第２節

持続的な農業生産活動を支える基盤づくり

【 現状と課題 】
農業水利施設をはじめとする土地改良施設は、農産物の生産を支えているだけではなく、農業・農
村が有する多面的機能の維持・発揮に大きく貢献しています。
しかし、近年では、長野県北部の地震、長野県神城断層地震のような大規模地震や、過去に例がな
いような豪雨が増加しており、農業水利施設等の損壊、農地の湛水、地すべり等による被害の発生が
懸念されています。
県内には、1,700 箇所以上のため池がありますが、江戸時代に築造されたまま現在に至っているも
のも少なくありません。これらのため池が、地震や豪雨により決壊した場合には、下流の農地、宅地、
公共施設等に被害を及ぼすおそれがあります。
千曲川下流域には、豪雨による河川水位の上昇時に、農地等への湛水被害を防止するための排水機
場が 30 箇所整備されています。しかし、整備後 20 年以上が経過した排水機場ポンプ設備が約８割を
占めており、故障や機能低下が発生しています。
また、農地への影響を主とする地すべり防止区域は 137 箇所あり、市町村、巡視員と連携し、継続
的に地すべり防止施設の点検と維持管理を行っています。しかし、対策工事後 30 年以上経過した防
止区域が約６割を占めており、地すべり防止施設の機能低下による地すべりの再発が懸念されていま
す。
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出典：県農政部農地整備課調べ

中山間地域の多い長野県では、平地の多い他県と比べてほ場の大区画化や担い手への農地集積・集
約化が容易ではなく、効率的な農業生産活動を行うための農地としては不利な状況にあることに加え、
野生鳥獣による農作物被害が依然として高い水準にあります。
このため、特産農産物など付加価値の高い農産物の生産など、地域の特徴を活かした営農ニーズに
対応するためのきめ細かな基盤整備とともに野生鳥獣から優良農地を守る対策が必要です。
また、防火水槽や集落道路等の整備が不十分であることから、生活環境の整備も求められています。
項

目

長野県

全

国

全国比率

自営農業 1 時間当たり生産額（労働生産性）

518 円

756 円

68.5％

農業固定資産 1,000 円当たり生産額（資本生産性）

352 円

410 円

85.9％

100,000 円

57,000 円

175.4％

経営農地面積 10a 当たり生産額（土地生産性）

出典：長野県農林水産統計年報(2014 年)
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将来にわたり、農業水利施設の機能を安定的に発揮するために重要な役割を担っている組織の１つ
が土地改良区です。県内には 111 の土地改良区があり、受益面積が小中規模程度の土地改良区が多く
を占めています。
農業水利施設等の多くは、昭和 30 年代から 40 年代の食糧増産の時代や高度経済成長期に整備され
ましたが、施設の老朽化による機能低下や破損等による突発事故が発生し、維持管理の労力や費用の
増大が懸念されています。しかし、施設の管理を担う土地改良区では、高齢化や後継者不足により組
合員の減少が進むとともに、財政状況の悪化など運営面での問題が深刻化しています。
このため、農業水利施設等を健全な状態で次代へ引き継ぐためにも、土地改良区の組織運営や財政
基盤の強化など、将来を見据えた体制づくりが必要になっています。
農業水利施設等の機能を安定的に発揮させるためには、施設の健全度評価による現状把握を行い、
維持管理・更新等を計画的かつ効率的に行う必要があります。
★県内の土地改良区の状況
○

○

受益面積別土地改良区数の割合

2000ha～
1000ha～3000ha未満
2000ha未満 0.9%

3000ha以上
0.9%

単位：人

130,000

9.0%

125,000

100ha未満
26.1%

120,000

500ha～
1000ha未満
総数 111
20.7%
300ha～
500ha未満
18.0%

土地改良区組合員数の推移

115,000
110,000

100ha～
300ha未満
24.3%

105,000

H15

H17

H19

H21

H23

H25

H27

H29

出典：土地改良区名簿

出典：平成 28 年度土地改良区設立状況等調査結果

県内の土地改良区は、受益面積 100ha 未満の極めて小規模な土地改良区が全国に比べて少ない一方、受益
面積 3000ha 以上の大規模土地改良区も少なく、小規模～中規模（300ha～1000ha）の土地改良区が多く
を占めています。また、１土地改良区あたりの受益面積(453ha)は、全国平均(553ha)の 82％程度です。
組合員数は、平成 15 年度の 125 千人から平成 29 年度には 115 千人と減少傾向が続いています。
○

土地改良区における運営上の課題（対面聞き取り調査による）
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出典：平成 25 年度土地改良区アンケート調査結果（農地整備課）

平成 25 年度に県が実施した各土地改良区へのアンケート（対面聞き取り調査）によると、運営上の課題
として、多くの土地改良区が挙げているのは「組合員の高齢化」
・
「施設の老朽化」
・
「維持管理費の増加」
であり、土地改良区の組織運営や財政基盤を維持するに当たっての課題となっています。

農村地域の過疎化・高齢化が進むことにより、農業生産活動を行う農業者ばかりではなく、農村を
支える地域住民全体が減少し、地域の協働により行われてきた農業用水路など地域資源の保全活動は
もちろん、水源のかん養、洪水の防止、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承といった農
業・農村が有している多面的機能の維持・発揮にも影響が生じつつあります。
農村の地域資源や農村環境を次代へ引き継ぐためには、農業者のみならず地域住民や都市住民など
多様な主体の理解と協力を得て、農地や農業水利施設等を保全していく必要があります。

【 基本方向 】
・ 安全で暮らしやすい農村環境や持続的な農業生産活動を支える基盤づくりを進めるため、長野
県強靭化計画や長野県地域防災計画に基づき、ハードとソフトの防災減災対策を一体的に推進し
ます。
・ 大規模地震や豪雨等による被害を防止するため、ため池の耐震・豪雨対策を推進します。
・ 農地等の湛水被害を防止するため、排水機場のポンプ設備等の計画的な更新整備や排水路の整備
を推進します。
・ 地すべり防止施設の適切な管理を行うとともに、計画的な維持補修や長寿命化対策を推進しま
す。
・ 農業の振興と農村の活性化を図るため、特産農産物の生産や農業体験・農園観光など、地域の
特徴を活かしたきめ細かな生産基盤と生活環境の整備を総合的に進めます。
・ 多様な担い手による農地利用を促進するため、荒廃農地の発生防止、再生・活用の取組を支援
します。
・ 農業水利施設等の適切な保全管理を行うため、土地改良区の人材育成と健全な組織運営を支援
します。
・ 農業水利施設の維持管理・更新等を効率的・効果的に行うストックマネジメントサイクルを確
立し、適切な保全管理を促進する取組を支援します。
・ 農村地域の資源や環境を次代へ引き継ぐため、農家のみならず地域住民や都市住民も含めた農
村を支える多様な担い手の確保と、地域ぐるみで行う共同活動を支援します。

【 達成指標 】
項

目

地域ぐるみで取り組む多面
的機能を維持・発揮するため
の活動面積

現 状
（2016 年度）

目 標
（2022 年度）

設定の考え方

40,827 ha

49,800 ha

農業・農村の多面的機能を維持・発揮す
るため、地域ぐるみの協働による取組を
拡大する。

現 状
（2016 年度）

計 画
（2022 年度）

管理内容等

34,675 ha

43,900 ha

６か所

33 か所

耐震化工事が完了したため池数（か所）

―

４か所

期間内にポンプ設備を更新整備した排水
機場の箇所数（か所）

２か所

137 か所

地すべり防止施設の長寿命化計画（個別
施設計画）を策定した箇所数（か所）

93 か所

165 か所

期間内に施設の機能診断を実施した箇所
数（か所）

【 管理指標 】
項

目

多面的機能支払事業による
活動面積
ため池の耐震化工事を実施
した箇所数
豪雨による農地等の湛水被
害の防止箇所数
地すべり防止施設の長寿命
化計画（個別施設計画）策定
箇所数
農業集落排水施設の長寿命
化対策に着手した箇所数

多面的機能支払事業の活動面積（ha）

【 新たな取組の進行管理事項 】
項

目

管理内容等

多面的機能支払事業における農業者以外の多
様な主体が参画する活動面積

農地維持活動又は資源向上活動を行う組織のうち、農業者以外
の多様な主体が参画する活動面積（ha）

ため池のソフト対策を実施した箇所数

ハザードマップを作成したため池数（か所）

末端農業水利施設の整備延長

末端用排水路の整備延長（ｍ）

土地改良区体制強化基本計画書を作成した土
地改良区数

運営基盤強化に取組む土地改良区に対して支援する土地改良
区体制強化事業の補助要件である土地改良区体制強化基本計
画を策定した土地改良区数（区）

末端農業水利施設の個別施設毎の長寿命化計
画策定延長

末端農業水利施設の適正な保全管理に必要な長寿命化計画（個
別施設計画）を策定した延長（㎞）

【 具体的な施策の展開 】
（１）

農村の暮らしを守る防災減災対策

● ため池の安全対策の推進
・

県内のため池について、下流の住宅・公共施設等への影響や集水域における土砂災害警戒区
域等の有無を再確認し、必要に応じて「防災重点ため池

※

」に追加するとともに、耐震性点検

及び豪雨に対する詳細調査を実施します。
・

耐震性点検の結果、耐震性が確保されていないため池について、迅速かつ集中的に耐震化工
事を進めます。

・

洪水吐の能力不足、堤体の余裕高不足等、豪雨対策が必要なため池について、下流域への被
害を防止するため、計画的に改修を進めます。

・

ため池管理者等を対象とした管理体制強化のための研修会を開催するとともに、市町村が行
うため池ハザードマップの作成を支援します。

・

ため池の諸元や改修履歴等を管理する「ため池カルテ」を、市町村、ため池管理者と共有す
るとともに、適切に更新します。
※防災重点ため池：下流に住宅や公共施設等があり、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれのある等のため池

整備事例
★農村の暮らしを守るため池の安全対策
年間降水量が少ない上田市塩田地域では、江戸時代
以降、多くのため池が築造されました。そのうち、堤
体の老朽化が激しいものや耐震性が確保されていない
ものについて、計画的に改修を進めています。
県営農村地域防災減災事業

西塩田地区（上田市）

事業内容︓堤体工、波除護岸工
【堤体を改修した五加前池（上田市）
】

等

●

豪雨による農地等の湛水被害の防止

・

千曲川下流域に整備された排水機場のうち、耐用年数の超過により機能が低下したポンプ設
備等について、施設管理者と連携して、更新計画を策定します。

・ 豪雨による農地等の湛水被害を防止するため、排水路の整備や老朽化した排水機場ポンプ設
備の更新を進めます。
・

耐震性が確保されていない排水機場の建屋について、耐震化工事を進めます。

★農地や農村の暮らしを守る排水対策
台風などの豪雨により河川の水位が上昇すると、
排水路から河川へ自然排出ができなくなり、農地等
に湛水被害が生じるおそれがあります。
千曲川下流域には、排水ポンプにより強制的に水
をくみ出す排水機場が 30 箇所整備されており、順
次更新していきます。

【更新整備を計画している排水機場】

● 地すべり防止施設の長寿命化の推進
・

県内全ての地すべり防止区域において、地すべり防止施設の現状調査を実施し、長寿命化計
画（個別施設計画）を策定します。

・ 長寿命化計画（個別施設計画）に基づき、計画的に長寿命化を進めます。
・

地すべりの兆候が確認された場合は、迅速かつ計画的に地すべり対策を実施します。

・

地すべり活動が沈静化している区域については、市町村と連携して、地すべり防止施設の点
検・維持補修、区域内の状況把握など適切な管理を行います。

・

地すべり防止区域の適切な管理と住民への周知のため、標柱位置の座標値化と亡失した標柱
の復元を進めます。

・

「地すべり防止区域台帳」を適切に更新します。

★農地や農村の暮らしを守る地すべり対策
地すべりの兆候が確認されている区域において、
地すべり防止工事を実施するとともに、機能低下し
た地すべり防止施設については、補修・更新を行い、
農地や農村の暮らしを守っています。
また、地すべり災害を防止するためには、日常の
施設点検や適切な維持管理も大切です。

【地すべりを防止するアンカー工】

（２）

持続的な営農を支える農地等の整備

● 地域の特徴を活かすきめ細かな生産基盤と生活環境の整備
・

中山間地域等の条件不利地域の水田では、実情に見合ったほ場の区画整理や水路等の改修に
よる営農の効率化を進めるとともに、栽培方法のこだわり等による付加価値の高い米づくりや
地域の特徴を活かした野菜、果樹等を栽培するため、きめ細かな営農ニーズに対応した生産基
盤の整備を進めます。

・ 農業体験・観光農園への大型バスの乗り入れを可能とするため、幅員の狭い農道を整備します。
・

棚田や市民農園を整備し、農業者と地域住民等との交流を促進します。

・ 集落機能を維持する集落道路や防災施設、特産品の加工・開発を行う施設など生活環境等の整
備を総合的に進め、農村の活性化を図ります。

整備事例
～特産農産物の生産拡大による収益性の向上～

★農産物の高付加価値化
事業により整備した農産物加工施設で地元産大豆を使
った特産品の商品開発や加工体験を行い、農産物の付
加価値を高めています。
県営中山間総合整備事業

ひのきの里地区（上松町）

事業内容︓用排水路、農道、活性化施設等

★気候条件を活かした農産物の生産
標高の高い中山間地域の荒廃農地を再生し、標
高差を活かしたリレー栽培によるレタスの長期
出荷体制を確立し、所得向上を実現しています。
県営中山間総合整備事業

殿城地区（上田市）

事業内容︓区画整理、用排水路、農道等

★集落機能を維持する生活環境の整備
幅員が狭く車両のすれ違いや緊急車両の通行が
困難な集落道路を拡幅し、安全で暮らしやすい
農村環境を実現しています。
県営中山間総合整備事業

小谷地区（小谷村）

事業内容︓区画整理、用排水路、集落道等

●

荒廃農地の発生防止による生産環境の保全

・ 「人・農地プラン」に基づき、農地の利用調整による荒廃農地の発生防止や再生・活用を進め
るとともに、農地中間管理事業を活用して、法人、大規模農家、集落営農組織など担い手への農
地集積・集約化を進めます。
・

野生鳥獣による農業被害を軽減し優良農地を守るため、市町村が作成する被害防止計画に沿
った侵入防止柵の整備等を支援します。

整備事例
～鳥獣害の防止施設の設置による生産環境の保全～
生産基盤の整備と併せて、農業生産活動への意欲
を削ぐことのないように、鳥獣害防止柵を設置し、
農作物被害の防止を図っています。
地域の特産である果樹（りんご、かき、なし）な
ど、こだわりを持った農産物の生産を拡大していま
す。
県営中山間総合整備事業

花桃の里地区（阿智村）

事業内容︓区画整理、鳥獣害防止柵等

（３）

農業水利施設等の適切な保全管理

● 農地と水を守り担う土地改良区の人材育成と運営の強化
・

土地改良区の現状把握や中長期的な施設の維持管理、運営設計といった将来ビジョンを明確
にするため、土地改良区体制強化基本計画の作成を支援します。

・

土地改良区自らが策定した土地改良区体制強化基本計画により、統合整備の実施や共同事務
への移行を希望する場合には、補助事業等の情報提供や事務的支援を積極的に行います。

・

土地改良区検査については、検査体制に技術職員を加え充実した指導を行うとともに、検査
後のフォローアップに努めます。

・

土地改良区体制強化事業等の補助事業を活用した運営基盤の強化を図るため、土地改良区の
抱える課題に応じた支援を行います。

・

長野県土地改良事業団体連合会と連携し、土地改良区職員研修会、土地改良区監事研修会等
において、維持管理等に係る事業制度の説明や制度改正等、土地改良区の運営に必要な様々な
情報提供を行うとともに、役職員の組織運営力を高める取組を支援します。

・

農業水利施設を適切に保全管理するため、日常管理に携わる土地改良区に対して、定期点検
や整備、事故等のリスク管理の技術的な支援を行います。

・

農業用水利施設等の維持管理費に充てる財源を確保するために土地改良区が実施する、農業
用水を活用した小水力発電施設等の整備を支援します。

★農地と水を守る土地改良区
田植えの頃になると満々と水をたたえる用水路、
バルブを開けると水道のように水が流れ出す畑地
かんがい施設。農業者が日頃使用する農業水利施設
は、土地改良区や水利組合等の日々の努力によって
守られています。これらの団体（組織）による、頭
首工や用水路、畑地かんがい施設等の日常管理や点
検、補修が、安定した農業生産活動を支えています。
【農業水利施設の遠隔操作】

● 農業水利施設等のストックマネジメントサイクルの確立
・ 農業水利施設を適切に保全管理するため、土地改良区等が進める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）の確立を支援します。
・ 土地改良区等の施設管理者に対して、農業水利施設の診断結果や機能保全対策等を示した長
寿命化計画（個別施設計画）の策定を支援します。
・ 農業水利施設の適切な保全管理を促進するため、県、市町村、土地改良区、長野県土地改良
事業団体連合会等で構成する「長野県農業水利施設等保全管理会議」において、課題の共有や
技術力の向上を図ります。
・

農村地域の良好な水環境を守るため、農業集落排水施設の効率的管理に向けた統廃合
や最適整備構想（個別施設計画）の策定を支援するとともに、施設の保全対策を進めます。

長野県農業水利施設等保全管理会議
【設立】 平成 28 年２月９日
【目的】

農業水利施設等の維持管理・更新等を効率的・効果的に行うストックマネジメント

サイクルを確立し、施設管理者等による自立的かつ適時適切な保全管理を促進
【事業】 ・施設の維持管理・更新等に係る情報共有、研修会の開催
・施設の維持管理・更新等の進捗状況の確認、調整
・施設の維持管理・更新等に必要な工法など技術の普及
【参加団体数】 182（県、市町村 77、土地改良区等 103、長野県土地改良事業団体連合会）

★施設管理者による農業水利施設の点検・診断
施設の劣化状況等を早期に把握して、予防保全に必要な
対策を講じることで、施設の深刻な機能低下の防止と長寿
命化により、ライフサイクルコストを低減することができ
ます。
このため、土地改良区等の施設管理者が日頃から目視等
による点検を行い、施設の状態を把握して記録するなどの
施設監視のための体制づくりと施設管理者による適切な
診断評価のための技術的な支援を進める必要があります。
【施設管理者による農業水利施設の点検・診断】

（４）

多様な主体の参画により進める多面的機能の維持

● 農業生産活動の維持と地域資源の保全に向けた活動への支援
・

農地・農業用水路等の地域資源や農村環境を確実に次代に引き継ぐため、地域の話し合いの
下、協働により行う農地や水路等の保全管理活動を支援します。

・

多面的機能支払事業の継続と取組の拡大を図るため、長野県農業農村多面的機能発揮促進協
議会や市町村、農業関係団体と連携し、活動組織や市町村の事務負担軽減のための広域化や事
務委託等を進めます。

★多面的機能支払事業の効果
多面的機能支払事業に取り組んでいる活動組織への

その他
14%

アンケート結果によると、86％の組織が共同活動に
取り組んでいることによって、農業用水路等の施設の
機能が維持できていると回答しています。

多面的機能支払事業の活動
により農業用水路等の機能
が維持できている

【H28 年農地整備課調べ（活動組織アンケート結果）】

86%

★地域の協働による農村資源や農村環境の保全
担い手への農地集積が進むに連れて、農業者だけでは農地等の草刈り、水路の泥上げ、水路や農道の
補修などを行うことが困難となります。
このため、地域住民等も加わった応援隊を結成するなど、地域の協働による体制づくりが必要です。
担い手は、農地の維持管理に係る負担が軽減され、更に多くの農地の耕作を担うことで農地の荒廃化
を防ぐことにつながります。

【地域住民も参加した水路の泥上げ】

【用水路の目地補修】

【農道の砂利補充】

【ため池堤体の草刈り】

● 農村を支える多様な人材確保への支援
・

農地周りの草花の植栽による景観の形成など、地域住民や都市住民等を含めた多様な主体が
参画して行う共同活動を支援します。

・

共同活動を担う人材の確保に向け、農業・農村が有する多面的機能に対する地域住民等の理
解を深めるための情報発信や地域学習の取組を支援します。

・

地域ぐるみの共同活動の継続が困難となりつつある集落においては、都市住民や学生、CSR

活動 ※に取り組む企業などを結びつける取組を支援します。

※CSR 活動：Corporate（企業の） Social（社会への） Responsibility（責任）。企業が社会へ与える影響に責任をもち、
持続可能な未来を社会とともに築いていく活動

【住民参加による農地周りへの植栽】

【地域の将来像の語り合い】

水源かん養
文化の伝承

農業・農村の多面的機能

洪水防止

良好な景観形成
自然環境の保全

企業

学生
地域住民

農業者

