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（注）  1．金額は関係ベース。    
 2．計数整理の結果、異動を生じることがある。
 3．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。
 4．このほか、28年度3次補正予算において、災害復旧等事業等に306億円を措置している。

区　分 28年度
予算額

29年度
概算決定額A

（28年度2次補正追加額）
補正額B A ＋ B

農林水産予算総額
（対前年度比）

億円
23,091

―　

億円
23,071
99.9％

億円
5,739

―

億円
28,810
124.8%

1.公共事業費
（対前年度比）

6,761
―

6,833
101.1%

2,863
―

9,697
143.4%

一般公共事業費
（対前年度比）

6,569
―

6,641
101.1%

2,150
―

8,791
133.8%

災害復旧等事業費
（対前年度比）

193
―

193
100.0％

713
―

906
470.4%

2.非公共事業費
（対前年度比）

16,330
―

16,238
99.4%

2,876 
―

19,114
117.0%

◆平成29年度 農林水産予算の骨子
総括表

（注）  1．金額は関係ベース。    
 2．計数整理の結果、異動を生じることがある。
 3．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。
 4．農業農村整備事業関係予算については、

・29年度概算決定額として4,020億円（農業農村整備事業3,084億円、農山漁村地域整備交付金のうち農業農村整備分701億円及び農地耕作条
件改善事業（非公共）236億円の合計）

・28年度2次補正額として1,752億円（農業農村整備事業1,580億円及び農地耕作条件改善事業等（非公共）172億円の合計）を措置している。
 5．このほか、28年度3次補正予算において、災害復旧等事業に123億円を措置している。

区　分 28年度
予算額

29年度
概算決定額A

（28年度2次補正追加額）
補正額B A ＋ B

農業農村整備
（対前年度比）

億円
2,962

―

億円
3,084

104.1%

億円
1,580

―

億円
4,664

157.4%

林野公共
（対前年度比）

1,800
―

1,800
100.0%

410
―

2,210
122.8%

水産基盤整備
（対前年度比）

700
―

700
100.0%

160
―

860
122.8%

海岸
（対前年度比）

40
―

40
100.0％

1
―

40
101.3%

農山漁村地域整備交付金
（対前年度比）

1,067
―

1,017
95.3%

―
―

1,017
95.3%

一般公共事業費計
（対前年度比）

6,569
―

6,641
101.1%

2,150
―

8,791
133.8%

災害復旧等
（対前年度比）

193
―

193
100.0％

713
―

906
470.4%

公共事業費計
（対前年度比）

6,761
―

6,833
101.1%

2,863
― 

9,697
143.4%

公共事業費一覧

平成29年度
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区　分 28年度
予算額

29年度
概算決定額A

（28年度2次補正追加額）
補正額B A ＋ B

農業農村整備事業 億円
2,962

―

億円
3,084

（104.1%）

億円
1,580

―

億円
4,664

(157.4%)
農山漁村地域整備交付金

（農業農村整備分）
735
―

701
(95.3%)

―
―

701
(95.3%)

農地耕作条件改善事業
（非公共）

123
―

236
(192.0%)

172
―

408
(332.1%)

計 3,820
―

4,020
(105.2%)

1,752 
―

5,772
(151.1%)

※ 1．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。
 2．下段（）書きは28年度予算額との比率である。
 3．28年度第2次補正額はTPP関連対策を含む。

◆平成29年度 農業農村整備事業関係予算概算決定の概要

◆平成29年度農林水産関係予算の重点事項　（農村振興局関係）

1 担い手への農地集積・集約化による構造改革の推進
（1）農地中間管理機構による農地集積・集約化
　① 農地の大区画化等の推進＜公共＞
　② 農地耕作条件改善事業

2 水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施
　○ 水田の畑地化・汎用化の推進＜公共＞

3 強い農林水産業のための基盤づくり
（1）農林水産基盤整備（競争力強化・国土強靭化）
　① 農業農村整備事業＜公共＞
　② 農地耕作条件改善事業（再掲）
　③ 農山漁村地域整備交付金＜公共＞

（2）農林水産関係施設整備
　○ 特殊自然災害対策施設緊急整備事業

（3）畜産・酪農の競争力強化
　① 草地関連基盤整備＜公共＞
　② 畜産クラスターを後押しする草地整備の推進＜公共＞

4 人口減少社会における農山漁村の活性化
（1）中山間地農業の活性化支援
　① 中山間地農業ルネッサンス事業＜一部公共＞
　　（中山間地農業特別支援対策）
　② 中山間地域所得向上支援対策＜一部公共＞ 

（2）日本型直接支払の実施
　① 多面的機能支払交付金
　② 中山間地域等直接支払交付金

（3）インバウンドの推進と農山漁村の振興
　① 「農泊」の推進
　② 農山漁村振興交付金
　③ 荒廃農地等利活用促進交付金

（4）都市農業の機能発揮
　○ 都市農業機能発揮対策事業

（5）再生可能エネルギーの導入促進
　○ 再生可能エネルギー導入等の推進

（6）鳥獣被害防止対策の推進
　○ 鳥獣被害防止総合対策交付金

(農業農村整備事業で実施)
1，034億円の内数

236億円
 （農業農村整備事業で実施）

1，034億円の内数

3，084億円
236億円

1，017億円

2億円
（農業農村整備事業で実施）

62億円

400億円
 (優先枠等を設けて実施)

483億円
263億円

（農山漁村振興交付金で実施）
101億円の内数

101億円
2億円

2億円

9億円

95億円

【補正予算】
370億円
102億円

496億円

1，580億円
102億円

2億円

94億円

300億円
(優先枠等を設けて実施)

9億円
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 ◎農業農村整備事業（公共） 【308，404（296，226）百万円】  
《対策のポイント》

農業競争力強化のための農地の大区画化・汎用化、新たな農
業水利システムの構築、国土強靱化のための農業水利施設の長
寿命化・耐震化対策、ため池の管理体制の強化等を推進します。

《政策目標》
○担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）

で全農地面積の8割となるよう農地集積を推進
○基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を

除く）に占める高収益作物の割合
 （約2割（平成27年度）→ 約3割以上（平成32年度））
○基幹的農業水利施設の機能保全計画の策定率（約6割（平

成27年度）→ 10割（平成32年度））
○ハザードマップ等ソフト対策を実施した防災重点ため池

の割合（約5割（平成27年度）→10割（平成32年度））
＜主な内容＞
1．農業競争力強化対策 103，395（91，251）百万円

大区画化・汎用化等の基盤整備を実施し、農地中間管理
機構とも連携した担い手への農地集積・集約化や農業の高
付加価値化を推進します。

パイプライン化やＩＣＴの導入等により、水管理の省力化
と担い手の多様な水利用への対応を実現する新たな農業水
利システムを構築し、農地集積の加速化を推進します。

2．国土強靱化対策 205，009（204，975）百万円
基幹的な農業水利施設等の耐震診断やハザードマップ

の作成、耐震化工事、ため池の監視・管理体制の強化、農村
地域の洪水被害防止対策等を実施します。

老朽化した農業水利施設の点検・診断の結果をデータ
ベース化し、補修・更新等を適時・的確に実施します。

農業競争力強化基盤整備事業（1）
57，999（50，020）百万円　

国営農地再編整備事業（1）
19，680（17，648）百万円　

国営かんがい排水事業（1、2）
118，613（117，918）百万円　

農村地域防災減災事業（2）
50，827（50，768）百万円　

国営総合農地防災事業（2）
26，152（26，211）百万円　

水資源機構かんがい排水事業（2）
7，250（7，006）百万円　

国費率、補助率： 2/3、1/2等　
事業実施主体 ：国、都道府県等　

 ◎農山漁村地域整備交付金（公共）
 【101，650（106，650）百万円】

《対策のポイント》
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農

山漁村の防災・減災対策を支援します。

《政策目標》
○担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）

で全農地面積の8割となるよう農地集積を推進
○二酸化炭素の森林吸収量3.5％の確保等に必要な路網の

整備
○海岸堤防等の整備率69％（平成32年度）

＜主な内容＞（下線部は農村振興局関連事業の拡充内容）
1．都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記

載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業
を実施します。

2．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の
生産現場の強化や防災力の向上のための事業を選択して
実施することができます。

 また、これと一体となって事業効果を高めるために必要な
効果促進事業を実施することができます。

農業農村分野 ：農用地整備、農業用用排水施設整備等
森林分野 ：予防治山、路網整備等
水産分野 ：漁港漁場整備、漁村環境整備、海岸保全

施設整備等
3．農地整備事業（通作条件整備）

過疎地域等の条件不利地域で実施する農道の保全対策を
計画的に推進できるよう、同地域における「保全対策型」の
受益面積要件を50haから30haとします。

4．地域用水環境整備事業（小水力発電）
効率性・経済性を高めるための実施要件を追加し、引き続
き発電が維持できるよう部分改修を追加します。

国費率：1/2等　
事業実施主体 ：都道府県、市町村等　

 ◎農地耕作条件改善事業 【23，562（12，274）百万円】
《対策のポイント》

農地中間管理事業の重点実施区域等において、農地中間管
理機構と連携しつつ、担い手への農地集積の推進や高収益作
物への転換を図るための計画策定や基盤整備、営農定着に必
要な取組を一括支援します。

《政策目標》
担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）で

全農地面積の8割となるよう農地集積を推進
＜主な内容＞
1．地域内農地集積型 （地域内の農地集積を計画的に実施す

る場合）
○定額助成： 区画拡大、暗渠排水、水路等の更新整備、先

進的省力化技術導入支援等の条件改善促進
支援等

※中心経営体に集約化（面的集積）する農地については、
定額助成の単価を2割加算

○定率助成： 土層改良、農作業道、農地造成、管理省力化支
援、品質向上支援、営農環境整備支援、地形図
作成等の条件改善促進支援等
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2．高収益作物転換型 （農地集積を図りつつ、高収益作物への
転換を図る場合）基盤整備に加え、販売先の確保や営農定着
等に必要な支援を計画策定から一括支援します。「1．地域
内農地集積型」の事業内容に加え、以下の取組が可能です。

○定額助成： プラン作成に係る調査・調整、農産物の需給
動向の把握、技術習得方法の検討と実践、試
験販売等の経営展開の支援、現場での研修
会開催等

○定率助成： 実証展示ほ場の設置・運営、導入1年目の種
子・肥料等への支援等

※ 事業の特徴
（1）事業の実施区域は、農振農用地のうち農地中間管理事

業の重点実施区域又は本事業の実施により重点実施
区域に指定されることが確実と見込まれる区域

（2）事業実施年度に入ってからの採択申請が可能（複数回
受付）、農地中間管理機構から国への直接申請も可能

（3）必要なハードとソフトを組み合わせて、最大5年（ハー
ドは最大3年）、総事業費は10億円未満を支援

（4）農地中間管理機構との連携概要を策定し、事業を実施
補助率：定額、1/2等　

事業実施主体： 農地中間管理機構、都道府県、　
 市町村、土地改良区、農業法人等　
 
◎畑地化・汎用化の推進による高収益作物の導入支援（公共）
 【103，395百万円の内数（−）】

《対策のポイント》
区画整備済みの水田地域等において、高収益作物を導入し

た営農体系への転換に必要な畑地化・汎用化を行う整備と併
せ、地域の取組レベルに応じた高収益作物導入・定着のため
のソフト支援を行うことにより、地域全体での営農転換を強
力に推進します。

《政策目標》
基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を除

く）に占める高収益作物の割合
（約2割（平成27年度）→ 約3割以上（平成32年度））

＜対象事業＞
①国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進対策）
②農業競争力強化基盤整備事業（高収益作物導入促進基

盤整備事業）
【採択要件】高収益作物の作付面積割合が5ポイント以上
増加すること等

＜主な内容＞
1．生産基盤の再整備（ハード対策）

水田の畑地利用に必要なほ場レベルの末端用排水施設等
の整備を、効果発現に必要な基幹水利施設の整備と一体的・
機動的に推進

○排水性向上のための暗渠排水、排水路改修
○作物やほ場毎の用水需要に応じてのかん水を可能とす

るパイプライン化

○用水の自由度を高めるための調整池（ファームポンド）の
整備等

2．合意形成に向けた支援（ソフト対策）
水田の畑地化・汎用化による営農転換を進めるための取組

を支援
○水利用・土地利用・作付調整支援、営農転換に向けた支援
○高収益作物導入に向けた促進事業（促進費）

①の事業　事業実施主体： 国、国費率（基本） ： 2/3等
②の事業　事業実施主体： 都道府県等、補助率 ： 50％等

 ◎農業競争力強化基盤整備事業（公共） 
 【57，999（50，020）百万円】

《対策のポイント》
農業競争力強化を図るため、農地の大区画化や汎用化、農

業水利施設の整備等を行い、担い手への農地集積・集約化や
農業の高付加価値化、高収益作物の導入等を推進します。ま
た、農業水利施設の長寿命化や水路のパイプライン化等の整
備など水利用の効率化・水管理の省力化を図ります。

《政策目標》
○担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）

で全農地面積の8割となるよう農地集積を推進
○基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を

除く）に占める高収益作物の割合
 （約2割（平成27年度）→ 約3割以上（平成32年度））

＜主な内容＞
1．農地の大区画化・汎用化及び水利施設整備等の推進（拡充）

担い手への農地集積・集約化に取り組む地区、農業の高
付加価値化に取り組む地区等を対象として、農地・農業水
利施設の整備を実施します。

2．きめ細かな基盤整備、農業者の自力施工を活用した農地の
簡易整備の推進
畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等の整備、老朽施

設の更新等を地域の実情に応じて実施します。
3．水利施設の保全整備・合理化整備等の推進

老朽施設の機能診断・補修や水路のパイプライン化等の
保全・合理化整備等を実施します。

また、農地の集積が一定のレベルに達している地区を対
象に、既存の農業水利施設を活用しつつ、徹底した水管理
の省力化を図る水利システムを整備します。

4．畑地化・汎用化の推進による高収益作物の導入支援（新規）
高収益作物を導入した営農体系への転換に必要な畑地

化・汎用化を行う整備に併せ、地域の取組レベルに応じた高
収益作物導入･定着のためのソフト支援を実施します。

5．低コストな農地整備の実証（新規）
情報化施工を農地整備事業においてモデル的に実施し、

その効果を実証するとともに、実施に当たっての課題等を
分析・整理し、普及・推進方法等の検討を行い、低コスト農地
整備の実現に向けた取組を推進します。
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 ◎農業競争力強化基盤整備事業のうち農地の大区画化・
　 汎用化及び水利施設整備等の推進（拡充）
　 ［農業競争力強化基盤整備事業（公共）］
 【57，999（50，020）百万円の内数】

《対策のポイント》
農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等を行う

とともに、担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値
化等を推進します。
＜主な内容＞（下線部は拡充内容）

担い手への農地集積・集約化に取り組む地区、農業の高付
加価値化に取り組む地区等を対象として、以下の農地・農業水
利施設の整備を実施します。
1．農地整備

【主な工種】
・区画整理、暗渠排水、土層改良、農業用用排水施設整備等
【主な採択要件】
・受益面積:20ha以上(中山間地域は10ha以上(中山間地

域型,中山間傾斜農地型,畑地帯担い手育成型））
・担い手への農地集積率50％以上（中山間傾斜農地型は、

担い手への農地集積率30％以上とし、高収益作物の面積
割合が事業の受益面積に対し3％以上増加、かつ、担い手
の受益面積に対し5％以上増加する担い手1戸以上）等

【主な附帯事業】
・農業経営高度化促進事業（促進費）

都道府県営農地整備事業及び国営農地再編整備事業の
実施地区において、事業完了後の中心経営体への農地集
積率に応じて事業費の最大12.5％を交付

・中山間担い手育成支援事業
中山間傾斜農地型の実施地区において、中心経営体に対
し、高収益作物の作付面積の増加割合に応じて事業費

（中心経営体の受益農地分）の最大7.5％を交付
2．草地畜産基盤整備 

【主な工種】
・草地の区画整理、暗渠排水等
【主な採択要件】
・受益面積:200ha以上(中山間地域は100ha以上) 等

3．水利施設整備
【主な工種】
・農業用用排水施設整備等
【主な採択要件】
・受益面積:200ha以上等

補助率：1/2等　
事業実施主体 ：都道府県等　

 ◎農村地域防災減災事業（公共） 【50，827（50，768）百万円】
《対策のポイント》

地震・集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災力の
向上を図るための総合的な防災・減災対策を実施します。

《政策目標》

○湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積
 （農地及び周辺地域の面積約34万ha（うち農地面積約

28万ha）（平成32年度））
○ハザードマップ等ソフト対策を実施した防災重点ため池

の割合（約5割（平成27年度）→ 10割（平成32年度））
＜主な内容＞（下線部は平成29年度予算における拡充内容）
1．防災・減災対策にかかる計画の策定（調査計画事業）

農村地域の防災・減災対策にかかる計画の策定とそのため
に必要な耐震性等の調査、地域排水機能強化計画の策定等

（二次災害が想定される施設の調査計画については定額助成
（平成30年度まで））
2．農業用施設等の整備（整備事業）
（1）自然的、社会的要因で生じた農業用施設等の機能低下

の回復や災害の未然防止を図るための整備（ため池整
備（防災重点ため池の豪雨対策、地震対策等）、ため池の
廃止、湛水防除、地すべり対策（長寿命化計画に基づく
対策等）、農村防災施設の整備、施設の耐震整備、豪雨対
策（総合的な地域排水機能の強化）等）

（2）施設の防災機能を適切に維持するための長寿命化対策
の実施

3．ため池の管理体制の強化（体制整備事業）
ため池における災害の発生を未然に防止するために必要な

監視・管理体制の強化、緊急的な防災対策、二次被害が想定され
るため池の廃止、整備を進めるために行う権利関係の調整等

補助率：1/2、55％、定額等　
事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等　

 ◎総合的な地域排水機能の強化
 − 農村地域防災減災事業（拡充）−
1．趣旨

近年、過去に経験のない豪雨が増加しており、排水機場等
の土地改良施設が被災して機能を喪失することなどにより、
農地や農業用施設のみならず、周辺の住宅や公共施設等にも
甚大な被害が発生することが懸念されている。このため、地
域が主体となって豪雨に対する脆弱性を補うための排水機能
強化計画を策定し、既存施設を活かして効率的かつ効果的に
土地改良施設の整備を実施することにより、地域排水機能を
総合的に強化して、災害による被害の最小化を図る。
2．事業内容等
　（1）事業内容

①調査計画事業（地域排水機能強化計画策定）
 施設の機能を評価するための調査等を踏まえ、既存

施設を活かした地域の総合的な排水機能を強化する
土地改良施設の整備方針をとりまとめ、地域排水機
能強化計画を策定

②農業用河川工作物等応急対策事業（土地改良施設豪
雨対策事業）

 地域排水機能強化計画に基づき、地域排水機能を強
化する土地改良施設の整備を実施
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　（2）採択要件
①調査計画事業（地域排水機能強化計画策定）
 豪雨による被害が生じた場合に人命や財産等への影

響が大きい地域で、土地改良施設豪雨対策事業によ
り一体的に地域排水機能強化対策を実施することが
見込まれる施設等

②農業用河川工作物等応急対策事業（土地改良施設豪
雨対策事業）

 地域排水機能強化計画が策定されており、かつ、次の
いずれかに該当するもの
ア総事業費の合計がおおむね800万円以上のもの
イ防災受益面積の合計がおおむね30ヘクタール以

上のもの
3．事業実施主体等
　（1）事業実施主体 

①調査計画事業（地域排水機能強化計画策定） 
：都道府県又は市町村

②農業用河川工作物等応急対策事業（土地改良施設豪
雨対策事業） ：都道府県又は市町村

　（2）補助率
①調査計画事業（地域排水機能強化計画策定）：1/2、定額
②農業用河川工作物等応急対策事業（土地改良施設豪

雨対策事業） ：1/2、55％等
4．平成29年度予算額（平成28年度予算額）

農村地域防災減災事業　50，827（50，768）百万円の内数

 ◎土地改良施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事業（公共）
 【8（8）百万円】

《対策のポイント》
土地改良施設の管理者が保管するＰＣＢ廃棄物の確実か

つ適正な処理を促進するための収集運搬に要する経費の助
成を10年間延長し、併せて高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管施設の
老朽化に対する補修等を実施します。

《政策目標》
安定的な用水供給と良好な排水条件の確保

＜主な内容＞（下線部は拡充内容）
1．ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を支援

土地改良施設の管理者が保管する高圧トランス・コンデ
ンサ等のＰＣＢ廃棄物を処理するために必要となる収集運
搬に要する経費を助成します。

事業実施期間を10年間延長します。（平成28年度→ 平
成38年度）

2．保管施設の補修等
高濃度ＰＣＢ廃棄物については、古いものは昭和48年から

保管が始まっており、ＰＣＢ廃棄物容器（トランス等）の劣化
のほか保管施設の老朽化による液漏れの危険性が高まって
いるため、保管施設の補修等を実施し、高濃度ＰＣＢ廃棄物
の適正な保管を図ります。（平成29年度〜平成31年度）

補助率：1/2　
事業実施主体 ：土地改良区、市町村等　

 ◎土地改良施設維持管理適正化事業（公共）
 【3，312（3，297）百万円】

《対策のポイント》
農業水利施設の定期的な整備補修等に対し国が助成すること

によって、社会的資産である施設の管理の適正化を図ります。
《政策目標》

農業水利施設に対する管理意識の昂揚を図りつつ、適期的確
な整備補修による施設の機能の保持と耐用年数を確保
＜主な内容＞（下線部は拡充内容）

農業水利施設の機能の保持等のため必要となる整備補修の実施
（1）施設の機能保持のため必要となる整備補修(オーバー

ホール、塗装等)や望ましい生産構造の実現に資するた
めの整備改善(揚水機の変速機の設置等)を実施します。

（2）予測し得ない事故や施設の老朽化等の理由により緊急
に必要となる整備補修も実施することができます（緊急
整備補修）。

（3）農業用用排水施設への転落事故を防止するための安全
管理施設（フェンス等）を計画的に整備します（安全管理
施設整備〔1地区当たり事業費100万円以上〕）。

事業実施主体：全国土地改良事業団体連合会　
補助率：資金造成額の1/3（事業費の30％）　

事業実施者：土地改良区、土地改良区連合等　

 ◎農業水利施設情報可視化事業（公共）［新規］
 【65（−）百万円】

《対策のポイント》
基幹から末端に至る一連の施設の保全管理の充実、強化に

向けて、県営造成施設の諸元、劣化状況等のＧＩＳ化を行い、
情報の蓄積・共有・可視化を推進します。

《政策目標》
農業水利施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減の

取組が効率的・効果的に行われることにより、地域の食料生産
力を十分に発揮
＜主な内容＞

広域基盤整備計画調査対象地域内にあって、「受益面積
500ha以上の地区内に存する県営造成施設（国営造成施設と
一体不可分な国営附帯県営造成施設）」を対象に、ＧＩＳ化の
取組を支援します。

補助率：1/2　
事業実施主体：都道府県　

実施期間：平成31年度まで　

◎中山間地農業ルネッサンス事業
 【40，000（−）百万円】

（中山間地農業特別支援対策） （優先枠等を設けて実施）
《対策のポイント》
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傾斜地などの条件不利性とともに鳥獣被害の増加、人口減少・
高齢化・担い手不足等、厳しい状況に置かれている中山間地にお
いて、清らかな水、冷涼な気候、棚田の歴史等の中山間地の特色を
活かした多様な取組に対し、各種支援事業における優先枠の設定
や制度の拡充等により後押しし、中山間地農業を元気にします。

《政策目標》
地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承を

図りつつ、地域の特色を活かした農業の展開、都市農村交流
や農村への移住・定住を促進
＜主な内容＞

中山間地農業ルネッサンス事業の取組に係る国の指針に即
して、複数の市町村単位等で中山間地農業の振興を図る地域
別農業振興計画を都道府県が策定し、この計画に基づき支援
事業の優先採択等を行います。
1．中山間地農業ルネッサンス推進事業 200（−）百万円

地域の創意工夫にあふれる取組や支援制度の活用事例
の紹介、専門知識を有する者等によるきめ細かな営農指導、
地域を牽引していくリーダーの確保、育成等を推進するた
めの都道府県等の活動を支援します。

補助率：定額　
事業実施主体：都道府県等　

2．多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向け
た支援 優先枠21，300（−）百万円
中山間地における農地の集積や高収益作物の導入など、

経営規模の大小に関わらず意欲ある農業者を支援します。
併せて、加工・販売等による就業機会の確保を支援します。

また、観光、福祉、教育等と連携した都市農村交流や農村
への移住・定住に向けた取組を推進します。

【支援事業】
（優先枠設定等）
（1）強い農業づくり交付金
（2）農業農村整備関係事業
（3）農業経営力向上支援事業
（4）6次産業化ネットワーク活動整備交付金
（5）農山漁村振興交付金（山村活性化対策を除く）
【連携事業（中山間地限定事業）】
（6）農山漁村振興交付金（山村活性化対策）

※（1）、（2）、（4）については、制度の拡充等もしています。
補助率：定額、1/2等　

事業実施主体：地方公共団体等　
3．地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

　優先枠18，500（−）百万円
農地・水路等の維持管理を行う共同活動を支援する多面

的機能支払交付金等による取組を推進し、兼業農家も含め
た小規模な農業者も地域の重要な一員として支援します。

また、中山間地における営農の継続を支援する中山間地
域等直接支払交付金と連携して取組を推進します。
【支援事業】     
（優先枠設定等）

（1）多面的機能支払交付金
（2）環境保全型農業直接支払交付金
（3）鳥獣被害防止総合対策交付金のうち整備事業
（4）荒廃農地等利活用促進交付金
（5）国産粗飼料増産対策のうち地域づくり放牧推進
【連携事業（中山間地限定事業）】
（6）中山間地域等直接支払交付金

※（1）、（2）、（4）、（5）、（6）については、制度の拡充等もしています。
補助率：定額、1/2等　

事業実施主体：農業者団体等　

 ◎多面的機能支払交付金 【48，251（48，251）百万円】
《対策のポイント》

農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域共同
で行う、地域資源（農地、水路、農道等）の基礎的保全活動や質
的向上を図る活動を支援します。

《政策目標》
○地域の共同活動への多様な人材の参画率を平成32年度

までに約4割以上
○地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面

積の割合を平成32年度までに約5割以上
＜主な内容＞
1．多面的機能支払交付金　46,751（46,751）百万円
　（1）農地維持支払

農業者等による組織が取り組む水路の泥上げや農道の
路面維持など地域資源の基礎的保全活動、農村の構造変化
に対応した体制の拡充・強化等、多面的機能を支える共同
活動を支援します。

補助率：定額（都府県の田：3,000円/10a等）　
事業実施主体：農業者等の組織する団体　

　（2）資源向上支払
地域住民を含む組織が取り組む水路、農道等の軽微な補

修や植栽による景観形成など農村環境の良好な保全を始
めとする地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿
命化のための活動を支援します。

補助率：定額 （都府県の田（地域資源の質的向上を
図る共同活動）：2,400円/10a等

 都府県の田（施設の長寿命化のための
活動）：4,400円/10a等）

事業実施主体： 農業者等の組織する団体

2．多面的機能支払推進交付金　1,500（1,500）百万円
多面的機能支払の適正かつ円滑な実施に向けて、活動に

関する指導・助言や実施状況の確認など、地方公共団体等
による事業の推進を支援します。

補助率：定額　
事業実施主体：地方公共団体、推進組織　
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平成29年度

三重県の平成29年度当初予算は、伊勢志摩サミットの
効果を全県に波及させ、三重県が国内外から観光でも、投
資でも、居住でも選ばれるよう全力で取り組むとともに、防
災・減災対策をはじめとした命と暮らしを守る取組などを
基本方針とした「平成29年度三重県経営方針（案）」を踏ま
えて、編成されました。

農業については、県民に安全で安心な食料を安定的に供
給できる持続的な農業の実現や水源のかん養などの多面
的機能発揮のために、農業農村整備事業を計画的に進め、
創意工夫を生かした多様な農業経営の確立と、それを支え
る農地や農業用水などの資源の確保を図っていきたいと
考えています。

平成29年度の予算編成にあたっては、毎年発生する大
雨による被害や南海トラフ地震に備えるため、農村地域の
防災対策のより一層の推進が強く求められており、“安全・
安心な農村づくり”を着実に進めてまいりたいと考えてい
ます。

また、農業・農村の活性化に向け、平成27年度末に作成
した三重県農業農村整備計画に基づき“農業生産性の向
上”、“地域の特性を生かした農村の振興”、“維持管理の適
正化と多面的機能の維持発揮”等を積極的に推進します。

（1） 安全・安心な農村づくり
地震や台風、局地的な集中豪雨等による農業・農村

の被害を防止し、安全で安心な農村づくりに向けて、
老朽化した農業用ため池の改修や、洪水排除用の排
水機の耐震対策および長寿命化、農地海岸保全施設
の整備、地すべり対策などの事業を重点的に実施し
ます。

また、平成28年に被害を受けた農地や農業用施設
等の早期復旧に向けて、市町等を支援します。

（2） 農業生産性の向上
消費者のニーズに応え、安全で安心な食料を安定的

に供給できる戦略的な農業経営をめざして大規模営
農に取り組む担い手や集落営農組織の確保・育成を進
めるため、水利施設の維持管理労力の大幅な削減や、
担い手や営農組織への農地集積を図るため、用水路の
パイプライン化等の事業を着実に進めるなど、競争力
の強化に向けた整備を重点的に進めます。

（3） 地域の特性を生かした農村の振興
中山間地域等の条件不利を解消するため、農業集落

排水施設や集落道路等の農村生活環境整備と、農業用
用排水施設や農道等の生産基盤整備を総合的かつ重
点的に整備することで、中山間地域等を支援します。

（4） 維持管理の適正化と多面的機能の維持発揮
農業用水利施設の老朽化が進んでいることから、適

切な維持管理と補修により施設の長寿命化を図るた
め、総合的な診断に基づく補修により施設の長寿命化
を進めます。

また、農地や農村環境を保全すると共に、担い手
の育成や集落営農が営まれるよう農村地域を支援
します。
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区
分 事        業        別  H28年度当初予算  H29年度当初予算 対前年度率

国
補
公
共

かんがい排水事業 （1,823,079） （1,814,024） （99.5%）
1,177,829 674,524 57.3%

県営かんがい排水事業費 （1,076,311） （1,160,580） （107.8%）
656,311 278,580 42.4%

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費 （713,782） （616,019） （86.3%）
488,532 358,519 73.4%

団体営かんがい排水事業費 （32,986） （37,425） （113.5%）
32,986 37,425 113.5%

農道整備事業 （314,950） （251,399） （79.8%）
314,950 249,217 79.1%

基幹農道整備事業費 （2,450） （0） 皆減
2,450 0 皆減

広域農道整備事業費 （12,050） （2,182） （18.1%）
12,050 0 皆減

一般農道整備事業費（保全対策） 2,500 0 皆減
命と暮らしを守る農道保全対策事業費 297,950 249,217 83.6%

担い手育成基盤整備事業（旧：ほ場整備事業） （3,137,416） （2,158,375） （68.8%）
939,730 433,035 46.1%

高度水利機能確保基盤整備事業費 （3,128,128） （2,158,375） （69.0%）
930,442 433,035 46.5%

畑地帯総合農地整備事業費 （9,288） （0） 皆減
9,288 0 皆減

環境整備事業 （908,482） （934,383） （102.9%）
908,482 934,383 102.9%

団体営農業集落排水整備促進事業費 （211,391） （274,840） （130.0%）
211,391 274,840 130.0%

農村地域自然エネルギー活用推進事業費 27,200 4,200 15.4%

県営中山間地域総合整備事業費 （385,010） （377,100） （97.9%）
385,010 377,100 97.9%

団体営中山間地域総合整備事業費 13,200 0 皆減

県営水環境整備事業費 （105,000） （108,843） （103.7%）
105,000 108,843 103.7%

団体営農村振興総合整備事業費 93,181 39,200 42.1%

県営農村振興総合整備事業費 （73,500） （130,200） （177.1%）
73,500 130,200 177.1%

農地防災事業 （1,413,208） （2,492,857） （176.4%）
1,190,668 1,400,527 117.6%

県営ため池等整備事業費 （325,450） （484,600） （148.9%）
254,250 280,350 110.3%

団体営ため池等整備事業費 （115,425） （364,500） （315.8%）
115,425 364,500 315.8%

地すべり対策事業費（異常気象対策） （5,900） （10,500） （178.0%）
5,900 10,500 178.0%

海岸保全施設整備事業費（地震対策） （155,600） （195,500） （125.6%）
155,600 195,500 125.6%

農業用施設アスベスト対策事業費 （142,490） （380,950） （267.4%）
110,250 31,500 28.6%

海岸漂着物等処理推進事業費 （8,820） （6,500） （73.7%）
8,820 3,500 39.7%

基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費（異常気象対策） （659,523） （1,050,307） （159.3%）
540,423 514,677 95.2%

施設管理事業 66,381 0 皆減
安濃ダム緊急施設整備事業費 66,381 0 皆減

国補公共    計 （7,663,516） （7,651,038） （99.8%）
4,598,040 3,691,686 80.3%

県
単
公
共

県単土地基盤整備事業費 105,527 101,409 96.1%
国営等関連特別県単事業費 3,000 3,000 100.0%
県単耕地施設管理事業費 7,000 7,000 100.0%
県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費 5,885 5,885 100.0%
団体営農業集落排水整備支援事業費 30,884 32,879 106.5%
農業・農村における生物多様性保全対策事業費 500 500 100.0%
県単土地改良施設整備事業費 5,623 3,093 55.0%

県単公共    計 158,419 153,766 97.1%

　　総　　計 （7,821,935） （7,804,804） （99.8%）
4,756,459 3,845,452 80.8%

平成29年度　農業農村整備関係県予算（公共分）

上段カッコは平成28年度12月補正（国第二次補正予算）含み事業費

単位（千円・％）



11

平成29年2月9日三重県庁講堂において、農林水産省に
よる「農業農村整備に関する説明会・意見交換会」が農林水
産省農村振興局整備部水資源課農業用水対策室 清野哲
生室長をはじめ東海農政局農村振興部 丹羽啓文部長ほ
か本省・局幹部職員10数名が出席し開催された。

この説明会は、農業農村整備について平成29年度当初
予算案や土地改良制度の見直し等についての説明会と、今
後の農業農村整備の一層の推進等についての意見交換会
の2部で構成され、農業農村事業関係の地方公共団体担当
者や土地改良関係者およそ200名が参集した。

農村振興局 清野室長、県農林水産部 平野次長の挨拶
の後、清野室長により、「平成29年度農業農村整備予算概
算決定の概要等」の説明と、整備部地域整備課 松本紘明課
長補佐、同部土地改良企画課 柳澤貴雄課長補佐により「土
地改良制度の見直しについて」1-1.国策における位置づけ、
1-2.土地改良事業の概要、2-1.農地中間管理機構と連帯し

農林水産省農村振興局整備部水資源課 清野哲生室長挨拶

第2部　意見交換会

第1部　説明会

第1部　説明会

たほ場整備事業の創設、2-2.申請人数要件の廃止、2-3.農
業委員会・農地中間管理機構との情報共有、2-4.共有地に
係る代表制の導入、2-5水田畑地化への対応、3-1.突発事故
対応事業に係る新たな仕組みの創設、3-2.同意徴集手続き
の簡素化の範囲拡大、4-1.ため池等の耐震化事業に係る新
たな仕組みの創設、4-2.除塩事業の創設、5.土地改良区の
在り方など大きく見直される制度の概要及び、今後の予定
について説明が行われた。

第2部「意見交換会」においては、初めに「国の財政と予算
の状況」、「農林水産関係及び社会資本整備関係予算をめ
ぐる主な論点」、「これからの土地改良の展開方向」、「政策提
案への対応状況等」に関する情報提供があり、その後各土
地改良区代表者及び市町担当者も参加し、「農業農村整備
予算の確保」、「土地改良制度の見直し」、「土地改良区の運
営」、「農地中間管理機構」、「農業教育・人材育成」、「水源涵
養」等幅広い分野に活発な意見交換が行われた。
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した。
シミュレーション訓練の内容については、下記の通り

≪フェーズ1：発災後5時間≫
電話等の通信手段が利用できず、被害状況が把握

できない等情報が不足する状態でとるべき行動のシ
ミュレーションを実施した。
・進行管理者から随時「状況付与票」が配布された後、

災害発生時の体制整備と対応の確認を行った。
・状況に対する対応策を各機関において検討・決定を

行った。
・他機関に対して、「報告」、「問い合わせ」、「伝達」、「指

示」、「要請」等を実施し連絡体制の確認等を実施した。

≪フェーズ2：発災3日経過後の5時間≫
農地や農業用施設の被害状況、道路等の冠水状況

がある程度確認できた状態でとるべき行動のシミュ
レーションを実施した。
・被災場所の確認を実施し、復旧手順の確認を行った。
・復旧箇所の優先順位の確認を行った。
・関係機関で、津波被害地で、応急ポンプ等の設置場

所等について検討を行った。

4.今後の取組み
今回策定した2地区の農業版BCPをモデル地区とし、県

下全域で、近年おこるであろう南海トラフ地震の発生にそ
なえた、排水機場や農産物の集出荷施設などの農業用施設
を管理する市町及び農業関係団体におけるBCP作成を推
進していきます。

1．はじめに
南海トラフ地震発生に伴う津波被害を想定した図上シ

ミュレーション訓練を行うことで、参加者の防災に関する
意識を高めるとともに、三重県農業版BCP中間案および
土地改良区版BCP等の検証を行うために、松阪地区・桑名
地区で訓練が実施された。

2．参加機関及び実施場所
【松阪地区】
実施日時 ： 平成29年1月18日(水)
  13:00から16:30まで
場　 所 ： 三重県農業大学校 大教室 
参 加 者 ： 松阪市、明和町、JA三重中央会、松阪農業協

同組合、一志東部農業協同組合、多気郡農業
協同組合、三重県土地改良事業団体連合会、
櫛田川祓川沿岸土地改良区、松阪農林事務
所、三重県農林水産部

【桑名地区】

実施日時 ： 平成29年1月25日(水)
  13:00から16:30まで
場　 所 ： 桑名市民会館 大会議室 
参 加 者 ： 桑名市、木曽岬町（木曽岬町土地改良区）、JA

三重中央会、三重北農業協同組合、三重県土
地改良事業団体連合会、桑名農政事務所、三
重県農林水産部

3．農業版BCP現地シミュレーション訓練の実施
南海トラフ地震の発生を想定し、発災直後及び発災3日

後の2段階における、ロールプレイング方式の訓練を実施

※桑名地区
　実施状況

※松阪地区　実施状況

農業版ＢＣＰシミュレーション訓練の実施
（ 松阪地区 1/18・ 桑名地区 1/25 ）
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〜宮川用水土地改良区通水50周年記念式典が
平成28年12月15日に開催されました〜

おかげをもちまして、宮川用水は通水開始以来50年を迎
えることが出来ました。

これを機に、これまでの50年を振り返るとともに、未来に
つなげる宮川用水を考える機会となれば幸いとこの式典を
開催しました。

この式典では、東海農政局 丹羽啓文農村振興部長様を
はじめ三重県 𠮷仲繁樹農林水産部長様、三重県議会 中村
進一議長様のご祝辞を賜り、その後「事業継続計画（BCP）
について」を三重県伊勢農林水産事務所 三日市守生農村
計画課長様と「水田地域の農業と土地改良区のこれまでと
これから」を筑波大学 生命環境系石井敦教授にご講演を
頂きました。

☆☆　これまでの50年　☆☆
宮川の利水と治水は、この地域にとっての悲願であり、古

くからさまざまな計画が行われてきましたが、実現には至り
ませんでした。

戦後になり、「国土開発法」のもと、治水・利水・発電などを
総合的に開発する「宮川総合開発事業」として、この地域の農
地約5,800haを灌漑する宮川用水事業が盛り込まれました。

これを受けて、農林水産省では、昭和32年に「国営宮川
用水農業水利事業（第一期事業）」に着工し、粟生頭首工と
導水路、幹線水路などの基幹的農業水利施設を建設しまし
た。また、関連する県営・団体営かんがい排水事業やほ場
整備事業の進展とあいまって、この地域は県下有数の農業
地域となりました。

その後、農業形態の変化に伴う用水不足や施設の老朽化
などの問題が生じてきたため、安定的な用水確保を目的と
して平成7年度から平成24年度にかけて「国営宮川用水第
二期事業」が実施され、さらに支線用水路のパイプライン化
等を行う国営関連県営事業が現在進められており、完了地
区においては水管理作業の省力化など、大きな効果が発現
されています。

☆☆　これからの役割　☆☆
この50年という歳月の中で農業と水をめぐる状況は大

きく変わろうとしています。
生産構造の脆弱化など困難な問題が数多く生じる一方

で、近年では農業、農村の持つ多面的機能が評価され、人々
の関心が高まっており、土地改良区においても、これまでの
維持管理を中心としたものだけではなく、行政などと連携
して地域の情報発信を担う広域的な役割が求められてい
ます。

また、暮らしの変化と共に、森との関わりが薄れ、水のも
たらす恩恵の念が希薄になっています。水は地球に住む
生物全ての命の源です。水循環がもたらす恩恵を再認識
し、大切に使い、守り育てる気運を高める必要が生じてきて
います。

宮川用水土地改良区は、これまで先人達の苦労の末に築
かれた歴史と恩恵を後世に伝え、自然との調和を育んだ水
管理を目指し、地域活性化の一翼を担っていきたいと考え
ています。

式典の様子

〜宮川用水土地改良区通水50周年記念式典が
平成28年12月15日に開催されました〜

通水開始50周年を迎えて通水開始50周年を迎えて通水開始50周年を迎えて通水開始50周年を迎えて

筑波大学　石井　敦教授 「水土里の森」への植樹活動

農業版ＢＣＰシミュレーション訓練の実施
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部　門　名 活動組織名 市町名
施 設 部 門 牧 水 会 度会町

農村環境部門 二本木地区環境保全会 津　市
コミュニティ部門 ふもとの里を守る会 いなべ市
パブリシティ部門 小天狗の里やまで 伊賀市
地域共同活動部門 下真手地域資源保全会 大台町

■ 優秀活動組織

■ フォトコンテスト入賞作品
部　門　名 作　品　名 活動組織名 市町名

維持保全
活動部門

最優秀賞 バケツリレーによる
ため池の泥排除

大野木環境保全会 伊賀市

優秀賞われわれでも…できる 小天狗の里やまで 伊賀市
農村環境

活動部門

最優秀賞おっきいの取れるかな！
よーいドン！！

上区資源環境保全
プロジェクト

伊勢市

優秀賞 泥にも負けず、中学生
パワーで勝つぞ！

智積農地水環境を
守る会

四日市市

平成28年12月17日（土）
三重県総合文化センターに
おいて、県内の活動組織や
県内外の関係者約1,000名
が一堂に会して、「水土里創
生します、新たな力ととも

に！」をテーマに、第9回みえのつどいが三重県、三重県農
地・水・環境向上対策協議会の主催で開催されました。

まず、全体会を中ホールで開催し、その後同センター内で
4つのテーマを5会場に分かれて、分科会を実施しました。

全体会では、まず主催者から挨拶があり、引き続き来賓の
挨拶、紹介がありました。その後、本年度に受賞された優秀
活動組織の概要がスクリーンで紹介され、表彰式に移り、優
秀活動に選ばれた5組織の代表に賞状と記念品が授与さ
れた後、優秀活動組織の代表者と主催者代表、来賓を囲み
記念写真の撮影を行いました。

さらに「みえの農村・守っています、私たちの地域！！」を
テーマとしたフォトコンテストでは、2部門で最優秀賞1作
品、優秀賞1作品が発表され、賞状と副賞が事務局より授与
されることが報告されました。

引き続き、基調講演に移り、「女性の視点での多面的活
動」と題して、（有）農業マーケティング研究所長　山本和子
氏よりご講演していただき、全体会は終了しました。

その後休憩を挟み、参加者はおのおの希望したテーマの
分科会会場へ移動しました。

第1分科会では、東海三県で活動する女性グループの代

表他による「女性グループの活躍が支える地域の活性化」
をテーマに農村女性の機運を高め、活躍できる方策等を検
討し合うパネルディスカッションを実施しました。

第2分科会では、「三重のふるさと応援企業を呼び込も
う！〜企業と連携したむらづくり〜」をテーマに企業が農
村を応援する事例が紹介された後、農村が企業に連携を働
きかけるための道筋を考える座談会を実施しました。

第3分科会では、「三重まるごと農村体験〜子どもたちと
ともに取り組む地域活動〜」をテーマに全国での活動事例
が紹介され、それを参考に、地域の将来を担い新たな活力
をもたらす子どもたちの参画による活動組織における取組
拡大を進める方策等の座談会を実施しました。

第4分科会では、会場を2会場に分け、「実践活動（安全対
策・畦畔保全・補修メンテナンスの説明等）」をテーマに東海
農政局担当者からこれまでの成果についての報告を、企業
からは活動に必要となる製品等の紹介をしました。説明終
了後の意見交換では、参加者は興味あるブースに自由に移動
し、担当者からおのおの疑問点等の説明を受けていました。

盛会のうち、分科会も終了し、参加者は帰路に着きました。
会館内ではフォトコンテスト応募作品、三重県ＰＲブー

ス等を展示した多面的活動情報コーナーが設けられ、参加
者は時間の合間を見計らって見
入っていました。

また、一般の方を対象とした農
産物の無料配布も行われ、好評を
博していました。

「多面的機能の維持・発揮活動 第9回みえのつどい」が開催されました
〜水土里創生します、新たな力とともに！〜

石垣副知事 挨拶

多面的活動情報コーナー

基調講演の様子

第1分科会

受賞された活動組織の皆さん

第2分科会

第3分科会 第4分科会
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人口密集地域、夜間飛行、催し
場所上空、人や物件までの距離
30ｍ未満など

・他人の所有地などの上空での飛行は、所有者の許可
を得てから飛行する必要があります。

・ラジコンヘリよりは、操縦は安定していますが、操縦
練習が必要です。

4　安濃ダムへの導入時期
安濃ダムへの導入時期は、3月中旬頃を予定しており、

操縦訓練後、平成29年度中に本格運用を考えています。
今後、各分野で利用が進むと考えられ、ダム以外の土地

改良施設の維持管理や災害状況の確認などにも活用で
きると考えています。

1　はじめに
無人航空機のひとつで、マルチコプターのことをド

ローンと呼び、遠隔操作又は自動操縦により飛行し写真
撮影等を行うことができ、近年ビジネスでの使用目的と
した利用が急増しています。

2　安濃ダム施設管理への導入の経緯
安濃ダム施設は、ダム完成から28年を経過しており、

老朽化から、より点検の頻度や範囲を広げることも考え
ていかなくてはならないところです。このような状況の
中、人のアプローチが難しい堤体側面や建屋の屋上面の
状態について、ドローンを使うことでさまざまな角度から
の確認と写真による記録が可能となります。これは適正
な維持管理をしていくうえでは、経費縮減、時間短縮、危
険作業回避も含め効果が期待できると考えています。

また、安濃ダムでは、農業用の利水専用ダムであること
などを紙資料により機会があるたびに広報活動を行って
いますが、ドローンで撮影した写真や動画を交えた説明
手法により、より効果が高い広報が可能と考えています。

3　ドローン使用の注意点
・ドローンの操縦に関しては、資格は不要ですが、航空

法等の規制や他に遵守すべき法律があり、正しい知
識取得が不可欠です。
例：飛行NG区域 空港周辺、150ｍ以上の上空、

安濃ダムの施設管理における
無人航空機(ドローン)の導入について三重の土地改良アラカルト

平成29年1月24日撮影
堤体上空149mより（他所属所有機により撮影）
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当施設は、常時運転の排水機場でNo.1ポンプが１日約6
時間（年間2358.2時間）稼働しており、水中軸受がゴム軸受
仕様であることから水道料金が高額となり、維持管理に苦
慮している為、無給水軸受に交換して維持管理費の軽減を
図った。

下記の3つの無給水軸受があげられる。 No.1主ポンプ　

ゴム軸受

セラミックス軸受

立軸軸流ポンプ断面図

名　称 潤滑方式
（給水・無給水） 適　用 価格比較

（スリーブ除く） 評　価 耐用年数

無
給
水
水
中
軸
受
装
置

PEEK軸受 不要
（無給水） 雨水のみ 220万円 取扱い液限定 10年

樹脂軸受 不要
（無給水） 海水（異物に対し弱い） 180万円 〃 10年

セラミックス軸受 不要
（無給水） 河川、雨水、上下水、希釈海水 180万円 価格割高、耐磨耗性

高い 10年

＜PEEK軸受＞
・気中運転が可能
・先行待機ポンプの無給水軸受として適用可能
・適用が限定される
・装置の価格がセラミックス軸受よりも更に割高である

＜樹脂軸受＞
・海水に適用可能
・適用が限定される
・装置の価格が割高である

＜セラミックス軸受＞
・適用範囲が広く、軸受の耐摩耗性が高い
・装置の価格が割高である
・衝撃に弱い

適用が限定されないセラミックス軸受が採用された。

ゴム軸受を使用していた時期は一番多い月で約50万円
（1,852m3）の水道使用料を払っていたが、セラミックス軸受
採用後は基本使用料の約１万円に抑えられ、維持管理費の
軽減が図られた。

施設名 曽原排水機場（松阪市）  
造成年度 昭和58年度  
施設規模 No.1立軸斜流モーター
 φ500㎜×37kw
 No.2立軸斜流モーター
 φ1350㎜×250kw  

施設補修工法の事例紹介 ポンプ無給水軸受
導入について
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本地区は、鈴鹿市の南東に位置し、白子・江島・野町・玉
垣地区を含み、受益面積は97.1haです。幹線用水路は延
13.0km、12基の揚水機場、2基の除塵機、13基の井堰、2箇
所の湧水池を管理しています。組合員は411名で、1ha未
満の小規模経営が多い稲作地域です。

本地区の受益地は水田に限られることから、稲作に必要
な用水確保のために、揚水機、除塵機、井堰の適切な制御を
行います。これらの施設を管理するは少数の組合員です。
降雨時となれば、施設まで出向き、適切な操作を行うことか
ら、移動時間も含め負担が大きいです。本土地改良区とし
ては、負担軽減のために、施設から離れた場所にいても施
設の制御ができる遠隔操作機能を付与する改修を行いま
した。

平野川から取水には、転倒ゲートと除塵機が必要です。
これらの動作状況は、インターネット対応型の防犯カメラ
を付与して、パソコンで画像確認をします。現有の転倒
ゲートと除塵機の操作盤にインターネット対応型の遠隔監
視・操作システムの「DL8シリーズ（エム・システム技研）」を
付与しました。使い方は、インターネットに接続したパソコ
ンの画面上で、転倒ゲートや除塵機の画像を見ながら、転
倒ゲート用の起立・倒伏・停止、除塵機用の正転・逆転・停止

のボタンをクリックします（写真1）。 

揚水機の制御盤に、携帯電
話と携帯電話でリレーを動
かす装置「スーパー・マリオ 
Net1・2・3（筑波電子技研製）」
を付与しました（写真2）。使
い方は自分の携帯電話から、
揚水機の制御盤のなかにある
携帯電話に電話を掛けて、着
信後に1番のボタンを押すと、
ポンプが稼働します。ポンプ
の停止の場合は2番のボタン
を押します。 

インターネットに接続したパソコンから除塵機と転倒
ゲート、携帯電話から9基の揚水ポンプを制御するシステ
ムを構築しました。組合員は、何時でも何処にいても各施
設の制御が可能となり、時間的にも精神的にも余裕がもて
ました。一方で、パソコンのOSのバージョンによる不具合
や、携帯電話の不具合が極まれに発生しました。今後は、
不具合を改善し、スマホの小さな画面でも操作できるよう
に改修し、スマホ世代の組合員が積極的に用水管理に関わ
れるシステムにしたいと思います。

地区の概要

用水管理の機能強化

転倒ゲート、除塵機の見える化（画像化）と
インターネットでのリモート制御

揚水機の揚水・停止を携帯電話で制御

まとめと課題

（ 写 真 2）揚 水 機 の 制 御 板 の 様
子。○印で示す「スーパー・マリオ 
Net1・2・3」を付与した。（平成28
年12月5日撮影）

（写真1）インター
ネットに接続した
パソコンで画面の
様子。除塵機に付
与した「DL8」の制
御画面（前面）と防
犯カメラによる除
塵機と転倒ゲート
の画像（背面）。
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シリーズ

地区の概要
当土地改良区は、四日市市の南西部に位置し、江戸時代

に幕府の巡見使の通った巡見街道と国道306号線が地区
内を南北に貫いている中山間地域で、昭和初期は農業用水
の水不足から湧井戸を掘り補給水として賄っており、昭和
40年代から50年代後半にかけて近代農業への転換を図る
ため土地改良事業によるほ場整備が実施され、地区中央を
流れる三滝川水系の矢合川、ため池、三重用水を取水源と
する水田地帯です。

地区の沿革
本土地改良区（受益面積70.7ha、組合員124名）は、ほ場

整備後も用水源が三滝川水系の矢合川とため池に限られ
ており、長年に渡る水不足が問題となっていたことから、三
重用水事業で用水量を確保し、平成3年11月に三重用水幹
線水路桜分水工よりの用水路を改修し、農業用水の地区全
体への均一配分と安定供給を目的に、団体営かんがい排水
事業「桜地区」の認可を受け設立されました。

改修後は、土地改良総合整備事業によりこれまでの開

水路をパイプライン化し、水不足の解消と農業用水の有効
利用、維持管理の省力化が図られ、中でも各給水施設での
自動給水栓の採用により水管理作業が大幅に省力化され、
道路幅員も拡幅されたことから、遊休農地の担い手へのス
ムーズな移行と大型農機での作業により効率良く出来るよ
うになりました。

今後の土地改良区
ほ場整備事業等の借入金償還が平成32年度で完済と

なりますが、事業が完了してから約20年が経ち水利施設の
老朽化やパイプラインの漏水が年に数件発生しており、維
持管理費が増加傾向にあることから、今後は、施設の補修
及び更新について計画的に進める必要があると考えてい
ます。

また、用排水施設の老朽化、高齢化に伴う離農、担い手不
足といった課題はありますが、多面的機能活動や農地中間
管理機構を活用して農地を絶やさず次世代に継承出来る
ように組合員共々努力してまいります。

自動給水栓竣工記念碑

受益地 受益地

桜土地改良区 （四日市市）
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「お田植」（多気町）加藤和弘
「家族揃って茶つみ」
（大紀町）海野賢一

　田んぼの中で田植
え姿の少女が1人、微
笑みながら立ってい
ます。とてもシンプル
な構図ですが、シンプ
ルなだけに、田んぼの
緑の中で少女の姿が
際立つ作品となりまし
た。広報誌の表紙を
飾るにふさわしいと、
審査員満場一致で選
んだ最高傑作です。

　収穫したばかりのダイコン
を干す作業風景をとらえた1
枚。何気ない日常の作業風景
を撮影したものですが、「手際
良く」のタイトルに惹かれまし
た。新聞の見出しにも使いた
くなる表現です。

みえの農村にスポットをあてた写真を募集して、農
業・農村に対する関心を高めていただき、さらに広報
冊子、その他の広報資料にこの写真を活用する事を目
的とした写真コンテストを実施した。

57点の力作が寄せられ、平成29年2月7日に5名の
審査委員により厳正な審査の結果、最優秀賞1点、優
秀賞2点、特別賞4点、伊勢新聞社賞1点が選ばれた。

「手際良く」（伊勢市）山本幸平

最 優 秀 賞

優 秀 賞

特 別 賞

伊 勢 新 聞 社 賞

　松阪市甚目町で
夏に行われる虫送
り神事での1コマ。
夕暮れ時の薄暗
い静かな田園の中
に、赤々と激しく燃
える松明の炎が浮
かび上がる、「静」
と「動」を見事にと
らえた作品です。
松明を持つ男たち
の躍動感も伝わっ
てきそうです。

　熊野市紀和町にある丸山千
枚田の虫送りを撮影したもので
しょうか。薄闇の中に、灯がまる
で蛍が舞うようにともされてい
て、とても美しい写真です。た
だ、全体的に写真が暗く、広報誌
の表紙にするには明るさが足り
なかったことが残念でした。

「穂の輪」（亀山市）伊藤孝司

　構図としてはお
もしろく、表紙の写
真として使いたく
なる写真。ただ、似
た写真はよく見か
けるからか、最優秀
賞には届かなかっ
た…。青空も美し
く、子供たちのいき
いきとした表情も
とらえており、審査
員の評価はとても
高かったです。

「松明」（松阪市）石川紋也

　一家で田植えに参加しに来
たのでしょうか。腰をかがめな
がら一生懸命に植えているお
母さんとお兄ちゃんの横で、稲
を手に持ちながらその様子を
眺める男の子の無邪気な表情
が印象に残る1枚。ちゃんと植
えることができたかな？

　茶つみ作業に参加しに来た
家族たちの写真。山里の茶畑
に多くの方が集まって、にぎや
かな様子が伝わってきます。
ただ顔の表情がとらえられな
かったのが残念。いきいきと
した表情があれば、もう少し評
価が高かっただけに、惜しいの
一言。

　当写真コンテストで定番の、
田園風景を走る電車の写真。た
だこの作品は、空の青。山の緑、
コスモスのピンクに北勢線の黄
色と、色とりどりで配色もバラン
スよく、とても美しいです。

「灯の癒し」（熊野市）
山﨑るみ

「ママ、どうして植えるの」
（津市）藤高文男

「コスモス畑と
ナローゲージ北勢線」

（いなべ市）水谷善則

みえの農村風景
写真コンテスト受賞作品

第
13
回
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去る2月20日（月）に桑名農政事務所　3階第1会議室に
おいて桑名管内の土地改良区役職員26名が参加して研修
会が行われた。

まず、桑名農政事務所 保田室長の挨拶で開会し、最初に
東海農政局農村振興部土地改良管理課 石田課長補佐よ
り「土地改良区の不祥事件の未然防止について」と題して、
記憶に新しい千葉県の土地改良区の事例、今までに発覚し
た事例の経緯等を説明された。財務状況の透明化を図る
ためにも複式簿記会計の導入、外部監査の導入、会計指導
員の活用を推進された。土地改良区は公的法人になるの
でマスコミ等からきびしく追及され、また近年不祥事件が
増えているので注意を促された。

次に桑名農政事務所農村基盤室　田端農村計画課長よ
り「三重県農業版BCPについて」と題して、BCPとは『ビジ

ネス（業務）コンティニュイティ（継続）プラン（計画）』のこと
で、災害などの発生で業務が中断しないよう、または、業務
が中断した場合に早期に再開できるようにあらかじめ準備
しておく計画のことをいい、三重県農業版BCPは、津波被
害に備え営農の継続や早期再開に向けた計画（体制や手
順）を作成したものであると説明された。

また、三重県農業版BCPなどを参考にして、土地改良施
設を管理する土地改良区等が災害に備えてBCPを作成す
る土地改良施設BCPを推進し、必要性について説明され
た。平成27年度は国営土地改良施設等を管理する土地改
良区4地区で策定され、平成28年度は桑名管内では桑名市、
木曽岬町で排水機場をメインのBCPを策定したと報告さ
れた。まずは、施設台帳の整備、連絡体制の整備等から始
めていくと、いろいろなことがわかり、災害時に適切な対応
ができるので策定してほしいと説明された。

最後に現在、熊本県美里町へ災害派遣されている桑名農
政事務所農村基盤室　山田技師の状況報告書より、被災
地の厳しい状況について説明があり、土地改良施設BCP
の必要性を説かれた。

両研修とも身近な話題で参加者は興味深くに受講し、有
意義な研修であった。

桑名支部研修会が
開催されました

支部活動報告

保田室長の挨拶

桑名農政事務所農村基盤室　田端農村計画課長

研修会の様子

東海農政局農村振興部
土地改良管理課 石田課
長補佐



21

津支部は、平成29年1月27
日（金）に滋賀県へ市・土地改
良区役職員を対象に研修会
を開催し、22名が参加した。

午前は、湖南市の「タキイ
種苗（株）研究農場」で総務課 
岸田さんから説明を受けた。

創業180年を迎え、種づく
りで日本の食と農業を応援
し、多岐にわたる研究で新品
種の開発に力を注いでおり、農業を取り巻く現状や健康維
持に重要な機能性成分を含む健康野菜について話された。
種子は日本原産が少なく、9割は海外原産でそれぞれの作
物に適した気候の海外種子を利用して品質改良生産を行
い、約70haもある農場で土壌改良、野菜や花の新品種開発
されている。また、農業後継者や園芸技術者の養成を目的
とした園芸専門学校を併設しており、次代の農業を担う人
材を育てるため、全寮制で授業料や寮費、食事を無料で支
援されている。

その後、バス車中から生産物が少なかったが広大な農場
や専門学校生の実習風景を見学させていただいた。

午後は、愛知郡愛荘町のコミュニティ施設で「農事組合
法人ドリームアグリ沓掛」において地域ぐるみのむらづくり

活動について、河村代
表理事、県の川村主幹、
町の森野さん、自治会
長、役員の皆さんから
説明を受けた。

この地域は、昭和62

年から平成元年にほ場
整備を実施し、「元気で明
るく楽しい、沓掛の農業
を目指して」をメインテー
マとして、集落一農場方
式による協業型の集落
営農により集落が一丸
となってむらづくりに取
り組んでいる。組織とし
ては、「儲からないけど損
をしない集落営農を目指
して」をテーマに無理の
ない投資計画や修繕費
などのコスト削減など効
率的な経営に努め、平成
22年には沓掛営農組合
から農事組合法人に改組し、認定農業者となるなど制度的
にも地域の担い手としての位置づけを確固たるものにし、
水稲・麦・大豆の生産を行い、法人経営の安定化を図ってい
る。また、経営面では、収穫した米の地域内への販売を積
極的に推進するとともに「環境こだわり米」を学校給食に
も出荷をはじめており、地産地消、直接販売という6次産業
化による付加価値の向上にも積極的に取組むなど活動の
充実を図っている。農業面以外にも地元子供会や近隣小
学生5年生を対象に田植え、稲刈り体験を実施し、農をとお
して育てるという食育や平成23年から関東地域などの中
学生を受け入れた農業体験も実施し、農家民泊による都市
農村交流の拠点づくりを積極的に行っていることが認めら
れ、平成25年に農林水産大臣賞を受賞された。

その後、大雪でまだ積雪が残っている雪原内にたたずむ
農業機械格納庫施設に案内してもらい、見学させていただ
いた。

参加者からは種々多彩な質問もあり、関心が深く有意義
な研修となった。

研修会の様子

水土里ネットみえ津支部
平成28年度研修会を開催

支部活動報告

農場風景

研修会の様子

農事組合法人ドリームアグリ沓掛の皆
さん

農業機械格納庫

タキイ種苗（株）　岸田さんによる車
中にての説明
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さらに土地改良
区で事前に行って
おくべき対策を詳
細に説明され、特
に地元の関係機
関（市町・JA）との
連携を密にし、発
生時に迅速に対
応できるよう指導
された。

引き続き、三重
県農業版ＢＣＰに
基づき土地改良施
設等BCPを作成
する場合は、土地
改良施設の役割・
第三者への影響を
考慮し策定するこ
とが重要であると説明された。

最後にポイントとして、まず施設台帳の整備・連絡体制の
整備することがBCP策定の最低限であると力説された。

休憩を挟み、「感染症予防対策について」と題して、伊勢
保健所保健衛生室健康増進課の豊永課長・河合技師より
講義を受けた。

感染症が成立する三大要因である「病原体」、「感染経
路」、「感受性宿主」について解説され、主な感染症として
結核・インフルエンザ・ノロウイルスが紹介された、その後、
個々の感染症についての特徴や感染方法、発病への危険
性、そして日頃から心がける予防処置が多々紹介された。

結核では加齢により感染されている人が多いが、免疫力
により発病が防止されていることが報告された。次にこの
時期発症のピークであるインフルエンザでは、手洗いやマ
スク着用の励行が予防に効果があると力説された。さらに
ノロウイルスでは、アルコール消毒は効果がなく、感染力が
強く、人間の細胞で増殖する「最強のウイルス」であること
が紹介され、処置としては水分補給しかなく、自然軽快を待
つしかないと説明があった。その後感染予防するための処
置方法や嘔吐物の処理について説明された。

最後に感染症を予防するために、各人が日常生活において
絶えず手洗い・うがい・マスクを着用すること、さらに予防接
種をすることが感染症予防に重要であることを力説された。

意見交換では、実際にBCPを策定している宮川用水土
地改良区の内容が紹介されたり、感染症対策についても発
症しているか否かを知るための検査方法やイベント等での
注意事項を詳細に解説された。

両研修科目とも、パワーポイントを用い、写真やデータに
よる説明で分かりやすく好評で、出席者は絶えずメモを取
りつつ、熱心に聴講していた。

去る1月26日（木）伊勢市の「伊勢シティホテル」の白鳳の
間において、事業計画の一環として平成28年度三重県土
地改良事業団体連合会伊勢志摩支部研修会を開催し、管
内の市町担当者、土地改良区役職員32名が受講した。

今回は、県担当者を講師に招き「三重県農業版BCPにつ
いて」、「感染症予防対策について」の2項目について研修を
実施した。

まず、奥山支部長（宮川用
水土地改良区理事長・豊浜
土地改良区理事長）より開
会の挨拶があり、その後研
修会に移った。

1科目は、「三重県農業版
BCPについて」と題して、伊
勢農林水産事務所農村基
盤室農村計画課の三日市課
長より講義を受けた。

BCPとは何かからその必要性、災害時での県・他の関係
機関との情報共有や対応、災害復旧に向けた地域と関係機
関との連携について、津波が発生した場合を前提に説明さ
れた。

伊勢志摩支部研修会 開催
支部活動報告

研修会の様子

意見交換で回答する伊勢保健所 豊永課長

意見交換で質問する出席者

奥山支部長 挨拶
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　農山漁村づくり課　農山漁村活性化班では都市と農村との交流に関する事業を行っています。
農家レストランや直売所、農林漁業体験民宿などを紹介している「いなか旅のススメ」という冊子をご覧いただいた
ことがある方も多いかと思います。特産物の購入や農林漁業の体験など、農山漁村の魅力を伝えることで、都市部
の方に繰り返し地域に訪れていただき、そこに住む方々との交流を深めてもらうことをめざしています。さらに、平
成28年度からは農林漁業体験に加えて、アウトドアレジャーや教育キャンプなども含めた「三重まるごと自然体験」
事業にも取り組んでいます。
　農山漁村地域の活性化の取組に、山歩きや自転車、カヤックなどのアウトドアスポーツなどを含めることに違和
感を覚える方も多いと思います。しかし、少し視点を広げてみると、農山漁村地域には、豊かな自然そのものや歴史、
伝統、文化などを目的にレジャーや観光で訪れる方々も多くみえます。
　「モノ」消費から「コト」消費といわれる中で、農林水産というカテゴリーに捉われず、ここでしかできない色々な

「体験」を「まるごと」組み合わせて提供することができれば、地域としての魅力をもっと多くの方にアピールできる
のではないかと思います。
　1年間取り組んでみて、都市との交流拡大に向けては、農林漁業だけで完結するのではなく、アウトドアや観光、教育
など様々な分野の方々と連携して、地域の魅力づくりや情報発信を行っていくことがとても有効だと感じています。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農山漁村づくり課　農山漁村活性化班　山戸竜基

第40回全国土地改良大会 静岡大会
平成29年10月25日（水）　
会場：ふじのくに千本松フォーラム プラザ ヴェルデ　沼津市




