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　　　はじめに１

（１）高知県農業農村整備推進方針の策定の趣旨

 ｢高知県農業農村整備推進方針｣（以下「推進方針」という。）は、農業基盤課が所管する農業農村整備事業について、基本的な推

進方向と具体的な対策を示すものです。

 農業農村整備事業は、ほ場整備や用排水施設整備等の農業生産基盤整備と、ため池整備や地すべり対策等の農村地域の防災・減災

対策などを行う事業で、農業・農村の維持発展を支える重要な役割を担っており、推進方針は、平成20年の策定以降５年ごとに見直

しを行っています。

 今回の推進方針は、2019年度から2023年度までの５年間に取り組む方針を定めるものですが、平成30年７月豪雨等を受けて常設

となった「高知県豪雨災害対策推進本部」や、国の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」などの動きもふまえて見直

すこととします。

（２）推進方針の位置付け

 推進方針は、県のトータルプランである「高知県産業振興計画」や「高知県南海トラフ地震対策行動計画」を上位計画として整合

を図りつつ、国の「土地改良長期計画」もふまえて作成するものです。

 推進方針で定める目標（成果指標）の達成に向け、市町村や土地改良区等との連携を一層強化し、取り組みを進めていきます。

（３）推進方針の進行管理

 推進方針は、具体的な対策ごとに成果指標を設定し、優先順位に基づく実施スケジュールを作成しています。

 対策の実施にあたっては、PDCAサイクルによる進捗管理を行い、より実効性の高いものへの改善を適宜図っていきます。
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（４）上位計画との関係性

高知県産業振興計画

高知県南海トラフ地震対策行動計画

高知県農業農村整備推進方針 〔国〕土地改良長期計画（H28～H32）

【農業分野の取組】地域で暮らし稼げる農業

 柱４ 生産を支える担い手の確保・育成

＜農業農村整備の役割＞

 ●農地の確保

  ・担い手への農地集積の加速化

  ・園芸団地の整備促進

  ・国営緊急農地再編整備事業の推進

＜農業農村整備の役割＞

 ●ため池の地震対策

  ・ため池の耐震化（対象：21池）

 ●土砂災害対策

  ・農地の地すべり対策（対象：55箇所）

【命を守る対策】土砂災害に備える

 施策名 土砂災害等対策

【政策課題Ⅰ】豊かで競争力ある農業

【政策課題Ⅱ】美しく活力ある農村

【政策目標Ⅲ】強くてしなやかな農業・農村

１．産地収益力の向上

 ＜重点目標＞

  ・高収益作物への転換による所得の増加

２．担い手の体質強化

 ＜重点目標＞

   ・担い手の米の生産コストの大幅減

３．農村協働力と美しい農村の再生・創造

４．快適で豊かな資源循環型社会の構築

５．農業水利施設の戦略的な保全管理と機能

  強化

 ＜重点目標＞

  ・健全度評価に基づいた施設の保全管理

   の効率性の向上

  ・湛水被害等の災害防止と施設の耐震化

６．災害に対する地域の防災・減災力の強化

 ＜重点目標＞

  ・地域資源や農村協働力等を活用した防

   災・減災力の強化（ソフト）

１．産地収益力の向上と多様な担い手の確保・

  育成

 ① 産地収益力の向上と担い手への農地集積

 ② 良好な営農条件の確保

２．農業水利施設の機能維持

 ③ 農業水利施設の長寿命化の推進

柱１ 農を強くする

３．農村地域の防災・減災力の強化

 ④ ため池の防災・減災対策の推進

  ・耐震対策及び豪雨対策

 ⑤ 地すべり対策の推進

 【再掲】農業水利施設の長寿命化の推進

柱２ 農村を守る

 上位計画との整合を図りつつ、「農を強くする」

と「農村を守る」の２本柱を取組の基本方向として

対策を具体化

２



　　　新たな「高知県農業農村整備推進方針」の策定２

３

 

前
推
進
方
針
（
Ｈ
26
～
Ｈ
30
）

Ⅰ．農を強くする

１．多様な担い手の確保・育成と持続的な農業の展開

 ①地域の中心となる経営体への農地集積

 ②良好な営農条件の確保

 ③地域共同活動による優良農地の維持確保

２．農業生産資源の保全管理

 ④農業水利施設の戦略的な保全管理

 ⑤地域共同活動による農業生産資源の長寿命化

Ⅱ．農村を守る

３．南海トラフ巨大地震対策

 ⑥農業集落における防災・減災対策の推進

 ⑦土地改良施設の耐震強化

成果

①ほ場整備実施地区での農地集積が推進

②きめ細かな基盤整備の実施面積が拡大

③多面的機能支払交付金（農地維持）の取組面積が拡大

④基幹的農業水利施設の機能保全計画策定率94%

⑤多面的機能支払交付金（長寿命化）の取組面積が拡大

①計画区域での津波避難タワーが全基(12基)完成

②地すべり防止区域において５箇所が概成

③計画区域での避難困難集落が12集落で解消

④防災重点ため池の耐震対策が３池完了

⑤特に重要な農道橋の耐震化が全橋(16橋)完了

農を強くする

農村を守る

継

継

継

完

完

継

継

継

取組を継続するもの

取組が完了したもの

継

完

・取組を継続するもののうち、
   機能保全計画策定・避難困難集落
   解消については、概ね目標達成で
   きたため、成果指標から除外
    （フォローアップは継続）

・多面的機能支払交付金については、
 他課へ所管が移ったため、新推進
 方針の取組から除外

１．南海トラフ地震と台風・集中豪雨の発生

 ◆防災・減災力の強化が必要

    ため池の耐震対策， ため池の豪雨対策

    地すべり対策，農業水利施設の長寿命化〔豪雨対策〕

１．農地の減少と耕作放棄地の増加

 ◆基盤整備と高収益作物の導入が必要   産地収益力の向上

２．農業者の減少と高齢化

 ◆多様な担い手の確保・育成が必要    担い手への農地集積

                     良好な営農条件の確保

３．農業水利施設の老朽化

 ◆農業水利施設の機能維持が必要     農業水利施設の長寿命化

農業の課題

新

平成30年7月豪雨をはじめ近年多発する豪雨災害を踏まえ、ため池の
豪雨対策や、農業水利施設（排水機場）の長寿命化の推進が必要

新たな課題

農村の課題

本県の農業・農村を巡る課題を踏まえた新たな「高知県農業農村整備推進方針」の骨子

継

継

（再掲）



　　　農業農村整備推進方針の基本方向と取組方針３

柱２ 農村を守る   柱１ 農を強くする   

１．産地収益力の向上と多様な担い手の確保・育成

【具体的な対策①】産地収益力の向上と担い手への農地集積

 ＜成果指標＞

  ○ほ場整備実施地区における「高収益作物生産額」の増加割合

                        ２００％以上

  ○ほ場整備実施地区における「担い手」への農地集積率

                         ７５％以上

【具体的な対策②】良好な営農条件の確保

 ＜成果指標＞

  ○きめ細かな基盤整備の実施率 ６３％ ⇒ ７５％

２．農業水利施設の機能維持

【具体的な対策③】農業水利施設の長寿命化の推進

 ＜成果指標＞

  ○基幹的農業水利施設（※注）の保全対策実施済率

   （※注：排水機場、頭首工、揚水機場）     ３０％ ⇒ ７７％

                      

取組方針

３．農村地域の防災・減災力の強化

【具体的な対策④】ため池の防災・減災対策の推進

（１）耐震対策

 ＜成果指標＞

  ○耐震補強（レベル１対策）の実施済率 １３％ ⇒ １００％

  ○耐震補強（レベル２対策）の実施済率 １５％ ⇒ １００％

  ○耐震診断の実施済率          ８％ ⇒ １００％

（２）豪雨対策

 ＜成果指標＞

  ○豪雨（老朽化）対策の実施済率 ３３％ ⇒  ９０％

  ○豪雨対策調査の実施済率    １２％ ⇒ １００％

【具体的な対策⑤】地すべり対策の推進

 ＜成果指標＞

  ○地すべり防止区域における概成率 ９１％ ⇒ １００％

【再掲】農業水利施設の長寿命化の推進〔豪雨対策〕

 ＜成果指標＞

  ○排水機場の保全対策率 ３２％ ⇒ ８０％

取組方針

４

○前推進方針を踏襲し、「農を強くする」と「農村を守る」の２本柱を基本方向として取組を推進

○新たな課題等を踏まえ、３つの取組方針と５つの具体的な対策に再整理

○上位計画である「高知県産業振興計画」及び「高知県南海トラフ地震対策行動計画」を念頭に計画を策定

○具体的な対策ごとに成果指標を設定し、優先順位に基づく実施スケジュールを作成

新推進方針の
基本的な考え方



　　　具体的な対策と成果指標４ 柱１ 農を強くする   

１．産地収益力の向上と多様な担い手の確保・育成

５

現状・課題

【具体的な対策①】産地収益力の向上と担い手への農地集積

○農業就業人口は、10年間（H17→H27）で約30％減少

○農業就業人口のうち65歳以上の割合は、年々増加し59％（H27）

○耕地面積は27,600ha（H29)で、10年間（H19→H29)で

 約1,300ha減少

○耕作放棄地は3,921ha（H27）で、10年間（H17→H27）で

 約110ha増加

○耕作放棄地の7割以上を、自給的農家と土地持ち非農家が所有

○このため、耕作放棄地を防止し、持続的な農業を展開するために

 担い手への農地集積を推進し、高収益作物への転換を行っていく

 ことが重要

○しかし、担い手への農地集積率は全国平均の55.2%に対し31.4%

 と低調（H29）

○担い手に農地を集積するために、ほ場整備事業を積極的に推進し

 ていくことが必要

○高収益作物への転換を推進

○担い手（集落営農組織や認定農業者等）への農地集積を推進

○生産性向上による経営規模の拡大を推進

ほ場整備事業の推進

取組内容

○ほ場整備実施地区における「高収益作物生産額」の増加割合 ２００％以上（※注：事業計画上の目標値）

○ほ場整備実施地区における「担い手」への農地集積率 ７５％以上（※注：事業計画上の目標値）         
成果指標① P.14参照

ほ場整備実施地区



　　　具体的な対策と成果指標４ 柱１ 農を強くする   

１．産地収益力の向上と多様な担い手の確保・育成

６

現状・課題

【具体的な対策②】良好な営農条件の確保

○これまで、基幹的な幹線用排水路や基幹農道の整備を推進して

 きたが、末端の農業用水路や農作業道等については、まだまだ

 整備が不十分

○また、本県は耕地面積10ha未満の集落が約6割と、県営事業等

 の比較的規模の大きな事業に適合しない地域も多い

○将来にわたって持続的な農業を展開するためには、経営規模の

 拡大や農作物の高付加価値化・品質向上等に取り組む上で支障

 となる農業生産基盤の課題解決が不可欠

○このため、小規模な地域においても、地域ニーズに沿ったきめ

 細かな対応が必要

○地域の立地条件や営農実態に応じた多様な基盤整備の実施を通じて良好な営農条件を確保

○持続的な地域農業の展開を推進
きめ細かな基盤整備の推進

取組内容

成果指標②
○きめ細かな基盤整備（※注）の実施率 ６３％ ⇒ ７５％         

  ※注：「農地耕作条件改善事業（農林水産省）」等の小規模基盤整備事業     
P.15参照
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　　　具体的な対策と成果指標４ 柱１ 農を強くする   

２．農業水利施設の機能維持（農村地域の防災・減災力の強化）

７

現状・課題

【具体的な対策③】農業水利施設の長寿命化の推進

○県営土地改良事業で、基幹的な農業水利施設が整備済

 ①排水機場や頭首工等の「点的施設」は40箇所

 ②幹線用排水路の「線的施設」は190km

○施設の老朽化が進行し、維持管理コストが増加

○単純更新（再建設）は多額の費用負担を伴うため、ライフ

 サイクルコストが増加

○特に、排水機場や頭首工（可動堰）等の点的施設は、一旦

 機能障害に陥れば、営農活動や住民の生活に大きな影響を

 及ぼす恐れがあり深刻な問題

○このため、施設の老朽化度（機能診断）に沿った計画的な

 保全対策（長寿命化）が不可欠

○しかし、耐用年数を超過した35箇所のうち25箇所で保全

 対策が未整備（R5年度までに35施設が耐用年数超過）

○機能保全計画に基づく予防保全対策の計画的な実施

○施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減
計画的な長寿命化の推進（R5年度までに耐用年数が超過する35施設）

取組内容

○基幹的農業水利施設の保全対策実施済率   ３０％ ⇒ ７７％

           【参考  10施設／33施設(※注) ⇒ 27施設／35施設(※注) 】（※注：当該年度までの耐用年数超過施設数）

  ※｢対象施設｣は、県営土地改良事業で造成した排水機場や頭首工等の点的施設のうち耐用年数（20年）
   を超過した施設（水路等の線的施設は除く）      

成果指標③
P.16参照
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柱２ 農村を守る   

(H30) (R５)
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　　　具体的な対策と成果指標４ 柱２ 農村を守る   

３．農村地域の防災・減災力の強化

８

【具体的な対策④】ため池の防災・減災対策の推進

＜ため池の防災・減災対策の現状と課題＞

現状 課題

防災重点ため池の耐震対策と豪雨対策を推進    

優先順位づけ
が必要

南海トラフ地震による震度分布図

【新たな防災重点ため池の選定基準】
  決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与える恐れ
  のあるため池
 ①ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
 ②ため池から100～500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1000㎥以上のもの
 ③ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000㎥以上のもの
 ④地域条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの

○県内にある農業用ため池は391池（H31.3.1時点）

○ため池は、河川からの取水が困難な地域などにおいて、農業用水

 を安定供給する貴重な水源

○一方、万が一決壊すれば下流域に被害を及ぼす恐れがある施設

○その多くは江戸時代以前に築造され150年以上経過しているため、

 堤体や取水施設、洪水吐などの老朽化が進行

○震度７相当の強い揺れが想定されている「南海トラフ地震」は、 

 今後30年以内に70～80%の確率で発生すると予測されており、

 地震に対する決壊リスクが年々高まっている

○ソフト対策として、最悪のケースを想定し「まずは避難する」と

 いう視点で「浸水想定区域図（貯水量1,000m3以上：274池）」

 を作成し、地域住民に周知（H23）

○ハード対策として、「高知県南海トラフ地震対策行動計画」に基

 づき防災重点ため池の耐震対策及び老朽化が著しいため池の老朽

 化対策を実施中

  「防災重点ため池」とは、万が一決壊した場合に下流の人家や公共施設等に

   大きな被害を及ぼす恐れがあるため池（H31.3.1時点121池）

○平成30年７月豪雨では、防災重点ため池でない小規模なため池が決壊

 し、人的被害が生じるなど、西日本各地で甚大な被害が発生

○農林水産省は、防災重点ため池の見直しなど「平成30年7月豪雨等を

 踏まえた今後のため池対策の進め方」を公表（H30.11月）

○県は、国が定めた「新たな防災重点ため池の選定基準」に基づき、

 早急に選定を行うことが必要（R元.5月末に選定完了予定）

○防災重点ため池の見直しに伴い、防災重点ため池が59箇所増

  （121池→180池）となる見込み

○防災重点ため池が増大するため、国が示す「影響度の評価に関する考

 え方」を参考に、優先順位づけを行うことが必要

○緊急時の迅速な避難行動につなげるソフト対策として、ため池マップ、

 緊急連絡体制、浸水想定区域図の整備等の取組が必要

○ハード対策として、これまでの耐震対策や老朽化対策に加えて、平成

 30年７月豪雨をはじめ近年多発する豪雨災害を踏まえた「豪雨対策」

 が必要



1000t未満
5%

1000t以上
51%

1万t以上
32%

5万ｔ以上
9%

10万t以上
3%

貯水量別

2m未満
1%

2m以上
30%

5m以上
39%

10m以上
16%

15m以上
14%

堤高別

　　　具体的な対策と成果指標４

高知県防災重点ため池：121池

３．農村地域の防災・減災力の強化
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【具体的な対策④】ため池の防災・減災対策の推進

（１）耐震対策

浸水想定区域図

現状・課題

①ため池の計画的かつ迅速な耐震対策の推進

②防災重点ため池に指定されたため池の耐震診断の実施

①耐震補強の実施（南海トラフ地震対策行動計画に基づく21池）

②耐震診断の実施（新たに防災重点ため池となる見込みの180池）

取組内容

①耐震補強の実施済率 レベル１対策 １３％ ⇒ 1００％ レベル２対策 １５％ ⇒１００％  

       【参考 レベル１対策  １池 ⇒ ８池    レベル２対策  ２池 ⇒１３池】  

②耐震診断の実施済率 レベル１及びレベル２地震動での検証 ８％ ⇒ １００％

       【参考 検証ため池数 １５池 ⇒ １８０池（※注：防災重点ため池の見直し中につき見込み数値）】

成果指標④

耐震化整備

整備後

P.17参照

○防災重点ため池121池の耐震診断を実施済（H26）

○「高知県南海トラフ地震対策行動計画」に基づき、耐震

 性不足が判明している21池の耐震化整備を推進

○平成30年度までに３池の耐震化整備が完了、８池の工事

 に着手

○着手済みの８池を含む残る18池の耐震化が喫緊の課題

 （R3年度末までに完了予定）

○加えて、防災重点ため池の見直しに伴い、新たに防災重

 点ため池となるため池の耐震診断が必要

○全ての防災重点ため池で耐震診断及び対策を実施するた

 めには、多額の経費と時間がかかるため、下流への影響

 度を踏まえた優先順位づけが必要 

整備前

柱２ 農村を守る   



　　　具体的な対策と成果指標４ 柱２ 農村を守る   

３．農村地域の防災・減災力の強化
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現状・課題

【具体的な対策④】ため池の防災・減災対策の推進

（２）豪雨対策

①ため池の計画的かつ迅速な豪雨対策の推進

②防災重点ため池に指定されたため池の詳細調査の実施

①豪雨（老朽化）対策の実施（現行設計基準で整備を行う21池）

②詳細調査の実施（新たに防災重点ため池となる見込みの180池）

取組内容

①豪雨（老朽化）対策の実施済率   ３３％ ⇒   ９０％【参考 ７池（※注１）⇒ １９池／２１池】

②豪雨対策調査の実施済率      １２％ ⇒１００％【参考２１池 ⇒１８０池（※注２）】

 （※注1：現行設計基準(H27年度版)に基づき整備したため池）  （※注２：防災重点ため池の見直し中につき見込み数値）

成果指標④

老朽化対策

H28年9月台風16号によるため池の決壊

整備前

P.18参照

整備後

○防災点検等により漏水等が確認されるなど老朽化が著し

 い19池については、老朽化対策を実施中

○このうち、７池は平成30年度までに対策が完了

○平成30年７月豪雨では、西日本の各地でため池の決壊に

 よる甚大な被害が発生

○本県においても、平成26年以降の豪雨により、３箇所の

 ため池が決壊

○近年多発する豪雨に備え、早期の豪雨対策が必要

○防災重点ため池の見直しを踏まえて、全ての防災重点た 

 め池の豪雨に対する詳細調査が必要

○全ての防災重点ため池の詳細調査及び対策を実施するに

 は、多額の費用と時間がかかるため、下流への影響度を

 踏まえた優先順位づけが必要

復旧前

復旧後



　　　具体的な対策と成果指標４ 柱２ 農村を守る   

３．農村地域の防災・減災力の強化
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現状・課題

【具体的な対策⑤】地すべり対策の推進

○本県の中央部から北部山間地にかけての中山間地域は、広く破砕帯

 地すべり地帯に属しており、「地すべり防止法」により指定された

 農林水産省農村振興局所管の地すべり防止区域が55箇所存在

○このうち、平成30年度末までに50箇所で概成

○近年は台風や集中豪雨、地震による甚大な災害が全国各地で発生し

 ており、豪雨等による土砂災害の発生を懸念

○台風や地震等の自然災害による土砂災害を防止するため、地すべり防止区域における対策を推進 地すべり対策の推進（55箇所）

取組内容

○地すべり防止区域における概成率  ９１％ ⇒ １００％

  ※｢概成｣とは、実害がない程度に地すべりの動きが減速した状態や沈静化（停止）した状態
成果指標⑤ P.19参照

地すべり防止区域（農水省農村振興局所管） 55地区
地すべり対策実施箇所（計画） ５地区

概成地区 ５０地区

地すべり指定地位置図

H26年8月台風12号・11号豪雨による被災状況

対策後（アンカー工）



◆「農業農村整備事業管理計画」に基づく進捗管理

 ○「農業農村整備事業管理計画」は、向こう５年間にわたる各種農業農村整備事業の実施プログラム（実施状況、計画、スケジュー

  ル等）として、市町村が自主的に策定

 ○新規計画の取組状況や今後のスケジュール等を中心に計画内容について、毎年、県と市町村で情報共有

 ○計画の進捗状況等を踏まえ、計画内容を毎年見直し・更新　　　　　

◆事前評価

 ○新規地区の事業着手にあたり、第三者委員等で構成する「高知県農業農村整備事業計画審査会」で事業計画を審査

 ○事業の効率性や妥当性について、ソフト、ハード両面から審査

 ○審査結果を県庁ホームページで公表

◆事後評価

 ○事業完了後、概ね５年を経過した地区における事業効果の発現状況等について、農業振興センターで評価

 ○評価にあたっては、農業振興部内に設置する「事後評価委員会」の意見を反映

 ○評価結果に応じて必要なフォローアップを実施

◆環境に関する専門家の意見を反映した事業の実施

 ○新規地区の事業着手にあたり、計画区域の住民や農業者の代表者等の意見を踏まえて策定した「環境配慮基本方針」について、

  環境に関する専門家で構成する「高知県農業農村整備事業環境情報協議会」で意見交換を行い、環境に配慮した事業実施に反映

 ○意見を県庁ホームページで公表

　　　取組の実施にあたって踏まえるべき事項５

12

１．事業評価の実施

２．事業の計画的な実施

３．環境との調和への配慮
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　　　取組の実施スケジュール６ 個票   

【柱１】農を強くする

  １．産地収益力の向上と多様な担い手の確保・育成    

  【具体的な対策①】産地収益力の向上と担い手への農地集積   ・・・・14

  【具体的な対策②】良好な営農条件の確保           ・・・・15

  ２．農業水利施設の機能維持

  【具体的な対策③】農業水利施設の長寿命化の推進       ・・・・16

【柱２】農村を守る

  ３．農村地域の防災・減災力の強化

  【具体的な対策④】ため池の防災・減災対策の推進

   （１）耐震対策                      ・・・・17

   （２）豪雨対策                      ・・・・18

  【具体的な対策⑤】地すべり対策の推進            ・・・・19

  【再掲】農業水利施設の長寿命化の推進〔豪雨対策〕      ・・・・19

ＰＤＣＡサイクルに基づく推進

 ○取組の実施にあたっては、ＰＤＣＡサイクルにより点検し取組状況を把握

 ○取組の進捗状況等について、毎年度、第三者等で構成する「高知県農業農村整備事業計画審査会」に報告

 ○ＰＤＣＡサイクルを通じて浮かび上がった課題や審査会の意見等を踏まえ、より実効性の高いものへ適宜改善
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【柱１】農を強くする

　１．産地収益力の向上と多様な担い手の確保・育成

　【具体的な対策①】産地収益力の向上と担い手への農地集積

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降

最終目標年度

2地区

最終目標年度

2地区

 ほ場整備実施地区における

 「高収益作物生産額」の増加割合　200%以上 －

最終目標年度

2地区

最終目標年度

2地区

 ほ場整備実施地区における

 「担い手」への農地集積率　75%以上 －

目標の達成によって得られる効果
成果指標

（2023年度までの目標）

これまでの実績

（2018年度まで）

計画スケジュール

経営規模の拡大により産地収益力が向上
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【柱１】農を強くする

　１．産地収益力の向上と多様な担い手の確保・育成

　【具体的な対策②】良好な営農条件の確保

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降

63% 65% 68% 70% 73% 75%

 きめ細かな基盤整備の実施率　75％

　　　　　　   　　 　 （3,762ha/5,000ha）

3,133ha
(3,133/5,000)

136ha

(3,269/5,000)

121ha

(3,390/5,000)

128ha

(3,518/5,000)

120ha

(3,638/5,000)

124ha

(3,762/5,000)

1,238ha

(5,000/5,000)

目標面積：5,000ha

※注：目標面積は前推進方針を踏襲し設定(経営面積が1ha未満の販売農家の農地面積(約5,800ha)及びほ場整備未実施面積の1/2(約5,400ha)を参考)

耕作条件改善により地域農業が持続・発展

成果指標

（2023年度までの目標）

これまでの実績

（2018年度まで）

計画スケジュール
目標の達成によって得られる効果
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【柱１】農を強くする

　２．農業水利施設の機能維持

　【具体的な対策③】農業水利施設の長寿命化の推進

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降

30% 36% 51% 63% 69% 77%

 基幹的農業水利施設の保全対策　77％

　　　　　 　　  　（27施設完了/全35施設）

10施設完了

(10施設/33施設)

2施設完了
(12施設/33施設)

6施設完了
（18施設/35施設)

4施設完了
(22施設/35施設)

2施設完了
(24施設/35施設)

3施設完了
(27施設/35施設)

8施設
(35施設/35施設)

32% 39% 57% 67% 73% 80%
 　うち排水機場の保全対策　80％

　　　　　　 　  　（24施設完了/全30施設）

9施設完了

(9施設/28施設)

2施設完了
(11施設/28施設)

6施設完了
(17施設/30施設)

3施設完了
(20施設/30施設)

2施設完了
(22施設/30施設)

2施設完了
(24施設/30施設)

6施設
(30施設/30施設)

33% 67% 100%
 　うち頭首工の保全対策　 100%
                     （3施設完了/全3施設）

1施設完了

(1施設/3施設)

（事業着手） 1施設完了
（2施設/3施設）

1施設完了
（3施設/3施設）

 揚水機場の保全対策（2022年度に事業着手） －

　　　　　　　　　　　 　　　　（全2施設） （事業着手） 2施設

施設機能を適正に保全することにより農業用

水の安定的な供給が確保

成果指標

（2023年度までの目標）

これまでの実績

（2018年度まで）

計画スケジュール
目標の達成によって得られる効果

湛水被害が防止されることにより地域農業の

継続が図られるとともに、地域の安全安心な

生活環境が確保

2023年度迄に耐用年数を超過する施設数：

35施設（排水機場30，頭首工3，揚水機場2）
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【柱２】農村を守る

　３．農村地域の防災・減災力の強化

　【具体的な対策④】ため池の防災・減災対策の推進

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降

（１）耐震対策

 ①耐震補強の実施　100% (21池完了)

13% 38% 88% 100%
 　うちレベル１対策　100%

　　　　　　　　　　　  　(8池完了/全8池)

1池完了

(1池/8池)

2池完了

(3池/8池)

4池完了

(7池/8池)

1池完了

(8池/8池)

15% 38% 62% 100%
 　うちレベル２対策　100%

　　　　　　　 　　　 　(13池完了/全13池)

2池完了

(2池/13池)

3池完了

(5池/13池)

3池完了

(8池/13池)

5池完了

(13池/13池)

8% 14% 36% 58% 81% 100%

 ②耐震診断の実施　100%

                      (180池(見込み)完了)

15池完了 10池完了

（※注）

40池完了 40池完了 40池完了 35池完了

※注：2020年度以降は10池の診断結果をモデルとした簡易な診断手法の実用化を検討のうえ実施

成果指標

（2023年度までの目標）

これまでの実績

（2018年度まで）

計画スケジュール
目標の達成によって得られる効果

住民の生命・財産及び生活を守るとともに、

農業用施設等の防災機能の継続的な発揮によ

り持続的な営農に寄与

耐震化が必要な防災重点ため池数：21池

（レベル１対策：8池 レベル２対策：13池）

【レベル１対策】（震度５強相当）

堤高15m未満のため池について国の設計基準
「ため池」に基づく耐震化整備工事を実施

【レベル２対策】（震度７相当）

堤高15m以上のため池についてダムの設計基

準を準用して耐震化整備工事を実施

新たな防災重点ため池の耐震化整備を実施

新たな防災重点ため池の耐震化整備を実施

防災重点ため池の見直し中につき見込み数値

整備計画策定（優先順位の高い地区から順次事業化していく）
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【柱２】農村を守る

　３．農村地域の防災・減災力の強化

　【具体的な対策④】ため池の防災・減災対策の推進

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降

（２）豪雨対策

33% 57% 67% 71% 86% 90%
 ①豪雨(老朽化)対策の実施　90%

                      　(19池完了/全21池)

7池完了
(7池/21池)

5池完了
(12池/21池)

2池完了
(14池/21池)

1池完了
(15池/21池)

3池完了
(18池/21池)

1池完了
(19池/21池)

2池
(21池/21池)

12% 39% 67% 100%
 ②豪雨対策調査の実施　100%

                      (180池(見込み)完了)

21池完了 50池完了 50池完了 59池完了

成果指標

（2023年度までの目標）

これまでの実績

（2018年度まで）

計画スケジュール
目標の達成によって得られる効果

住民の生命・財産及び生活を守るとともに、
農業用施設等の防災機能の継続的な発揮によ

り持続的な営農に寄与

整備計画策定（優先順位の高い地区から順次事業化していく）

豪雨対策が必要な防災重点ため池数：21池

新たな防災重点ため池の豪雨対策を実施

防災重点ため池の見直し中につき見込み数値
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【柱２】農村を守る

　３．農村地域の防災・減災力の強化

　【具体的な対策⑤】地すべり対策の推進

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降

91% 95% 95% 98% 98% 100%
 地すべり防止区域における概成率　100%

                       　 　 (55地区概成)

50地区概成

(50地区/55地区)

2地区概成
(52地区/55地区)

－ 2地区概成
(54地区/55地区)

－ 1地区概成
(55地区/55地区)

　【再掲】農業水利施設の長寿命化の推進〔豪雨対策〕

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降

32% 39% 57% 67% 73% 80%

 排水機場の保全対策　80％（24施設完了）

9施設完了

(9施設/28施設)

2施設完了
(11施設/28施設)

6施設完了
(17施設/30施設)

3施設完了
(20施設/30施設)

2施設完了
(22施設/30施設)

2施設完了
(24施設/30施設)

6施設
(30施設/30施設)

湛水被害が防止されることにより地域農業の

継続が図られるとともに、地域の安全安心な
生活環境が確保

成果指標

（2023年度までの目標）

これまでの実績

（2018年度まで）

計画スケジュール
目標の達成によって得られる効果

農業生産基盤及び家屋や公共施設などの生活
基盤が保全されることにより、地域農業の継

続と安全安心な生活環境が確保

成果指標

（2023年度までの目標）

これまでの実績

（2018年度まで）

計画スケジュール
目標の達成によって得られる効果

高知県内の地すべり防止区域

（農林水産省農村振興局所管）：55地区

2023年度迄に耐用年数を超過する施設数：

排水機場30施設



　　　　　　　　　　　　　国営緊急農地再編整備事業「高知南国地区」　　【2020年度　着工予定】
　～　基盤整備を契機とした南国市農業の大転換　～地域の現状

基盤整備を契機とした法人への集積の加速化による担い手の確保と「次世代型こ
うち新園芸システム」の普及拡大による地域の農業構造の大転換！！

目指す姿
ほ場整備率の遅れ

全国 高知県 南国市

65%
32%

7%

平成28年 ほ場整備率

（30a程度以上） 全国や高知県と比べ
整備率が低い

強み

Ｈ７ Ｈ２７ Ｈ３７

3,043
937 603

2,248

1,325 1,036

南国市の農業就業人口の推移

（農林業センサス）

６５歳未満

６５歳以上

担い手の減少と高齢化

高齢化率６３％！
（R7予想）

20年間で約７割減

0

5,000

10,000

15,000

20,000

全国 四国 高知県

14,584円

19,801円 18,747円

60kg当たり米生産費比較
【高知農林水産統計年報】

H28年産

小規模・零細なため
全国と比べ29%
コスト高

高い米の生産コスト

弱み

（ニラ）（キャベツ） （タマネギ）

強みを活かす　

現況 計画

7,500㎏
9,500㎏

10ａ当たり収穫量
（シシトウ）

（ピーマン）
パプリカ含む

現況 計画

17,500㎏
21,000㎏

10ａ当たり収穫量

弱みを克服　 　法人化による高収益作物の生産拡大
　　　　　　　　　

排水路の整備

大型機械の導入

集落営農の組織化

整形された大区画ほ場

６次産業化の推進

農道の整備

水田の汎用化

施設園芸団地

生きがい農業

暗渠により排水不良を改善

高収益作物の拡大

新たな営農展開へ

津波エリア

　　　　　　　　
集出荷施設：H31年度　ニラそぐりセンター設立予定（南国市）

（地域の動き）

全国 高知県 南国市

11.9%
3.9%

20.2%

H29 耕地面積率

※耕地面積率
　耕地面積／総土地面積

高い耕地面積率

・基盤整備を機に法人への集積を加速化させ、県内第1位の産地である米の生産
　コストの削減、露地野菜等の生産拡大による所得向上を実現

　次世代型こうち新園芸システムの普及拡大　

・次世代型ハウス※の整備＋IPM技術※によるブランド化の推進
　　　　　　　　　　　（※次世代型ハウスとは温度、湿度、二酸化炭素濃度等の
　　　　　　　　　　　　　　　栽培環境をコンピューターにより制御可能なハウス）
　　　　　　　　　　　　　 （※IPM技術とは病害虫や雑草防除において、化学合成農薬
　　　　　　　　　　　　　　　だけに頼らず天敵や防虫ネットなど、さまざまな防除技
　　　　　　　　　　　　　　　術を総合的に講じる手法）　

企業参入

技術普及

園芸団地
の集約化

研修
施設

雇用
創出

集出荷・
加工施設

多様な
流通

還元水
収量・品質
ＵＰ!

高収益作物の
生産拡大

集落営農・法人化等による
所得向上と雇用創出

ニラそぐりセンター

現況 計画

1031千円
1644千円

10ａ当たり農業所得
ピーマン

約60％ＵＰ

現況 計画

548千円
1,608千円

10ａ当たり農業所得
ししとう

約３倍

高知 愛知 東京

559
416 388

万円/ｈａ

H27　耕地面積当たりの農業産出額
高知県が圧倒的１位！

※産出額は「農業生産所得統計」より米、畜産、
加工農産物を除き、耕地面積は、米を除いて算
出（農林水産省データより）

１位 ２位 ３位

園芸の生産性日本一！ 　　高収益作物の生産拡大を核として
　　関連企業を集積した農業クラスターの形成による雇用創出

連携

高知市

香南市

香美市

南国市

国分川

高知
自動
車道

ＪＲ土讃線

次世代型ハウス

法人化の推進

現況 計画

234千円

917千円
10ａ当たり農業所得

ニラ

約4倍
・水稲２０ha　・露地野菜８ha（キャベツ他）・園芸１ｈａ

南国市の法人化モデル

水稲＋露地野菜＋園芸
を組み合わせた複合経営

高知県の農業産出額の内訳活か
す

農業産出額（1,011億円）の
うち、８割が園芸品目

（平成27年）

複合環境制御装置環境制御装置

ＪＲ
土
讃

線

高知南国地区　ほ場整備エリア担い手農地利用集積率
現況11％から

８０％以上へ

次世代ハウスの集約化

法人化の推進

農道整備により
津波避難タワーへのアクセス向上

広
域
農
道

・企業集積しやすい立地環境
　　　　　　　　　　（県中央部に位置し、空港、高速道路、鉄道網が発達）
・農産物の選別・出荷、農業生産に関する知事と民間企業との協定を締結
・立地環境を活かした連携協定により、企業参入を加速化

津波浸水予測区域

次世代ハウスの集約化

　　　　　　　
H31年度　予冷庫・小袋包装機等整備予定（南国市）

直売所：H31.4　大規模直販所・特産品センター開設（高知市）

 ６次産業：H31年度　農家レストランオープン予定（南国市）

克服

1608千円

　　　参考資料７
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 次世代型ハウスは、津波被害の及ばない廿枝団地と能間団地に集約予定。
 近隣にはＪＡ関連施設等をはじめ、野菜集出荷場、ニラそぐりセンター、
 研修ハウス等を整備します。

ＪＡ南国市
産直かざぐるま市
女性部レストラン

　　野菜集出荷場
ニラそぐりセンター

（実証ライン）　

ＪＡ種苗・育苗センター

(株)南国スタイル
（次世代型ハウス）

次世代型ハウス予定地

研修ハウス

次世代型ハウス

次世代型ハウスの周辺施設

高
収
益
作
物

しょうがキャベツ ねぎ

ピーマンししとう ニラ

土
地
利
用
型

施
設
園
芸
型

施設園芸型
高収益作物

（次世代型ハウス）

能間団地

土地利用型
高収益作物

土地利用型
高収益作物

キャベツ１ha
ねぎ1ha

キャベツ２ha
ねぎ２ha

ししとう３ha

しょうが６ha
ねぎ５ha

ニラ４ha
ピーマン３ha

ししとう２ha

　　　　　　　　　　高収益作物の生産拡大に向けた土地利用計画図（案）

 津波による
浸水想定区域の境界

しょうが15ha
ねぎ９ha

キャベツ6ha

集落営農

企業参入予定地

ねぎ６ha
キャベツ５ha

ねぎ6ha
キャベツ３ha

しょうが５ha
ねぎ４ha

キャベツ１ha
キャベツ38ha

ねぎ14ha
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高知県農業農村整備推進方針（2019～2023）平成31年３月

　　　　　　　　　高知県 農業振興部 農業基盤課

　　　　　　　　　　〒780ｰ0850　高知市丸ノ内１丁目７-５２

　　　　　　　　　　TEL　088-821-4561

　　　　　　　　　　FAX　088-821-4567

　　　　　　　　　　E-mail：161101@ken.pref.kochi.lg.jp

　　　　　　　　　　http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/161101


