
 
 
 
 
 
 
中山間ふるさと・水と土保全対策事業 
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中山間ふるさと・水と土保全対策について 
 
１ ⿃取県中山間ふるさと農山村活性化基⾦の概要 

県基⾦名 ⿃取県中⼭間ふるさと農⼭村活性化基⾦ 

設置目的 

 ⼭村振興法により指定された振興⼭村、過疎地域⾃⽴促進特別措置法に規定する過疎地域その他
⾃然的、経済的、社会的諸条件に恵まれない地域において、住⺠が共同して⾏う農⼭村が保有する多
様な機能の維持及び強化並びに利⽤及び活⽤に係る活動等を推進しもってこれらの地域の農⼭村の活
性化を図ること。 

国事業名 
中⼭間ふるさと・水と土保全対策事業 

（通称︓水土基⾦） 
中⼭間ふるさと・水と土保全推進事業 

（通称︓棚⽥基⾦） 

造成期間 平成５〜９年度 平成１０〜１２年度 

基⾦残⾼ 
(R1 末) 

７１３，５４６千円 ４５６，５７７千円 

１，１７０，１２３千円（県２／３、国１／３） 

国要綱 

 中⼭間地域において、農地や土地改良施設の
有する多⾯機能の良好な発揮と地域住⺠活動
の活性化を図るため、地域住⺠活動を推進する
⼈材の育成、施設や農地の利活⽤及び保全整
備等に対する⽀援を⾏う。 

 棚⽥及び周辺土地改良施設の有する多⾯的機能
の良好な発揮と地域住⺠活動推進を図り、中⼭間
地域の農業・農村の活性化を資することを目的とした
都市住⺠等の活動参加ネットワークの構築・運営、
地域住⺠活動を推進する⼈材の育成、施設や農地
の保全・利活⽤活動等に対する⽀援等を⾏う。 

対象事業
の概要 

○土地改良施設・農地の機能の強化・保全に
関する調査研究 

○地域住⺠活動の活性化などのための研修 
○保全対策事業の必要性等の啓発 

○都市住⺠等の保全活動への参加促進・⽀援 
○住⺠組織が⾏う保全活動の推進 
○住⺠組織が⾏う保全活動経費への助成 

 
２ 令和元年度における基⾦充当事業⼀覧                   （単位︓千円） 

事業名 内容 基⾦ R1 予算 R1 実績 

みんなで取り組む農⼭村保全活
動⽀援事業 

・農⼭村ボランティア事務局委託 
・とっとり共⽣の⾥ 
・むら・まち⽀え合い共⽣の⾥ 
・棚⽥カード 

水土 
棚⽥ 

14,081 12,849 

農村防災体制サポート事業 
・地すべり施設診断調査、⻑寿命化計

画策定 
水土 8,651 7,780 

農地法⾯管理省⼒化⽀援事業 ・モデル展⽰ほ場設置 
水土 
棚⽥ 

6,647 6,482 

合計   29,379 27,111 

 
３ 令和元年度における基⾦の運⽤状況 

  ○ 運⽤益  ７，２８６千円（債券運⽤、⼤⼝定期預⾦による運⽤益） 
  ○ 取崩額 １９，８２５千円（元⾦取り崩し） 

  ※毎年度の事業費は、国の要綱等により前年度末基⾦残⾼の３％が上限となっている。 
  ※近年は、運⽤益が減少傾向にあり、取崩額が⼤きくなりつつある。 
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４ 基⾦事業の実施に係る５ヶ年計画 

  本基⾦事業では、成果目標・必要事業量等を明確化した複数年にわたる事業実施計画を策定することとなって
おり、事業実施計画に基づく計画的な事業実施に加え、各年度及び目標年度における成果目標に対する事業実
績の評価を⾏うこととしている。 

 
○ 現計画 ・・・平成２７年度から平成３１年度（令和元年度）までの５年間 
○ 次期計画・・・令和２年度から令和６年度までの５年間 

 
５ 基⾦事業の評価ついて 

  本基⾦事業は、造成年から相当期間を経過しているため、基⾦事業として実施することの必要性や透明性、基⾦
規模の妥当性などについての検討や適切な対応を求められているところ。 

 
 本県の対応状況 

基⾦を巡る昨今の情勢を踏まえ、次の点について検討・対応をしつつ、適切な基⾦の管理及び事業実施を進め
ているところ。 

項目 検討・対応等 
基⾦事業としての性質
の該当性 

実施事業について基⾦⽅式によることの妥当性（複数年度にわたる事業、弾⼒的
な⽀出が必要、複数年度にわたる財源確保など）を判断するため、第三者からの
意⾒を踏まえた客観的な判断を継続的に実施。 

  第三者からの意⾒は本委員会を活⽤ 
基本的事項の公表に
係る規定の整備 

基⾦の運営及び管理に関する基本的事項等の情報を県ホームページ掲載し公
表。 

  以前より対応済み（基⾦の概要、事業実施計画、第三者委員会による評
価、各事業の実施状況、基⾦運⽤状況等） 

保有割合等の報告に
係る規定の整備 

保有割合等を国に報告するなどし、基⾦規模を客観的に把握するとともに、基⾦規
模の妥当性を適切に確認 

  基⾦の保有割合として、基⾦の毎年度の事業費上限額（前年度末基⾦残
⾼の３％）に対する事業計画額の割合を指標値として設定し、基⾦の必要
性、基⾦規模の妥当性について第三者からの意⾒を踏まえ客観的な判断を継
続的に実施。（判断基準については、今後国・各県の意⾒を踏まえ設定して
いく予定） 

22



事 業 実 施 計 画 書（H27〜R1）（全体版概要） 
１．事業実施の基本方針 

事業実施の基本⽅針 
「⿃取県農業⽣産１千億円達成プラン」に基づき、社会貢献活動に意欲的なボランティアや企業、市街地住⺠組織といった多様な外部サポーターと連携した地域資源の

保全活動への⽀援をしていくとともに、農地・農業⽤施設に係る維持管理労⼒の低減、⻑寿命化に向けた調査研究並びに普及啓発に対し必要な⽀援を⾏い、地域農業
の維持・活性化を図っていく。 

 目指す姿  
多様なサポーターとの連携による中⼭間地域の特性や資源を活かした⽣産活動や魅⼒づくりが拡⼤し、農村地域を守り、⽀えていく新たな⼈の流れがつくられていくことを

目指す。 

２. 事業計画及び実績                                                                ※事業量、事業費の下線部は実績 

事業名 事業内容 目標 現況 
H26 

成果 
目標 

参考年度別事業量 

H27 H28 H29 H30 R1 

とっとり農⼭村資源保全
活動推進事業 

農⼭村ボランティア事務局を⺠間団体へ委託し、ボランティア登録や
派遣、受⼊地区拡⼤の取組を⾏うと共に、集落調査等により課題や
求められる⽀援等について検討する。 

ボランティアによる農⼭村資
源の保全活動の定着・普
及 

35 地区/
年 

45 地区/
年 39 地区 40 地区 42 地区 46 地区 

45 地区 
↓ 

46 地区 
・共⽣の⾥推進加速化
事業 
・むら・まち⽀え合い共
⽣促進事業 

農村集落と企業や市街地住⺠が連携し、農業、農業⽤水路の保
全活動や農産物の⽣産、加工品づくり等を通じて農業・農村の活性
化につなげるモデル的な取り組みを実施する。 

外部サポーターによる農⼭
村資源の保全活動の定
着・普及 

5 地区 累計 
19 地区 9 地区 13 地区 17 地区 17 地区 

19 地区 
↓ 

17 地区 

農村防災体制サポート
事業 

市町村等と連携した農地地すべり防⽌区域適切な維持管理体制を
構築するため、機能診断や⻑寿命化計画の策定を進める。 個別施設計画の策定 － 9 地区 － － 4 地区 4 地区 

1 地区 
↓ 

1 地区 

農地法⾯管理省⼒化
⽀援事業 

中⼭間地域の農地法⾯について、センチピードグラスを⽤いた県版法
⾯管理省⼒化対策のモデル地区を各市町に設置し、取組の拡⼤を
させる。 

モデル地区の展⽰・ＰＲに
よる他地域への波及 － 74 地区 － － － 33 地区 

37 地区 
↓ 

29 地区 

県委員会の開催 効果的な事業推進を図るため、計画や実績について、学識経験者
から指導や助言を得るための委員会を開催する。 

基⾦事業の計画性・有効
性の確保 １回/年 １回/年 １回 １回 1 回 １回 

１回 
↓ 

１回 

参考事業費（千円）   14,556  16,107 16,037 32,712 27,876 
29,379 

↓ 
27,111 
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事 業 実 施 計 画 書（R2〜R6）（全体版概要） 
１．事業実施の基本方針 

 現状と課題  
中⼭間地域は、豊かな⾃然や景観、歴史と⽂化に育まれ、地域住⺠の⽣活の場としてのみならず、県土の保全、⾷料の供給然や⾷などの多⾯的な機能を有しており、

⻑い年⽉をかけて先⼈たちが⼤切に守り育ててきた貴重な財産である。しかしながら、本県の中⼭間地域の現状は過疎化や⾼齢化の進展により、耕作放棄地の増加のみ
ならず農業の共同活動等を⽀える担い⼿が不⾜し、集落機能の維持・存続も困難となりつつある地域もある。 

このため、将来にわたる農業・農村の維持保全と保有する多⾯的機能を維持発揮するための効果的な対策について、どのように複合的に展開していくかが今後も重要な
課題となっている。 

 事業実施の基本⽅針  
「⿃取県農業⽣産１千億円達成プラン」に基づき、社会貢献活動に意欲的なボランティアや企業、市街地住⺠組織といった多様な外部サポーターと連携した地域農業の

推進や地域資源の保全・活⽤への取組を⽀援するとともに、農地・農業⽤施設に係る維持管理労⼒の低減、⻑寿命化、防災減災に向けた調査研究並びに普及啓発等
への⽀援を通じて、地域農業の維持・活性化を図っていく。 

 目指す姿  
多様なサポーターとの連携や関係⼈⼝の増加により、中⼭間地域の特性や資源を活かした⽣産活動や保全活動、魅⼒づくりが拡⼤するとともに、農村地域を守り、⽀え

ていく新たな⼈の流れや体制が構築されていくことを目指す。 

２. 本事業計画に基づき達成すべき目標と指標 

番号 達成すべき目標 指標 活⽤事業 

① 農業・農村の保全、活性化に係る共同活動に多様
な⼈材が参画する地域数の増加 

多様な⼈材の参画地域数 
（単年及び累積） 

・とっとり農⼭村資源保全活動推進事業（継続） 
・共⽣の⾥推進加速化事業（継続） 
・むら・まち⽀え合い共⽣促進事業（継続） 

② 農地の維持管理省⼒化や保全、防災対策等に関
する取組地域の拡⼤ 

管理省⼒化等への取組数 
（累積） 

・農地法⾯管理省⼒化⽀援事業（継続） 
・農村防災体制サポート事業（継続） 
・地域で取り組むため池管理推進事業（新規） 

③ 農業・農村等の保全や機能発揮に向けた調査・研
究、普及啓発の取組を推進 

調査研究の取組数 
（累積） 

・農業農村整備事業基礎調査（継続） 
・次世代型農業インフラメンテナンス推進事業（新規） など 
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３.活⽤する事業内容 

目標 
区分 事業名 基準 

値 
目標 
値 ５ヶ年間の事業(量)内容 総事業費 

（千円） 

① 

  とっとり農⼭村資源保全活動推
進事業 

46 
地域/

年 

50 
地域/ 

年 

 中⼭間地域における⼈⼿不⾜、後継者不⾜等への効果的な⽀援として、⼤学⽣や⼀
般社会⼈などから構成される農⼭村ボランティアを派遣する取組を継続的に進め、５ヶ年
で農⼭村ボランティアの受⼊集落（地域）を５０集落（地域）まで拡⼤する。 

50,000 

  共⽣の⾥推進加速化事業 
  むら・まち⽀え合い共⽣促進事業 

17 
地区 

20 
地区 

 中⼭間地域における⼈⼿不⾜、後継者不⾜等への効果的な⽀援として、農村集落と
企業や市街地住⺠組織等の多様なサポーターとのマッチングを継続的にすすめ、５ヶ年で
累積協定地区数を２０地区まで拡⼤する。 

12,500  

② 

  農地法⾯管理省⼒化⽀援事業 62 
地区 

100 
地区 

 H28〜H29 に実施した農地法⾯管理省⼒化の実証試験結果を基に、本技術の普
及・推進を図るためのモデル地区設置を継続して⾏う。 
 また、技術普及に向けた地域研修会等を開催や作業マニュアルの改訂を⾏うとともに、
日本型直接⽀払等を活⽤した地域ぐるみでの取り組み推進などを段階的に実施していく。 

16,000 

  農村防災体制サポート事業 
  地域で取り組むため池管理推進

事業 

10 
地区 

（件） 

15 
地区 

（件） 

 ⼭腹水路やため池、地すべり防⽌区域などの実態調査やパトロール、⻑寿命化計画の
策定を継続的に実施しているところであり、今後５ヶ年間では、ため池の防災対策に係る
効果的な施策を講じていくための調査研究やその結果に基づく普及啓発を⼤学等の研究
機関と連携し、段階的に実施していく。 

31,000 

③ 
  農業農村整備事業基礎調査 
  次世代型農業インフラメンテナン

ス推進事業 など 

1 
件 

6 
件 

 農業・農村並びに農業⽤施設に対する実態調査や研究を学識経験者等と連携して実
施し、農業・農村等が抱える課題への解決策を検討するほか、保全並びに機能発揮に向
けたモデル的な取組などを段階的に実施する。 

46,250 

計画年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合計 
計画概算事業費 32,550 33,050 31,050 29,550 29,550 155,750 

概算平準化運⽤基準額（前年度基⾦残⾼の 3%） 35,000 34,500 34,000 33,500 33,000 170,000 

計画概算事業費の執⾏率 93.0％ 95.8％ 91.3％ 88.2％ 89.5％ 91.6％ 
※基準値は R 元年度末における各事業実績としている。 
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１ 事業の概要

大学生
一般社会人

企業
（従業員や家族）

市街地住民
（町内会や公民館）

●農業者の平均年齢
全国ベース66歳（鳥取県69.7歳）
→県内中山間地域（70歳を超える）

●農業従事者
70歳以上︓54％、60歳以上︓85％

●維持保全管理（直接⽀払等あるが）
集落での共同活動が⼤きな負担
（農地や⽔路等の草刈、泥上げなど）

●農村のマンパワー不⾜による閉塞感
を打開したい

●農村集落・地域の農業を盛り上げる
きっかけがほしい

中山間地域では⾼齢化や担い⼿不⾜から、これまで集落の共同作業で⾏ってきた農地や⽔路等の保
全管理ができなくなってきており、これに伴う住⺠の閉塞感も⾼まっている。
このため、農山村ボランティアや社会貢献に前向きな企業や市街地自治会等、多様な外部サポー

ターとの協働により、新たに農地等地域資源の保全管理に取り組む集落を⽀援し、地域の活性化を図
るものである。

と
っ
と
り
共
生
の
里

みんなで取り組む農山村保全活動支援事業みんなで取り組む農山村保全活動支援事業

（とっとり農山村資源保全活動推進事業）

（共生の里推進加速化事業）

（むら・まち支え合い共生促進事業）

鳥取県農業生産１千億円達成プランへの位置付け鳥取県農業生産１千億円達成プランへの位置付け

基本方針 重点分野
１０年後を⽀える多様な担い⼿
が活躍できる環境を整えます

①担い⼿の育成・確保
②農業分野での働き方改革の推進

産地⼒をアップし、農業所得を
⾼めます

③⽔田農業の収益性向上
●低コスト稲作技術の導⼊推進(農地法⾯管理省⼒化技術の推進)
④園芸産地の基盤強化
⑤収益性の⾼い畜産経営の実現
⑥TPP及び⽇EU・EPA等を踏まえた競争⼒強化と経営安定

「⾷のみやこ鳥取県」の魅⼒を
国内外に発信します

⑦農林⽔産物・加⼯品の輸出拡⼤
⑧６次産業化・農商⼯連携の推進、新商品の開発
⑨⾷のみやこ鳥取ブランドの発信

地域の農業を元気にし、農とと
もに活きる鳥取県を実現します

⑩中山間地域など地域農業の推進
●とっとり共⽣の⾥協定締結累積数
H28時点:12地区 ⇒R1実績:17地区(R5目標:20地区)

●農山村ボランティア派遣地区数
H28時点:40地区 ⇒R1実績:46地区(R5目標:50地区)

⑪農業⽣産基盤の次世代に向けた整備と保全
⑫農村地域の防災・減災対策の強化
⑬農とともに活きる鳥取県

●⽇本型直接⽀払
●農地中間管理機構連携
●農業⽤施設⻑寿命化

●ため池防災減災対策
●農村防災体制サポート
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⾼齢化・後継者不⾜の進⾏により、農地や農業⽤水路などの維持管理が困難になっている農⼭村集落に「農⼭村
ボランティア」を派遣し、農地など地域資源の保全管理を⽀援します。このボランティア派遣を⾏う事務局業務を⺠間
団体に委託するものです。

２ 農山村ボランティア （とっとり農山村資源保全活動推進事業）

水路清掃 鳥獣害防止柵設置 味噌づくり補助草刈り 収穫祭補助稲刈・はで掛け

横尾

門谷

上萩山

清水川

福永

西成

大立

五月田

白坪

上地

神馬

弓河内

神戸

別所

宮市

大江

睦逢

河本

屋住

明高

志谷

下西谷

長谷

上神

柿原

新規受入集落

継続受入集落

原

北福

芦津

西郷

山王

下坂

湯谷

多里

会下

日下部

柿原

山路
若土

山田

野井倉

羽田井

大滝

清山

野田

神戸

下蚊屋

令和元年度ボランティア派遣状況（３月末見込み）※上段（ ）は契約数量、参加人数は２月末時点

＜近年の取組状況＞
 近年は、受⼊地区数、派遣回数、参加⼈数とも

に増加傾向にある。
＜参考＞
〇募集⼈数 ︓ 最⼤20⼈、最⼩2⼈、平均5⼈
〇参加⼈数 ︓ 最⼤23⼈、最⼩1⼈、平均5⼈

 Ｒ元年度のボランティア活動割合
草刈り（22%）、地域⾏事（25%）、水路
清掃（14％）、⿃獣柵（10％）、その他

（⾥⼭整備等）（29％）
 中部地区の受⼊集落拡⼤を目指しているが、東

部、⻄部と⽐較すると低調である。
⇒次年度は、同集落への複数回派遣や隣接集
落への積極的なＰＲ等⾏っていくよう、委託団
体と調整を進めている。

地区名 受託者 派遣集落数 新規地区 継続地区 参加⼈数

東部 学⽣⼈材バンク ２０集落 （５回）３回 （４２回）５３回 ３４３⼈

中部 未来 １１集落 （５回）３回 （２０回）１６回 ９０⼈

⻄部 学⽣⼈材バンク １５集落 （５回）５回 （３１回）４１回 ２８５⼈

●事務局委託期間の延⻑（３年契約）によるサービスの安定化（平成３０年度から）
複数年契約により、春先のボランティア派遣調整が前年度から実施でき、ボランティア派遣の回数及び受⼊地域の

増加が期待される。（全体経費の削減にも効果あり）
●事業の効果的な⾒直し
平成１６年度から続く事業であり、事務局委託している⺠間団体（ＮＰＯ法⼈）の活⼒・能⼒が発揮しやすい

仕組みづくりの導⼊を引き続き検討し、３年契約の満了に合わせ改善していきたい。（Ｒ３年度から）

16 18
24 24 27 26

35 35
14 13

15 15 13 16
11 11

58 71 80 85 85 97 114 121

604 

737 742 713 631 651
670 718

0
100
200
300
400
500
600
700
800

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

新規地区 継続地区 派遣回数 参加人数（地区）

（年度）

（人）
（回数）

年度別実施地区数と新規地区の推移
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中⼭間地域の農村と企業や市街地住⺠が連携し、農地や農業⽤水路などの地域資源の保全活動を⾏いながら、
遊休農地の再⽣や農産物の⽣産、加工品づくりなどに取組み、農業農村の活性化につなげていきます。

３ とっとり共生の里

余戸地区

小船地区五月田地区

船岡地区

河本地区

屋住地区

菅福地区

福園地区
日光地区

御机地区

あいみ
富有の里地区

東小鹿地区

宮田地区

南さいはく地区

会下地区 東郷地区

3

地区名 市町名 協定締結日 協定者
(上段:集落、下段:企業)

余⼾地区 ⿃取市
佐治町 H27.3.20 ・余⼾集落

・旺⽅トレーディング

⼩船地区 若桜町 H27.3.20 ・⼩船集落
・因幡地区郵便局⻑会

五⽉⽥地区 智頭町 H27.3.20 ・五⽉⽥集落
・⿃取銀⾏

菅福地区 日野町 H27.8.8 ・菅福地区連合⾃治会
・伯耆地区郵便局⻑会

船岡地区
（２期目） 八頭町 H28.3.12 ・⿃取県⽣活協働組合

（外１０団体）

御机地区 江府町 H28.7.2 ・御机集落
・ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

東⼩⿅地区 三朝町 Ｈ29.3.18 ・東⼩⿅集落
・東京海上日動火災保険

宮⽥地区 日南町 H29.5.12 ・宮⽥集落
・損保ジャパン日本興亜

会下地区 ⿃取市
気⾼町 H29.7.23 ・会下集落

・三井住友海上火災保険

東郷地区 ⿃取市 H29.9.16 ・東郷地区むらづくり協議会
・⼭陰酸素グループ

地区名 市町名 協定締結日 協定者
(上段:集落、下段:団体)

屋住地区 ⿃取市
⽤瀬町 H27.5.18 ・屋住集落

・醇⾵地区公⺠館

河本地区 ⿃取市
佐治町 H27.5.18 ・河本集落

・富桑地区公⺠館

福園地区 ⿃取市
佐治町 H28.3.25 ・福園集落

・城北地区まちづくり協議会

日光地区 伯耆町 H28.5.28 ・日光地区協議会
・義⽅校区⾃治連合会

あいみ富有の
⾥地区 南部町 H28.7.24

・あいみ富有の⾥地域振興
協議会

・就将地区⾃治連合会

南さいはく
地区 南部町 H29.7.13 ・南さいはく地域振興協議会

・明道地区⾃治連合会

[とっとり共生の里 協定地区一覧] [むら・まち支え合い共生の里 協定地区一覧]

事業名 ●とっとり共⽣の⾥ ●むら・まち⽀え合い共⽣の⾥
協定期間 ５年間 ３年間
補助⾦

県2/3,市町1/3
1〜3年目 600千円
4〜5年目 300千円

1〜2年目 390千円
3年目 195千円

補助対象
農作業機械の購⼊リース／加工⽤機材・調理⽤器具の購⼊リース／
野菜の種苗、肥料代／パンフレット等の作成経費／交流会や収穫祭
に係る経費／その他活動に必要な経費 など

[助成制度]

●新規協定︓ゼロ
県から企業や集落へのＰＲ活動が⼗分に⾏えず、マッチングが

進められていない。（市町独⾃で調整を進めている地域あり）
●協定期間満了、実施中地区へのフォロー
本年度協定期間満了となる各地区は、今後も独⾃の取組と

して活動継続してもらえることとなっている。（規模縮⼩も検討し
つつ、お互いに無理のない範囲での実施）
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１ 事業の概要

農村防災体制サポート事業農村防災体制サポート事業

２ 地すべり防止区域位置
及び対策工事実施期間

抑 制 工

• 地表水排除工 ---- 排水路工など
• 地下水排除工 ---- 水抜ボーリング、集水井、排水トンネルなど
• 侵⾷防⽌工 ------ 渓流護岸、河川・海岸侵⾷防⽌など
• 斜⾯改良工 ------ 排土工、押え盛土工
抑 止 工

杭工 ／ シャフト工 ／ アンカー工 ／ 擁壁工
･･･ 抵抗力を付加

※下線：県内実施工種

･･･ 誘因の軽減もしくは除去

水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

集水井

アンカー工

項 目 主体 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 内 容

施設の機能診断 県 ⾼⼭
園

神馬
中⼭

先城
新庄

唐川
東津無

唐川
新庄 焼杉

• 県内9地区の地すべり防⽌区域を点検し、施
設の現状把握・機能診断を⾏う。（H29全
地区のデータベース化）

• R３以降、同様のスケジュールで、機能診断を
実施する予定。

中間点検 県 ⾼⼭
園地

神馬
中⼭ 先城 東津無 唐川

新庄

• 機能診断後５年の施設を対象として、施設
の中間点検を⾏う。

• 水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ内部点検のためのカメラ購⼊
（H29）

緊急補修
（安全対策等） 県 • 機能診断、中間点検により、緊急を要する補

修等について対策を⾏う。

保全対策工事 県 • 機能診断の結果、⽐較的規模の⼤きい補修
等の対策を実施する。

施設保全管理 県 • 施設の日常点検等で判明した⼩規模な不具
合を補修し、施設の機能を保全する。

防災体制の強化
県

市町
地元

• 県・市町・地元の連携による防災体制の強化
を進める。
例）管理マニュアルの整備、農村災害復旧
専門技術者と連携した巡回

⻑寿命化計画
（個別施設計
画）の策定

県
神馬
先城
焼杉
中⼭

⾼⼭
唐川

東津無
新庄

園

• 施設の戦略的保全管理に向けてのストックマ
ネジメントサイクルの確⽴のために必要な個別
施設計画を策定する。

３ 地すべり区域防災体制整備のスケジュール

焼杉地区
H5〜H9

園地区
S60〜H11

⾼⼭地区
H1〜H13 東津無地区

H8〜H22
新庄地区
H6〜H11

先城地区
H7〜H10

中⼭地区
H6〜H13

唐川地区
H6〜H11

神馬地区
H6〜H11

農地地すべり防⽌区域の実態を調査し、市町村等と連携した適正な維持管理体制を構築するため、地すべり施設
の調査、機能診断や⻑寿命化計画を策定し、ストックマネジメントサイクルの確⽴を推進する。このため、地すべり防⽌
施設の維持管理情報の蓄積や調査環境の整備並びに⻑寿命化計画（個別施設計画）を策定する。
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１ 事業の概要

中⼭間地域等の農地法⾯は、平地に⽐べて⾯積が広⼤で草刈りの負担が⼤きいため、担い⼿農家等への農地集
積の阻害要因になっており、管理の省⼒化を図っていくことが喫緊の課題となっている。
この対策として、センチピードグラスで法⾯を被覆し、草刈り回数を減らすことが有効だとされているが、本県にマッチし

た施工⽅法を確⽴させるため実証試験を実施するとともに、センチピードグラスによる法⾯管理省⼒化の普及を図り、
担い⼿農家への農地集積の加速化につなげていく。

農地法面管理省力化支援事業農地法面管理省力化支援事業

２ 実証試験位置及び結果

江尾地区
(江府町江尾)

⼝細⾒地区
(⿃取市⼝細⾒)

森地区
(倉吉市森)

施工前 施工後2年目

草刈り回数（年１回）草刈り回数（年５回）

吹付作業

草刈り回数
４回減！

口細見地区の実証結果

実証初年度となる平成２８年度は、２地区で雑草や芝の⽣育ムラが多く
発⽣したが、２年目には全地区でセンチピードグラスが繁茂しており、雑草
を抑制する技術は確⽴したものと判断した。

実証結果

農地法⾯管理省⼒化の技術を全県的に普及・浸透させ、取り組む農地の拡⼤につなげていくため、次の取り組み
を実施
① 市町村、県関係部局と連携し、雑草抑制効果を実感してもらうためのモデルＰＲほ場を設置
② 県担当者の適切な現場⽀援、技術⼒向上を目的とした会議、研修の開催
③ モデルＰＲほ場設置に伴い発⽣した課題に対するマニュアルの⾒直し（現在作業中）

■ 実施要件
〇 対象地域

中⼭間地域おいて、中⼭間地域等直接⽀払又は多⾯的機能
⽀払に取り組んでいる組織又は取り組む予定の地域
〇 地元体制

・種⼦吹付前後の雑草対策に協⼒が得られること
・⽣育調査やＰＲ活動等に協⼒が得られること

■負担割合 県1/2、市町村1/2
■実施方法 法⾯管理︓地元へ県が委託（3年契約）

種⼦吹付︓法⾯業者へ県が委託
■実施期間（H30〜R4）計112地区設置（予定）

第1期︓H30〜Ｒ2（37地区）⇒33地区実施
第2期︓Ｒ1〜Ｒ3（37地区）⇒29地区実施
第3期︓Ｒ2〜Ｒ4（38地区予定）

第２期までのモデルＰＲほ場設置状況

３ 令和元年度の取組（技術の普及⇒モデルほ場の設置）

３ 今後の検討課題等

① モデルＰＲほ場設置完了後、各地域での取組が拡⼤するよう、有効な⽀援事業の検討
② 継続的な技術指導・⽀援ができるよう、職員の育成と体制整備（継続的な研修や会議、マニュアルの更新、種

苗メーカーとの連携等）
③ 本技術のみならず、農地法⾯管理省⼒化に向けた様々な技術の追求（より安価な対策の検討、法⾯保護協

会や他県との連携による技術開発等）
④ モデルＰＲほ場で発⽣した⽣育不良地区（箇所）への対策

市町 第１期
地区数

第２期
地区数 備考

⿃取市 9 8
岩美町 1 4
八頭町 4 3
若桜町 1 0
智頭町 1 1
倉吉市 0 2

湯梨浜町 2 0
三朝町 0 0 予定なし
琴浦町 2 2
南部町 2 2
伯耆町 2 1
⼤⼭町 5 3
日野町 1 1
日南町 2 2
江府町 1 0 1期のみ
合計 33 29
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区分 事業名 意⾒への対応及び事業内容

た
め
池
の

「
低
水
位
管
理
」

低水位管
理実証事
業

【意⾒への対応】
渇水の影響を受けにくい「作物の期別ごとに必要な貯水量の設定による低水位管理」について

具体的なモデル地区を設定し、具体的な⼿法の確⽴を図るための検討を⾏う。
【事業実施内容】Ｒ2〜Ｒ3年度

低水位管理による営農リスクを除去するため、決壊時に下流への影響が⼤きいため池（２箇
所程度）での作物の期別貯水量等の調査（１年目）及び検討（２年目）を⾏う。

た
め
池
の

「
適
正
管
理
」

適正管理
推進事業

【意⾒への対応】
① 全ての防災重点ため池について、平常時の点検を「チェックシート」により管理者等が適切に

⾏える管理体制の確⽴を図る。
② 農研機構が開発した「ため池防災⽀援システム」の導⼊及び管理者等への操作説明研修

会を⾏い、緊急時点検の電⼦化による労⼒軽減を図る。
【事業実施内容】
① 平常時対策

誰にでも分かりやすい「日常管理チェックシート」
の作成

② 緊急時対策
・ため池防災⽀援システム導⼊のための機器整備
・ため池防災⽀援システムの実地研修会の開催

１ 事業の概要

近年多発する⼤型台⾵等の影響により、ため池の決壊、それに起因する⼈的被害が発⽣する懸念が強まっている。
このようなことから、決壊した場合に住⺠や重要施設に影響を及ぼすため池の基準が⾒直され、防災対策を要する

ため池（防災重点ため池）の箇所数が⼤幅に増加したため、管理者である農家・地域住⺠による適切な保全管理
体制の構築や避難体制の整備が喫緊の課題となっている。（防災重点ため池数︓85箇所⇒320箇所）
このため、防災重点ため池の管理⼿法及び適切な管理体制について緊急的に整備することで、地域で取り組み可

能なため池の管理体制を構築し、安全の確保及び住⺠全体の意識向上を図る。

地域で取り組むため池管理推進事業地域で取り組むため池管理推進事業

２ これまでの対策、検討状況

 ため池の「低水位管理」について
豪⾬に備えて、予めため池貯水量を低下させる「低水位管理」の

有効性は認識するものの、それによるリスク（渇水による営農被害）
が懸念され、実⾏には抵抗感がある。
 ため池の「適正管理」について

防災の基礎となる点検・管理に関して、専門的な知識を持ち合わせない農家等の管理者が適切にため池の
管理するためには、点検項目の簡素化・⾒える化や、緊急点検の電⼦化による労⼒軽減等が必要。

３ 令和２年度以降の取組（実証事業、推進事業の実施）

防災重点ため池の増加 ハザードマップ作成
＜新たな課題＞

関係住⺠が避難
⾏動をとらないな
どの課題が発生

構成員︓ため池管理者、有識者
地⽅⾃治体

検討内容
住⺠の避難⾏動、安全確保に
向けた検討

実施期間（本年度）
Ｒ元年11⽉〜12⽉に3回開催

ため池防災検討部会の発足

●住⺠の防災意識の⾼揚
●安全な避難を啓発

検討部会での主な意見

ため池の「低水位管理」イメージ

「ため池管理アプリ」イメージ
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＜施設管理の省力化・高度化の５つの視点＞
①所要時間短縮、②コスト削減、③精度向上、
④安全性向上、⑤技術・知識の簡素化

１ 事業の概要

農業水利施設の維持管理を担う土地改良区等職員の高齢
化や後継者不足が深刻化している。施設管理へのドローン
等新技術の活用により省力化・高度化を図り、持続可能な
管理体制の構築を目指すとともに、多様な取得データを蓄
積・共有し施設のストックマネジメントの円滑な実施への
活用を図る。

本事業では、日常・定期の施設管理へ新技術等導入の実
証調査を実施し、以下の視点で定量・定性的な評価を行う
とともに、県内で実用化・普及可能な技術を検討する。

次世代型農業インフラメンテナンス推進事業次世代型農業インフラメンテナンス推進事業

２ 実施地区の概要

■実施地区：東伯地区（国営農業水利事業、県営畑地帯総合整備事業等）
■管理受託者：東伯地区土地改良区連合（琴浦町、北栄町より受託）
■対象施設：
【国営】ダム：３か所、頭首工：２か所、揚水機場：３か所、

水管橋：８か所、調整水槽：１０か所、導水路：13.36km
幹線水路：38.2km

【県営】調整水槽 ２か所、末端畑かん施設（支線水路、弁類、給水栓）
■施設管理の状況
・水源から末端かんがい施設に至るまで管理対象施設が広範囲に点在する
ため、日常管理（主に巡回作業）に時間を要しており、細部までの目視点
検が十分に実施できていない。
・施設の多くは山間部に位置しているが、施設周辺の支障物は少ない。
・冬季は積雪が多く現地への到達及び確認が困難な施設がある。
・管理道は、周辺住民によって草刈り等が行われているものも多く、過疎
高齢化により将来的に維持管理が行き届かなくなった場合、巡回点検がさ
らに困難となる。

３ 令和2年度の作業内容とスケジュール
小田股・西高尾導水路

小 田 股 ダ ム
ダム堤体、洪水吐等
外観の点検

ダム湖の水際や管
理道路の点検

大 父 頭 首 工

頭首工（堰本体、擁壁）の
外観の点検

導水路（水管橋）の点検

・巡回点検
・異常、変状の把握
・軽微な補修

日常管理

機能診断調査

機能診断評価

計画の作成

対策工事

補修
補強
更新

データの蓄積
（共有）

新技術の導入
・センサ
・デバイス
・データ処理

ストックマネジメントの実施サイクル

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1.準備作業

(1)施設管理項

目の整理

・日常点検、定期観測等の実態（頻度/所要時間/記録方法等）を整理し、

基準等で定める点検項目と比較した上で、実証項目を絞り込む。

(2)新技術に係

る情報収集

・施設管理に係る新技術（センサ、デバイス、データ処理等）について文

献調査及び学識経験者への聞き取りを実施。

2.実証内容の検討

(1)実証調査項

目の検討

・第1回検討会の結果を基に、施設管理の省力化・高度化が期待される実

証項目について、実証調査（案）を作成

(2)実証調査項

目の決定

・実証調査（案）の各実証項目について、重要度、管理者の意見、予算等

から令和２年度の実証内容を確定

3.実証調査

(1)実証調査
・必要に応じ民間業者に対し委託業務を発注

・東伯連合と調整・連携し実証調査を実施

(2)結果の整理
・実証結果を整理し、従来手法との比較・評価を行うとともに、管理者に

対する聞き取り調査を実施

4.とりまとめ

(1)とりまとめ
・実証試験結果について検討会に諮り、次年度以降の実証調査内容及び点

検データの蓄積・活用方法等を検討する

作業内容
2020年 2021年

第３回検討会（結果の整理）

第２回検討会（実証調査案、調査手法）

第１回検討会（実証調査項目）

第４回検討会

（総括、次年度実証内容）

成果を活用
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（農地・水保全課 HP 掲載内容抜粋） 

とっとりの棚田カード 

日本の原風景とも言われ、山の斜面や谷間に作られた階段状の美しい棚田は全国に多く存在

しています。 

この棚田が持つ「魅力」を多くの人に知ってもらい、棚田の保全や利活用に向けた取組のきっ

かけにつながることを期待して、農林水産省と都道府県が連携し、日本各地にある棚田の中から、

３１府県５６地区の「全国棚田カード」が作られました。 

このうち、鳥取県内で集めることができるカードは、棚田百選に選定されている岩美町横尾地

区、若桜町つく米地区の２地区です。 

棚田カードの表面には棚田の美しい風景写真、裏面には棚田の情報がコンパクトにまとめら

れています。また、周辺地域の情報などが掲載された「棚田めぐりガイド」も一緒に集めると、

棚田や周辺地域の更なる魅力発見につながります。 

 
棚田カード等の配布開始日 

 令和元年７月１９日（金） 
 
棚田カードの配布施設 

棚田名（市町村名） 配布場所 

横尾（岩美町） 一寸法師の館（蒲生地区公民館）、道の駅「きなんせ岩美」 
つく米（若桜町） わかさ氷ノ山高原の宿 氷太くん 

 
棚田めぐりガイド、マップの配布施設 

棚田名（市町村名） 配布場所 
横尾（岩美町） 一寸法師の館、道の駅「きなんせ岩美」、岩美町役場 
つく米（若桜町） 若桜駅前バスターミナル、若桜町観光協会、道の駅若桜、若桜町役場 

 
  「棚田めぐりガイド」には、棚田の概要や地域で取り組まれている保全活動、周辺情報、棚

田へのアクセス情報などが掲載され、棚田カードを収納できるポケットも付いています。 

  「棚田めぐりマップ」は、全国棚田カード５６地区の名称や場所、棚田に関する情報が掲

載されています。 
 
関連リンク  

 ・棚田に恋（農林水産省公式サイト） 
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadani-koi.html 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【第２弾棚田カード地区】 

令和２年４月に第２弾として、次の３８地区が発表される予定 
（新潟県 18 地区、和歌山県 2 地区、愛媛県 5 地区、佐賀県 5 地区、熊本県 5 地区 

宮崎県 3 地区） 
 
 ○今後も棚田百選に限らず、魅力発信していく意向のある地域の棚田カードを発行して 

いく予定のため、希望があれば個別に相談をお願いします。 

  （棚田カード作成の費用は、初回のみ県が負担する予定です。増刷は各市町での対応 

   でお願いします。） 
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