
第１節 稼ぐ農業を支える基盤整備の推進 

【 現状と課題 】 

 農業を取り巻く情勢は、消費⼈⼝の減少により国内マーケットが量的に縮⼩するとともに、消費者の
ニーズが多様化・複雑化しており、より国内外との競争⼒が求められる厳しい状況を迎えています。こ
のため、これからの農業は⼀層「稼ぐ⼒」を⾼める必要があります。 

⽔⽥では、⽶・⻨・⼤⾖等の⽣産コストの削減や単収を増加させる対策、畑地や樹園地では、⾼品質
な野菜や果樹の⽣産性を⾼め、収益を向上させる対策が求められています。 
 ⼀⽅、農産物の安定⽣産に必要な⽤⽔を供給する農業⽔利施設の多くが耐⽤年数を超過する時期を迎
えており、更新整備や⻑寿命化が急務となっています。 
 また、畑地や樹園地の畑地かんがい施設は、単なる⽼朽化対策のみならず、これまで以上に労務など
の⽣産コストの低減や品質向上のための散⽔⽅式など、新しい技術を取り⼊れた施設への転換も求めら
れています。 
 特に中⼭間地域では、区画が狭⼩で傾斜がきついなど、農作業機械の導⼊が困難なほ場が多くあり、
後継者への継承がスムーズに⾏われず、農地の荒廃化が進む問題が発⽣しています。 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 基本方向 】 

・ 農業⽣産を⽀えている農業⽔利施設の更新整備や⻑寿命化を計画的に進め、農業⽤⽔の安定供給
を図ります。特に、基幹的農業⽔利施設のうち、頭⾸⼯、⽤排⽔機場、⽔路橋等の重要構造物の耐
震・⻑寿命化を推進します。 

・ 農地を最⼤限に活かした農業⽣産活動が⾏えるように、野菜や果樹など⾼収益作物の導⼊を可能
とする農地の整備を推進します。 

・ ⼤規模農家や法⼈など意欲的な経営体による効率的な農業⽣産活動を可能とするため、ほ場の⼤
区画化と担い⼿への農地集積・集約化を進めるとともに、農業⽤⽔の管理を省⼒化するための施設
整備を推進します。 

 

 

【頭首工 178 か所】 

【サイホン 155 か所】 【農業用ダム・ため池 37 か所】 【水路橋 87 か所】 

【用排水機場 66 か所】 

【水路トンネル 162 か所】 

基幹的農業⽔利施設のうち、重要構造物（頭⾸⼯、⽤
排⽔機場、⽔路橋、⽔路トンネル、サイホン、農業⽤ダ
ム・ため池）は、ひとたび損壊すると⻑期にわたり農業
⽤⽔の供給がストップするなど⼤きな影響が想定される
ため、更新整備や耐震化・⻑寿命化を優先的に進める必
要があります。 

★基幹的農業水利施設（重要構造物）の適切な保全対策 



【 達成指標 】 

項 目 
現 状 

（2016 年度） 

目 標 

（2022 年度） 
設定の考え方 

農業用水を安定供給するため

に重要な農業水利施設の整備

箇所数 

― 44 か所 

農業用水を安定供給するため、基幹的農業水利

施設※のうち、更新整備や長寿命化対策が必要

な重要構造物の整備を進める。 

※基幹的農業⽔利施設︓益⾯積 100ha 以上の農地に⽤⽔を供給、及び 100ha 以上の農地からの排⽔を受けている 
幹線⽤排⽔路 

 
【 管理指標 】 

項 目 
現 状 

（2016 年度） 

計 画 

（2022 年度） 
管理内容等 

水田整備面積及び整備率 
44,991 ha 

84.1 % 

45,176 ha 

87.7 % 
水田区画整理面積（ha）及び整備率（％） 

  上記のうち区画 20a 以上 
29,043 ha 

54.2 % 

29,228 ha 

56.8 % 

上記のうち 20ha 以上の水田区画整理面積（ha）

及び整備率（％） 

畑地整備面積及び整備率 
18,884 ha 

34.6 % 

18,927 ha 

35.1 % 
畑地区画整理面積（ha）及び整備率（％） 

  上記のうち区画 20a 以上 
14,678 ha 

26.9 % 

14,721 ha 

27.3 % 

上記のうち 20ha 以上の畑地区画整理面積（ha）

及び整備率（％） 

樹園地の区画整理面積 ― 43 ha 
畑地区画整理面積のうち樹園地の区画整理面

積（ha） 

基幹的農業水利施設における

長寿命化計画（個別施設計画）

の策定延長 

648 km 1,291 km 
長寿命化計画（個別施設計画）を策定した基幹

的農業水利施設の延長（km） 

基幹的農業水利施設の整備延

長 
― 40 km 

長寿命化計画（機能保全計画）に基づき、期間

内に整備した基幹的農業水利施設の延長（km） 

基幹的農業水利施設のうち重

要構造物の整備箇所数 
― 44 か所 

基幹的農業水利施設のうち、頭首工、用排水機

場、水路橋、水路トンネル、サイホン、ダム・

ため池の期間内整備箇所数（か所） 

畑地かんがい施設の整備面積

及び整備率 

14,715 ha 

27.0 % 

14,730 ha 

27.3 % 

畑地かんがい施設の新設整備面積（ha）及び累

計による整備率（％） 

畑地かんがい施設の更新整備

面積 
― 2,208 ha 

期間内に更新整備した畑地かんがい施設の面

積（ha） 

 

【 新たな取組等の進行管理事項 】 

項 目 管理内容等 

作物の栽培特性に適応した畑地かんがい施設の導入又は

改良面積 

りんご高密植栽培・新わい化栽培や野菜等の栽培特性に適

応した点滴かんがい、チューブかんがい、地下かんがい等

の導入又は既存施設の改良による整備面積（ha） 

末端排水路整備により耕作条件が改善された農地面積 
水田の汎用化や畑地の排水対策として末端排水路を整備し

耕作条件が改善された農地の面積（ha） 

暗渠排水整備により耕作条件が改善された農地面積 
水田の汎用化や畑地の排水対策として暗渠排水を整備し耕

作条件が改善された農地の面積（ha） 

用排水路のパイプライン化により営農や施設管理が省力

化された農地面積 

末端用排水路をパイプライン化（埋設化）し、農作物栽培

における営農や施設の維持管理が省力化された農地の面積

（ha） 

用排水路の取水・分水ゲートを自動・電動化した箇所数 
用排水路の管理省力化のため、取水ゲートや分水ゲートを

自動・電動化した箇所数（か所） 

 



【 具体的な施策の展開 】 

（１） 農業用水を安定供給するための農業水利施設の長寿命化  

 ● 長寿命化計画策定の推進  

・ ストックマネジメントサイクル （⽇常点検、簡易補修、機能診断、保全計画、補強・補修)の確
⽴により、効率的な施設の更新や費⽤の平準化を図り、ライフサイクルコストを抑える取組を推
進します。 

 ・ 国が進める国⼟強靭化の取組に合わせて、県下の
農業⽔利施設について、施設管理者と連携して⻑寿
命化計画の策定を推進します。 

 ・ 基幹的農業⽔利施設について、機能診断を⾏い適
切な管理 ・保全のために必要な⻑寿命化計画 （機能
保全計画）の策定を進めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 長寿命化計画に基づく対策の推進  

・ ⻑寿命化計画に基づき、計画的な農業⽔利施設の補強や更新などの対策を進めます。 
・ 農業⽔利施設のうち、河川から農業⽤⽔を取⽔する頭⾸⼯や道路・線路を横断する⽔路橋など、

損壊等により営農や⽣活に与える影響が⼤きい重要構造物について、施設の状況に応じた耐震・
⻑寿命化対策を重点的に進めます。 

・ 農業⽤⽤排⽔路や畑地かんがい施設等の農業⽔利施設は、施設の規模や造成主体などに応じた
国、県、市町村、⼟地改良区等の役割分担により、コスト縮減を図りながら効率的な⻑寿命化
対策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

★ライフサイクルコストの低減 
従来は、機能が著しく低下してから部分改修や更新を⾏っていました（事後保全）が、簡易な補修や補強

等の対策を計画的に講じることにより、⻑寿命化が図られます。 
更に、簡易な補修や補強を早い段階から計画的に⾏う（予防保全）ことで費⽤の平準化が図られ、ライフ

サイクルコストを低減することが可能となります。 

【長寿命化のイメージ】 【ライフサイクルコスト軽減のイメージ】 



（２） 収益性を高めるための農地の整備 

 ● 高収益作物導入など水田の高度利用を可能とする農地の整備  

  ・ 農業の収益性を⾼め⼒強い農業を展開するため、関係団体と連携して野菜や果樹など⾼収益作
物への転換を検討し、⽔⽥の汎⽤化・畑地化を進めます。 

・ ⾼収益作物の導⼊に向け、排⽔対策やかんがい施設の整備、除礫や客⼟による耕⼟の確保、農
道の舗装など、農業者のニーズや農作物の栽培⽅式に適応した農地の整備を進めます。 

・ 農地中間管理事業を活⽤して、市町村等が実施するきめ細かな農地の整備を⽀援し、⾼収益作
物の導⼊を促進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  〜農業⽣産法⼈が借受農地（⽔⽥）の除礫を⾏い、レタスの⽣産を拡⼤〜 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

【地下水制御システム ＦＯＥＡＳ】 

（イメージ図：農研機構提供） 

重粘⼟地帯や湧⽔による湿地化で畑作物の導⼊が
困難な⽔⽥においては、作物や⼟壌、天候に応じて
かんがいや排⽔を適切に⾏い、⽔⽥の汎⽤化を促進
する技術が必要です。 

ＦＯＥＡＳは、排⽔と給⽔を両⽴した⽔位制御シ
ステムで、栽培する作物に最適な地下⽔位を維持す
ることで、農作物の収量及び品質が向上します。 

 
 

★ 地下水位制御システム(ＦＯＥＡＳ)の導入による水田の汎用化 
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農地耕作条件改善事業  

富⼠⾒地区（富⼠⾒町） 
 

受益⾯積︓Ａ=33ha  
事業内容︓除礫 

 

キャベツの単収(Ｓ県) 

整備前の水田 ストーンピッカー（除礫機） 水田から発生した礫 整備後の水田 

整備事例 

未整備 FOEAS 
導入後 

県平均 FOEAS 
導入後 

ＦＯＥＡＳの概要  



● 導入作物に適したかん水方式など収益性向上のための畑地かんがい施設の整備  

  ・ レタス、セルリー、りんご、ぶどうなど収益性が⾼い野菜や果樹等について、品質や収量の安
定確保を図るため、畑地かんがい施設の新設・更新整備を計画的に進めます。 

・ 貴重な農業⽤⽔を効率よく利⽤するため、農作物の根域に散⽔する点滴かん⽔やチューブかん
⽔⽅式の導⼊を促進します。 

  ・ 農作物ごとの栽培特性に対応できる給⽔栓⽅式への転換など、様々な野菜や果樹が導⼊しやす
い施設の整備を促進します。 

  ・ 排⽔不良地では、畑地かんがい施設の整備に併せて排⽔対策を⾏い、野菜や果樹の品質と収量
の向上を図ります。 

   ・ ⽤⽔の安定確保が困難な地域においては、拍
はく

動
どう

かん⽔システム※の導⼊など効率的なかん⽔施設
の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【りんご高密植栽培等に適応したチューブかん水】 

収益性の⾼い農作物の品質向上と安定⽣産のためには、畑

地かんがい施設の整備により、⽣育に必要な⽤⽔を供給する

ことはもちろん、農作物ごとの栽培管理や⽣育の特性に応じ

たかん⽔⽅式の導⼊が必要です。 

例えば、既存の固定式スプリンクラーをりんご⾼密植栽

培・新わい化栽培やレタス、セルリー等の栽培に適応したチ

ューブかん⽔の導⼊を可能とする給⽔栓への改良を促進しま

す。 

★農作物の特性に応じた散水施設の整備 

【農地の再整備により生産拡大した醸造用ぶどう団地】 

国内のワイン⽣産量が年々増加する中、品質の⾼い⻑野県

産ワインへの注⽬も集まっており、信州ワインバレー構想

（桔梗ヶ原、⽇本アルプス、千曲川、天⻯川の４エリア）に

より、更なる醸造⽤ぶどうの⽣産拡⼤を図っています。 

降⽔量が少なく、排⽔性と⽇当たりのよい丘陵地など、醸

造⽤ぶどうの栽培に適した⽴地条件を活かして、農地の再整

備による産地づくりを進めます。 

★農地の整備による高収益作物の導入と産地づくり 

DATA で見る！ 長野県産ワイン 
  ５７０万本／年（換算 720ml/本）⻑野県産醸造⽤ぶどうによるワインの⽣産数 
     （原料１t 当たりの醸造量を 650kg として換算） 

・醸造⽤ぶどうの⽣産量（農林⽔産省︓H27 年産特産果樹⽣産動態等調査） 
  ⻑野県  6,363t（全国 1 位、全国の 37％）    全国  17,280t   

・果実酒の消費量（国税庁︓H28 統計情報） 
  ⻑野県    5,873 キロリットル（全国の２％）    全国   352,492 キロリットル 
          810 万本 （換算 720ml/本）              4 億 8900 万本 （換算 720ml/本） 

※拍動かん水システム：少流量の用水路等からの用水を貯水タンク（拍動タンク）に溜めておき、心臓の拍動に類

似した間欠的なかん水を行うシステム。商用電源がなくても小規模な太陽光発電を利用す

ることで、日射量や土壌水分に応じて適時に散水することが可能。 





   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～収穫機械の導入による省力化～ 

⽔⽥を汎⽤化し、レタスやキャベツなど収益性の

⾼い野菜の導⼊を促進するためには、排⽔対策が必

要です。 

また、収穫機械の実⽤化による作業の省⼒化が期

待されています 

 

～畦畔除草機が走行し易い畦畔の形状の検討～ 

⽔⽥畦畔の除草作業を省⼒化し、⽣産コストを低
減するためには、作業の機械化・無⼈化が必要とな
ります。 

将来的に無線操縦や⾃動制御が可能な除草機械の
導⼊を可能とするため、作業機械が⾛⾏し易い畦畔
の勾配や幅などの形状を検討します。 

★省力作業機械を導入するための農地の整備 

～樹園地の平坦化と直線的な作業動線の確保～ 

作業機械の導⼊による省⼒栽培が可能な、りんご⾼密植栽

培・新わい化栽培※や⽇本なし樹体ジョイント仕⽴て※等を促

進するためには、排⽔勾配を確保しつつ樹園地を平坦化するこ

とが必要です。 

また、直線的な作業動線を確保することで、栽培管理⽅法の

改善や作業機械導⼊による営農の省⼒化が期待されています。 
 

～中山間地における樹園地の区画整理～ 

中⼭間地域における樹園地の担い⼿への継承を促進し、農地

の荒廃化を防⽌するためには、区画を整理し、農地中間管理機

構と連携して担い⼿への農地集積を図るとともに、区画の整形

や平坦化など作業機械の導⼊が可能な農地の整備が必要です。 

【作業機械の導入が可能な 

りんご高密植栽培・新わい化栽培】 

【開発に着手したレタス収穫機（試作機）】 

【作業機械の効率的利用が可能な 

       日本なし樹体ジョイント仕立て】 

【開発が進む畦畔除草機（イメージ写真）】 

※りんご⾼密植栽培・新わい化栽培︓樹体を⼩型化す
るわい性台⽊を利⽤した苗⽊を列状に密植して栽培
する⽅法。結実が早く、早期多収となります。 

※⽇本なし樹体ジョイント仕⽴て︓主枝の先端部を隣接樹へ
接ぎ⽊して、連続的に連結させた直線状の樹形の集合樹。
樹冠の拡⼤が早く早期多収となるとともに、省⼒作業が可
能となります。 






