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⾧野県の農業農村整備
水･土･里を支え活かし、次代へつなぐ農業農村整備

⾧野県 農政部 農地整備課

稼ぐ農業を支える
基盤整備の推進

持続的な
農業生産活動を支える

基盤づくり

地域の強みを活かした
農村景観や
地域資源の活用



日本のほぼ中央！ 南北に⾧く、標高3,000 m級の山々に囲まれた県

県内では、変化に富んだ気候や標高差を活かして、バラエティに富んだ農業が営まれてい
ます。特に、野菜、果樹、花き、きのこなどの園芸作物は、多くの品目で日本一の生産量を
誇り、東京・名古屋・大阪などの大都市圏をはじめ全国各地に供給されています。
また、豊かな自然環境や美しい農村景観、歴史に培われた文化などの地域資源に恵まれた

農村が受け継がれています。

【耕地面積の内訳】
(合計面積105,200ha)

全国最多の農家が営む⾧野県農業
【主な指標の全国シェア・順位】

データでみる「⾧野県の農業・農村の姿」

全国トップクラスの米の生産性

１等米比率 95.8％（2021年産）全国２位

米の単収 603kg（2021年産）全国３位
※10アール当たり収量

※玄米検査時の最高品質を示す1等米の割合

人をひきつける快適な県づくり

出典：宝島社 『田舎暮らしの本』(2022年2月号)
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【主な農産物の生産量・全国シェア・順位】

バラエティに富んだ農産物を育む
「園芸王国」

2,926億円
（2020年産）

【農産物産出額の内訳】

⾧野県産
夏秋レタスの
全国シェア
81.３ ％
（7月～9月）

⾧野県農業の概要（2022年）

高原の冷涼な気候を活かした
葉物野菜の責任供給産地

令和２年青果物市場卸売調査から推計

⾧野県 全国シェア 全国順位
農 家 戸 数 戸 89,786 5.1% 1位
販 売 農 家 戸 40,510 3.9% 4位
基幹的農業従事者数 人 55,516 4.1% 3位
耕 地 面 積 ha 105,200 2.4% 14位
農産物産出額 億円 3,243 3.5% 8位

指 標

移住したい都道府県ランキング
全国第1位（16年連続）

日本の台所を支える高原野菜産地

水田

51,700ha (49％）

畑

53,500ha (51％）

【内訳】普通畑(67％）

樹園地(27％）

牧草地( ６％）
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主な農業用施設等の状況（令和４年４月１日時点）

農地の整備状況（令和４年４月１日時点）

【水田整備】 【畑地整備】 【畑地かんがい整備】

県が整備した基幹的な農道

保全すべき施設等

地域別の農地面積と主な農業水利施設基幹的農業水利施設の状況

管理組織の状況（令和４年４月１日時点）

多面的機能支払事業の取組土地改良区等

基幹的農業水利施設延⾧ 1,291 km
機能保全計画策定延⾧ 1,291 km

広域農道 10 路線 150.3 km
基幹農道 78 路線 254.5 km
県単農道 28 路線 52.1 km

NAGANO WINEのブランド
化とワイン産業のさらなる
発展を推進するため、栽培
から醸造、販売、消費にわ
たる振興策「信州ワインバ
レー構想」を策定。

醸造用ぶどうの産地づくり
を支援しています。

豊かな信州の風土から生ま
れた農畜水産物や食文化を
「おいしい信州ふーど」と
呼んでいます。

県民全体で共有し広く県内
外へ発信するとともに、信
州ブランドの価値向上を
図っています。

50a以上

1,028ha

2%

30a~50a

12,018ha

23%

20a~30a

15,774ha

31%

20a未満

15,725ha

30%

未整備

7,195ha

14%

50a以上

2,110ha

4%
30a~50a

5,757ha

11%

20a~30a

6,806ha

13%

20a未満

4,212ha

8%

未整備

34,541ha

64%

整備済

14,938ha

28%
未整備

38,489ha

72%

農業用ため池数 1,896 か所

防災重点農業用ため池 689 か所

地すべり危険箇所 320 か所

法指定（農政部所管） 137 か所

土砂崩壊危険箇所 1,749 か所

多面的機能支払事業の取組状況

共同活動 ⾧寿命化
 組織数 組織 692 687 455 419
 取組面積 ha 40,414 40,288 27,678 33,448

合計
農地維持

支払
資源向上支払

土地改良区等の状況
土地改良区 土地改良区連合

 団体数 組織 108 6
 組合員数 人 112,080 34,943
 地区面積 ha 48,932 16,565

農地面積 頭首工 ため池

 (ha)  (km) 基幹 (km)  (か所) （か所）

佐 久 17,678 2,308 232 739 430

上 田 8,912 1,380 106 351 252

諏 訪 5,916 1,158 75 668 62

上伊那 12,568 1,816 187 544 113

南信州 7,974 674 53 664 262

木 曽 1,838 331 0 325 17

松 本 19,028 3,084 289 777 283
北アルプス 5,509 1,034 64 190 27

⾧ 野 16,692 1,704 170 648 343

北 信 9,050 1,385 115 381 107

計 105,165 14,874 1,291 5,287 1,896

用排水路延⾧
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県総額（歳出）県総額（歳出）

うち農政部
27,780

歳 出

1,084,897

教育費

192,657

公債費

121,423

民生費

133,925

土木費

113,416
商工費

208,046

諸支出金

105,417

警察費
45,097

その他
8,814

災害復旧費
10,790

総務費
39,711

農林水産業費
41,352

衛生費
64,249

⾧野県の予算（2022年度）予算額は、一般会計当初予算で百万円単位⾧野県の予算（2022年度）予算額は、一般会計当初予算で百万円単位

農業農村整備事業（公共）農業農村整備事業（公共）

※H25～R４は前年度の補正を含む
※農業集落排水事業を除く

農政部農政部

農業技術課

3,947

14.2％
農政部

27,780
農地整備課

14,971

53.9%

園芸畜産課
3,025

10.9％

農村振興課

3,369

12.1％

農業政策課

2,468

8.9％

補助・生産基盤

5,722

補助・農村整備

2,041
補助・農道

95

補助・防災

6,139

県単・防災

219 県単・生産基盤

71

農林水産業費は、主として農林水産業振興、
土地改良、林道、治山に関する経費

農業農村整備(公共)
14,287
(3,963)

※（ ）内は令和３年度１月補正で内数

農業農村整備事業予算の推移農業農村整備事業予算の推移

うち農業農村整備(公共)

10,324

(億円)
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（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
（２）収益性を高めるための農地の整備
（３）効率的な生産を支える農地の整備

（１）農村の暮らしを守る防災減災対策
（２）持続的な営農を支える農地等の整備
（３）農業水利施設等の適切な保全管理
（４）多様な主体の参画により進める多面的機能の維持

（１）疏水、ため池、棚田の魅力を
観光や地域学習へ活用する取組の推進

（２）農業用水を活用した小水力発電の導入促進

３ 地域の強みを活かした農村景観や地域資源の活用

⾧野県農業農村整備計画（第８次⾧野県土地改良⾧期計画）
～水･土･里を支え活かし、次代へつなぐ農業農村整備～

計画期間:2018～2022年度（５か年）

２ 持続的な農業生産活動を支える基盤づくり

１ 稼ぐ農業を支える基盤整備の推進
・県営かんがい排水事業
・県営畑地帯総合土地改良事業
・経営体育成基盤整備事業
・団体営土地改良事業

（農地耕作条件改善事業 等）

・地すべり対策事業
・県営農村地域防災減災事業
・県営中山間総合整備事業
・県営農道整備事業
・団体営土地改良事業

（農業水路等⾧寿命化・防災減災事業 等）

・多面的機能支払事業
・地籍調査事業

・信州の農業資産魅力発信事業
・県営かんがい排水事業
・団体営土地改良事業

計画策定の基本的な考え方
国の土地改良⾧期計画（2016～2020年度）との整合を図りつつ、第３期⾧野県食と農業農村

振興計画（2018～2022年度）の実行計画として、基本方向の達成に向けた成果目標と計画期間
内に取り組む具体的な施策の展開内容を示しています。

めざす姿
 農業用水の安定供給と生産性の高い農地の整備により、しっかりと稼げる農業の展開を目指します。

 ため池の耐震化や豪雨への備え、農業水利施設等の適切な保全管理体制づくり、多様な主体の参画に
よる協働の体制を整えることにより、安全で暮らしやすい農村の環境を目指します。

 疏水など農業資産を観光に活用するとともに、農業用水を活用した小水力発電など地域資源を活かし
次代へつなぐ取組の広まりを目指します。

基本方向と施策体系

【 主な事業 】
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基本方向１ 稼ぐ農業を支える基盤整備の推進

（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

・基幹的農業水利施設の⾧寿命化計画（機能保全計画）の策定を推進します。
●⾧寿命化計画に基づく対策の推進

・⾧寿命化計画に基づく計画的な補修・補強や更新整備を推進します。
・頭首工や水路橋など重要構造物の耐震化・⾧寿命化を推進します。

（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

・かんがい施設（畑地かんがい、地下かんがい「FOEAS」等）の導入を促進します。
・作物の品質向上のための排水施設（暗渠排水、排水路）の整備を推進します。
・水田の畑地化に伴う耕土を確保するための除礫や客土を支援します。
●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

・栽培方式に適したかん水施設（点滴かん水、チューブかん水等）の導入を促進します。

（３）効率的な生産を支える農地の整備
●生産性の向上を目指した農地の整備

・ほ場の大区画化と併せて農地中間管理機構と連携した農地集積・集約化を促進します。
・樹園地の整形や平坦化を進め、りんご高密植栽培・新わい化栽培等の導入を促進します。
・農業試験場と連携して、無人除草機の導入を見据えた畦畔の形状の検討など営農の省力

化を図る取組を推進します。
●農業用水管理の省力化の推進

・用排水路の地中化による用水管理の省力化と営農の効率化を推進します。
・取水ゲート等の自動化・電動化や、ICTを活用した自動給水栓の導入を促進します。

項 目 基準年
（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。

【 達成指標 】

【 管理指標 】

※基幹的農業水利施設：受益面積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

項 目
基準年

（2016年度）
計 画

（2022年度）
水田整備面積及び整備率 44,991 ha 84.1 % 45,176 ha 87.7 %

上記のうち区画20a以上 29,043 ha 54.2 % 29,228 ha 56.8 %

畑地整備面積及び整備率 18,884 ha 34.6 % 18,927 ha 35.1 %

上記のうち区画20a以上 14,678 ha 26.9 % 14,721 ha 27.3 %

樹園地の区画整理面積 ― 43 ha

基幹的農業水利施設における⾧寿命化計画の策定延⾧ 645 km 1,291 km

基幹的農業水利施設の整備延⾧ ― 40 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

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更新整備面積 ― 2,208 ha
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基本方向２ 持続的な農業生産活動を支える基盤づくり

（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

・耐震性点検の結果に基づく、ため池の耐震化を推進します。
・想定被害の大きいため池のハザードマップ作成を支援します。
●豪雨による農地等の湛水被害の防止

・排水路の整備や排水機場ポンプ設備の計画的な更新整備を推進します。
●地すべり防止施設の⾧寿命化の推進

・地すべり防止施設の適切な保全管理と⾧寿命化のを推進します。

（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

・中山間地域の生産基盤（区画整理、用排水路、農道等）と生活環境（集落道路、加工
施設等）の一体的な整備を推進します。

●荒廃農地の発生防止による生産環境の保全
・荒廃農地の発生を防止するための野生鳥獣害防止柵の設置を推進します。

（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

・土地改良区の人材育成や運営強化を図る取組を支援します。
●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

・⾧寿命化計画（個別施設計画）の策定を支援します。
・ストックマネジメントサイクルを確立させる取組を支援します。

（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

・水路の泥上げや草刈りなど地域住民等の協働による取組を支援します。
●農村を支える多様な人材確保への支援

・都市住民や学生、CSRに取り組む企業等と活動組織を結びつける取組を支援します。
・地域住民や都市住民の多面的機能への理解を深めるための取組を支援します。

項 目 基準年
（2016年度）

目 標
（2022年度） 設定の考え方

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

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。

項 目 基準年
（2016年度）

計 画
（2022年度）

多面的機能支払事業による活動面積 34,675 ha 43,900 ha

ため池の耐震化工事を実施した箇所数 ６か所 33か所

豪雨による農地等の湛水被害の防止箇所数 ― ４か所

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 ２か所 137か所

農業集落排水施設の⾧寿命化対策に着手した箇所数 93か所 165か所

【 達成指標 】

【 管理指標 】
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「信州の農業資産」を観光資源とし
て活用するため、選りすぐりの施設
の情報と、農業資産を巡るモデル
コースをまとめた観光企画集を作成
し、旅行会社等へ情報提供していま
す。Webサイトも公開中です。

基本方向３ 地域の強みを活かした農村景観や地域資源の活用
（１）疏水、ため池、棚田の魅力を観光や地域学習へ活用する取組の推進
●観光へ活用することによる多面的機能への理解の促進

・PR冊子製作など情報を発信する取組を推進します。
・ため池や棚田の保全等を目的とした全国イベントの開催を

支援します。
・地域住民等が行う棚田の保全活動を支援します。
●地域学習への活用による郷土愛の醸成

・地域住民などを対象とした疏水等の現地見学会や小学生に
地域農業の魅力を知ってもらうための社会科副教材の作成
など、農業資産を地域学習に活用する取組を支援します。

・世界かんがい施設遺産や世界農業遺産の申請を行う団体を
支援します。

信州ため池カード

項 目 基準年
（2016年度）

目 標
（2022年度）

設定の考え方

新たに観光資源として環境
整備された疏水等の箇所数

― 25か所
農村の活性化を図るため、各地域２～３か所
の疏水等を新たに観光資源として活用する取
組を進める。

農業用水を活用した小水力
発電の設備容量

2,184kW 4,000kW
農業用水路等の維持管理費の負担軽減を図る
ため、農業用水を活用した小水力発電の導入
を進める。

（２）農業用水を活用した小水力発電の導入促進
●地域資源の活用によるエネルギーの地消地産を促進

・⾧野県土地改良施設エネルギー活用推進協議会と連携して、農業用水を活用した
小水力発電の円滑な導入を支援します。

●農業用水と農業水利施設を活用した小水力発電施設の導入促進
・補助事業を活用して、施設管理者等が行う農業用水を活用した小水力発電施設の

建設を支援します。

【 達成指標 】

信州の農業資産魅力ガイド

県内各地の疏水、ため池、棚田
の魅力を多くの方に知っていた
だくため、県内113か所の施設
の特徴や歴史などを写真ととも
に紹介するガイドマップを作成
しました。

信州の農業資産を巡る旅

Ｗｅｂサイト

「信州の農業資産」の魅力を、
美しい写真とともに、「偉人を
訪ねる」「四季の彩りを巡る」
「物語を辿る」「技術・工夫を
学ぶ」「棚田を楽しむ」の５つ
の切り口で紹介した冊子を発行
しました。

一度は訪れたい 信州の農業資産

社会科副教材
「⾧野県の米づくり」
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信州の農業資産

高度な技術で安曇野の扇状地に水を導く

拾ケ堰 じっかせぎ

自然の地形を活かした「繰越堰」

滝之湯堰・大河原堰 たきのゆせぎ・おおかわらせぎ

荒野を美田に変えた市川五郎兵衛の偉業

五郎兵衛用水 ごろべえようすい

江戸時代の初め、戦乱で荒れた帝の御牧を新田に変えるため、市
川五郎兵衛が私財を投げ打って開削した疏水。蓼科山の湧水を水源
とし、厳しい地形にあわせ、堀貫（トンネル）、水路橋、築堰 つきせ

ぎ（盛土）などの高い技術が駆使されています。

江戸時代中期に名主「坂本養川（さかもとようせん）」
によって開削された疏水。比較的水量が豊富な河川の水を、
いくつもの河川を渡って順々に水不足の地域へ送っていく
「繰越堰」と呼ばれる水利システムは、当時の画期的な技
術でした。

安曇野の複合扇状地に水を導くため、等高線に沿って3000分の
１という極めて緩い勾配で造られた疏水。周囲の水田を潤しなが
ら、北アルプスに向かうかのようにゆったり流れる美しい姿は、
安曇野の安らぎの空気感を表しているようにも感じられます。

稲倉の棚田 上田市 根越下沖の棚田 ⾧野市

山室の棚田 伊那市 栃倉の棚田 ⾧野市

中尾の棚田 伊那市 大西の棚田 ⾧野市

飯沼の棚田 中川村 田沢沖の棚田 ⾧野市

よこね田んぼの棚田 飯田市 姨捨の棚田 千曲市

市野川棚田 麻績村 福島棚田 飯山市

青⿁の棚田 白馬村 野沢沖の棚田 野沢温泉村

小谷村棚田群 小谷村

世界かんがい施設遺産

つなぐ棚田遺産
15か所 全国３位

疏水百選
５か所 全国最多

ため池百選
５か所 全国２位

五郎兵衛用水 佐久市

塩沢堰 立科町

拾ケ堰 安曇野市
松本市

善光寺平用水 ⾧野市

八ヶ郷用水 中野市

塩田平のため池群 上田市

御射鹿池 茅野市

荒神山ため池
（たつの海） 辰野町

千人塚城ヶ池 飯島町

菅大平温水ため池
（あやめ池） 木祖村

日本の百選（棚田、疏水、ため池）

（安曇野市・松本市）

（茅野市）

（佐久市）

信州の豊かな自然とともに、疏水、ため池、棚田などの「農業資産」が織りなす美しい農村風
景は、先人の熱意と英知により築かれ、農の営みによって育まれてきました。
長野県では、「信州の農業資産」にまつわる歴史や物語などの魅力を、観光資源や地域学習に

活用する取組を推進しています。

くりこしせぎ
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農業農村整備事業に係る組織概要

農政部
農業政策課

農業技術課
園芸畜産課

農地整備課
農村振興課

環境部
生活排水課

管理係

計画調査係

水利係

防災担当

農地･水保全係

指導担当

佐久地域振興局 農地整備課
佐久市跡部６５－１
☎ 0267-63-3150

上田地域振興局 農地整備課
上田市材木町１－２－６
☎ 0268-25-7130

諏訪地域振興局 農地整備課
諏訪市上川１丁目１６４４の１０
☎ 0266-57-2914

上伊那地域振興局 農地整備課
伊那市荒井３４９７
☎ 0265-76-6816

南信州地域振興局 農地整備課
飯田市追手町２丁目６７８
☎ 0265-53-0417

木曽地域振興局 農地整備課
木曽郡木曽町福島２７５７－１
☎ 0264-25-2222

松本地域振興局 農地整備課
松本市島立１０２０
☎ 0263-40-1919

⾧野地域振興局 農地整備課
⾧野市南⾧野南県町６８６－１
☎ 026-234-9517 北信地域振興局 農地整備課

中野市壁田９５５
☎ 0269-23-0212

⾧野県農政部農地整備課
⾧野市南⾧野幅下６９２－２
☎ 026-232-0111（代表）

026-235-7237（直通）
✉ nochi@pref.nagano.lg.jp

⾧野県庁

作成：長野県 農政部 農地整備課 計画調査係
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
TEL 026-235-7237（直通） E-mail nochi@pref.nagano.lg.jp

生活排水係

⾧野県の農業農村整備事業関係組織

北アルプス地域振興局 農地整備課
大町市大町１０５８－２
☎ 0261-23-6513

信州棚田ネットワーク

事務局 農政部農地整備課
☎ 026-235-7241
✉ nochi@pref.nagano.lg.jp

條
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