
事業名 国営かんがい排水事業 地区名 新安積 都道府県名 福島県
しん あ さか

関係市町村 郡 山市、須賀川市（旧須賀川市、旧岩瀬郡長沼町、岩瀬村）
こおりやま し す か がわ し す か がわ し いわ せ ぐんながぬままち いわ せ むら

【事業概要】
新安積地区（以下「本地区」という）は、福島県郡山市及び須賀川市の２市にまたがり、県

のほぼ中央部に広がる安積平野の南部、阿武隈川の左岸標高220mから380mに展開する主に強グ
あ ぶ くまがわ

ライ土壌や灰褐色土壌が分布している県内有数の水田農業地帯である。

気候は、年平均降水量が1,160mm、平均気温が約14℃、かんがい期間中の平均気温が約21℃で、

夏季は蒸し暑く冬季の降雪は少ない特徴を有している。

本地区のかんがい用水は、猪苗代湖を主水源とする他、地区内を流下する小河川及びため池
い なわしろ こ

に依存しており、地区内への導水は新安積開拓建設事業（昭和16年度～昭和41年度）で造成さ

れた新安積幹線用水路、猪苗代湖疏水事業（明治12年～明治15年）で造成された安積疏水幹線

用水路及び安積疏水農業水利事業（昭和45年度～昭和57年度）により造成された深田調整池に
ふか だ

より行っているが、そのうち、昭和20年代に完成した新安積幹線用水路については、年数の経

過に伴い老朽化が著しく、その維持管理に多大な労力と経費を要していた。また、近年の営農

形態の変化による用水不足とともに、旧来から小河川や地区内反復水を利用してきた地域では、

用水量が不足し恒常的に不安定な水利用を余儀なくされていた。

このため、本事業により、新安積幹線用水路の改修を行い維持管理の軽減と用水不足の解消

を図るとともに、関連事業による、末端用水路の改修及び区画整理を実施し、水田の汎用化や

機械化作業体系の確立を図り、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。

受益面積 ： 4,510ha（田：4,510ha）（平成９年現在）
受益者数 ： 4,593人 （平成９年現在）
主要工事 ： 用水路 30.1㎞、小水力発電施設 １箇所、用水管理施設 １式
事 業 費 ： 20,261百万円（決算額）
事業期間 ： 平成９年度～平成20年度（完了公告：平成21年度）
関連事業 ： 県営かんがい排水事業 1,770ha

団体営かんがい排水事業 1,344ha
県営担い手育成基盤整備事業 746ha
※関連事業の進捗状況：25％（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

郡山市及び須賀川市（以下「本地域」という）の人口について、平成７年から平成27年
の20年間の推移を見ると、403,857人から413,066人と２％増加している。

世帯数については、平成７年から平成27年の20年間で140,727戸から164,467戸と17％の
増加が見られる。

また、産業別就業人口の推移を見ると、平成７年から平成22年の15年間に第３次産業は
127,255人から127,088人とほぼ同じ水準で推移する一方で、第１次産業は平成７年の17,987
人から平成22年の8,974人と50％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、平成７年から平成22年の15年間に９％から５％と４ポイント減少している。

このことを県全体で見ても、第１次産業は117,560人から71,428人と39％減少するととも
に、第１次産業の全産業に占める割合は11％から８％に減少し、おおむね本地域と同様の
傾向で推移している。

【人口、世帯数】
区分 平成７年 平成27年 増減率

総人口 403,857人 413,066人 2％
総世帯数 140,727戸 164,467戸 17％
（出典：国勢調査）



【産業別就業人口】
区分 平成７年 平成22年

割合 割合
第１次産業 17,987人 9％ 8,974人 5％
第２次産業 61,709人 30％ 45,759人 25％
第３次産業 127,255人 61％ 127,088人 70％
（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、平成７年から平成27年の20年間で23,299haから

19,980haと14％減少し、耕地面積に占める地目別面積の割合は平成27年で田が81％、畑が19
％となっている。このことを県全体で見ると、耕地面積は168,700haから144,500haと本地
域と同様14％減少し、耕地面積に占める地目別面積の割合は田が70％、畑が30％となり、
本地域が県下においても水田農業が盛んな地域であることを表している。

農家１戸当たりの経営耕地面積の推移を見ると、平成７年から平成27年の20年間で、1.6ha
から2.1haと31％増加している。このことを県全体で見ると1.4haから1.9haと36％の増加と
なっており、県全体と比べると、増加率は低いものの、本地域の農家１戸当たりの経営耕
地面積の規模は、依然として県全体平均を上回っている。

農家数については、平成７年から平成27年の20年間で12,798戸から7,185戸と44％減少し
ているものの、全農家に占める専業農家の割合については８％から21％と13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100,889戸から52,270戸と48％減少し、専
業農家の割合は９％から23％と14ポイントの増加となり、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、平成７年から平成27年の20年間で21,229人から11,331人と47％
減少する中で、65歳以上の農業就業人口の占める割合が38％から60％へと22ポイント増加
している。このことを県全体で見ると、農業就業人口は165,369人から77,703人と53％減少
し、65歳以上の農業就業人口の占める割合が46％から65％へと19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が県全体平均に比べ幾分緩やかであり、また、65歳以
上の農業就業人口の占める割合も現時点において県全体平均より低いものの、その増加傾
向は県全体平均を３ポイント上回っている。

【耕地面積、農家戸数等】
区分 平成７年 平成27年 増減率

耕地面積 23,299 19,980 △14％
農家戸数 12,798 7,185 △44％

専業 996 1,535 54％
第１種兼業 3,020 1,058 △65％
第２種兼業 8,782 4,592 △48％

農業就業人口 21,229 11,331 △47％
うち65歳以上 8,132 6,755 △17％

戸当たり経営面積 1.6 2.1 31％
（出典：耕地面積は平成26年７月時点福島農林水産統計年報、農林業センサス）

（３）受益面積の状況
本地区の受益面積は、道路や宅地等への転用によって、事業計画時点(平成９年度)の

4,510haから事後評価時点(平成27年度)では4,336haと４％減少している。

（４）交通網の整備状況
本地区の東方を東北自動車道及び国道４号、北方を磐越自動車道が走り、これらを軸に

主要地方道が接続し、東京、仙台、新潟等の各消費地と結ばれている。

（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月末現在、福島県の59市町村中48市町村において作成されている。



本地域における作成地域数は、郡山市で26地域、須賀川市で７地域となっており、その
うち本地区内では、郡山市で７地域、須賀川市で４地域となっている。

②農地中間管理機構の利用状況
福島県の農地中間管理機構（公益財団法人福島県農業振興公社）による平成27年度末ま

での実績は、1,037haの農地の新規集積が図られ、本地域においても135ha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・農業用水等の資源の保全管理と農村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（水路の泥上げ、農道
の草刈、清掃活動等）の取組状況について見ると、本地域の活動組織は117組織で、取組面
積は関係市の対象農用地面積（21,508ha）に対して37％（7,904ha）と福島県全体の取組割
合（40％）と同程度となっている。

④米政策改革の推進
本地域では、加工用米等の非主食用米の作付けが平成22年の220haから平成26年には

1,244haとなり、大幅な作付け面積の拡大が図られている。

２ 事業により整備された施設の管理状況

（１）施設の概要
本事業により改修された施設は用水路（新安積幹線用水路）であり、造成された施設は

小水力発電所（安積疏水管理用発電所）及び用水管理施設（管理対象７施設）である。

（２）施設の管理状況
本事業により整備された新安積幹線用水路、安積疏水管理用発電所及び用水管理施設は

安積疏水土地改良区に管理委託され適切に維持管理されている。

（３）施設の利用状況
本地区の農業用水は、猪苗代湖を水源とし、上戸頭首工から新安積幹線用水路、さらに

じょうこ

県営用水路を通じて受益地に配水されており、事業で改修された農業水利施設の利用を通
じて、農業用水の安定的な確保が図られている。

また、用水管理施設が整備されたことにより、安積疏水土地改良区に隣接する中央管理
所から、主要施設の遠方監視・制御ができるようになり、用水の合理的な配分や維持管理
労力の節減が図られている。

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作物別作付面積の変化
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、4,430ha
に対して4,119haとなっている。

主要作物を比較すると、水稲は3,340haに対して3,098ha、大豆は370haに対して103ha、
きゅうりは90haに対して45ha、トマトは20haに対して12haとなっており、多くの作物が計
画を下回っている。

水稲は加工用米等を含めると事業計画とほぼ同程度であり、本地域のブランド米である
「あさか舞（郡山市産コシヒカリ、ひとめぼれ）」、「ぼたん姫（須賀川市産コシヒカリ）」
などの良質米産地としての作付面積を確保しつつ、加工用米やＷＣＳ用稲等の非主食用米
の作付面積が増加する傾向となっている。

主たる転作作物である大豆は単価の下落などにより、須賀川市の特産品であるきゅうり
を始めとした野菜類は、農家の高齢化などによる労働力不足のため、作付面積は事業計画
を下回っている。

一方、主に水稲育苗ハウスを利用して栽培されるトルコギキョウは、事業計画時点では
作付を見込んでいなかったが、事後評価時点では新たに作付されている。

また、飼料用作物（青刈りとうもろこし、イタリアンライグラス）が大幅に減少してい
るのは、東日本大震災を起因とする東京電力(株)福島第一原子力発電所事故（以下「原発



事故」という。）に伴う出荷の自粛、風評被害による価格下落、生産費の増嵩に起因する
畜産農家の廃業、代替飼料としての稲ＷＣＳの生産拡大等によるものであり、自己保全管
理を行う田の面積が大幅に増加しているのは、農家の高齢化や担い手の減少に加え、原発
事故後の影響等によるものである。

このように、原発事故による影響が未だに残る中、米を例にとれば、生産者と関係機関
団体が一体となって、放射性物質の吸収抑制対策、農地除染及び全量全袋検査など風評被
害の払拭に取り組み、良質米の生産維持及び加工用米等非主食用米の生産拡大を背景に作
付け面積が維持されている。

【作物別作付面積】 (単位：ha)
区分 事業計画（平成８年度） 評価時点

現況(平成8年度) 計画 (平成27年度)
田 田 田 田 田 田

作物名 (表作) (裏作) (表作) (裏作) (表作) (裏作)
水稲 3,630 - 3,340 - 3,098 -
加工用米等 - - - - 173 -
大豆 320 - 370 - 103 -
ばれいしょ 20 - 60 - 13 -
だいこん - - 20 - - -
にら 10 - 60 - 12 -
キャベツ 10 - 30 90 - -
きゅうり 40 - 90 - 45 -
かぼちゃ 30 - 40 - 4 -
トマト 10 - 20 - 12 -
さやいんげん 10 - 60 - 4 -
青刈りとうもろこし 180 - 130 - 4 -
イタリアンライグラス 110 - 80 - 4 -
トルコギキョウ - - - - 8 -
カラー - - 40 - - -
自己保全管理 - - - - 639 -
計 4,370 - 4,340 90 4,119 -
（出典：東北農政局阿武隈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、事業計画と事後評価時点を比較する

と、水稲は554kgに対して553kg、大豆は129kgに対して104kg、きゅうりは7,286kgに対して
6,251kg、トマトは5,276kgに対して4,723kgと減少している。

③主要作物の単価
主要作物の単価（１kg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、水稲は309円に対して181円、大豆が247円に対して69円とそれぞれ低くなる一方で、
きゅうりは228円に対して255円、トマトは211円に対して284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（10a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、計画では18.5時間を見込んでいたが、事後評価時点では17.4時間と、さらに
節減が図られている。また、事業実施前の61.2時間からは大幅に労働時間が節減されてい
る。

②主要作物の年間機械経費
水稲の年間機械経費（10a当たり経費、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、計画、事後評価時点ともに18.1千円となっており、計画どおり経費の節減が
図られている。また、事業実施前の92.7千円からは、大幅に経費が節減されている。

（３）維持管理費節減効果



本地区の年間維持管理費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
156,430千円を見込んでいたが、事後評価時点では168,026千円となっている。

また、安積疏水管理用発電所による売電収入について、事業計画と事後評価時点を比較
すると、事業計画は31,992千円を見込んでいたが、事後評価時点では再生可能エネルギー
の固定価格買い取り制度に移行し、買い取り価格が増加（９円/kwHから24円/kwH）したこ
とにより、54,580千円と71％増大し、本地区の維持管理費の節減に大きな役割を果たして
いる。

４ 事業効果の発現状況
（１）維持管理費の節減

本事業による新安積幹線用水路をはじめとする農業水利施設の改修及び用水管理施設の
整備により、本地区の維持管理費は事業実施前の292,284千円から事後評価時点で168,026
千円と43％の節減が図られ、加えて安積疏水管理用発電所の売電収入を充当すると113,446
千円と61％もの維持管理費の節減が図られており、事業計画で見込んだ節減率（57％）を
上回っている。

（２）農業用水の安定供給
本事業による新安積幹線用水路の改修や用水管理施設の整備により、農業用水の合理的

な配分と安定的な供給が行われている。
事後評価アンケート調査結果（平成27年９月実施以下「アンケート結果」という。）によ

ると、事業が実施されたことによって、事業実施前も営農していた農業経営者（以下、「既
農業者」という。）の約70％が農業用水が安定して供給されるようになったと回答している。
また、既農業者の約50％が用排水路の維持管理が容易になったと回答している。

（３）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農業用水の安定的な供給及びほ場条件の改善等により、

水稲の10a当たり収量は事業実施前の541kgから事後評価時点で553kgへ増加している。
また、ほ場整備による区画の拡大に伴う大型機械の導入などにより、10a当たりの水稲作

の年間労働時間は事業実施前の61.2時間から、事後評価時点では17.4時間まで大幅に節減
されるなど、安定的な農業用水の確保、区画の拡大・乾田化・用排水分離等ほ場条件の改
善並びに機械化作業体系の進展が、本地区における稲作をはじめとする営農を合理化し農
業生産性の向上に寄与している。

さらに、本地区の一部においては、営農の合理化に向けた湛水直播栽培が行われ、平成26
年の約4.3haから平成27年の約13haへと作付面積が約３倍に増加している。農業用水の安定
的な供給などを背景に、さらなる省力化及び規模拡大を目指して湛水直播栽培に取り組む
農家の増加が見込まれる状況となっており、今後、一層の労働時間の節減による農業生産
性の向上が期待される。

（４）経営規模の拡大と担い手の育成
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

機械化作業体系の進展による労働時間の短縮など営農の合理化を背景に、余剰労働力を活
かした規模拡大が図られている。また、規模拡大と併せ品質向上や導入作物の選択肢が拡
大している。

これら規模拡大や品質の向上等に伴う農業経営の安定志向と併せ、経営所得安定対策に
よる認定農業者等への誘導などを背景に、本地域農業の担い手については、認定農業者数
が平成13年の401人から平成26年の792人と391人（98％）増加し、63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と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、田における会社法人の経営耕地面積の占める割合が増大してお
り、経営体の会社法人化が伺える。

アンケート結果における経営規模別農家数の割合を見ても、本地区の３ha以上の農家数
の割合は事業実施前の34％から事後評価時点の40％へと増加しており、平成26年時点の本
地域における３ha以上の農家数の割合（15％）に対して25ポイントも高いものとなってい
る。

（５）事業による波及効果
①地域農産物の維持・拡大



本事業及び関連事業の実施により、営農の合理化に伴う農業生産性の向上と農業経営の
安定化が見越されたことを背景に、良食味米の「あさか舞」や「ぼたん姫」などのブラン
ド米の生産技術が家族経営体や法人経営体において蓄積され、一部の経営体においては後
継者や地域の農業者へと生産技術が継承されている。

また、郡山市内には大規模なカントリーエレベーターが整備され、均一な主食用米の生
産・出荷を支えるとともに、同施設内の籾殻処理施設では、籾殻を堆肥と固形燃料に処理
しており、循環型農業の推進とブランド米の付加価値向上にも貢献している。さらに、須
賀川市はきゅうりの指定産地とされており、大規模集出荷施設である「きゅうりん館」が
整備され、品質確保と安定供給を可能とし、産地化とその維持・発展に貢献している。

②雇用機会の創出
家族経営体及び法人経営体おいては、地区内農業者からの信頼に基づいた経営受託など

により経営規模が拡大し、農家子弟の帰農が見込まれる家族経営体や20歳代から30歳代の
従業員を雇用する法人経営体も見られるなど、本事業及び関連事業の実施による営農の合
理化と農業生産の向上が、後継者の確保や雇用機会の創出に寄与している。

また、これら経営体の雇用機会の創出においては、法人経営体が消防団への参加を義務
付けるなど地域コミュニティーへの参画・貢献を雇用条件としたり、家族経営体がオペレ
ーターを地区内農家に率先して依頼するなど、集落が一体となって活性化することに貢献
しようとする事例が認められる。

③農産物の加工・販売の取組の拡大と地域雇用機会の創出
地区内には、受益地内で生産された米、野菜などの農産物や農産物加工品を販売する農

産物直売所が常設５箇所、臨時２箇所の計７箇所設置され、地域農産物への需要が拡大す
るとともに、本地域における雇用機会の創出にも寄与している。

本事業及び関連事業の実施による営農の合理化を背景に、余剰労働力を活かした多様な
農産物や農産物加工品が生産（製造）され、農産物直売所の需要の拡大に応じて出荷され
ている。

全ての農産物直売所において、平成24年度から平成26年度までの間、来客数及び売り上
げ金額が毎年度増加し、農家所得機会の確保及び地場産品の消費拡大並びに地域の雇用受
け皿としても機能しているとともに、本地区で生産された米粉用米を原料とする麺製品の
加工販売や、大豆を用いた郷土料理の「ひたし豆」、岩瀬きゅうりを原料とする「岩瀬き
ゅうり漬もの」などの商品化が図られている。

また、直売所によっては、生産者による対面販売や試食提案会、各種イベントが開催さ
れ、農家同士又は農家と地域住民が農産物直売所を核として交流する新たな地域コミュニ
ティーの創出にも寄与している。

アンケート結果によると、アンケート回答者自身の地元食材の消費について、約50％が
「消費が増えたと思う」または「やや消費が増えたと思う」と回答するとともに、農家女
性の約１割が、個人またはグループにより農産物加工に取り組み農産物直売所での販売を
行っていると回答している。

④耕作放棄地の抑制
本地域における耕地面積に占める耕作放棄地面積の割合を平成７年から平成27年の20年

間で見ると、平成12年の8.5％をピークに減少傾向を示している。
この傾向は、県全体平均と同様であるものの、いずれの年も１から２ポイント低く、本

事業及び関連事業の実施によって農業生産条件が改善されたことを背景として耕作放棄地
の発生が抑制され、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。

⑤食農教育の取組
郡山市においては、本地区の農産物を小中学校給食の食材として使用するとともに、市

内外の小中学生の地区内農家への宿泊と農業体験を行い、次世代を担う子ども達の農業と
食への理解を深めている。

また、須賀川市では、地区内で採取した菜種油の販売、学教給食での利用及び油粕・廃
油の再利用を行う中で、菜種油製造工程の見学や菜の花の種まきを地元小学生の環境学習
の一環として取り組み、子ども達の地区農地の保全と有効活用に対する意識向上にも役立
てている。



アンケート結果によると、学校給食や地域住民による地元食材の消費増加について、地
域住民の約40％が「増えたと思う」又は「やや増えたと思う」と回答している。

⑥土地改良施設を活用した学習の場の提供
本事業で整備された施設を維持管理する安積疏水土地改良区では、生涯学習の一環とし

て、新安積幹線用水路等の現地見学会等を開催しており、地域の子ども達は、農業用施設
が地域農業に果たす役割などへの理解を深めている。

⑦安積疏水と地域の発展
猪苗代湖疏水事業に始まった５つの国営事業は、農業用水の供給のみならず、発電利用

（沼上発電所、竹ノ内発電所）や上水利用にも大きく貢献しており安積地方発展の礎とな
っている。

また、郡山市では、発展の礎となった水路や開成館などの安積疏水遺産群の世界文化遺
産への登録を目指し、その歴史的価値を後世に伝えていくため、文化庁の世界遺産暫定リ
ストの申請へ向け、検討を行っている。

（６）費用対効果分析の結果
費用対効果分析の算定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 110,036百万円
総費用 98,072百万円
総費用総便益比 1.12

５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境

事業実施前は安全柵等の安全施設が設置されていない箇所があったが、本事業及び関連
事業で整備された水路では、水路沿いに転落防止のための安全柵を設置し、事故を未然に
防止するなど、近隣住民の安全性の向上に寄与している。

また、地域内において関連事業による農道整備により、国道118号及び国道４号などの主
要地方道へのアクセスが容易になり、通勤・通学時に利用されるなど生活利便性の向上が
図られている。

アンケート結果によると、水路沿いの安全柵設置による地域の安全性について、農業経
営者及び農家女性、地域住民の約50％が、安全性の向上に対し「向上したと思う」、「やや
向上したと思う」と回答し、通勤・通学、散歩などによる農道の地域における活用につい
て、農業経営者及び農家女性の約50％、地域住民の約60％が活用の有無に対し、「活用され
ていると思う」、又は「やや活用されていると思う」と回答している。

（２）自然環境
本事業において、地区内に生息するコウモリの生息環境に配慮するため、新安積幹線用

水路トンネル内にコウモリが留まることができるようコウモリピットを設置した。
平成26年度の東北農政局農村計画部の調査では、249匹の入洞が確認されており、事業実

施後もコウモリの生息環境が維持・保全されている。
また、本事業で設置された小水力発電施設（安積疏水管理用発電所）において発電され

た電力は㈱東北電力に全量売電しており、CO2の排出削減による温室効果ガスの発生抑制に
寄与している。㈱東北電力が設定するCO2排出係数（0.573kg-CO2/kwh（平成26年度））を基
に計算すると、平成26年度においては、安積疏水管理用発電所で4,057トンのCO2排出削減
に寄与しており、これは、日本人約400人が年間排出するCO2の量と同量となっている。

６．今後の課題等
（１）安積疏水一体としての基幹農業水利施設等の計画的な更新と長寿命化に資する保全管理

本事業で改修した新安積幹線用水路は、国直轄第１号の農業水利事業である猪苗代湖疏
水事業により整備された“安積疏水”の基幹を成す施設として、昭和20年代に造成された
施設である。今後、本事業で改修した施設以外の安積疏水全体に係る施設においてもスト
ックマネー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とともに、
関係機関が連携し、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の下、長期



にわたり施設機能を維持していくことが重要である。

（２）関連事業の促進による担い手農家への農地集積
本事業及び関連事業の一体的実施により、経営体においては、維持管理費及び労働時間

の節減を背景に経営規模の拡大が進められている。
しかしながら、相対での規模拡大により経営耕地が分散した結果、水管理等の労力を農

地所有者に依存せざるを得ず、また、複数団地間の移動に時間を要するなど、規模拡大を
図る上での課題が顕在化しつつある。

今後は、分散したほ場について、担い手への積極的な集約を図ることを念頭に置きつつ、
稲作の省力化に向けた経営規模の拡大を図る必要がある。そのため、

① 「人・農地プラン」や「多面的機能支払い」の取り組みを集落を越えてより広範囲
に設定し「農地中間管理機構」を活用しつつ農地を寄せるなど経営規模の拡大に取り
組む。

② 県営等かんがい排水事業及び経営体育成基盤整備事業（ほ場整備）をきっかけに、
分散するほ場の担い手への集約を進め、ほ場のさらなる大区画化に伴う水管理や機械
作業の効率化を実現していく。

ことが重要である。
加えて、農業経営の安定に関しては、経営体の法人化の進展と併せ、地区内の農産物直

売所への出荷や契約栽培等による農産物及び農産物加工品の有利販売を定着増進するとと
もに、水田畑利用作物の作付けを需要に応じ拡大するなど水田フル活用について、原発事
故による風評被害の払拭への取り組みと一体として推進していくことが重要である。

【総合評価】
本事業は、新安積幹線用水路の改修及び安積疏水管理用発電所の新設並びに用水管理施

設の整備により、農業用水の安定供給と農業水利施設の維持管理費の節減を図るとともに、
関連事業による既存末端水路の改修及び区画整理等を行い、水田の汎用化と機械化作業体
系の確立による地域農業の生産性向上と農業経営の安定に資することを目的としたもので
ある。

本事業の実施によって、農業用水の安定的な供給と農業水利施設の維持管理費の節減と
ともに、様々な効果の発現が見られる。

具体的には、次にあ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
近年の営農体系の変化に伴う農業用水不足への対策として、新安積幹線用水路の改修や

用水管理施設の整備を行ったことにより、農業用水の合理的な配分と安定的な供給が行わ
れている。

②農業水利施設の維持管理費節減
本事業で改修された農業水利施設の維持管理費の節減と併せ、新設された安積疏水管理

用発電所からの売電収入が農業水利施設の維持管理費に充当されることにより、一層の節
減が図られている。

③営農の合理化と農業生産性の向上
本事業の関連事業として行われたほ場整備事業により、区画の拡大や農道の整備が行わ

れた区域では、主要作物である水稲において、水管理の軽減や大型機械の導入による農作
業に係る労働時間の節減が図られ営農が合理化している。

また、本事業による農業用水の安定供給及び関連事業によるほ場条件の改善などから水
稲の単収が増加し、営農の合理化を背景とする経営規模の拡大も相まって生産性が向上し
ている。

④波及効果
本事業及び関連事業の実施による農業生産条件の改善は、本地区内での耕作放棄地の発

生を抑制し、法人の経営規模拡大を背景とした雇用機会の創出にも寄与している。
また、同事業による営農の合理化を背景に、余剰労働力を活かした多様な農産物が生産



され、米粉用米、大豆、きゅうりをはじめとする農産物加工品とともに地区内の農産物直
売所に出荷されることと相まって、地場産品の消費拡大と農家所得の増大に寄与している。

さらに、本地区のブランド米の生産は、規模拡大を進める経営体などにより生産技術の
継承が図られるとともに、産地形成されている須賀川市産のきゅうりについては、大規模
な選果場の整備も相まってその生産が維持されている。

加えて、本事業で整備した農業水利施設や農地等は、地域の子ども達をはじめとする食
農教育の対象として活用されるとともに、「猪苗代湖疏水事業（明治12年～明治15年）」を
はじめとし、「新安積開拓建設事業（昭和16年度～昭和41年度）」、「安積疏水農業水利事業
（昭和45年度～昭和57年度）」、「本事業（平成９年度～平成20年度）」、「安積疏水二期農業
水利事業（平成23年度～平成30年度）」に至る５つの国営事業にあっては、歴史的価値を有
する地域発展の礎である安積疏水を現在に継承し、また、後世に引き継ぐ上で大きな役割
を果たしている。

⑤事業実施による環境の変化
本事業及び関連事業によって整備した開水路に安全柵を設置したことにより、事故を未

然に防止する等地域住民の安全性の向上に寄与している。
加えて、本事業の関連事業で整備された農道が地域住民の通勤・通学・散歩など生活道

路として利用されており、地域住民の生活環境の向上に貢献している。
また、新安積幹線用水路トンネル内に生息するコウモリに配慮した整備としてコウモリ

ピットを設置した結果、事業実施後もコウモリの生息環境が維持・保全されている。

【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、用水管理

施設及び発電施設の新設並びにほ場の整備が図られ、その結果、規模拡大による稲作を主と
する農業が持続されている。

特に、原発事故の影響を未だ残しつつも、地域農業生産の維持、回復が図られていること
については、関係機関・団体及び農家の努力とともに、本事業による大規模な農業水利施設
がその取組を後押ししていると考えられる。

今後は、地域農業の担い手の育成・確保に向け、より広範囲な農地の集約化や関連事業の
計画的実施はもとより、経営感覚に優れた人材の育成強化に関係機関・団体が主導的に取り
組むことが重要である。

その際には、併せて、都市近郊農業の特性を活かし、六次産業化の取組を後押しするなど
して農産物需要の一層の拡大を併せて図ることが望まれる。

また、奥羽山脈を掘削し郡山盆地を猪苗代湖の水で潤してきた、歴史ある安積疏水の認識
を、地域をはじめ全国に発信し、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。

具体的には、近隣都市や首都圏などの都市住民との交流機会を創出し、先人から引き継い
だ地域資産を多方面にＰＲし農業水利資産の維持保全への参画を促すための受け皿を確保し
ていくことも重要である。
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