
国営かんがい排水事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
農業生産の基礎となるダム、頭首工、用排水機場、幹線用排水路等の農業用用排水施設の整備を行い、農業用水の確保・安定供給と農地の排水改良

を図ります。

＜事業目標＞
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
○ 更新が早期に必要と判明している基幹的農業水利施設における対策着手の割合（10割［令和７年度まで］）
○ 更新事業（機能向上を伴う事業地区を除く）の着手地区においてストックの適正化等により維持管理費を節減する地区の割合（10割［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
農業用水の確保、適期・適量供給、排水改良を図るため基幹的な農業水利
施設の整備・更新を行います。

１．一般型
地域に適した水利・排水システムの確立のために行う農業用用排水施設の
整備
【実施要件】受益面積3,000ha以上 等

２．特別型
・ 高収益作物の導入・転換に必要な畑地化・汎用化を行うための整備
・ 担い手への農地集積を目的とした水利システムの再編を行うための整備
・ 治水協定ダムの利水機能の確保及び洪水調節機能の強化を行うための整備
・ 老朽化等による機能低下が見られる施設の集約・再編を伴う整備
・ 突発事故発生時の事後保全対策、事故リスクのある箇所の予防保全対策
及び施設の長寿命化対策の一体的な実施
・ 小水力等発電施設の導入や用排水機の省エネルギー化等、低炭素型の
農業水利システムへの移行のための整備を加速して推進（附帯事業として、
省エネ化による所定のエネルギー消費効率の改善に対し促進費を交付）
【実施要件】受益面積500ha以上 等 ※下線部は拡充内容

［お問い合わせ先］農村振興局水資源課（03-6744-2206）

ダム

用水路

排水機場

排水路

頭首工
畑地かんがい
国営末端面積100ha
都道府県末端面積20ha

水田かんがい
国営末端面積500ha
都道府県末端面積100ha

国営かん排事業で実施する部分
都道府県営かん排事業で実施する部分
団体営かん排事業で実施する部分

国営受益地
都道府県営受益地

水田排水
国営末端面積500ha
都道府県末端面積100ha

農業用ダム
河川をせき止め、用水を貯留・調整す
る施設

排水機場
河川や海面より低いほ場の水を汲み
上げ、安全に地区外へ排水する施設

頭首工
取水堰と取水口等から構成され、
河川から農業用水を安定的に取水す
る施設

排水路 用水路（水管橋）

畑地かんがい
国営末端支配面積 100ha
都道府県末端支配面積 20ha

水田かんがい
国営末端支配面積 500ha
都道府県末端支配面積 100ha

国営受益地

都道府県営受益地

水田排水
国営末端支配面積 500ha
都道府県末端支配面積 100ha

国営かん排事業で実施する部分
都道府県営かん排事業で実施する部分
団体営かん排事業で実施する部分

＜事業実施主体＞
国（国費率：農林水産省2/3、北海道・離島75％、沖縄・奄美90％ 等）

【令和５年度予算概算決定額 102,464（105,264）百万円】
(令和４年度補正予算額 12,815百万円)


Sheet2

				目的別の水利使用許可 モクテキベツスイリシヨウキョカ

				許可水利権				農業用水慣行水利権

		件　　数		その他
用　水 タ		農業用水		117,952件

		140,214件		5,086件		17,176件

				(4%)		(12%)		(84%)

				許可水利権				農業用水慣行水利権

		最大取水量		その他
用　水 タ		農業用水		取水量表示有		取水量表示無

								(54万ha)		(69万ha)

				1,592ｍ3/s		6,909ｍ3/s		4,386ｍ3/s		－

				（注）水利権実務ハンドブックによる（許可水利権は発電用水を除く）。





Sheet3

		水田農業の効果 スイデンノウギョウコウカ

		水田農業による地下水
かん養機能等の維持・増進		地下水かん養、
流況安定効果		約１兆2,900億円／年 チョウ				利水ダム建設、維持管理コストで代替

		洪水被害等の軽減		洪水防止機能		約２兆8,800億円／年				水田貯留による機能を治水ダム建設、維持管理コストで代替

				土砂流出防止効果 コウカ		約2,850億円／年				防災ダム建設コストで代替

		※代替法による農業・農村の公益的機能評価（平成１０年）　農業総合研究所 ダイガエホウノウギョウノウソンコウエキテキキノウヒョウカヘイセイネンノウギョウソウゴウケンキュウショ
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幹線用水路

ほ場整備による末端水路の整備

頭首工

排水機場

幹線排水路

支線排水路

支線用水路

末端排水路

ダム

用水機場



Sheet5

		



ダム

用水路

排水機場

排水路

頭首工

畑地かんがい
国営末端面積100ha
都道府県末端面積20ha

水田かんがい
国営末端面積500ha
都道府県末端面積100ha

国営かん排事業で実施する部分
都道府県営かん排事業で実施する部分
団体営かん排事業で実施する部分

国営受益地
都道府県営受益地

水田排水
国営末端面積500ha
都道府県末端面積100ha















○ 2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、農業水利施設の省エネ化・再エネ利用をより一層推進する必要。
○ このため、小水力等発電施設の導入や省エネルギー化に資する高効率設備への更新等の取組を強化すると
ともにソフト対策との連携による相乗効果の発揮を促進し、低炭素型の農業水利システムへの移行を加速。

国営かんがい排水事業（拡充）
～低炭素型の農業水利システムへの移行を推進～

実施要件

事業実施主体

国

（１） 受益面積 500ha以上 （２） 省エネ化・再エネ利用に係る計画を策定すること
（３） 総事業費 2,000万円以上 （４） 末端支配面積 100ha以上まで実施可能

国費率
一般施設：農林水産省 2/3、 北海道・離島 75％、沖縄・奄美 90％等

基幹施設：農林水産省 70％、北海道・離島 85％、沖縄・奄美 90％等

※ 基幹施設（国費率70%等）を整備する際に、当該基幹施設の維持管理費軽減のための発電施設を合わせて整備する

場合は、その施設については基幹施設と一体のものとして区分する。

高効率設備への更新

小水力等発電施設の導入 農業水利施設の省エネルギー化

○ポンプの高効率化

排水機場

○省エネ化のための機器導入

・インバータ制御の導入
（モーターの回転速度を制御し

使用電力を削減）

・進相コンデンサの導入
（モーター使用時等の無効電力

を減らし使用電力を削減）

導水管

水車

発電機

事業内容 附帯事業（R５年度拡充）
（水利施設整備事業（低炭素農業水利システム構築型））

・省エネルギー化推進計画に基づき、施設管理者がハード
対策及びソフト対策（無効送水の削減等）によって、地区
全体で所定のエネルギー消費効率の改善を達成した場合に、
当該ハード対策にかかる農家負担分に促進費を交付

・採択期間：Ｒ５～Ｒ７（３年間）
※上記期間中に地域整備方向検討調査または地区調査に

着手した地区にも適用

・支援内容

※エネルギー原単位：電気使用量÷電気使用量と密接な関係を持つ値
（例：施設管理に係る収入、施設稼働時間、使用水量等）

支援基準
（エネルギー消費効率の改善）

促進費
（ハード対策に係る割合）

直近４年度のエネルギー原単位※の変
化率が99％以下

４％(農家負担の８割)

直近４年度のエネルギー原単位の変化
率が105％以下で、直近２年度のエネル
ギー原単位が悪化していないこと

４％(農家負担の８割)



ハード対策 ソフト対策

R5年度における農業水利施設の省エネルギー化推進のための制度拡充の概要

【対象事業】
①国営かんがい排水事業（低炭素農業水利システム構築事業）
・実施要件：受益面積500ha以上、総事業2,000万円以上等
・負担割合（基本）：国2/3、都道府県19.4%、市町村9%、農家5%

②水利施設整備事業（低炭素農業水利システム構築型）
・事業主体：都道府県、市町村、土地改良区等
・実施要件：受益面積100ha以上等
・負担割合（基本）：国50%、都道府県31%、市町村13%、農家6%

【支援内容】農業水利施設省エネルギー化支援事業（附帯事業）の内容
○「省エネルギー化対策実施計画（仮称）」を策定し、ハード対策に加え、ソフ
ト対策に取り組み、地区全体で所定のエネルギー消費効率の改善を達成した
場合に、ハード対策にかかる農家負担分の８割を促進費として交付。

【採択期間】
○令和５年度～令和７年度（３年間の時限措置）
※上記期間中に調査に着手した地区も対象とする。

高効率電動機への更新

 農業水利施設の省エネルギー化を推進し、エネルギー価格の高騰の影響を受けにくい農業水利システム（管理手法、
設備）への転換を促すため、地区全体で所定のエネルギー消費効率の改善を達成した場合に、ハード対策の農家負担
分を低減する仕組みを導入。

支援内容

エネルギー消費効率の改善基準
促進費助成割合（整備費に対する割合）

①国営かんがい排水事業 ②水利施設整備事業
・ハード対策実施施設の供用開始年度を含む

4年度における原単位※の変化率の平均が
99%以下 4%

農家負担割合
5%→1%

5%
農家負担割合

6%→1%
・ハード対策実施施設供用開始年度を含む4
年度における原単位※２の変化率の平均が
105%以下で、かつ、直近2年度連続で原
単位が悪化していない

※原単位＝電気使用量÷電気使用量と密接な関係を持つ値（施設管理に係る収入、施設の稼
働時間、使用水量等）

＋

事業による省エネ化のためのポン
プの高効率化等

施設管理者による地区全体での省エネ
化に向けたソフト対策の実施

＜ソフト対策の例＞
 ポンプの吸込／吐出水位の見
直し

 大口径ポンプの優先使用
 無効送水の節減
 節水による送水量の削減等

地区全体で所定のエネルギー消費効率改善基準を達成

支援のイメージ

国
50%

県
31%

市町村
13%

農家
6%

促進費
5%

国
50%

県
31%

市町村
13%

農家1%

促進費によりハード対策の農家負担分の８割を交付

促進費による負担軽減のイメージ（②水利施設整備事業の場合）

促進費
交付後

【参考】
・水利施設整備事業（実施計画策定事業）において、農業水利施設の省エネルギー
化に向けた調査・検討を支援

国1/2
県1/2

通常
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