
事業名 国営かんがい排水事業 地区名 相坂川左岸 都道府県名 青森県
おうさかがわ さ がん あおもりけん

関係市町村 青森県十和田市（旧十和田市、旧上北郡十和田湖町）、三沢市、上北郡 七 戸町
あお もり けん と わ だ し と わ だ し かみ きた ぐん と わ だ こ まち み さわ し かみ きた ぐんしちの へ まち

（旧上北郡 七 戸町、天間 林 村）、 六 戸町、東北町（旧上北郡東北町、上北町）、
かみきたぐんしちの へ まち てん ま ばやしむら ろくの へ まち とうほくまち かみきたぐんとうほくまち かみきたまち

おいらせ町（旧上北郡百石町、下田町）
まち かみきたぐんももいしまち しも だ まち

【事業概要】
相坂川左岸地区（以下「本地区」という。）は、青森県の南東部に位置する十和田市、三沢

市、上北郡七戸町、六戸町、東北町及びおいらせ町の２市４町にまたがり、奥入瀬川（旧相坂
お いら せ がわ おうさか

川）中下流部、砂土路川及び小川原湖に囲まれた標高 15 ｍ～ 90 ｍのほぼ平坦な洪積台地に展
かわ さ ど ろ お がわ ら こ

開する農業地帯である。

気候は、年平均降水量が年間約 1,300mm 程度で年較差が少なく安定しており、また、年平均

気温は 10 ℃前後、かんがい期間の平均気温は 15 ℃前後と温和であるが５～８月にかけて「や

ませ」と呼ばれる冷湿な偏東風が吹き、水稲などの生育に影響を及ぼしている。本地区の主要

な農業用水施設である頭首工及び用水路は、昭和 12 年度から昭和 41 年度にかけて造成された

ものであり、年数の経過に伴い、老朽化が著しく、配水管理及び施設の維持管理に多大な労力

と経費を要していた。また、水田のかんがい用水に渓流水を利用している区域では自流量に乏

しく恒常的な用水不足が生じていた。さらに、砂土路川周辺の水田では排水路が未整備である

ことに加え、砂土路川の通水断面の不足から恒常的な排水不良となっていた。

このため、本事業により、頭首工、揚水機場及び調整池並びに幹線用水路、支線用水路の新

設・改修による農業用水の確保と用水系統の再編を実施し、用水の安定供給と維持管理の軽減

を図り、排水路の改修を行い周辺農地の排水不良を解消するとともに、関連事業による末端用

排水路の整備や区画整理を実施し、地域農業の生産性向上と農業経営の安定に資するものであ

る。また、本事業による幹・支線用水路の整備により、地区内農業用水施設が従来から有して

いた景観保全機能、防火用水機能及び生活用水機能等の地域用水機能の増進を図るものであ

る。

受益面積：5,888ha（田：5,725ha、畑：163ha）（平成 14 年現在）
受益者数：5,297 人 （平成 14 年現在）
主要工事：貯水池１箇所、頭首工３箇所、揚水機場１箇所、用水路 103.7 ㎞、排水路 9.9 ㎞
事 業 費：41,169 百万円（決算額）
事業期間：昭和 54 年度～平成 18 年度（機能監視：平成 19 年度～平成 21 年度）（第２回計

画変更：平成 14 年度）（完了公告：平成 22 年度）
関連事業：県営かんがい排水事業 4,233ha

基盤整備促進事業 375ha
県営ほ場整備事業 1,128ha
団体営ほ場整備事業 34ha
県営土地改良総合整備事業 845ha
県営農村総合整備事業 38ha
団体営土地改良総合整備事業 297ha
※関連事業の進捗状況：93 ％（平成 27 年度時点）

【評価項目】

１ 社会経済情勢の変化
（１）人口、産業等の動向

十和田市外１市４町の地域（以下「本地域」という。）の人口について、昭和 50 年から
平成 27 年の 40 年間の推移を見ると、173,353 人から 172,008 人と１％減少、世帯数につ
いては、45,358 戸から 65,656 戸と 45 ％増加している。

また、本地域の産業別就業人口について、昭和 50 年から平成 22 年の 35 年間の推移を
見ると、第３次産業は 35,797 人から 52,048 人と 45 ％増加する一方で、第１次産業は
35,198 人から 11,681 人と 67 ％減少している。第１次産業の全産業に占める割合について



も、昭和 50 年から平成 22 年の 35 年間で 41 ％から 14 ％と 27 ポイント減少している。
このことを県全体で見ると、第１次産業は、230,336 人から 81,042 人と 65 ％減少し全

産業に占める割合は、34 ％から 13 ％と 21 ポイント減少するなど、本地域と同様の傾向
を示すものの、本地域における第１次産業の就業人口の減少割合は、県全体平均を６ポイ
ント上回っている。

【人口、世帯数】
区分 昭和 50 年 平成 27 年 増減率

総人口 173,353 人 172,008 人 △ 1 ％
総世帯数 45,358 戸 65,656 戸 45 ％
（出典：国勢調査）

【産業別就業人口】
区分 昭和 50 年 平成 22 年

割合 割合
第１次産業 35,198 人 41 ％ 11,681 人 14 ％
第２次産業 13,985 人 17 ％ 19,728 人 24 ％
第３次産業 35,797 人 42 ％ 52,048 人 62 ％
（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
本地域の耕地面積の推移を見ると、昭和 50 年から平成 27 年の 40 年間で、昭和 50 年代

初期の農地開発（本地区受益外）を反映し 38,371ha から 38,500ha とわずかに増加してお
り、地目別では畑が 1,314ha（８％）の増加を示している。なお、耕地面積に占める地目
別面積の割合は、平成 27 年で田が 56 ％畑が 44 ％となっている。このことを県全体で見
ると、耕地面積は 169,300ha から 154,800ha と９％減少し、地目別面積の割合では、田が
53 ％、畑が 47 ％となり本地域の方が幾分田の割合が高くなっている。

本地域の農家１戸当たりの経営耕地面積の推移を見ると、昭和 50 年から平成 27 年の
40 年間で、1.9ha から 3.6ha とほぼ倍増している。このことを県全体で見ると、1.2ha か
ら 3.1ha と 2.5 倍となり、拡大率は県全体平均を下回るものの依然として農家の経営規模
は県全体平均を上回っており、着実に規模拡大が進められている。

本地域の農家数については、昭和 50 年から平成 27 年の 40 年間で、16,911 戸から
6,218 戸と 63 ％減少しているものの、全農家に占める専業農家の割合は、16 ％から 33 ％
と 17 ポイント増加している。このことを県全体で見ると、農家数は 109,872 戸から
34,866 戸と 68 ％減少し、専業農家の割合は 11 ％から 38 ％と 27 ポイント増加となり、本
地域と同様の傾向で推移している。

また、農業就業人口は、昭和 50 年から平成 27 年の 40 年間で 33,573 人から 10,855 人
と 68 ％減少する中で、65 歳以上の農業就業人口の占める割合が 10 ％から 57 ％へと 47
ポイント増加している。このことを県全体で見てみると、農業就業人口は 196,698 人から
64,746 人と 67 ％減少し、65 歳以上の農業就業人口に占める割合が 13 ％から 54 ％へと 41
ポイント増加しており、本地域における農業就業人口の減少及び高齢化が県全体を上回る
傾向で推移している。

【耕地面積、農家戸数等】
区分 昭和 50 年 平成 27 年 増減率

耕地面積 38,371 38,500 0 ％
農家戸数 16,911 6,218 △ 63 ％

専業 2,654 2,071 △ 22 ％
第１種兼業 6,529 1,312 △ 80 ％
第２種兼業 7,728 2,835 △ 63 ％

農業就業人口 33,573 10,855 △ 68 ％
うち 65 歳以上 3,501 6,182 77 ％

戸当たり経営面積 1.9 3.6 91 ％
（出典：耕地面積については青森農林水産統計年報（平成 26 年 7 月 15 日現在）、農林
業センサス）



（３）受益面積の状況
本地区の受益面積は、道路用地等への転用等によって、最終の事業計画時点(平成 14 年

度)の 5,888ha から事後評価時点(平成 27 年度)では 5,839ha と１％減少している。

（４）交通網の整備状況
本地区の西部を国道４号、東部を国道 338 号が南北に縦断、南部を国道 45 号及び国道

102 号が東西に横断し、これらを軸に主要地方道が接続しており、これにより県庁所在地
の青森市まで約２時間で接続されている。

また、東北新幹線が地区の北東部にかけて、青い森鉄道が南北に縦断しており、仙台ま
で最短１時間 35 分、東京都心まで最短３時間 10 分で接続されている。

（５）農業政策への取組
①人・農地プラン

高齢化や後継者不足などによる人と農地の問題を解決するため、平成 24 年度から集落
や地域での話し合いに基づく「人・農地プラン」の作成・実行が進められており、平成
28 年３月末時点で青森県下の全ての市町村において作成されている。

本地域の関係市町における作成地域数は、十和田市で 10 地域、三沢市で４地域、七戸
町で２地域、六戸町で１地域、東北町で２地域、おいらせ町で５地域となっている。その
うち本地区内では、十和田市で６地域、三沢市で２地域、七戸町で１地域、六戸町で１地
域、東北町で１地域、おいらせ町で１地域となっている。

②農地中間管理機構の利用状況
青森県の農地中間管理機構（公益社団法人青森農林業支援センター）による平成 27 年

度末までの実績は 1,033ha の農地の新規集積が図られ、本地域においても 330ha の農地が
担い手等に新たに集積されている。

③多面的機能支払交付金
地域共同による農地・農業用水等の資源保全管理と農村集落における生活環境の保全向

上の取組支援を目的とした「多面的機能支払交付金」に係る平成 27 年度の共同活動支援
の取組状況について見ると、本地域の活動組織は 89 組織で、取組面積は関係市町の対象
農用地面積（32,330ha）に対して 23 ％（取組面積 7,422ha）となっており、水路の補修や
農道の砂利敷き、花壇の草取り等の共同活動が行われている。

④米政策改革の推進
本地域では飼料用米の作付けが、平成 22 年の 264.5ha から平成 26 年には 461.2ha へと

74 ％増えており、作付面積の拡大が図られている。

⑤６次産業化の取組の推進
本地区では、農業と他産業が連携して農業生産と加工・販売を一体的に取り組む６次産

業化の推進が図られており、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及
び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」に基づく総合化事業計画が、十和田市（カ
シス加工品開発）、三沢市（おにぎり・弁当・惣菜の販売）、七戸町（ながいもの加工品
開発等）でそれぞれ認定されている。

２ 事業により整備された施設の管理状況
（１）施設の概要

本事業により新設・改修された施設は、法 量 頭首工、稲生川頭首工、砂土路川頭首工
ほうりょう いなおいがわ

（新設）、砂土路川揚水機場（新設）、用水路 46 路線（三本木幹線用水路、稲生川幹線用
さんぼん ぎ

水路、深持幹線用水路等）、六戸調整池（新設）及び砂土路川排水路である。
ふかもち

（２）施設の管理状況
本事業で整備された、頭首工、揚水機場及び幹線用水路（三本木幹線用水路、稲生川幹

線用水路及び高清水幹線用水路）並びに調整池は、国から青森県へ管理委託され、同県か
ら稲生川土地改良区が操作または業務受託し、その他用水路は同土地改良区に管理受託又

は譲与され、適切に維持管理されている。



また、砂土路川排水路は、一級河川砂土路川として、県により適切に維持管理されてい

る。

（３）施設の利用状況

本事業の農業用水は、奥入瀬川に設置された法量頭首工及び稲生川頭首工、砂土路川に

設置された砂土路川頭首工からそれぞれ取水され、稲生川用水路、三本木幹線用水路等の
幹線用水路を通じて受益地に配水されている。

また、用水管理システムが導入されたことにより、稲生川土地改良区に設置した中央管
理所から遠方監視・制御することが出来るようになり、用水の合理的な配分と維持管理労
力の節減が図られている。

その他、地区の北部砂土路川の下流域低平部では砂土路川排水路による内水排除が効果

的に行われるとともに、関連事業の実施により表流水の排除や地下水位の低下が図られ水
田の汎用化（乾田化）が進んでいる。

３ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
（１）作物生産効果

①作物作付面積の変化
作付面積について、事業計画（事業計画において設定された計画値という。以下同

じ。）と事後評価時点（事後評価時点における実際の値を言う。以下同じ。）を比較する
と、5,656ha に対して 5,476ha となっている。

主要作物を比較すると、田では、水稲は 3,769ha に対して 3,126ha（主食用米
2,764ha、加工用米 133ha、飼料用米 229ha）、大豆は 310ha に対して 175ha と計画を下回る
一方で、関連事業の実施による水田の汎用化（乾田化）が図られたことを背景に、飼料用
作物（牧草）は 589ha に対して 776ha、小麦は 50ha に対して 122ha と計画を上回ってお
り、新たに、ごぼう、だいこん、ねぎ、にんじん等の野菜類が作付けされている。なお、
地域の特産品であるにんにくについては、計画を下回っているものの、事業実施前（現
況）と比較すると大幅に作付けが増加している。

また、畑においては、だいこんやにんじんの作付が計画を下回っている一方で、ごぼ
う、ながいも、にんにく等の野菜類及び飼料用作物（牧草）の作付が増加している。

【作物別作付面積】 (単位：ha)
区分 事業計画（平成 14 年度） 評価時点

現況(平成 14 年度) 計画 (平成 27 年度)
作物名 (表作) (裏作) (表作) (裏作) (表作) (裏作)

主食用米 4,135 - 3,769 - 2,764 -
加工用米 - - - - 133 -
飼料用米 - - - - 229 -
小麦 55 - 50 - 122 -
大豆 262 - 310 - 175 -
ながいも 181 - 400 - 144 -
にんにく 134 - 325 - 255 -

田 飼料用作物（牧草） 491 - 589 - 776 -
葉たばこ 31 - 50 - 37 -
地力増進作物 269 - - - 250 -
ねぎ - - - - 69 -
キャベツ - - - - 37 -
ごぼう - - - - 186 -
だいこん - - - - 74 -
にんじん - - - - 53 -
ばれいしょ - - - - 12 -
計 5,558 - 5,493 - 5,316 -
だいこん 32 - 38 - 7 -
にんじん 20 - 30 - 2 -
ごぼう 14 - 10 - 49 -
ながいも 21 - 11 - 50 -
キャベツ 18 - 25 - 6 -



畑 ねぎ - - 2 - - -
ばれいしょ - - 5 - - -
にんにく 25 - 25 - 32 -
葉たばこ 15 - 15 - 3 -
飼料用作物（牧草） 18 - - - 11 -
トルコギキョウ - - 2 - - -
計 163 - 163 - 160 -
田畑計 5,721 - 5,656 - 5,476 -

（出典：事業計画書、東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所調べ）

②主要作物の単収
主要作物の単収（10a 当たり。以下同じ。）について、事業計画の計画と事後評価時点

を比較すると、水稲は 548kg に対して 579kg、小麦は 210kg に対して 212kg とそれぞれ増
加する一方で、大豆は 200kg に対して 148kg、にんにくは 1,041kg に対して 991kg、ごぼ
うは 2,303kg に対して 2,280kg、だいこんは 4,391kg に対して 4,284kg、にんじんは
3,338kg に対して 3,228 kg と減少している。

③主要作物の単価
主要作物の単価（１ kg 当たり。以下同じ。）について、事業計画の計画と事後評価時点

を比較すると、水稲は 252 円に対して 200 円、小麦は 152 円に対して 35 円、大豆は 232
円に対して 98 円、にんにくは 945 円に対して 809 円、ごぼうは 177 円に対して 157 円と
それぞれ低くなる一方で、だいこんは 61 円に対して 89 円、にんじんは 94 円に対して
127 円と高くなっている。

（２）営農経費節減効果
①主要作物の年間労働時間

水稲の年間労働時間（10 ａ当たり時間、以下同じ。）について、事業計画と事後評価時
点を比較すると、事業計画では 17.5 時間を見込んでいたが、事後評価時点では 16.9 時間
とさらに節減が図られている。また、事業実施前の 68.72 時間からは大幅に労働時間が節
減されている。

また、営農に係る水管理時間についても事業実施前の 14.8 時間に対して、事後評価時
点では 11.0 時間に節減が図られている。

②主要作物の年間機械経費
水稲の年間機械経費（10 ａ当たり、以下同じ。）について、事業計画と事後評価時点を

比較すると、事業計画は 26.1 千円を見込んでいたが、事後評価時点では 23.8 千円とさら
に節減が図られている。また、事業実施前の 66.5 千円からは、大幅に経費が節減されて
いる。

（３）維持管理費節減効果
年間維持管理費について、事業計画の計画と事後評価時点を比較すると、事業計画は

388,164 千円であったが、事後評価時点では 344,601 千円と、さらに事業計画より 11 ％の
節減が図られている。

４ 事業効果の発現状況
（１）農業用水の安定供給

本事業により頭首工、揚水機場及び調整池を改修・新設し、農業用水を確保するととも
に、地区内幹線用水路、支線用水路の新設・改修による用水系統の再編並びに用水管理シ
ステムの導入により、農業用水の安定的な供給が図られている。

なお、事後評価アンケート調査結果（平成 27 年８月実施以下「アンケート結果」とい
う。）によると、「事業の実施前（昭和 50 年頃）と現在（平成 27 年）を比較し、農業用水
が安定して供給されるようになりましたか」の質問に対して、農業経営者の 62 ％が「そ
う思う」又は「ややそう思う」と回答し、地区農家においても用水不足の解消が実感され
ている。

（２）営農の合理化と農業生産性の向上
本事業及び関連事業の実施により、農業用水の安定的な供給、ほ場の区画整理及び乾田



化等ほ場条件の改善並びに機械化作業体系が進展し、水稲の年間労働時間が節減されるな
ど営農の合理化が図られるとともに、地域の特産品であるながいも、にんにくの他にごぼ
う、だいこん等の高収益作物の導入が促進され、地域の複合経営が推進されるなど、農業
生産性の向上が図られている。

なお、事業実施前（昭和 50 年頃）と現在（平成 27 年）について比較したアンケート結
果によると、「農業用水の管理が容易になりましたか」の質問に対して、農業経営者の 60
％が「そう思う」又は「ややそう思う」と回答するとともに、「泥上げ、草刈り等の用排
水路の維持管理が容易になりましたか」の質問に対しては、農業経営者の 59 ％が「そう
思う」又は「ややそう思う」と回答している。

さらに、砂土路川下流部の低平地においては水田の恒常的な排水不良が解消され、作物
選択の拡大や機械化作業体系の進展により、農業生産性向上が図られており、同アンケー
ト結果では、「排水不良が解消されましたか」の質問に対して、農業経営者の 57 ％が「そ
う思う」又は「ややそう思う」と回答している。

（３）経営規模の拡大と水田畑利用の促進
本事業及び関連事業の実施により、農業用水の安定的な供給やほ場条件の改善と併せた

機械化体系の進展による労働時間の節減など、営農の合理化を背景に経営面積の拡大が図
られている。

併せて、水田の乾田化により、本地域における水田の畑利用面積が拡大され、農業経営
の安定が図られている。

これら規模拡大や畑作振興による複合経営の進展などを背景に、本地域農業の担い手に
ついては、認定農業者が平成 13 年の 509 人から平成 26 年の 2,139 人と 1,630 人（320 ％）
増加し、128 の農業経営体が法人化されるなど、効率的で安定的な農業経営を可能にする
地域農業の担い手の育成、確保が図られ、法人経営で見ると、田は会社法人を筆頭に農事
組合法人、各種団体が経営面積を堅調に拡大し、畑は各種団体、会社法人、農事組合法人
がそれぞれ経営耕地面積を拡大している。

アンケート結果における３ ha 以上の経営耕地面積規模の農家割合を見ると、事業実施
前は 26 ％であったが事後評価時点は 43 ％に増加し、県全体平均の 22 ％に対して地域が
20 ポイント高くなっている。

また、アンケート結果における農作物の作付状況を見ると事業実施前は農家の 70 ％で
水稲を作付けしていたが、現在は 60 ％に減少している一方で、野菜が 18 ％から 22 ％、
牧草が２％から７％へと増加している。

（４）導入作物の高付加価値化
本事業及び関連事業による農業用水の安定供給、ほ場の区画整理及び乾田化等により、

水田の畑利用が拡大し、地域の特産品であるながいも、にんにくの他、ごぼう等の作付が
増えている。地区内では、農業所得向上のため、これら作物のさらなる高付加価値化に向
けた取り組みが行われている。

〈にんにく〉
国産にんにくの出荷量の約７割を占める青森県産にんにくは、本地区を含む県南地域を

主産地とし、首都圏を主な出荷先にし、近年は「契約栽培」、「インターネット販売」に
よる販売経路を確立している。また、低臭化した「プレミアムにんにく」を用い「にんに
くパウダー」、「にんにくドリンク」、「黒ニンニク」並びにブランド化された「六戸町大
玉にんにく」の製造・販売も相まって需要の拡大に応じた生産が行われている。

〈ながいも〉
国産ながいもの出荷量の約４割を占める青森県産ながいもについても、東北町が県内一

の産地であり、全国の市場から高評価を得ており、地区内に整備された低温貯蔵庫による
周年出荷体制の構築も相まって、年間を通じ全国に出荷されるとともに、近年はアメリカ
や台湾などの海外需要の拡大に応じた生産が行われている。

〈ごぼう〉
近年健康野菜として注目されるとともに、地元の企業や生産者グループ等によるお菓子

やごぼう茶などの加工品が開発と相まった需要の拡大に応じた生産が行われている。



（５）事業による波及効果
①地場産品の消費拡大と営農意欲の増進並びに地域雇用への寄与

地区内には受益地で生産された農産物や加工品を販売している農産物直売所が 10 箇所
設置されている。多いところでは年間 56 万人以上の来客数を数え、地場産品の消費拡大
に応じた生産が行われ、農業所得の向上に寄与するとともに、女性を始めとする地域住民
の雇用が図られている。

アンケート結果によると、農産物の加工、販売を行っている農家女性は、農作物が売れ
る実感から生産する喜びを感じたり、直売所や農産加工への参加で生活に張り合いを感じ
ているとの回答が得られるなど、農業生産性の向上のみならず営農意欲の増進にも寄与し
ている。

②耕作放棄地の抑制
本事業及び関連事業の実施により、農業用水の安定供給、ほ場の区画整理及び乾田化が

図られるなど、農業生産基盤の整備に伴い、本地域の耕地面積に占める耕作放棄地の割合
は県全体平均を下回り、地区内にあっては、受益地に占める遊休農地の発生割合は 0.4 ％
と優良農地が良好に保全されている。

③学習の場の提供
稲生川土地改良区では、地域の小学生を対象に地区の歴史や農業の多面的機能について

理解を深めてもらうことを目的に、農業用施設の見学会等を実施しており、本事業で整備
された施設が学習の場として利用されており、アンケート結果において、「整備された施
設が社会学習や自然体験の場として活用されている」ことに対して、本地区の地域住民の
46 ％から「そう思う」又は「ややそう思う」との回答が得られている。

なお、稲生川は建設から 100 年以上経過し、かんがい農業の発展に貢献したもの、卓越
した技術により建設されたもの等、歴史的・技術的・社会的価値のあるかんがい施設であ
ることが認められ、平成 27 年度に世界かんがい施設遺産に登録されている。

④再生可能エネルギー活用促進への寄与
本事業で改修された三本木幹線用水路の急流工における落差を利用し、青森県は、農業

用水利施設の維持管理費の節減及び二酸化炭素の排出削減にも資する観点から、県営小水
力活用農村活性化発電施設整備事業（平成 25 年度～平成 26 年度）により稲生川小水力発
電所を整備した。当該発電所の売電収入（年間 20,465 千円（平成 27 年度））は平成 26 年
度から稲生川土地改良区の管理する農業用水利施設の維持管理費に充当されている。

（６）費用対効果分析の結果
費用対効果分析の算出基礎となった要因の変化、効果の発現状況を踏まえ、事後評価時

点の各種算定基礎データを基に総費用総便益比を算定した結果、以下のとおりとなった。
総便益 262,201 百万円
総費用 244,694 百万円
総費用総便益比 1.07

５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境

本事業及び関連事業により整備された農業用水利施設は、生活用水機能及び防火用水機
能等の増進に寄与し、地域社会の発展に大きく貢献しているとともに、整備された水路及
び親水公園は、地域住民と一体となった管理が行われ地域の憩いの場ともなっている。

アンケート結果においても、「水路沿いに整備した遊歩道等が憩いの場として活用され
ている」ことについて、地域住民の 62 ％が「そう思う」又は「ややそう思う」と回答が
得られている。

また、本事業等により整備された水路は、転落防止のための、ネットフェンスやガード
レールが設置されており、事故を未然に防止する等近隣住民の安全性の向上に寄与してお
り、アンケート結果においても、「水路沿いにネットフェンスやガードレールが設置さ
れ、地域の安全性が向上した」ことについて、農業経営者の 61 ％、農家女性の 54 ％、地
域住民の 66 ％から「そう思う」又は「ややそう思う」との回答が得られている。

なお、平成 23 年８月 19 日には十和田地域広域事務組合と青森県及び稲生川土地改良区
が、平成 23 年 11 月 15 日には三沢市消防本部と稲生川土地改良区が、平成 23 年 12 月 22



日には八戸地域広域市町村圏事務組合と稲生川土地改良区が、農業用水を緊急時の防火用
水として使用することに関して協定を締結している。

（２）自然環境
本事業及び関連事業の実施にあたっては、農業水利施設が従前から有する「景観」及び

「生態系」に配慮し、景観に溶け込むような建物の色や安全柵に木材や石積ブロック、擬
木を使用した整備を行っており、アンケート結果においては、「農村らしい景観が維持さ
れている」ことについて、農業経営者の 54 ％、地域住民の 59 ％及び農家女性の 48 ％か
ら「そう思う」又は「ややそう思う」との回答が得られている。

また、本事業で整備された六戸調整池には、白鳥の飛来が確認され、水鳥の新たな生息
域となっている。さらに、農業用ため池を県営事業によりビオトープとして再整備するな
ど、生物多様性の保全に寄与している。

６．今後の課題等
（１）農業水利施設の長寿命化に資する保全管理と計画的な更新

本事業の工期は 30 年と長く、整備した施設の中にはすでに 20 年以上経過しているもの
もある。このため、ライフサイクルコストの低減と長寿命化に資する保全管理を行うとと
もに、ストックマネジメントに基づく長期的な視点に立った計画的な更新を図っていくこ
とが重要である。

（２）地域一体となった農業水利施設等の維持管理
土地改良区、関係機関及び地区住民を始めとする地元活動組織が一体となった農業水利

施設及びその周辺環境並びに景観等地域ぐるみの保全活動が継続されていることから、今
後その強化が期待される。

（３）歴史的価値の共有と継承
本地域の基幹的産業である農業の振興並びに地域活性化を図る上で重要な役割を担う本

事業及び前歴事業等による農業水利施設の歴史的価値について、世界かんがい施設遺産へ
の登録も踏まえ、関係機関・団体及び地域活動団体まで含め広く啓発・共有するととも
に、次代に継承するための取組を充実していくことが重要である。

【総合評価】
本事業は、頭首工、揚水機場及び調整池の新設及び改修により不足する用水を確保し、

幹線用水路、支線用水路の新設・改修による用水系統の再編を行い、用水の安定供給と維
持管理にかかる労力及び費用を節減するとともに、砂土路川の改修を行い周辺水田の排水
不良の解消を図り、併せて、地区内の農業用水が従来から有している地域用水機能の増進
を図ることを目的としたものである。

本事業の実施によって、農業用水の安定供給及び営農の合理化に伴う農業生産性の向上
を始めとする様々な効果の発現がみられる。

具体的には、次に挙げるような事業効果が発現している。

①農業用水の安定供給
本事業により法量頭首工及び稲生川頭首工を改修し、砂土路川頭首工、砂土路川揚水機

場及び六戸調整池の新設と合わせ、農業用水を確保するとともに、地区内幹線用水路及び
支線用水路の新設・改修による用水系統の再編並びに用水管理システムを導入することで
農業用水の安定供給が図られている。

②営農の合理化と農業生産性の向上
本事業及び関連事業の実施による用水系統の再編及び用水管理システムの導入等により

農業用水が安定供給され、ほ場の区画整理及び乾田化等によるほ場条件の改善とともに機
械化作業体系が進展し、水稲の年間労働時間が節減されるなど営農の合理化が図られてい
る。また、低平地においては湛水の解消も相まって、本地区の水稲をはじめ、小麦、ごぼ
う等の畑作物の単収が増加するなど農業生産性の向上が図られている。

③農業経営の安定
本事業及び関連事業の実施により農業用水の確保や農地の区画整理が行われたことによ



り、地区内の農地の流動化が促進され、農家の経営耕地面積の規模が拡大している。
また、水田畑利用が拡大している本地区においては、水稲、牧草、そばの集落ぐるみの

営農に取り組む法人や、水稲とねぎ、にんにく、ごぼう等による複合経営の規模拡大に取
り組む家族経営体が見られるなど、水田フル活用に向けた取り組みが進展している。

今後、本地区の農業経営は、地区内の農産物直売所全体における需要の拡大や６次産業
化の推進による新商品の開発が進むことに加え、特に市場評価が高く新たな加工・販売形
態も浸透しつつあるにんにく、ながいも、ごぼうにおいては国外も含めた需要の増大を背
景に、高収益作物を中心とした営農形態へと転換することが見込まれるなど、一層の経営
の強化と安定が期待される。

④事業による波及効果
地区内で生産された農作物や加工品を販売している直売所を拠点に地場産品の消費拡大

が図られるとともに、貯蔵・加工体制の充実により、周年出荷による市場の拡大及び有利
販売はもとより、商品化率の向上や周年雇用にもつながるなど、農家所得の増大に貢献す
るとともに、地域住民の雇用の受け皿ともなっている。

また、事業により整備された農業水利施設を管理する土地改良区などにより、施設見学
会や地域イベント等の地域活動を実践するなど、農業水利施設や地域用水等が果たす役割
について学習する場が設けられており、農業や環境の大切さが地域住民等に周知・啓発さ
れている。

⑤事業実施による環境の変化
本事業では、農業水利施設の改修と併せ、施設周辺に親水空間や憩いの場等を提供する

地域用水機能の増進を図るなどの環境及び景観に配慮した整備を行った。
整備された親水公園の維持管理を目的として、関係機関や周辺町内会による委員会が組

織され、町内会を中心に花壇の整備活動などの取組が行われているとともに、今後の継続
的な取組に向けて、地区内外に対しての理解と参加を促す情報発信などが検討されてい
る。

【技術検討会の意見】
本地区は、本事業及び関連事業の実施により、老朽化した農業水利施設の改修、新設及び

用水系統の再編による農業用水の安定供給並びにほ場の大区画化と汎用化等が図られ、水田
フル活用のモデルとなる農業が取り組まれている。

今後は、経営規模の拡大など一層の農業生産の効率化とともに、需用者のニーズに基づく
農産物の販売方式や加工品の開発と定着による農業所得の増大を図り、経営感覚に優れた担
い手の育成と確保につなげることが重要である。

また、農業水利施設が果たす良好な景観や憩いの場の提供及び生態系への配慮等の機能に
加え、特に、先人から引き継いだ地域資産としての重要性を踏まえて、地域一体としての管
理を継続し、その利用を増進していくことが重要である。

具体的には、農業水利施設が果たす地域資産としての重要性を地域住民、次世代を担う子
ども達、ＮＰＯなどに広くＰＲし、参画を促す受け皿を整えるとともに、持続的な取組への
機運を高めるなど、希薄化されないよう農業水利資産の保全意識を醸成していくことが重要
である。
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