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4 章

地域別の展開

「棚田の学校」
（富山市八尾町下乗嶺）

　※第４回「とやまの農山村写真展」優秀賞（富山県知事賞）受賞作品
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地域の概要
　新川地域は、県東部、魚津市、滑川市、黒部
市、入善町、朝日町の３市２町から構成され、そ
の地勢は、大小河川がつくる扇状地が広がる一
方、比較的に勾配が急な地形となっています。
　古くから幾多の洪水被害を受けており、以前の
ほ場は、耕土の不足、大きな減水深、脆弱な水利
施設など、農業生産にとって極めて条件の悪いも
のでした。 
　このため、昭和30年代には、流水客土※1による
耕土の確保や、取水施設など基幹水利施設の整備
が実施され、昭和40～50年代には、各市町でほ場
整備事業を実施し、農業生産の安定化と効率化に
必要な農地整備が図られてきました。 
　現在、米を中心に大豆、大麦が基幹作物として
生産される一方で、地域ブランドとして、ねぎ、
ジャンボ西瓜、りんご、日本なし、チューリップ、
ゆりなどの園芸作物が、また、近年ではキャベツ
やももなど新たな園芸作物の導入が進んいます。
　農業以外では、各種商業施設や電子部品や食品
などの工場が立地している一方で、「杉沢の沢ス
ギ」に代表される自然環境の保全の取り組みも見
られ、農業や商工業と自然環境のバランスが取れ
た魅力的な農村地域が広がっています。

【地域名】新川地域　～水と大地の恵みを活かした清流の里づくり～

※ 1　流水客土：粒の細かい粘土を水圧ポンプで削り、その泥水を用水路に流して田に行き渡らせて耕土を補給すること

富山県の農業水利施設の整備状況と資産価値

出典：農林水産統計年報など富山県農村整備課調べ
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耕地面積
（ha）

ほ場
整備率
（％）

担い手経営
面積割合
（％）

総面積
（㎢）

農家戸数
（戸）

総人口
（人）

200.61

54.63
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46.0
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88.6

92.0
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地域の農業水利用施設

出典：富山県農村整備課調べ

施設名 新川地域 対県比率

－

5

39

－

4

1,635

11.9%

2.0%

30.8%

26.8%

ダム（箇所）

頭首工（箇所）

ため池（箇所）

揚水機場（箇所）

排水機場（箇所）

水路（㎞）

地域の特産品

市町村名 地域の特産品

だいこん、こまつな、ねぎ、りんご、日本なし、ぶどう、ゆり

さといも、白ねぎ、りんご、ぶどう、海洋深層水トマト

ねぎ、まるいも、もも

ねぎ、さといも、ジャンボ西瓜、もも、チューリップ球根、電照菊

ねぎ、柿、電照菊

魚津市

滑川市

黒部市

入善町

朝日町

農業生産基盤が整備された黒部川扇状地
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地域の現状と課題

地域別の将来ビジョン

　新川地域では、豊かな水を活かした米中心の
農業経営が展開されていますが、担い手の経営
面積割合は県内平均より高い地域となっています。
　しかし、早期にほ場整備が実施されたところ
では、用水の老朽化による水路からの漏水など
農業生産に支障をきたしており、園芸作物等の
導入など水田のフル活用に不可欠な農地の汎用
化整備が求められています。また、一部に区画
整理が未実施の地域も存在し、大型機械の導入
が困難なため、担い手への農地集積・集約化の
障害となっています。
　さらに、昭和30年代に整備された頭首工等の
基幹水利施設は、老朽化が著しく、施設の長寿
命化対策が必要となっており、中山間地域の山
腹水路では、近年集中豪雨による土砂災害が多
発し、用水の閉塞や破壊の被害により営農にも
影響が生じており、その機能回復や災害の未然
防止を図る対策が必要となっています。
　中山間地域では、高齢化等の進行による集落
機能の低下や野生鳥獣の生息域の拡大に伴い鳥
獣被害の拡大等が懸念されています。

　豊かで競争力のある地域農業を目指すため、
担い手への農地集積・集約化を加速させ、収益
力の向上が図られるよう、農地の更なる大区画
化や汎用化などを進めるとともに、自動給水栓
等のICT技術の導入など、農家が使いやすく、
農作業の省力化が図られるよう、きめ細やかな
農地整備を推進します。
　また、老朽化が著しい基幹水利施設は「機能
保全計画」に基づき長寿命化を図るとともに、
集中豪雨による災害を未然に防止するため、た
め池の耐震整備などを推進します。
　さらに、農業農村整備の推進には地域の協力
が不可欠であることから、「新川水土里たよ
り」の発行や土地改良施設の見学会等を通じ、
幅広いＰＲ活動を行い、地域住民の理解の醸成
を図ります。

ほ場整備予定地域（出島地区 黒部市）

土砂崩壊状況（愛本新用水路　黒部市）

首都圏の大学生が帰農塾に参加（H30 砺波塾）

ねぎ（ほ場の汎用化による生産拡大と効率化）十二貫野湖見学（黒部川左岸土地改良区）
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出典：富山県農村整備課調べ
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４章　地域別の展開
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施策の展開

●農業水利施設の保全・高機能化
　老朽化が進行した農業用用排水路について、機能保全
計画に基づきひび割れ補修や表面被覆工法などの機能保
全対策を実施することで、施設の長寿命化とライフサイ
クルコストの低減を図ります。

●防災・減災対策の推進
　近年増加傾向にある集中豪雨に対応し、法面崩壊によ
る水路閉塞や溢水被害を未然に防止するため、山腹水路
を暗渠化し、施設の保全による農作物の安定生産を図り
ます。
  また、老朽化や耐震強度が不足するため池を計画的に
改修し、決壊による農業被害等の発生を防止します。

●土地改良区の体制強化
　組織の再編や小水力発電の推進、土地改良区会計の複
式簿記化など運営基盤強化に繋がる取組を推進し、土地
改良区の体制強化を図ります。

●担い手の体質強化に向けた農地の大区画化等の
　推進

　ほ場の大区画化や用排水路・農道の整備などを推進
し、意欲ある担い手への農地利用集積や、コスト低減な
ど生産性向上を図ります。
　また、将来の一層の省力化に向け、自動給水栓などＩ
ＣＴやロボット技術に対応したほ場整備を推進します。

●多様な農産物生産のための汎用化の推進
　漏水が著しい用水路の改修や、暗渠排水・客土などの
設置により農地の汎用化を図り、管内のＪＡが取り組む
ねぎやキャベツ等の１億円産地づくり戦略品目や、高収
益作物の作付を拡大し、担い手の複合経営を支援します。

◯（施設）の適切な管理と強靱な基盤の形成水

施設の長寿命化対策（小川幹線水路 朝日町）

水路の暗渠化による防災対策
（下椿用水路 魚津市）

農業用水を利用した小水力発電
（浦山新発電所　入善土地改良区）

大区画化されたほ場（舟川新地区 朝日町）

汎用化されたほ場でのキャベツの収穫
（三ヶ地区 魚津市）

競争力の高い農業を支援する◯（農地）の
整備

土 農道ターン
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●地域資源の有効活用
　地域特産品を活用した商品開発や製造・販売を支援するととも
に、女性農業者の起業活動、６次産業化など所得向上を目指す取組
みを支援します。
＜支援例：果実のスイーツ（魚津市）、さつまいものスイーツ（黒
部市）、里芋コロッケ（入善町など）＞

●快適で豊かな農村環境の整備
　「多面的機能支払交付金」等の制度を活用し、農村の持つ豊かな
地域資源を地域住民が一体となって適切に保全する活動を支援する
とともに、この活動を次世代に継承する取り組みを推進します。
　また、小学生を対象とした「田んぼの生き物調べ」等、農村の持
つ豊かな自然環境の保全に関する地域住民の意識の向上を図ります。

●都市農村交流の推進
　当地域の「とやま帰農塾」と連携し、農山村の文化や豊かな自然
に触れ、田舎暮らしを体験する交流活動を通じて、都市住民の移
住・定住を促進します。
　また、北陸新幹線の開業を機に身近になった県内外の都市住民を
対象に、「とやまの田舎※2」等への参加誘導を促進し、都市農村交
流の取組を支援します。

●中山間地域の活性化
　鳥獣被害防止柵の設置による農作物被害の防止と農地の保全管理
を促進するとともに、黒部市に整備された新川地区獣肉加工施設を
核とした獣肉の利活用の推進を図ります。
　また、魚津市松倉地区や朝日町笹川地区など、地域資源を活かし
た交流活動や特産品の開発などの取組みを推進し、中山間地域の活
性化を図ります。

※ 2　「とやまの田舎」交流支援事業により、富山の地域特有の魅力を活かして都市住民との交流拡大を図り、元気な地域づくりを支援

【事例】みな穂　あいさい広場（農産物販売加工施設運営）みな穂農業協同組合

　平成25年５月に、入善町・朝日町の農業者自らが生産・加工・販売を行い、地産地消を推進する総合施設とし
てオープンしました。
　出荷登録者数は約400名・組織にのぼり、
入善ジャンボ西瓜をはじめ、中山間地の特産
物、農家の開発したオリジナル加工品など多
彩な販売品が揃い、地域に根付いた直売所と
なっています。
　また、交流スペースでは、女性組織、青年
及び若手農業女子によるフード提供も行われ
ており、農業者と消費者の交流の場として賑
わっています。

豊かで美しい◯（農村）の形成里

さつまいものスイーツ
（黒部市）

児童会が参加する景観形成活動
（青島地区 入善町）

とやま帰農塾（笹川塾 朝日町）

地域住民とインターンシップによる
鳥獣被害防止柵の設置（魚津市）　

里芋コロッケのＰＲ販売あいさい広場

４章　地域別の展開
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地域の概要
　本地域は、県の中央部から南
東部に位置し、富山市、舟橋
村、上市町、立山町の１市２町
１村で構成されています。
　北は富山湾に面し、東は北ア
ルプス、南西は呉羽丘陵から飛
騨山系に連なる山岳地帯に囲ま
れています。標高3,000ｍの北
アルプスから富山湾まで、その
距離はわずか50数㎞であり、常
願寺川や神通川等の河川は急流
となって流れ、豊かな扇状地を
形成しています。
　本地域の農業は、その地形的
特性と大量の降雨や雪により、
古くから、水害に苦しみながら
も水を治め、用水を切り開くこ
とによって、豊かで良質な水を
利用した米の生産に取り組んで
きました。
　現在、富山米新品種「富富富」をはじめとし、多様
な需要に応じた米づくりに取り組むとともに、北陸最
大の産地の「呉羽梨」や「富山トマト」、「富山白ネ
ギ」はブランド産地として生産振興しています。　
　また「1億円産地づくり」による「軟弱野菜」、
「さといも」、「ねぎ」等の大規模な園芸作物の産地形
成が進められています。中山間地域では「音川の大カ
ブ」や「山田のリンゴ」など地場特産品づくりが進め
られており、さらに薬用植物の産地化・生産向上の促
進を図っています。
　このほか、本地域には包蔵水力（豊富な水量と落
差）を有する農業用水が多く存在することから、小水
力発電の整備が進められています。

【地域名】富山地域  ～都市と農村の共生、水がきらめき人がかがやく里づくり～

　本地域の農村景観や豊かで清らかな水は、国内でも高
い評価を受けています。

　・全国疎水百選「常西合口用水」「舟倉用水」
　・日本棚田百選「三乗」
　・水源の森百選「ありみね」
　・名水百選「穴の谷の霊水」「立山玉殿湧水」
　・平成の名水百選「いたち川の水辺と清水」
　・日本の自然100選「呉羽丘陵」
　・美しい日本の歴史的風土100選「八尾町の街並み」他

富山県の農業水利施設の整備状況と資産価値

出典：農林水産統計年報など富山県農村整備課調べ

市町村名
耕地面積
（ha）

ほ場
整備率
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担い手経営
面積割合
（％）

総面積
（㎢）

農家戸数
（戸）

総人口
（人）

1,241.77

3.47

236.71

307.29

1,789.24

42.1%

419,123

3,025

21,523

21,523

470,423

43.6%

富山市

舟橋村

上市町

立山町

計（平均）

対県比率（％）

6,570

81

847

1,188

8,686

36.5%

39.1

55.3

45.8

54.3

（42.7）

－

13,200

179

1,640

3,430

3,430

31.5%

85.9

71.4

61.8

92.8

（84.7）

　－

地域の農業水利用施設

出典：富山県農村整備課調べ

施設名 富山地域 対県比率

2

13

181

25

2

1,546

22.2%

31.0%

9.4%

 80.6%

15.4%

25.3%

ダム（箇所）

頭首工（箇所）

ため池（箇所）

揚水機場（箇所）

排水機場（箇所）

水路（㎞）

地域の特産品

市町村名 地域の特産品

蓮（工芸品）

さといも、白ねぎ、小菊

みずな、切花（菊、グラジオラス）、
チューリップ、さといも、もも、ねぎ

富山市

立山町

舟橋村

上市町

梨、ねぎ、トマト、かぶ、菊、啓翁桜、りんご、
らっきょう、えごま、ぎんなん、いちじく、
なす、みょうが、もも、マスカット、すいか、
ばれいしょ、だいこん

加工用キャベツ（富山市）

軟弱野菜
（チンゲンサイ等）

（富山市）

さといも（上市町）

ねぎ（立山町）
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地域の現状と課題

地域別の将来ビジョン

　富山地域は都市近郊に位置することから、
農家戸数の減少が著しく、農村地域における
都市化・混住化が進行しています。昭和55年
から平成27年までの35年の間、本地域の農家
戸数は４割に減少しました。
　用排水路など土地改良施設は農業者が中心
となって維持管理をしていますが、土地持ち
非農家の増加、都市化・混住化の進行によ
り、管理の粗放化や施設機能の低下が生じて
います。
　また、昭和30年代から30a区画でほ場整備
を進めてきましたが、本地域のほ場整備率は
84.7％であり、小区画田も残り、農道は狭く農
業機械の大型化等に対応できないため、生産
コストの低減の支障となっています。
　このため、市街化区域や中山間地域が多い
富山地域では、地域一体となった担い手の育
成・確保が難しく、担い手への農地集積率
は、県全体60％に対し本地域では43％と低く
なっており、担い手への更なる集積と、経営
基盤の強化が必要となっています。
　本地域の農業水利施設等は、造成後40年以
上経過し、その大半が耐用年数を迎える状況
にあり、用排水路などの施設の老朽化や機能
低下が生じ営農に支障が出ています。
　高齢化や人口減少が進む中山間地域では、
後継者の確保が困難で、野生鳥獣による農作
物被害も増加しており、耕作放棄地の増大が
懸念されています。

　農業経営の規模拡大や高収益作物の生産に
適した生産基盤となるような、ほ場の大区画
化や汎用化の整備と担い手への集積・集約化
を推進します。さらに、ICTを利用した自動給
水栓等を活用したスマート農業の展開による
省力化・低コスト生産を推進します。
　農地・農業用水等の適切な保全管理を行うため、機能保全計画に基づいた計画的な土地改良施設の整
備を行います。
　近年多発する地震や集中豪雨などの災害からの被害を未然に防止するため、農地や農業水利施設の防
災・減災対策として、老朽化したため池や用排水路の整備を推進します。
　高齢化や人口減少が進む中山間地域では、中山間地域等直接支払制度の活用や地域資源を生かした６
次産業化、地域ぐるみでの鳥獣被害防止対策などの取り組みを推進して農業の持続を図り、耕作放棄地
の発生防止などに取組みます。
　北陸新幹線の開通により活発化した都市農村交流をさらに進め、地域の特色を生かしたグリーン・
ツーリズムを推進するとともに、受け入れ体制の整備並びに情報発信の充実・強化を図り、交流人口の
増加を目指します。
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富山地域の耕作放棄地面積の推移
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ほ場整備率（30a以上）と担い手経営面積割合

出典：富山県農村整備課調べ

ほ場整備率（％）

担
い
手
経
営
面
積
割
合（
％
）

富山地域
その他地域
県平均

25％増

４章　地域別の展開



― 42 ―

施策の展開

●農業水利施設の保全・高機能化
　農作物生産の基盤となる農業用水の安定供給を支えるた
め、農業水利施設の機能保全計画のフォローアップを行い
つつ、計画的な整備を推進します。
　また、農家の高齢化や後継者不足が進む地域において、
インターネットを介して遠隔操作が可能な自動給水栓の導
入を実証試験を経て本格的に推進します。これにより水管
理労力を削減し、生産コスト削減や農地集積を促進します。

●防災・減災対策の推進
　近年頻発する記録的な集中豪雨や地震等により、決壊し
下流域に甚大な被害を及ぼすおそれのあるため池を改修し、
人家や農地、重要なインフラへの被害を未然に防止します。
　また、土砂崩壊の危険が生じる箇所にある用排水路等の
農業水利施設について整備を行い、未然に災害を防止する
とともに安定した農業用水の確保を図ります。　　　

●土地改良区の体制強化
　土地改良区統合整備第４次推進計画により、水系または
（旧）市町村単位による統合整備（合同事務化）を推進し、
組織・運営基盤の強化を図ります。
　また、土地改良区の地域における役割や多面的機能を有
する土地改良施設の果たす役割を周知する広報活動（「地
域に学ぶ『10歳の探検』」による施設見学会）を実施します。
　さらに、土地改良区の施設管理体制の充実を図るため、
管理体制整備促進事業により支援します。

山腹水路に蓋を掛けることにより、水路への土砂流入に
よる溢水被害を防止します。あわせて維持管理の省力化
も図られます。

●担い手の体質強化に向けた農地の大区画
化等の推進
　小区画や不整形で作業効率が悪いほ場を大
区画化し、農地中間管理機構を通じて農地の
集積・集約化を一層促進させ、労働生産性の
向上を図ります。
　また、担い手の高齢化や後継者不足等が深
刻となる中、スマート農業技術を普及させ、
低コスト農地整備の実現に向け、ICTを活用
する情報化施工の取組みを推進します。

●多様な農産物生産のための汎用化の推進
　園芸作物等の生産を可能とする汎用化整備
を行い、農作物の収量・品質を高め、生産性
の向上を図ります。

◯（施設）の適切な管理と強靱な基盤の形成水

競争力の高い農業を支援する
◯（農地）の整備土

改修前後の宮腰用水路（富山市八尾町桐谷地内）

自動給水栓の実証試験（富山市八尾町岩屋地内）

施設見学会リーフレット

大区画化整備前後のほ場（富山市長沢地内）

大型農業用機械の導入
（富山市水橋地内）

畑作物（ねぎ）の栽培
（富山市水橋地内）

小学４年生
を対象とし
た農業用水
の見学会

整備前（10a） 整備後（1ha）
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●目指す農地整備（基盤整備）の姿
　小区画で効率的な農業が困難であり耕作放棄地拡大が懸念さ
れる水橋地域においては、広域的な地域農業の体質強化を目的
に、水稲依存からの脱却による「とやま型農業経営モデル」を
確立し、スマート農業にも対応した大規模かつ先進的な基盤整
備を目指します。
　さらに、本地区で確立した経営と基盤整備のモデルを県内他
地域にも展開し、県全体への波及効果を促進します。

●地域資源の有効活用
　農業水利施設等に係る維持管理費の節減などのために、固定価格買
取制度を活用した小水力発電所の整備を推進します。
　再生可能エネルギーの利用により二酸化炭素の排
出削減に寄与し、地球温暖化対策に貢献します。

●快適で豊かな農村環境の整備
　土地改良事業を行う際には、その場所に生息する
動植物を事前に調査し、周辺環境に配慮した整備に
努めます。
　また、「田んぼの生き物調べ」や「用水見学会」を
通じて、環境学習や土地改良施設の役割をＰＲする
ことで、土地改良事業への理解の醸成に努めます。
　さらに、「多面的機能支払交付金」制度を活用
し、非農家を含めた集落ぐるみによる農村環境や土
地改良施設の保全管理活動を推進します。

●中山間地域の活性化
　中山間地域直接支払制度や中山間地域総合整備事業（広域連携型
「富山広域」地区）を活用し、中山間地域での営農活動等の支援と、
生産基盤等の整備を行います。
　また、中山間地域の集落と企業・団体が連
携した取組みや６次産業化への取組み等を支
援します。
　

（鳥獣被害防止対策の推進）
　近年増加する農作物被害を減少させるた
め、有害獣の捕獲をはじめ、イノシシやサル
等に対応した侵入防止柵の設置やカラス被害
対策、集落のリーダーの育成等の住民一体と
なった鳥獣被害防止対策を支援します。

●都市農村交流の推進
　富山の特色を活かしたグリーン・ツーリズムや
「とやま帰農塾」等での活動を通して、交流人口
の拡大や移住・定住を促進します。
　また、北陸新幹線の開通を契機とした都市住民
との交流を活性化させるため、積極的に活動を
行っていきます。さらに、ジビエや地域資源を活
用した地場特産品づくりを支援します。

豊かで美しい◯（農村）の形成里

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

管内のイノシシ被害額と捕獲数

出典：農村振興課調べ

富山市被害
上市町被害
立山町被害
合計捕獲数
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富山市水橋地域（受益約 600ha）

中滝発電所（富山市上滝地内）

用水見学会
（上市町神田地内上条頭首工）

特産品の開発（富山市八尾町河西地内）

地域リーダーの現地研修

とやま帰農塾（富山市八尾町大長谷地内）

田んぼの生き物調べ
（富山市水橋平塚地内）

多面的機能支払交付金を
活用した水路法面の植生

（富山市婦中町鵜坂地内）

４年間で、被害額は
約2.4倍、捕獲数は
約3.5倍に増加。

４章　地域別の展開
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地域の概要
　本地域は、県の北西部に位置し、高岡市、
氷見市、小矢部市、射水市の４市で構成さ
れています。
　その地形は大きく三つに分けられ、中央
部は、庄川を始めとした大小多数の河川に
より形成された扇状地、東部は、沖積層の
軟弱地盤からなる低平地で形作られた沖積
平野、西部は、500ｍ以下の山々が連なる
丘陵地が広がっています。

○中央部
　砺波平野の中下流域で豊富な湧水が各地で見られます。
　肥沃で水が豊富なことから、米を中心に大麦、大豆の生産
が行われています。

○東部
　射水地区は湿潤な低平地であり、かつては湛水被害に悩ま
されていましたが、排水施設の整備による乾田化と用水整備
が行われ、現在は米を中心に大麦、大豆の生産が行われてい
ます。　

○西部
　氷見・二上・石動丘陵などの中山間地域があり、地すべり
が発生しやすい新第三紀砂岩・泥岩により構成されています。
　園芸・畜産の割合が比較的高いほか、近年では点在する小
規模な集落の棚田、里山等の地域資源を活用した都市住民と
の交流が行われています。
　また、氷見市ではイタセンパラやオニバスなどの希少動植
物が見られます。

【地域名】高岡地域  ～元気な農林業の実現と魅力ある農山村の創造をめざす～

富山県の農業水利施設の整備状況と資産価値

出典：農林水産統計年報など富山県農村整備課調べ

市町村名
耕地面積
（ha）

ほ場
整備率
（％）

担い手経営
面積割合
（％）

総面積
（㎢）

農家戸数
（戸）

総人口
（人）

209.57

230.56

134.07

109.43

683.63

16.1%

174,892

49,830

31,128

94,301

350,151

32.4%

高岡市

氷見市

小矢部市

射水市

計（平均）

対県比率（％）

2,812

2,119

932

958

6,821

28.7%

59.6

42.9

75.7

81.2

（65.0）

5,290

3,180

3,620

3,680

15,770

27.0%

86.1

46.8

82.9

62.6

（71.0）

　

地域の農業水利用施設

出典：富山県農村整備課調べ

施設名 高岡地域 対県比率

4

 16

1,522

3

7

1,990

44.4%

 38.1%

79.4%

9.7%

53.8%

32.6%

ダム（箇所）

頭首工（箇所）

ため池（箇所）

揚水機場（箇所）

排水機場（箇所）

水路（㎞）

地域の特産品

市町村名 地域の特産品

高岡市

氷見市

小矢部市

射水市

チューリップ、ほうれんそう、にんじん

ねぎ、ハトムギ、稲積梅、マコモタケ、氷見牛

ハトムギ、キャベツ、さといも、バラ

ねぎ、えだまめ、いちご、こまつな、梨、菊

高岡地域に広がる散居景観
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地域の現状と課題

地域別の将来ビジョン

　本地域のほ場整備率は約71％であり、県平均
（84％）より低くなっていますが、担い手経営
面積割合は、射水市・小矢部市の集落営農の組
織化が顕著であることなどから、65％と県平均
（60％）より高くなっています。
　また、担い手の高齢化等により後継者が不足
しており、今後、少数の経営体が大多数の水田
を管理することが必要と想定されます。
　ほ場整備事業の導入を契機として更なる担い
手経営面積割合の増加を図ることが必要です。　
　近年の集中豪雨や混住化等の進行に伴う排水
量の増大による浸水被害や地すべり等の自然災
害による農業用施設等への被害を未然に防止す
ることが求められています。
　昭和40年代を中心に整備された農業水利施設
は、整備後40年以上経過し施設機能の低下が著
しく、計画的な整備が求められています。また、
突発事故の発生等、非常時の体制整備の構築が
必要不可欠となっています。
　特にため池については、県内の農業用ため池
1,916箇所のうち本地域のため池は1,522箇所（約
79％）が本地域に存しており、防災重点ため
池については、県内159箇所のうち91箇所（約
57％）が存し、その約８割、75箇所（未調査箇
所含む）は十分な耐震性を有していません。
　対策が必要なため池が多く、限られた予算の
中での施設の運用も含めた計画的な整備が課題
となっています。
　中山間地域では、近年イノシシ等による被害
が増加しており、鳥獣被害の拡大による耕作放
棄地の増大が懸念されています。

　農業の振興を図るため、農地利用集積や
高収益作物の導入による農業所得の向上、
担い手の営農労力軽減やICTの活用による
地域の担い手が求める農地整備事業の実施
を推進し、元気な農業の実現と魅力ある農
山村の育成を目指します。
　地震や集中豪雨等の自然災害から県民の
生命や財産を守るため、防災重点ため池を
中心としたため池整備、基幹的農業水利施
設の整備や地すべり防止区域の保全管理を
推進します。
　また、整備後40年以上が経過し機能が低
下した農業水利施設の計画的な整備を推進
するとともに、突発事故の発生等、非常時
の体制整備を推進します。
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出典：富山県農村整備課調べ

出典：富山県農村整備課調べ

ほ場整備率（％）

新川地域
39

担
い
手
経
営
面
積
割
合（
％
）

高岡地域
その他地域
県平均

富山地域
181

高岡地域
1,522

砺波地域
174

新川地域 富山地域 高岡地域 砺波地域

高収益作物（キャベツ）の収穫
（JA いなば）

完成後

大区画ほ場における水稲の直播
（射水市）

瀬戸前大池（氷見市）
着工前

４章　地域別の展開
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●農業水利施設の保全・高機能化
　農業水利施設の老朽化が進行するなか、施設の長寿命
化対策を実施し、ライフサイクルコストの低減を図ります。
　地域における土地改良区の役割を県民へ知らしめるた
め、土地改良区が管理している施設について、広報誌や
用水見学会の開催等を通して積極的にＰＲを行います。
　突発事故発生時に対応が可能となるような体制を整備
し、事故発生時には迅速に復旧整備を実施します。
　農業水利施設等の整備と併せてICTを活用した省力化
対策を実施し、水管理労力の軽減を推進します。

●防災・減災対策の推進
　地震、豪雨の自然災害による被害を未然に防止するた
め、本地域内に多数存在するため池の点検や調査を計画
的に実施し、防災重点ため池を計画的に整備します。
　また、ため池災害時の被害を最小化するために、ハ
ザードマップの周知や整備を実施するまでの低水管理等
の運用により地域住民を巻き込んだソフト対策を実施し
ます。
　地すべり防止区域の監視を継続的に実施し、適切な地
すべり対策事業の実施や防止施設の長寿命化対策を計画
的に実施します。
　溢水被害に対応するため、基幹的農業水利施設等の整
備を推進します。

●土地改良区の体制強化
　農業生産や農業・農村の多面的機能を支える土地改良
施設を維持管理している土地改良区について、その施設
管理強化、財務管理強化、統合整備強化など体制強化を
推進します。
　土地改良区検査等における指導・助言等により土地改
良区の役割発揮を支援します。

●目指す農地整備（基盤整備）の姿
　農地整備事業（大区画化整備）の実施に伴い、担い手
の規模拡大が進展するなか、スケールメリットが発揮さ
れにくい水口毎の水管理等に要する労力の大幅な削減を
可能とするICTを活用した技術の導入を推進します。

施策の展開

◯（施設）の適切な管理と強靱な基盤の形成水

四ヶ村用水路改修（小矢部市）

三日市頭首工見学（高岡市）

庄川左岸エリアの溢水状況（高岡市）

石仏池 緊急放流施設が未整備（氷見市）

自動給水栓実証実験（氷見市）
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大区画化したほ場（射水市）

排水性を高める暗渠排水の施工（射水市）

草刈りを安全に行うための小段の設置（小矢部市）

地域と企業との協働による安納芋収穫（高岡市）

イノシシ被害防止のための電気柵設置（氷見市）

●担い手の体質強化に向けた農地の大区画化等の
推進
　地域農業の担い手となる認定農業者や集落営農組
織等が、効率的な営農の展開を図れるよう農地の大
区画化整備を実施します。
　また、農地の集積・集約化の一層の推進を図るた
め、農地中間管理機構を活用します。

●多様な農産物生産のための汎用化の推進
　排水性を高める暗渠排水等のきめ細やかな整備を実
施し、消費者ニーズに対応した高収益作物の導入を促
し、特色ある産地の形成に寄与します。

　各事業の実施にあたっては、担い手と普及指導員、
JA営農指導員等との一層の連携強化を図り、支援・助
言等を行うとともに、担い手が求める農地整備を実施
します。

競争力の高い農業を支援する◯（農地）の整備土

●地域資源の有効活用
　小水力発電は、資源が枯渇せず繰り返し利用が可能
な再生可能エネルギーであり、環境負荷が少ないク
リーンエネルギーです。土地改良施設の維持管理費の
節減にもつながることから、農業水利施設を活用した
小水力発電の導入支援を進めていきます。

●快適で豊かな農村環境の整備
　地域ぐるみでの水路の泥上げ、草刈りなど地域資源
を適切に保全管理し、次世代に継承する取り組みを推
進します。
　各市の田園環境整備マスタープランに基づき、整備
事業にあたっては事業実施区域に生息する動植物を事
前に調査し、多様な生物の生息環境の保全、負荷軽減
など周辺環境に配慮した整備に努めます。

●都市農村交流の推進
　「とやま帰農塾」等を活用した都市住民との交流や
中山間地域チャレンジ支援事業を活用した集落の活性
化の取組み等を支援し、個性豊かで魅力ある農山村の
形成を推進します。

●中山間地域の活性化
　中山間地域チャレンジ支援事業で農福連携や地域独
自の特産物の商品開発等を、中山間地域保全パート
ナーシップ推進事業で中山間地域の資源を活用したい
市民団体等との連携を支援します。
　集落機能の維持・活性化を図るため、中山間地域等
直接支払制度等の活用を推進します。
　電気柵の設置などの鳥獣被害防止対策の支援を行
い、耕作放棄地の発生防止に努めます。

豊かで美しい◯（農村）の形成里

４章　地域別の展開
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地域の概要
　本地域は、県の南西部に位置し、砺波
市、南砺市の２市で構成されています。砺
波平野は飛騨山地を源流とし、広大な流域
を持つ庄川及び小矢部川により形成された
複合扇状地で、その豊富な水量と肥沃な土
壌に恵まれた穀倉地帯です。平野部では、
屋敷林に囲まれた家屋が点在する「散居」
が広がり独特の集落景観を形成し、山間部
に位置する五箇山地域や砺波平野を囲む中
山間地域では、世界文化遺産に登録された
合掌造り集落をはじめ、国立公園や県立自
然公園に指定されるなど、優れた文化や自
然環境を有し、生物多様性の確保と人と自
然の共生の場となっています。

　北陸自動車道、東海北陸自動車道などの
広域的な交通基盤の整備充実に伴い、東
海・飛騨地方、北陸各地域との交流拡大や
豊かな自然、伝統文化を活かした恵まれた
観光資源により交流人口の増加による発展
が期待されています。

　砺波市を中心に生産される「チューリッ
プ」と「水稲種もみ」は質・量ともに全
国トップレベル、「たまねぎ」は県内一の
生産量を誇り、一大産地になりつつありま
す。

　南砺市では、従来から「干柿」「さとい
も」など、地域特性を生かした生産活動を
進めるとともに、「にんにく」「ブロッコ
リー」「アスパラ」などの新たな作物への
取り組みも進められているほか、中山間地
域では、「そば」「赤かぶ」などの気候風
土に合った作物の生産が進められていま
す。

　農業生産を支える農業用施設は、ほ場整
備率95%と高い水準となっているほか、庄
川合口堰堤や刀利ダムなどの基幹施設や幹
線用排水路整備が計画的に進められ、農業
用水を活用した小水力発電所は10箇所整備
されています。

【地域名】砺波地域  ～水と緑と歴史・文化がつなぐ田園空間づくり～

富山県の農業水利施設の整備状況と資産価値

出典：農林水産統計年報など富山県農村整備課調べ

市町村名
耕地面積
（ha）

ほ場
整備率
（％）

担い手経営
面積割合
（％）

総面積
（㎢）
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（人）
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砺波市
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計（平均）
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74.6

（73.9）

4,810

7,300
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（93.6）

　

地域の農業水利用施設

出典：富山県農村整備課調べ

施設名 砺波地域 対県比率
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地域の特産品

市町村名 地域の特産品

砺波市

南砺市

たまねぎ、チューリップ、水稲種もみ、
ゆず、さわし柿

ブロッコリー、アスパラ、干柿、さといも、
赤かぶ、そば、スプレー菊、山菜、にんにく
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ほ場整備率（30a以上）と担い手経営面積割合

出典：富山県農村整備課調べ

ほ場整備率（％）

担
い
手
経
営
面
積
割
合（
％
）

砺波地域
その他地域
県平均

（出典：第 7 回「とやまの農村写真展」）

砺波平野
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地域の現状と課題

地域別の将来ビジョン

　昭和30年代から30a区画でのほ場整備を進めてきており、ほぼ全域が整備済みとなっていますが、農業
情勢の変化から、さらなる生産コスト削減や高収益作物の導入を目指し、ほ場の大区画化(1ha程度)や水
管理のICT化のニーズが高まっています。また農業就業者の65歳以上の割合が80%を超え、高齢化が進む
とともに、集落営農組織や大規模法人などの担い手の経営する農地の割合が県内でも高い地域となって
います。

　整備済みの基幹的な農業水利施設は、その大半が造成から60年近く経過しており、更新や維持管理に
かかる経費が農家の負担になっています。一方で、近年の都市化・混住化の進行により、雨水の流出形
態が変化しており、用排水路から農地や宅地への溢水被害が頻繁に発生しているなど、土地改良施設の
多面的・公益的機能が増大してきていることから、多面的機能支払による取組を進めるとともに、土地
改良施設の適正な管理体制の充実が求められてい
ます。

　中山間地域では、農業生産条件の不利や人口減
少に加え、近年のイノシシなど野生鳥獣による農
作物被害の深刻化により、耕作放棄地の拡大が懸
念されています。
　平野部では、農地転用の増加や生活様式の変化
などで屋敷林の減少が進み、散居景観の保全が求
められています。

　本地域では、農業生産基盤の整備と地域の担い
手への農地集積と集約を積極的に進めるととも
に、用水路などの土地改良施設を地域財産として
位置付け、住民全体で機能保全することにより、
優良農地を確保し、農業の持続的発展を図りま
す。特に、ほ場整備の大区画化による効率化と汎
用化による高収益作物を推進するとともに、「た
まねぎ」など本地域の気候風土にあった園芸作物
などの生産に適した農地整備を実施します。さら
に、これら農作物を活用した６次産業化を推進
し、地域産業の振興を図ります。

　土地改良区の運営基盤の強化を図るため、土地
改良区の統合整備等を進めるとともに、多面的機
能支払を活用し、土地改良区、農業者、地域住民
が協力して管理していく体制づくりに努めます。
また、地域資源を活用した小水力発電を推進し、
土地改良施設の維持管理に係る組合員の負担軽減
に努め、地域社会の活性化を目指します。
　
　農村の地域資源を保全・活用し、環境との調和
に配慮した快適な農村づくりを推進するととも
に、中山間地域を中心に鳥獣被害防止対策とし
て、集落環境管理、侵入防止対策、捕獲対策を総
合的に推進します。

乗用機によるたまねぎの収穫作業
（砺波市内）
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県内及び砺波地域のイノシシ被害状況
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出典：富山県農村整備課調べ

砺波管内 砺波市 全県砺波管内 南砺市

４章　地域別の展開
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●農業水利施設の保全・高機能化
　庄川合口堰堤や砺波平野に広がる幹線水路などの基幹的な農
業水利施設について、機能保全計画をもとに施設の長寿命化対
策を計画的に推進します。

●防災・減災対策の推進
　庄川左岸中・下流域での度重なる農作物や宅地などへの溢水
被害防止のため、国営附帯県営農地防災事業で用排水路や洪水
調整池などを整備します。
　また、本地域に点在する防災重点ため池の耐震化や農地地す
べり対策施設の長寿命化を図り、農地保全に努め、安定した農
業生産と地域の安全・安心を確保します。

●土地改良区の体制強化
　農業就業者の高齢化や担い手への農地集積に伴い、従来行わ
れていた地元住民等による土地改良施設の管理体制の弱体化が
進行しており、こうした中、土地改良区の体制強化が必要とさ
れていることから、運営基盤の強化と管理技術の向上に向けた
取組みを支援します。

施策の展開

◯（施設）の適切な管理と強靱な基盤の形成水

●担い手の体質強化に向けた農地の大区画化等の推進
　ほ場の大区画化と農地利用集積、集約の推進、「たまねぎ」など
の高収益作物の取組みに資する営農展開支援などと連携した農地整
備を推進し、経営の複合化による安定的な農業経営体の育成・支援
に努めます。

●多様な農産物生産のための汎用化の推進
　「たまねぎ」「にんにく」など園芸作物の大規模産地化を目指し、
客土や暗渠排水を含む排水性向上のためのきめ細やかな基盤整備を
進め、高収益作物の取組みをはじめとした多様な作物生産による複
合経営の推進を図ります。

●目指す農地整備（基盤整備）の姿
　自動給水栓などのICT技術導入に向け、農地整備事業を実施して
いる地区において、自動給水栓の実証に取り組んでいます。今後、
実証データを積み重ね、地区全域への拡大、他地区への導入など水
管理労力の省力化を推進します。

競争力の高い農業を支援する◯（農地）の整備土

改修された柳瀬口用水路
（庄西１期地区　砺波市）

改修された山王川用水路
（庄川左岸二期地区　砺波市）

大区画ほ場（東石黒地区　南砺市）

たまねぎの収穫（南砺市高堀）

自動給水栓
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●地域資源の有効活用
　土地改良施設の維持管理の節減を図るため、農業水利施
設を活用した小水力発電の導入支援を進めます。
　地域資源を活用した６次産業化や起業活動など、所得向
上を目指す取組みを支援します。また、優良な取組みの普
及啓発を図ります。

●快適で豊かな農村環境の整備
　「多面的機能支払交付金」制度により、活動中の集落に
は、地域資源の適切な保全管理のための活動と農業用施設
の軽微な補修や長寿命化のための活動を継続的に実施し、
農業・農村の多面的機能の維持・発展を図ります。取り組
んでいない集落には、事業の説明や先進事例を示して取組
みを促します。
　「散居景観保全事業」を活用し、屋敷林の維持・管理、
育成、散居景観の保全・創造に取り組みます。

●都市農村交流の推進
　農業・農村の生活体験や伝統文化体験ができる「とやま
帰農塾」や「とやま農山漁村インターンシップ」などを実施
し、交流人口の拡大や定住の機会創出につなげるとともに、
新たな受け入れ組織の増加に向けた取組みを推進します。
　農作業体験や田舎暮らしなど、都市住民の多様なニーズ
に対応した情報発信の充実強化を図ります。

●中山間地域の活性化
　五箇山地域や砺波・南砺の両市にまたがる中山間地域の
農地を守るため、中山間地域等直接支払制度や中山間地域
総合整備事業などを活用し、生産基盤の整備、耕作放棄地
の発生防止、生産体制の構築と農山村の活性化を推進しま
す。
　中山間地域におけるイノシシなどからの農作物被害対策
として、電気柵など侵入防止柵の整備、放置竹林の伐採な
どのイノシシを引き寄せない集落環境管理、被害集落周辺
での加害イノシシの捕獲対策を推進します。

豊かで美しい◯（農村）の形成里

【事例】農家レストラン大門

　地域住民が会社を設立し、砺波市大門地区で空き家となっていた
「アズマダチ」伝統家屋をレストランに改装し、散居村のゆったり
とした空間で地場産農林水産物を利用した「よごし」や「ゆべす」な
どの伝承料理を豪華な漆器（朱塗りの碗）に盛られ提供されている。
（平成28年度　地産地消給食等メニューコンテスト　北陸農政局長賞
受賞）

小水力発電所（庄西幹線用水地区　砺波市）

防草および景観形成のための花の植栽
（平成28年度　農村振興・環境保全優良活動表彰

知事賞　砺波市大坪地区）

帰農塾　五箇山塾なぎ畑の作業風景

電気柵設置点検状況（南砺市）

４章　地域別の展開


