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【第 3章】 

新たな『指針』の展開方向

１．基本的な考え方

２．各施策の展開方向 

３．施策推進にあたって 
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第３章 新たな『指針』の展開方向 

１．基本的な考え方 

島根県の農業は、県内総生産に占める割合は低いものの、県内の経済を支える基幹産業で

す。 

そして、農村地域は、農業者はもとより、農業者以外の地域住民にとっても、大切な生活

の場となっているだけでなく、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、美しい景観の

形成、伝統文化の伝承など多様な機能を持っており、これらを通じて、豊かな心を育む教育

の場や安らぎ・潤い・癒しの場の提供といった様々な役割も担っています。 

今後も、国の農政改革やＴＰＰの大筋合意に対応する強い島根県農業を推進していくため

には、その基盤を整備し、守っていくことが重要であり、また、農業・農村の持つ多面的機

能の発揮に向け、農業・農村を県民共有の財産として大切に守り育て、次世代に引き継いで

いくことが重要です。 

特に、本県の大半を占める中山間地域における農業が継続して取り組んでいけることが、

島根県の農業の発展、そして、多面的機能の発揮に大きな役割を果たすこととなります。 

この理念のもとに、今後の農業農村整備事業の展開に関する基本的な考え方としては、島

根県の「県総合発展計画」及び「県活性化計画」の基本的方針に即し、「国長期計画」で示

された視点を踏まえ、次の３つの基本方向を定め、効率的かつ重点的に事業を実施します。 

【基本方向Ⅰ】 力強い農業を支え、地域の特性を活かす基盤づくり 

【基本方向Ⅱ】 ふるさとを守り、活力ある農村づくり 

【基本方向Ⅲ】 災害に強く、安全・安心な農業・農村づくり 

この３つの基本方向について、現状と今後の目指す方向、具体的取り組みと成果目標を明

らかにし、取り組みの成果を客観的に把握し、関係者が共通の意識・目的を持つことができ

るよう取り組みます。 



18 

国・県の各種計画との関連性 

食料・農業・農村基本計画（平成２７年３月）

〈講ずるべき施策〉

○食料の安定供給の確保

○農業の持続的な発展

・農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集

積・集約化と農地の確保

・構造改革の加速化や国土強靭化に資する農業生産基盤の

整備

○農村の振興

・多面的機能支払制度等の着実な推進、地域コミュニティ

機能の発揮等による地域資源の維持・継承

○東日本大震災からの復旧・復興

○団体の再編整備

土地改良長期計画（国）（平成２８年８月）

【政策課題Ⅰ：豊かで競争力ある農業】

・産地収益力の向上

・担い手の体質強化

【政策課題Ⅱ：美しく活力ある農村】

・農村協働力と美しい農村の再生・創造

・快適で豊かな資源循環型社会の構築

【政策課題Ⅲ：強くてしなやかな農業・農村】

・農業水利や災害リスクに対応した農業水利施設の戦略的

な保全管理と機能強化

・災害に対する地域の防災・減災力の強化

島根総合発展計画

 第３次実施計画（平成２８年３月）

１．活力あるしまね

・売れる農林水産品・加工品づくり

２．安心して暮らせるしまね

・災害に強い県土づくり

・農山漁村の多面的機能の維持・発揮

・居住環境づくり

３．心豊かなしまね

新たな農林水産業・農山漁村活性化計画

 第３期戦略プラン（平成２８年３月）

○県民の「安心」と「誇り」の実現

○消費者に買ってもらえる商品づくり

・生産を支える基盤の整備

○地域の実情にあった担い手づくり

・産業として自立する担い手の確保・育成

○魅力ある農山漁村づくり

・いきいきと暮らすための仕組みづくり

・地域資源を活かした農山漁村の活性化

・快適に暮らせる農山漁村の整備

○環境保全と多面的機能の維持増進

・地域資源の維持保全活動

「しまね農業農村整備指針２０１６－２０１９」

【基本方向Ⅰ：力強い農業を支え、地域の特性を活かす基盤づくり】

・農地の担い手への集積・集約化や大区画化のための基盤整備

・収益性の高い農業経営の実現のための基盤整備

・農地の再生や有効利用するための基盤整備

【基本方向Ⅱ：ふるさとを守り、活力ある農村づくり】

・快適に暮らせるための農村環境の整備

・農村協働力を活用した地域資源の維持・継承

【基本方向Ⅲ：災害に強く、安全・安心な農業・農村づくり】

・安全で安心に暮らせるための防災減災対策

・農業生産を支える基幹施設等の保全管理

国計画 県計画
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２．各施策の展開方向 

１）基本方向Ⅰ 

◎力強い農業を支え、地域の特性を活かす基盤づくり  

○現状と今後の目指す方向 

農業就業者人口の減少や土地持ち非農家の増加、農家の高齢化の進行などの状況の中、

生産活動を支える優良な農地が次世代に引き継がれ、農業が持続的・安定的に発展して

いくためには、意欲ある多様な経営体の育成・確保や、生産基盤の基礎となる農地の機

能向上などが不可欠であり、島根県では、これまでも農業生産性の向上や農地の利用集

積・集約化による経営体の育成・確保の観点から、ほ場整備を推進し、農業経営の安定

化や整備を契機とした集落営農組織や農事組合法人など経営体の育成・大規模化に寄与

してきました。 

近年、国の農政改革やＴＰＰの大筋合意により、農業の競争力が従来にも増して求め

られている中、農地中間管理機構との連携を図りながら、ほ場整備による生産コスト削

減ための大区画を実施するとともに、更なる担い手への農地の集積・集約化を促進し、

規模拡大などによる経営感覚に優れた安定的な経営体の育成・確保を図っていきます。

また、本県の大半を占める中山間地域など規模拡大等が困難な地域においては、地域の

実情に応じたきめ細かい基盤整備を通じて、地域の特性を活かした生産活動が展開でき

るよう支援するとともに、継続的な農業生産活動に取り組む集落営農組織などの育成・

確保を進め、優良な農地を適切に次世代に引き継いでいきます。 

特に、米への依存度が高い島根県では、所得の向上を図るため、畑作物への転換によ

る高収益作物の栽培などを進めていく必要がありますが、多様な作物の栽培に適した水

田の排水改良などが大きな問題となっており、水田の汎用化による水稲と畑作物の選択

的作付を可能とする基盤整備を推進し、高収益作物の栽培が可能となるよう農地の機能

向上を図っていきます。 

また、県内の耕作放棄地面積については、近年、その増加率は鈍化しているものの、

平成 27年現在 7,065ha で、耕作放棄地率は 24.1％となっており、5年前と比べると 436ha

増加している状況にあり、発生防止に向けた基盤整備や耕作放棄地解消のための農地の

再生作業などの取り組みを支援します。 

○具体的施策 

Ⅰ－①農地の担い手への集積・集約化や大区画化のための基盤整備 

（１）具体的取り組み 

○ほ場整備を通じて、市町村やＪＡ、県農業普及担当部局、また、農地中間管理機

構との連携を図りつつ、経営感覚に優れ、安定した担い手の育成・確保を図るた

め、担い手への農地利用集積・集約化を推進します。 

Ⅰ－① 農地の担い手への集積・集約化や大区画化のための基盤整備

Ⅰ－② 収益性の高い農業経営の実現のための基盤整備

Ⅰ－③ 農地の再生や有効利用するための基盤整備
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○過疎化・高齢化が進み、農業の担い手不足が著しい中山間地域などにおいて、地

域特性を活かした農業生産活動の維持・発展のため、きめ細かい基盤整備を通じ

て地域が一体となって生産活動に取り組む集落営農組織などの育成・確保を図り

ます。 

○生産コストの削減のための区画の拡大（大区画化）を推進します。 

（２）成果目標 

◇ほ場整備の実施による優良農地の確保 

計画期間内に、ほ場整備を進める 580ha の内、226ha の完了に向けた整備を推

進します。 

【目標値】ほ場整備（区画整理）面積（H27：25,508ha⇒H31：25,734ha） 

◇ほ場の大区画化の実施 

計画期間中に、ほ場整備が完了する農地（水田）で大区画化（50a 以上）を推

進します。 

【目標値】大区画ほ場の割合（H28～H31：60％以上） 

◇ほ場整備を契機とした担い手対策として、集落営農組織の設立・法人化 

計画期間中に、ほ場整備を契機とした集落営農組織の設立・法人化を促進しま

す。 

【目標値】集落営農組織の設立・法人化（H27：11 組織⇒H31：20 組織） 

※H27 現況値は、農業生産法人等の育成を採択要件とした経営体育成基盤整備事業が創設さ

れた平成 15年度以降に設立・法人化した組織数 

◇担い手への農地の利用集積促進 

計画期間中に、ほ場整備が完了する地区において、担い手への農地集積を促進

します。 

【目標値】担い手への農地利用集積率（H28～H31：80％以上） 

◇農地中間管理機構と連携したほ場整備の実施（農地の利用集積の促進） 

計画期間中に、ほ場整備に着手する地区において、農地の集積を図るため、農

地中間管理機構との連携を促進します。 

【目標値】農地中間管理機構との連携地区数（H27：4 地区⇒H31：16 地区） 

[活用事業] 

経営体育成基盤整備事業、農地環境整備事業、農業基盤整備促進事業 

農地耕作条件改善事業、中山間地域総合整備事業（ほ場整備）など 

※活用事業については、参考資料に事業内容などを記載しておりますのでご参照ください。 

Ⅰ－②収益性の高い農業経営の実現のための基盤整備 

（１）具体的取り組み 

○高収益作物の導入拡大などを推進するため、水田汎用化を目的とした暗渠排水(補

助暗渠を含む)などの整備を実施し、水田の有効利用、耕地利用率向上を図ります。 

○農業用水を安定的に供給するための用水施設の整備を推進します。 

○降雨時における農作物の湛水被害などを防止し、排水条件の改善を図ることで多

様な作物の導入が可能となる排水施設の整備を推進します。 

○中山間地域の所得向上対策を関係機関との連携を図りながら推進していきます。 
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（２）成果目標 

◇ほ場整備に着手する地区において高収益作物を導入 

計画期間中に、ほ場整備に着手する地区において、高収益作物の導入を促進し

ます。 

【目標値】高収益作物の導入地区数（H28～H31：12 地区） 

◇ほ場内の暗渠排水整備により水田の汎用化を実施 

計画期間中に、暗渠排水などによる排水条件の改善を行い、水田の汎用化に向

けた整備を推進します。 

【目標値】排水条件改善農地面積（H28～H31：200ha） 

◇用水路、揚水機場などの整備を実施し、用水の供給を安定化 

計画期間中に、用水路、揚水機場などの整備を行い、農業用水の安定供給に向

けた整備を推進します。 

【目標値】農業用水安定供給農地面積（H28～H31：597ha） 

◇排水路、排水機場などの整備を実施し、降雨時等の湛水被害を防止 

計画期間中に、排水路、排水機場などの整備を行い、降雨時などの湛水被害か

らの防止に向けた整備を推進します。 

【目標値】排水改良農地面積（H28～H31：54ha） 

[活用事業] 

かんがい排水事業、農業基盤整備促進事業、農地耕作条件改善事業 

中山間地域総合整備事業、農地環境整備事業など 

Ⅰ－③農地の再生や有効利用するための基盤整備 

（１）具体的取り組み 

○耕作放棄地の解消・発生防止に向けて、国の施策や県単農地有効利用支援整備事

業などにより、基盤整備や農地の再生作業などの取り組みを支援します。 

○国営開発農地については、後継者の確保、遊休農地の解消などの課題が存在して

います。「県活性化計画」（第３期戦略プラン）の「国営開発地及び干拓農地の有

効利用プロジェクト」を推進するとともに、必要な対策を講じて、農地の有効利

用を推進します。 

（２）成果目標 

◇耕作放棄地の再生作業を支援 

計画期間中に、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を利用した耕作放棄地の再

生を促進します。 

【目標値】耕作放棄地再生面積（H27：164ha⇒H31：224ha） 

◇国営農地開発地の未利用農地の解消 

国営農地開発地（横田、大邑、益田）の作付可能面積が 813ha あり、そのうち、

未利用農地が 65ha。計画期間中に、32ha の未利用農地の解消に向けた取組を推

進します。 

【目標値】国営農地開発地農地活用面積（H27：748ha⇒H31：780ha） 



22 

[活用事業] 

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 

国営農地開発事業営農ネットワーク事業 
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２）基本方向Ⅱ 

   ◎ふるさとを守り、活力ある農村づくり  

○現状と今後の目指す方向 

農村地域は、食料供給の基盤としての役割を有するとともに、やすらぎや憩いを求め

る都市住民との交流の場や、ＵＩターン者等の受け皿としての機能を有しています。 

しかし、農村地域の生活環境基盤（道路、下水道等）の整備は、都市に比べ依然とし

て遅れているため、道路や下水道など基礎的な環境整備を計画的に進め、住民が快適に

暮らせる住みよい農村づくりを進めていきます。 

さらに、既存の生活基盤の維持を図るため、老朽化した農業集落排水施設や農道橋、

農道トンネルなどの農道施設についても機能診断を行い、逐次、長寿命化の対策を進め

るとともに、農道橋の耐震対策も進めていきます。 

農業・農村は、国土の保全や水源かん養に加え、本県特有の美しい農村景観を形成す

るなど多面的な機能を有しており、地域の共同活動によって支えられてきていますが、

近年、過疎化・高齢化・混住化などの進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活

動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあるため、農業・農村の

有する多面的機能の適切な維持・発揮と、担い手の負担軽減による農地集積の促進につ

ながる地域の共同活動を支援し、これらの資源や環境を次世代に良好な状態で引き継い

でいけるよう取り組んでいきます。 

また、農業農村整備事業や日本型直接支払の実施を契機に活性化された農村協働力を

活かした地域資源の保全体制の維持・強化を進めていきます。 

○具体的施策 

Ⅱ－①快適に暮らせるための農村環境の整備 

（１）具体的取り組み 

○農業集落排水施設の整備を促進し、農業用水の水質保全、農業用用排水施設の機

能維持及び公共用水域の水質保全に努めるとともに、農村地域における定住環境

の整備を推進します。 

○都市部と農村部の生活環境の整備水準格差を解消するため、生産基盤の整備と合

わせて農道・集落道などの生活環境基盤の整備を推進します。 

○老朽化してきている農業集落排水施設や農道橋、農道トンネルなどの農道施設の

長寿命化対策や農道橋の耐震対策を推進します。 

（２）成果目標 

◇農業集落排水施設の整備 

計画期間中に、農業集落排水事業の施設整備により、下水道普及人口の増加を

図ります。 

【目標値】下水道の普及増加人口（H28～H31：369 人） 

Ⅱ－① 快適に暮らせるための農村環境の整備

Ⅱ－② 農村協働力を活用した地域資源の維持・継承
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◇農業集落排水施設の機能診断を実施 

計画期間中に、農業集落排水施設の劣化状況などを調べる機能診断の実施を促

進します。 

【目標値】農業集落排水施設の機能診断率（H27：53％⇒H31：66％） 

◇生活環境整備としての農道・集落道の整備 

計画期間中に、整備している農道・集落道の完了による供用開始を推進します。 

【目標値】農道・集落道の供用開始延長（H28～H31：8.7ｋｍ(7 路線)） 

◇農道施設（橋梁・トンネル）の個別施設毎に長寿命化計画を策定 

農道施設（橋梁・トンネル）の長寿命化計画の策定を推進します。 

【目標値】農道施設(橋梁・トンネル)の個別施設の長寿命化計画策定率（H27：0％⇒H31：74％） 

◇農道施設（橋梁）の耐震対策を実施 

計画期間中に、農道施設（橋梁）の耐震対策に向けた整備を推進します。 

【目標値】農道施設(橋梁)の耐震化完了箇所数（H27：1箇所⇒H31：13 箇所） 

[活用事業] 

農業集落排水事業、農道整備事業、農道保全対策事業 

中山間地域総合整備事業（生活環境）など 

Ⅱ－②農村協働力を活用した地域資源の維持・継承 

（１）具体的取り組み 

○地域が主体となって、農地や農業用施設等の地域資源を守っていく、「多面的機能

支払交付金」制度の共同活動の推進を図るとともに、活動組織の体制づくりや運

営への助言・指導などを行い、農村協働力を活かした地域資源の保全管理体制を

強化するための支援を行います。 

○豊かな自然や伝統文化など特色ある地域資源を生かして、棚田オーナー制度など

都市住民との交流を促進することにより、にぎわいのある農村づくりを進める活

動を支援します。 

（２）成果目標 

◇地域資源を守るための共同活動への支援 

計画期間中に、多面的機能支払交付金（農地維持活動）に取り組むエリアの拡

大を図ります。 

【目標値】地域共同活動に取り組む農地面積（H27：22,504ha⇒H31：23,800ha） 

[活用事業] 

多面的機能支払交付金、中山間ふるさと水と土基金事業 
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３）基本方向Ⅲ 

   ◎災害に強く、安全・安心な農業・農村づくり  

○現状と今後の目指す方向 

近年、地震や集中豪雨による洪水や土砂崩壊、落石など、これまでの想定を超える自

然災害が多発していることから、計画的な防災・減災対策を進め、災害に強い農村づく

りを推進することが求められています。 

特に、島根県は、県土の全域が特殊土壌地帯の指定を受けるなど、その地質的要因か

ら地すべり防止区域が多く、緊急性を踏まえた対策を実施していく必要があります。 

また、老朽化の進行したため池や治水機能が劣っている農業用河川工作物（頭首工、

堰、樋門等）も多数あり、放置すると災害時に決壊するなどの大きな被害が発生する恐

れがあります。 

このため、今後さらに、防災対策を充実し、必要に応じてハザードマップの作成支援

などの減災対策などにも取り組み、県民が安全で安心して暮らせる農村づくりを進めて

いきます。また、老朽化した地すべり防止施設やため池については、個別施設の長寿命

化計画を策定し、長寿命化対策についても取り組んでいきます。 

一方で、食料供給の基礎的条件である農地や農業用水等の農業生産基盤は、長い年月

をかけ、地域の熱意と努力、公費を投じて構築されてきた社会資本であり、計画的な点

検・補修・更新により、良好な状態で将来に継承していく必要があります。 

近年、国や県、施設管理者の財政がひっ迫するとともに、日常の施設の維持管理をし

ている土地改良区や農家組織も過疎化・高齢化により弱体化し、施設の維持管理が出来

なくなっている状況です。更には、利用集積が進む農地では、施設の管理者と利用者間

で､稼動・維持管理から更新に至るまでの費用負担が課題となりつつある中、昭和 30 年

代～50 年代に建設された施設が老朽化のピークを迎えようとしており、より効率的かつ

効果的に機能を維持するための仕組みづくりが必要となっています。 

このため、これまでに整備してきた農業生産を支える基幹的農業水利施設等について､

早期段階で予防的な修繕を行う「予防保全型」の手法を基本とし、適時適切な機能診断

や予防保全対策を実施することにより、ライフサイクルコストの低減と、施設の長寿命

化を図り、その機能が将来にわたり安定的に発揮できるよう取り組みを推進します。 

○具体的施策 

Ⅲ－①安全で安心に暮らせるための防災減災対策 

（１）具体的取り組み 

○地すべり災害から生命、財産、農地、公共施設等を守るため、引き続き地すべり

対策を推進します。 

○老朽化の著しいため池及び治水機能が劣っている農業用河川工作物（頭首工、堰、

樋門等）は、危険度、緊急度などを勘案して、計画的な整備を推進します。 

Ⅲ－① 安全で安心に暮らせるための防災減災対策

Ⅲ－② 農業生産を支える基幹施設等の保全管理
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○減災対策としてため池などのハザードマップ作成などのソフト対策を推進します。 

○また、老朽化してきている地すべり防止施設やため池の機能診断や個別施設の長

寿命化計画の策定を進め、長寿命化対策を推進します。 

（２）成果目標 

◇農地地すべり防止施設の個別施設毎に長寿命化計画を策定 

農地地すべり防止施設の長寿命化計画の策定を推進します。 

【目標値】農地地すべり防止施設の個別施設の長寿命化計画策定率（H27：16％⇒H31：89％） 

◇農地地すべり防止区域の概成（概ね地すべりが止まった状態） 

計画期間内に、農地地すべり対策を実施し、平成 28 年度時点で概成していない

地すべり防止区域 117 区域のうち 12 区域の概成（全 302 区域）を目指します。 

【目標値】農地地すべり防止区域の概成区域数（H27：185区域⇒H31：197 区域） 

◇ため池・防災ダムの個別施設毎に長寿命化計画を策定 

ため池・防災ダムの長寿命化計画の策定を推進します。 

※平成 12年以降に県営事業で改修したため池（27箇所）と防災ダム（3箇所）を対象 

【目標値】ため池・防災ダムの個別施設の長寿命化計画策定率（H27：0％⇒H31：100％） 

◇老朽ため池の整備を実施 

計画期間中に、老朽化しているため池の整備を推進します。 

【目標値】ため池の整備箇所数（H27：255 箇所⇒H31：271 箇所） 

◇農業用河川工作物（頭首工、堰、樋門等）の整備を実施 

計画期間中に、治水機能が劣っている農業用河川工作物（頭首工、堰、樋門等）

の整備を推進します。 

【目標値】農業用河川工作物の整備箇所数（H27：58 箇所⇒H31：66 箇所） 

◇防災重点ため池におけるハザードマップの作成 

計画期間中に、すべての防災重点ため池（未作成 37 箇所）でハザードマップの

作成を推進します。 

【目標値】ため池ハザードマップの作成箇所数（H27：199 箇所⇒H31：236 箇所） 

[活用事業] 

地すべり対策事業、ため池等整備事業、農業用河川工作物応急対策事業など 

Ⅲ－②農業生産を支える基幹施設等の保全管理 

（１）具体的取り組み 

○今までに整備してきた基幹的農業水利施設について、計画的な機能診断を実施し、

適切に維持保全等を行うことにより、施設の長寿命化やライフサイクルコストの

低減を図ります。 

○また、多くの基幹的農業水利施設が耐用年数を迎えるつつあり、今後突発的な故

障や事故などの増加が懸念されるため、国や県の各種事業制度を有効に活用して、

緊急的な点検診断や応急工事が実施出来るよう支援します。 

○施設の管理などを行っている土地改良区に対して、関係団体と連携した研修の実

施や、検査・指導などを通して体制の強化を図ります。 
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（２）成果目標 

◇農業水利施設（基幹的施設）の個別施設毎に長寿命化計画を策定 

農業水利施設（基幹的施設）の長寿命化計画の策定を推進します。 

【目標値】農業水利施設（基幹的施設）の個別施設の長寿命化計画策定率（H27：36％⇒H31：80％） 

◇農業水利施設（基幹的施設）の補修・更新の実施 

計画期間中に、農業水利施設（基幹的施設）の補修・更新の整備を推進します。 

【目標値】農業水利施設（基幹的施設）の補修・更新の実施施設数（H27：5 施設⇒H31：14 施設） 

※H27現況値は、基幹水利施設ストックマネジメント事業が創設された平成 21年度以降に補

修・更新した施設数

[活用事業] 

基幹水利施設ストックマネジメント事業、土地改良施設維持管理適性化事業 

土地改良区体制強化事業 
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３．施策推進にあたって 

１）関係機関との連携強化 

施策の円滑な推進やより大きな効果発現のためには、関連施策間の連携が重要です。 

このため、農業農村整備事業の推進にあたっては、市町村が策定する「農業農村整備

事業管理計画」を踏まえつつ、事業実施前にあらかじめ関連施策との十分な調整を行い、

関係者間の合意形成を図りながら、計画的に事業を実施します。 

また、基盤整備部門と農業普及部門とが一層の連携を図り、ほ場整備事業の計画段階

においては、事業計画区域の長期的営農ビジョンを検討したうえで営農計画等を策定す

るとともに、事業実施中、完了後においても、継続的に営農の取り組みに対し支援を行

うなど、基盤整備を契機とした地域農業の確立、産地形成のための取り組みを進めます。 

特に、中山間地域の維持・発展のためには、島根県中山間地域活性化計画において重

点施策としている「小さな拠点づくり」の推進に向けた「人材づくり」や「地域づくり」

など地域住民が主体となって取り組むソフト対策と、多面的機能の維持保全や農業の継

続的な発展のための生産基盤の整備、農村に住み続けていくための道路や下水道などと

いった生活環境基盤の整備などのハード対策の連携を密にして、地域振興と産業振興の

両面から同時に対策していく必要があり、関係部局との連携を密にしつつ、効果的な整

備に取り組んでいきます。 

２）農業農村整備事業の理解を深めるための広報活動の推進 

農業・農村は、食料供給の役割だけでなく、国土の保全、水源のかん養、自然環境の

保全、良好な景観の形成、伝統文化の伝承などの多面的機能を有しており、これらの農

業・農村の持つ多面的機能は、単に農業者のためだけのものではなく、都市住民や地域

住民にとってもかけがえのないものであり、大きな恵みをもたらしています。 

これらの多面的機能を維持・発揮していくためには、農村地域において適切な生産活

動や資源保全管理がなされ、未来にわたり「農業を守り、農村を守っていくこと」が重

要です。 

農業農村整備事業におけるほ場整備の取り組みは、生産コストの削減や水田の汎用化

による高収益作物の導入、ほ場整備を契機とした営農組織や法人の設立、担い手への農

地の集積・集約化など農業生産力の強化を図り、国内における食料の安定供給や食料自

給力の維持向上など国民全体の利益につながります。 

さらには、排水機場の整備や長寿命化による地域の湛水防止やため池の改修、地すべ

り対策などは、地域住民の安全安心を保ち、また、農業集落排水や農道・集落道の整備

などによる農村地域の生活環境の整備は、農村地域で生活していく上での利便性を向上

させていくなど農業者のみならず地域住民へも大きく寄与するものです。 

こうした農業・農村の持つ多面的機能や農業農村整備事業が果たす役割や効果につい

て、引き続き広く県民の皆さんに理解していただけるよう、今後も広報活動に努めてい

きます。 
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