾燥化

（農地への影響）

（農業への影響）

○栽培適地の移動

【農地・農業用水と
土地改良施設への影響】

【農業・農村への影響】

（参考２６）農地・農業用水・土地改良施設における地球温暖化対応策のイメージ

地

【適応策】

○推定した地域の閾値又は危険水準に対応するリ
スクの確認
○施設機能の診断と影響の観測や監視を継続
・水源施設の不足度合い（水量・水質）
・排水能力の不足度合い
・湛水被害の度合い
・地下水利用への影響度合い
・土壌侵食及び農地災害の可能性の度合い
・リスク度合いに応じた現象の観測・監視

【リスク度合いの把握と現象の観測・監視】

○環境保全型農業を支える基
盤整備の推進

○農業用水を活用した小水
力発電、太陽光発電による
化石燃料の使用抑制

化石燃料の使用量抑制の視点

○水田による気候緩和機能
の評価・増進

○農地の排水改良による温
室効果ガス削減

○有機物投入による温室効
果ガス削減

農地・農業用水等の活用

○水田の汎用化や畑地利用
推進のための基盤整備の
推進

食料供給力の視点

自然エネルギー・水・食料等の再生可能な資源の持続的利用に向けた
農地・水・土地改良施設の機能保全と最大限の活用

【農業農村整備における地球温暖化対応策】

○農地の有効利用による資源作物栽培の促進
○農業用ダムなどを活用した渇水・洪水防止対策
○リスクヘッジ機能としての健全な水循環の維持
○農地における生物多様性の確保と地域用水の確保

・水源・揚水・送水施設の機能の付加・向上
・施設の排水能力等の機能向上
・かん水施設の機能向上
・農地の保全・排水強化
・水象変動量を見込んだ施設改修
・農業水利施設間での水運用
・利水者間での水利調整手法の見直し

○施設の機能を増進するための整備の検討

【機能増進による適応】

○栽培・水管理などの営農や施設の操作・管理を通じ
て、既存施設の機能を最大限に生かす
・栽培・水管理などの営農方式の見直し
・操作・管理方法の見直し
・情報の収集・伝達体制の強化

【順応型管理による適応】

【緩和策】

・環境保全型農業の推進に
よる温室効果ガス削減

（営農による対応）

（農地・農業用水・土地改良施設における対応策）

○営農の変化に対応した水管理、基盤整備の推進

・品種の変更
・作期の変更
・作付体系の変更
・かけ流しかんがい等の導入

︻貢献策︼
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○沿岸農地への塩類集積

○沿岸地域の地下水への塩水侵入や淡水レンズの縮小による地下水
の取水可能量の減少

○河口からの塩水遡上による、沿岸地域の取水施設における利用可
能水量の減少

○崩壊、地すべり等の増加に伴う農地災害の頻発

○降水量の増大により、農地土壌が湿潤化
○降水強度の増加により、農地土壌の侵食量が増加

○降水強度、無降水日数の増加により、地下水涵養量が減少し、地
下水かんがい地域における用水の不足
・地下水利用可能量の減少
・河川の基底流量の減少

○冬期から春期の降水量の減少により、春先からのかんがい用水の
不足
・水源水量・河川流量が減少し、利用可能水量が減少
・有効雨量が減少し、必要用水量が増加

○蒸発散量の増加に伴う農地の乾燥化

○畑作物・果樹への影響（蒸発散量の増加による乾燥等）を農家が
回避するため、畑かん必要用水量が増大。
・かんがい水量の増大、かんがい面積の拡大
・大豆青立ち防止 → 畦間かん水、地下かんがいシステムによ
る土壌水分の補給
・ハウス内の冷却対策 → スプリンクラーによる細霧冷房導入
・冬季高温による果樹の早期萌芽等により発生する凍霜害の防止
対策 → スプリンクラーによる散水氷結法導入

○水稲への影響（高温障害(注)）を農家が回避する結果、水田かん
がい必要用水量が増大。
・高温耐性品種への変更 → かんがい期の移動
・掛流しかんがいの増加等水管理の変化
→ 栽培管理用水量の増加
・遅植えの増加
→ かんがい期の移動
・直播栽培の増加 → かんがい期間の長期化
・栽培適地の北上 → 北方地域におけるかんがい期の移動等

○融雪時期の早期化
○融雪利用可能水量の減少

懸念される農地・農業用水への主な影響

長期的には新たな農業用水の確保等が必要
となる課題として、影響実態及び研究につい
て動向把握

地すべりに関しては、降雨形態の変化
に伴う地下水変動に対応した対策につい
て検討

土壌侵食や湿潤化等の農地への影響に
対しては、耐侵食性の向上や排水性向上
のための対策技術の向上を図る

土壌侵食や湿潤化などについては、地形、
土壌などの情報に基づき影響を予測評価
地すべりについては、誘因となる地下水位な
どへの影響を把握

地下水に対しては、地域ごとの地下水
資源量の変動に見合った適正利用のため
の管理方策について検討

新たに水源が必要となる場合、流域内で
の農業用水源の相互利用による対応につ
いて、水利権の扱いを含めその課題を整
理

異常渇水時期などにより厳しい利水調
整が必要となることが予測されることか
ら、渇水への脆弱性が懸念される地域を
モデル的に選定し、水利用調整による対
応の可能性を検討

地球温暖化の現象がさらに進行し、あ
るいは予測がより明確となり、施設の計
画・設計の変更に係る合理的な根拠が明
らかになった場合、施設機能が増進する
ような整備を実施

既存施設の機能を最大限活かす観点か
ら、営農・栽培・水管理により対応、さ
らには施設の操作・管理により対応

地域の閾値又は危険水準に対応するリ
スクを確認し、施設機能の診断と影響の
観察・監視を実施

影響に対する適応策の方向

地下水などへの影響については、地下水利
用地帯における地下水位監視を継続し、地下
水涵養量及び利用量を把握

高温障害の回避、農作物の栽培適地の変化、
畑かん必要水量の変化などが農地、農業用水へ
及ぼす影響を予測評価

融雪モデル、流出モデル、農業利水モデルと
地域気候モデルを組み合わせて農業用水へ及ぼ
す影響を予測評価

気候変動に伴う影響に対する検討方向

（注）稲の高温障害：出穂後約20日間の日平均気温が26〜27℃以上又は日最低気温が22℃以上になると白未熟粒が増加、出穂後10日間の最高気温が30℃以上になると胴割粒が増加。

３．平均海面水位の上昇

２．降水形態の変化

１．平均気温の上昇

気候変動により
想定される現象

（参考２７）気候変動による農地・農業用水への影響と検討の方向
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２．降水形態の変化

１．平均気温の上昇

気候変動により
想定される現象

○流域からの流出量の増加による、ダム湖（ため池含む）への
土砂流出の増大

○流域からの流出量の増加による、排水機場、排水路の排水能
力の低下

○河川流出の増加に伴う河床変動による、頭首工の安定性の
低下

○流域からの流出量の増加による、ダム（ため池含む）の洪水
吐の能力不足

○同一水系、近隣のダム群において、降雨形態の変化による流
出形態・貯水効率への影響による、ダム利水安全度の低下
（同一水系で貯留しやすいダムと貯留しにくいダムの発生）

○無降雨日数の増加、蒸発量の増加等による利用可能量の減少
と、かんがい必要用水量の増加に伴い、既存の農業水利施設
の用水供給機能の不足

○貯水池（ダム、ため池等）の水温上昇による、水質悪化

○高温障害を回避するため、ダム湖の選択取水（低温取水）等
の取水、送水方法への新たな対応

○水田かんがい・畑地かんがい必要用水量の増加と、蒸発量の
増加等による利用可能量の減少に伴い、既存の農業水利施設
の用水供給機能の不足

懸念される土地改良施設への主な影響

（参考２８）気候変動による土地改良施設への影響と検討の方向
影響に対する適応策の方向

洪水（流出）モデルと地域気候変動モデルを組み合
わせて、農業水利施設(ダム､頭首工､排水機場等）の
洪水流下・排水能力への影響を予測評価（施設機能
の検証）し、施設の構造、操作方法に及ぼす影響を
分析・整理
＜取り組み案＞
・水象変化の観測・監視
・予備放流・排水等の操作方法の見直し、
堆砂の排除
・水管理システム（雨量計、水位計の追加等）によ
る）洪水予測把握の精緻化による管理体制の強化、
貯砂ダムの設置
・ダム洪水吐の改修等や、排水機場･ポンプの増設

蒸発散量の算定モデル､流出モデル､農業利水モデ
ルと地域気候モデルを組み合わせて、農業用水への
影響を予測評価し、農業水利施設の容量、構造及び
用水管理方法に及ぼす影響を分析・整理

増勢する水象変化に対して、農業水利施
設の安全な洪水・排水対応を確保するため、
施設操作方法の見直しと安全管理体制の強
化、施設改修などによる洪水流下・排水機
能の増強

水系内の利水安全度を維持するため、他
利水者間と新たな利水運用ルールの見直し
の検討・調整

渇水、干ばつによる利水安全度の低下に
適切に対応するため、水源施設、送水施設
の適切な管理運用・施設機能の維持・増強

蒸発散量の算定モデル､流出モデル､農業利水モデ
渇水、干ばつによる利水安全度の低下に
ルと地域気候モデルを組み合わせて、農業用水への 適切に対応するため、水源施設、送水施設
影響を予測評価し、農業水利施設(ダム､用水路等) の適切な管理運用、施設機能の維持・増強
の容量、構造及び用水管理方法に及ぼす影響を分析
・整理
＜取り組み案＞
・利水の観測・監視
・用水管理方法の見直し、水利使用規則の変更
・TM/TCの増設等の水管理システムの変更
・水利施設の容量増設のための施設改修等
既存の水源施設、送水施設を有効活用し
低温取水、選択取水の実現性と技術課題の検討
た、水温・水質の変化に対応した用水管理
＜取り組み案＞
手法の確立
・水温・水質変化の観測・監視
・水管理システム（水温・水質計測機器の設置）等
の変更

気候変動に伴う影響に対する検討方向
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３．平均海面水位の上昇

気候変動により
想定される現象

○河口からの塩水遡上による、沿岸地域の取水施設の利用可能
水量の減少

○海面の上昇、台風による高潮発生による、沿岸地域の排水機
場、排水樋門の能力不足

○海面の上昇、台風による高潮発生による、干拓堤防等の海岸
保全施設の機能と安全性の低下

懸念される土地改良施設への主な影響

塩水遡上域拡大の予測による、農業用水への影響を
予測評価し、予測管理方法に及ぼす影響を分析・整理
＜取り組み案＞
・取水のモニタリング
・用水管理方法の見直し
・水管理システムの変更

平均海面水位の上昇予測と、発生・通過することが
見込まれる台風に伴う高潮による水位変動の予測に基
づき、海岸保全施設、排水機場の安全性・排水能力へ
の影響を予測評価（施設機能の検証）し、施設の構造
及、操作方法に及ぼす影響を分析・整理
＜取り組み案＞
・溢水被害の生じる地域の特定、防災体制の強化
・水象変化のモニタリング
・予備排水等の操作方法の見直し
・海岸保全施設の改修、排水機場･ポンプの増設等

気候変動に伴う影響に対する検討方向

水象変化に対して、沿岸地域の安定取水
を確保するため、取水施設の適切な管理運
用による機能の維持

増勢する水象変化に対して、施設の安全
性・排水対応を確保するため、海岸保全施
設の改修・補強や施設・地域の防災安全管
理体制の強化

影響に対する適応策の方向

