
こりゃ～楽だ！

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）

長野県農政部

　農林水産省が策定した土地改良長期計画（計画期間：2016年度～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（2018
年度～2022年度）に取り組む具体的な施策の展開内容を示しました。

基本方向１　稼ぐ農業を支える基盤整備の推進
　　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。

基本方向２　持続的な農業生産活動を支える基盤づくり
　 　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。

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
　 　疏水など農業資産を観光へ活用するとともに、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。

計画策定の基本的な考え方

地下水位制御システム（F
フ ォ ア ス
OEAS）による水田の汎用化

FOEAS の概要

農作物の収量と
品質がUP !
農家の収入もUP !

農業用水管理システムによる施設管理の省力化

急いでゲートを閉めに
行かなきゃ！

頭首工などゲートの管理省力化！
水田の用水管理労力

80％削減！

新技術を導入して収益をUP ! コストをDOWN !
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FOEAS の概要
水田で野菜を作るに
は、暗渠排水と畑かん
施設がほしいな～

遠隔操作
遠隔操

作

スマートフォン

（用水管理労力の削減率は農研機構調べ）作業の安全性を確保！

お問い合わせ先　長野県 農政部 農地整備課
　　　　　　　　〒380-8570　長野市大字南長野字幅下692-2
　　　　　　　　電話　026-235-7237（直通）
　　　　　　　　E-mail  nochi@pref.nagano.lg.jp
 発行　平成30年（2018年）６月

あっ、そうだ～
行かなくても大丈夫
スマホでピッピッ！

概要版

台風が接近
しています

～水田の用水管理～
100枚も田んぼがあると、水
の管理も大変だね。
水深や中干しなどのスケ
ジュールを設定すれば、自動
制御で用水を管理してくれる
よ。
生産コストをDOWN !
スマホでピッピッ！

F
フ ォ ア ス
OEAS は、排水と給水が可
能な地下水位制御システム
で、栽培する作物に最適な地
下水位をコントロールできる
んじゃ !

水・土・里を支え活かし、　
　次代へつなぐ農業農村整備

大豆の単収（Ｇ県） キャベツの単収（Ｓ県）

【地下水制御システム FOEAS】（イメージ図：農研機構提供）



水・土・里を支え活かし、次代へつなぐ農業農村整備
基本方向１
稼ぐ農業を支える基盤整備の推進

達成指標 現　状
（2016年度）

目　標
（2022年度）

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

（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
●基幹的農業水利施設の長寿命化計画（機能保全計画）を策
定します。
●頭首工、用排水機場、水路橋、水路トンネル、サイホンな
ど重要構造物の耐震・長寿命化を重点的に実施します。

（２）収益性を高めるための農地の整備
●野菜や果樹など高収益作物を導入できるよう、地下かんが
い「F

フ ォ ア ス
OEAS」や、排水施設（暗渠排水、排水路）を整備

し、水田を汎用化・畑地化します。
●高品質な野菜や果樹を安定生産できるよう、畑地かんがい
施設の更新整備や、栽培方式に適した自由度の高いかん水
施設（点滴かん水、チューブかん水等）を導入します。

（３）効率的な生産を支える農地の整備
●水田の区画整理や畦畔除去による大区画化を実施します。
●農地中間管理事業を活用して、担い手へ農地を集積・集約
します。
●用排水路の地中化や、取水ゲート等の自動化・電動化を進
めます。
●水田の用水管理が楽になるよう、スマートフォンによる遠
隔操作・自動制御を導入します。
●りんご高密植栽培・新わい化栽培を導入できるよう、樹園
地を整形、平坦化します。

基本方向２
持続的な農業生産活動を支える基盤づくり

達成指標 現　状
（2016年度）

目　標
（2022年度）

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

（１）農村の暮らしを守る防災減災対策
●地震に対する安全性を確保するため、ため池の耐震化を行
うとともに、ハザードマップの作成を支援します。
●豪雨により農地が湛水しないよう、古くなった排水機場の
ポンプ設備や排水路を改修します。
●地すべり防止施設を適切に保全管理し、長寿命化を進めま
す。

（２）持続的な営農を支える農地等の整備
●中山間地域などでは、きめ細かな営農ニーズに対応した生
産基盤（区画整理、用排水路、農道等）と、生活環境（集
落道路、防災施設、特産品加工施設等）を総合的に整備し
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や運営強化を図
る取組を支援します。
●農業水利施設を適切に保全管理できるよう、ストックマネ
ジメントサイクルの確立を支援します。

（４）多様な主体の参画により進める多面的機能の維持
●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。
●農村集落を支える多様な人材を呼び込むため、都市住民や
学生、企業等と農村集落を結びつける取組を支援します。

●地すべり防止施設の長寿命化

●集落道路など農村生活環境の整備

●頭首工など重要構造物の耐震・長寿命化
●取水・分水ゲートの自動化

●かん水方式の改良や樹園地の平坦化

●排水機場ポンプ設備の更新

●地域住民との協働による水路の泥上げ

●土地改良区の運営強化

●疏水等の歴史を地域学習へ活用

●棚田などの魅力を全国へ発信

●疏水などの農業資産を観光に活用

基本目標

●水田を畑地化して野菜を栽培

●スマートフォンを活用した用水管理
●用排水路の地中化

●ほ場の大区画化による営農の効率化 ●農業用水を活用した小水力発電

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

達成指標 現　状
（2016年度）

目　標
（2022年度）

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

農業用水を活用した小水力発電の設備容量 2,184 kW 4,000 kW

（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
●疏水等の役割、先人たちの偉業の歴史や景観などの魅力を
観光へ活用する取組を支援します。
●小学生や地域住民を対象とした疏水等の見学会など、農業
資産を地域学習へ活用し、郷土愛を育む取組を支援しま
す。

（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進めるた
め、農業用水を活用した小水力発電の導入を支援します。

●ため池の耐震化
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