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【事業概要】

本地区（新湖北地区の受益地）は、滋賀県の琵琶湖北東部に位置し、一級河川姉川、草野川、
あねがわ くさの が わ

高時川及び余呉川の沿岸に拡がる水稲を中心とする農業地域である。
たかときがわ よ ご かわ

気象は、冬の寒さが厳しい日本海側気候に属し、年平均気温 13.4 ℃、年平均降水量 1,943mm、

かんがい期（４月～９月）の平均降水量 1,067mm であり、北側山間部は豪雪地帯となっている。

本地区内の河川は流域面積が小さく、河川からの用水供給だけでは絶対量が不足し、頻繁に農

業用水不足が発生していたため、国営農業水利事業「湖北地区」（昭和 40 年度～昭和 61 年度。

以下「湖北地区」という。）により、琵琶湖北東部の台地に位置する余呉湖へ揚水する機場をは

じめ、頭首工や用水路等を造成し、安定した農業用水を確保した結果、農業経営の安定を実現し

た。

その後、平成６年の渇水により用水の安定確保に対する農家の不安が高まったが、現に、湖北

地区で造成した施設は、建設後約 20 ～ 40 年が経過し施設の老朽化による機能の低下が顕著にな

るとともに、営農形態の変化に伴う用水需要量の増加もあって、農業用水の安定供給に支障を来

すようになった。

このため、本事業において、琵琶湖から余呉湖への補給水を増量する余呉湖第二補給揚水機場

の新設や老朽化した水路等の改修を行い、農業用水の安定供給による農業経営の安定を図るとと

もに、集落内を流下する末端用水路に防火桝を設置するなどの整備により、本地区の農業水利施

設が有する地域用水機能を増進させた。

受益面積：4,599ha（田：4,599ha）（平成 20 年現在）

受益者数：7,678 人（平成 20 年現在）

主要工事：頭首工 ２箇所、揚水機場 ６箇所、幹線水路 4.9km、支線水路 13.5km、

末端水路 97.5km、水管理施設一式

事 業 費：12,329 百万円（決算額）

事業期間：平成 10 年度～平成 21 年度（計画変更：平成 20 年度）（完了公告：平成 22 年度）

関連事業：なし

【評価項目】

１ 社会経済情勢の変化

（１）地域における人口、産業等の動向

① 総人口及び世帯数

本地域（現在の長浜市の区域から旧西浅井町を除いた区域）の人口は、平成７年の 117,390

人から平成 27 年の 118,230 人へと 840 人（１％）増加しているものの、県全体（平成７年：

1,287,005 人、平成 27 年：1,413,184 人、10 ％増加）と比較すると増加率は９ポイント低く

なっている。

また、総世帯数も平成７年の 34,150 戸から平成 27 年の 41,757 戸へと 7,607 戸（22 ％）増

加しているものの、県全体（平成７年：394,848 戸、平成 27 年：537,294 戸、36 ％増加）に

比べ増加率は 14 ポイント低くなっている。



【人口、世帯数】

区分 平成７年 平成 27 年 増減率

人 口 117,390 人 118,230 人 １％

世帯数 34,150 戸 41,757 戸 22 ％

出典：国勢調査

② 産業別就業人口

本地域の就業人口は、平成７年の 60,032 人から平成 22 年の 56,852 人へと 3,180 人（５％）

減少しているのに対し、県全体（平成７年 654,947 人、平成 22 年 673,612 人）は、３％増加

している。

本地域の第１次産業については、平成７年の 4,233 人から平成 22 年 1,913 人へと 2,320 人

（55 ％）減少しており、県全体（平成７年 33,047 人、平成 22 年 18,548 人、44 ％減少）を上

回る減少率となっている。

【産業別就業人口】

区分 平成７年 平成 22 年 増減率
割合 割合

第１次産業 4,233 人 ７％ 1,913 人 ３％ △ 55 ％

第２次産業 27,217 人 45 ％ 21,227 人 37 ％ △ 22 ％

第３次産業 28,473 人 47 ％ 30,853 人 54 ％ △ ８％

合 計 60,032 人 100 ％ 56,852 人 100 ％ △ ５％

注：合計には分類不能を含むため、個々の数値の合計と一致しない。

出典：国勢調査（平成 27 年の詳細データは未公表のため、平成 22 年データを使用）

（２）地域農業の動向

長浜市の耕地面積は、平成７年の 8,778ha から平成 27 年の 8,080ha へと 698ha（８％）減

少している。

本地区の農家戸数は、平成７年の 3,372 戸から平成 27 年の 1,143 戸へと 2,229 戸（66 ％）、

農業就業人口についても、平成７年の 4,245 人から平成 27 年の 1,501 人へと 2,744 人（65 ％）

減少している。特に農業就業人口に占める 65 歳以上の割合は 50 ％から 69 ％へと 19 ポイント

増加しており、農家の高齢化が認められる。

一方、戸当たり経営耕地面積は、平成７年の 1.4ha から平成 27 年の 3.1ha へと 1.7ha（121

％)増加しており、担い手農家や法人による経営規模の拡大が認められる。

【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 8,778ha 8,080ha △ ８％

農家戸数 3,372 戸 1,143 戸 △ 66 ％

農業就業人口 4,245 人 1,501 人 △ 65 ％

うち 65 歳以上 2,104 人 1,036 人 △ 51 ％
（農業就業人口に占める割合） (50 ％) (69 ％) (19 ポイント)

戸当たり経営耕地面積 1.4ha/戸 3.1ha/戸 121 ％

認定農業者数※ 59 経営体 314 経営体 432 ％

うち法人数※ ３法人 26 法人 767 ％

※：認定農業者数及び法人数は平成９年と平成 22 年の値

注：農家戸数及び農業就業人口は販売農家

出典：作物統計面積調査、農林業センサス、認定農業者数は近畿農政局調べ



２ 本事業により整備された施設の管理状況

（１）施設の利用状況

本地区の農業用水は、余呉川、高時川及び草野川の３河川に設置した頭首工から取水後、幹

線・支線水路等を経由し、地区内の農地に供給されている。

また、余呉湖補給揚水機場及び余呉湖第二補給揚水機場により琵琶湖から余呉湖へ揚水し、

余呉湖放水隧道を利用して用水補給を行うことにより、農業用水の安定供給が図られている。

（２）施設の管理状況

本事業により改修した高時川頭首工及び余呉湖補給揚水機場並びに新設した余呉湖第二補給

揚水機場については、国から長浜市へ管理委託され、同市から湖北土地改良区が受託し、操作

や保守点検等の管理が適切に行われている。

その他の施設は、同土地改良区に管理受託され、管理規程等に基づき適切に管理されている。

なお、これらの施設は、基幹水利施設管理事業及び国営造成施設管理体制整備促進事業の管

理助成制度を活用して維持管理の適正化が図られている。

また、集落内を流下する末端用水路については、地域用水機能（生活用水機能（例：野菜の

洗い場）、防火用水機能（例：防火枡の設置）、景観保全機能（例：石積み水路）、または消流

雪用水機能（例：冬季に水路へ排雪））を有し、自治会等地域住民により適切に管理されてい

る。

（３）施設の管理・利用上の課題・改善点等

① 堆砂やゴミ投棄等による施設機能の低下

台風等の増水時に流下した土砂が高時川頭首工等の下流部に堆積し、ゲートや魚道の機能

低下が生じており、土地改良区による頭首工の浚渫や魚道の排砂が必要となっている。

また、幹線水路や支線水路においては、投棄ゴミの増加により、安定的な通水が阻害され

るなどの問題が生じるとともに、消流雪用水機能を有する水路では、一度に大量の雪が水路

に投棄されることによる通水障害も発生しており、施設管理上の課題となっている。

② 地域用水機能増進施設の維持管理

景観・生態系に配慮した水路や防火用水機能等、地域用水機能を増進させた水路は、現在、

自治会等地域住民により適切に管理され、地域用水機能が維持されているが、今後、地域住

民の高齢化に伴い、泥上げ等労力の負担が大きい作業をどのように実施していくのかなど、

維持管理方法について検討を行う必要がある。

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

主要作物の作付面積について、事業計画時点（平成 20 年）の計画と事後評価時点（平成 27

年）を比較すると、基幹作物である水稲は高品質米栽培の拡大により増加しているものの、大

豆は、水稲の作付面積が増加したことに加え、播種時期の降雨による発芽不良から一部の農

家が栽培を止めたことにより、作付面積が減少している。

野菜は、農家の高齢化に伴い、だいこん、すいか等の重量野菜を中心に減少したものの、JA

等関係機関が栽培を推奨しているブロッコリーは作付面積が増加している。

生産量については、用水供給の安定化や栽培技術の向上により、すべての野菜の単収が増加

しているが、作付面積が増加したブロッコリーや一部の法人が生産拡大に取り組んでいるキャ

ベツを除き、生産量は計画を下回っている。

生産額については、これらのことから、キャベツ及びブロッコリーは増加したものの、その

他のすべての作物は減少している。



【作付面積】 （単位：ha）

区分 事業計画(平成 20 年) 評価時点

現況(平成 17 年) 計画 (平成 27 年)

水稲 3,284 3,315 3,435

加工用米 67 70 57

大豆 598 926 479

キャベツ 16 26 22

きゅうり 16 26 ８

すいか 27 41 ８

だいこん 37 53 ８

はくさい 13 21 14

ブロッコリー ４ 20 40

出典：事業計画書（最終計画）、近畿農政局調べ

【生産量】 （単位：t）

事業計画(平成 20 年) 評価時点

区分 現況(平成 17 年) 計画 (平成 27 年)

t/ha t/ha t/ha

水稲 16,486 5.0 16,973 5.1 17,141 5.0

加工用米 336 5.0 351 5.0 284 5.0

大豆 951 1.6 1,472 1.6 719 1.5

キャベツ 273 17.1 444 17.1 585 26.6

きゅうり 248 15.5 404 15.5 173 21.7

すいか 222 8.2 337 8.2 97 12.2

だいこん 889 24.0 1,273 24.0 245 30.7

はくさい 305 23.5 493 23.5 386 27.6

ブロッコリー 20 5.1 101 5.1 292 7.3

出典：事業計画書（最終計画）、近畿農政局調べ

【生産額】 （単位：百万円）

事業計画(平成 20 年) 評価時点

区分 現況(平成 17 年) 計画 (平成 27 年)

千円/t 千円/t 千円/t

水稲 4,319 262 4,447 262 3,908 228

加工用米 52 156 55 156 44 154

大豆 239 251 370 251 88 122

キャベツ 18 64 28 64 33 57

きゅうり 61 247 100 247 39 224

すいか 20 88 30 88 ８ 79

だいこん 53 60 76 60 14 58

はくさい 13 42 21 42 17 44

ブロッコリー ５ 264 27 264 69 237

出典：事業計画書（最終計画）、近畿農政局調べ

（２）営農経費節減効果

水稲の用水管理に係る労働時間を比較すると、事業計画時点（平成 20 年）の計画では 10a



当たり 6.5 時間であったが、末端水路の改修及び安定的な用水供給により、事後評価時点（平

成 27 年）では 4.2 時間に節減されており、事業計画時点の現況の半分程度になっている。

【用水管理に係る労働時間】 （単位：時間/10a）

区分 事業計画(平成 20 年) 評価時点

現況(平成 17 年) 計画 (平成 27 年)

水稲 9.4 6.5 4.2

出典：事業計画書（最終計画）、近畿農政局調べ

（３）維持管理費節減効果

事業計画時点の計画（平成 20 年）と事後評価時点（平成 27 年）の維持管理費を比較すると、

計画では 92,048 千円を見込んでいたが、その後の農事用電力の値上がりにより、事後評価時

点では 106,767 千円と計画を上回っている。

しかし、事業実施による補修等の費用の軽減や水管理システムの更新による管理の効率化に

より、事業計画時点の現況（平成 17 年）151,107 千円に比べて維持管理費の節減が図られて

いる。

【維持管理費】 （単位：千円）

事業計画(平成 20 年) 評価時点

現況(平成 17 年) 計画 (平成 27 年)

年間維持管理費 151,107 92,048 106,767

出典：事業計画書（最終計画）、近畿農政局調べ

４ 事業効果の発現状況

（１）農業用水の安定供給と維持管理の軽減

本事業による老朽化した頭首工や水路等の改修に伴う施設機能の回復及び余呉湖第二補給揚

水機場の新設により、不足していた用水量が確保され、安定的な用水供給が可能になるととも

に、施設の維持管理に要する費用と労力の軽減が図られている。

また、本事業の完了後、本地区の基幹作物である水稲については、「日本晴」主体の作付け

から、消費者ニーズに対応した特別栽培米のコシヒカリなど、高品質米への作付転換が行われ、

事業実施前に比べ、コシヒカリの作付割合が増加している。この他、ブロッコリー、キャベツ

等の野菜類は単収が増加しており、農業生産性の向上が図られている。このような本地区の農

業振興には、本事業の実施による農業用水の安定供給が寄与している。

（２）農業経営の規模拡大

本地区では、水田農業を主体とする担い手農家への農地集積や流動化が促進され、戸当たり

経営耕地面積が平成７年の 1.4ha から平成 27 年の 3.1ha に倍増しており、農家の経営規模が

拡大するとともに、認定農業者数も平成９年の 59 経営体から平成 22 年の 314 経営体、法人数

が３経営体から 26 経営体に増加しており、地域農業の担い手の確保も図られている。このよ

うな農地の流動化等にも本事業の実施による農業用水の安定供給が寄与している。

さらに、地区内では、担い手の高齢化や後継者不足等を解消するため、地域の話し合いに基

づく「人・農地プラン」の作成が取り組まれ、総地域数 160 地域に対し 97 地域（61 ％）で作

成され、市全体の作成割合 44 ％を上回っており、将来の地域農業への在り方について検討が

進められている。

また、農地の出し手と受け手の仲介を行う農地中間管理機構（滋賀県公社）は、長浜市内に

おいて、約 500 筆（約３年間の実績）に上る農地の貸借を成立させており、農業者の高齢化等



を背景とする耕作放棄地発生の抑制にも寄与している。

（３）地域用水機能の維持及び増進

本事業では、地域用水機能の増進に向け、景観及び生態系への配慮や防火用水機能等を向上

させる整備を行っている。これら地域用水機能増進施設は、水管理システムのきめ細やかな操

作によって一年を通し安定的に送水されており、「生活用水」、「防火用水」、「景観保全」及び

「消流雪用水」としての地域用水機能を発揮している。

アンケート調査（平成 27 年度調査。調査母数 1,000 人。回答率 53 ％）において「本事業に

より整備した水路が地域の景観や生活にどのような影響を与えましたか」との質問に対して 44

％が「水路の水を防火用水として利用できるようになり、安心感が増した」と回答しており、

防火用水機能が発揮されているものと認められる。

また、集落を流下する末端用水路は、排雪用としても活用されており、地域住民には必要不

可欠なものとなっている。

（４）事業による波及効果

① 多面的機能の啓発普及

本地区では農業者、地域住民、自治会等が「多面的機能支払交付金」等の制度を活用し、草

刈りなどの農地維持活動や農道や水路等施設の補修などの資源向上活動に取り組むとともに、

広く地域の人々に農業農村の持つ多面的機能を理解してもらうことを目的として、農業体験や

集落内の水路の維持補修による農村景観の保全活動、農業用施設を利用した自然観察会等のイ

ベント等を開催している。

また、揚水機場等を操作している湖北土地改良区では小学生を対象に毎年、高時川頭首工の

見学会を開催しており、土地改良施設の有する多面的機能を学ぶ総合学習の場として活用され

ている。

② 環境保全型農業の推進による生産振興

本事業による安定的な用水供給等を契機として、本地区では、JA 主導の下、約 600 人（約

1,200ha）の農業者が有機質肥料 50 ％の肥料を使用するなどの環境保全型農業に取り組み、コ

シヒカリの特別栽培米の生産が行なわれており、滋賀県からは「環境こだわり農産物」の認証

も受けている。これらの取組により、高品質かつ大ロットでの高品質米の生産が可能になった

ことから、大手量販店との販売契約が実現し、消費者から好評を得ている。

また、堆肥等を使った土作りと化学肥料・化学農薬の使用低減を一体的に行う等の環境に優

しい農業に取り組む農業者（エコファーマー）数は、本地区内の販売農家の約３割を占めてお

り、環境に優しい農業が取り組まれている。

③ ６次産業化（農産物加工）への取組

地区内に「道の駅 湖北みずどりステーション」が開設（平成 13 年）されたことを契機と

して、「湖北町農産物直売組合」を構成する農業者の女性が中心となって「おふくろ亭」が組

織された。

「おふくろ亭」は、本事業により安定生産が実現した地域の米や野菜を用い、道の駅におい

て、「おふくろの味」にこだわった湖北地域の伝統料理を中心に加工・販売を行っており、販

売が軌道に乗った平成 22 年には法人化を遂げている。

（５）事後評価時点における費用対効果分析結果

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。



総便益額 137,077 百万円

総費用 83,083 百万円

総費用総便益比 1.64

５ 事業実施による環境の変化

（１）生活環境の変化

本事業では、集落を流下する末端用水路を改修する際、地域用水機能を増進するため、水路

の石積み護岸整備や洗い場を設置したことにより、景観や生態系保全、親水の場として利用さ

れている。

また、幹線水路の一部や集落内の用水路は消流雪水路としても利用されており、用水の安定

供給に伴い流量が確保されたことによって、除雪作業が容易になり、冬期の生活交通が確保さ

れ、地域住民の利便性及び安全性が向上している。

さらに、消防水利の基準に基づく取水可能量を確保する防火桝を設けたことなどにより、安

定的な消防水利の確保が可能となっている。

（２）自然環境の変化

本事業により、集落内を流下する用水路に魚巣ブロックを設置するなど、魚類等の生息環境

に配慮した改修を行った結果、魚類等の生息確認数が増加しており（農水省調査。平成 13 年

は 10 種、平成 26 年は 20 種）、生息環境が保全・創出され、生物相の保全が図られている。

６ 今後の課題等

（１）施設の計画的な更新の実施

湖北地区により造成された施設のうち、本事業では更新の対象としなかった施設が数多く存

在している。これらの施設は、造成後 40 年から 50 年以上経過していることから、その施設機

能が喪失した場合、農業用水の供給に支障を及ぼす恐れがある。

このため、ライフサイクルコストの低減を見据えた施設機能診断に基づく適切な予防保全対

策や計画的な更新を行うとともに、今後とも土地改良区及び関係機関が一体となった適切な維

持管理により農業用水の安定供給を行うことが重要である。

なお、農水省は、平成 27 年度には国営造成施設保全対策指導事業により施設機能診断を行

い、そのうち、第三者被害に対するリスク・重要度・緊急性の高い施設については、平成 28

年度から国営施設応急対策事業による施設全体のリスク把握調査、耐震性の点検・調査及び原

因究明調査に着手している。

（２）適正な管理の推進

施設の管理上の課題となっている堆砂やゴミの投棄等による施設の機能低下については、土

地改良区が関係機関と連携して、農業水利施設の役割や重要性を周知するとともに、管理方法

の在り方の検討や地域住民等への啓発を図るなど、具体的な対策を講じ、管理の円滑化と管理

費用の負担軽減を図る必要がある。

（３）農業水利の理解を深める普及活動の推進

多面的機能支払交付金などを活用した用水路等の維持管理、清掃など、地域住民との共同活

動の取組により、地域用水機能の維持・増進を図ることが重要であるが、農家数の減少、農業

者の高齢化や非農家との混住化が進む中で、土地改良区が中心となって水路の泥上げや排雪の

在り方など、農業水利施設の維持管理について地域ぐるみの取組を進めていくことが重要であ

る。



【総合評価】

① 農業用水の安定供給

本事業による老朽化した頭首工や水路の改修及び余呉湖第二補給揚水機場の新設に伴う用水

供給量の増加により、農業用水の安定的な供給が維持され、施設の維持管理に要する費用と労

力の軽減が図られるとともに、本地区の基幹作物である高品質な水稲をはじめ、各種農作物の

安定的な生産が可能となっている。

② 担い手への利用集積の推進

本地区では、農家数が減少し、農家が高齢化しているものの、本事業による安定的な用水供

給により、水田農業を主体とする担い手農家への農地利用集積や流動化の促進とともに、法人

組織が増加している。

③ 地域用水機能の発揮

本事業の実施により「生活用水」、「防火用水」、「景観保全」及び「消流雪用水」の機能が

増進された水路は、自治会等地域住民による適切な管理の下、地域用水機能が維持されており、

地域住民の利便性や安全性の向上に寄与している。

④ 事業実施による環境の向上

本事業により、周辺の景観や生物に配慮した護岸整備がなされた水路については、集落景観

や生物相の保全が図られている。

⑤ 事業効果の継続的な発現及び各種課題への積極的な取組

上記の事業効果を今後とも継続的に発現させる観点から、土地改良施設の予防保全対策や計

画的な施設更新や農業水利の理解を深めるための普及活動を推進するとともに、農家の減少等

を踏まえた適切な末端用水路の管理について、土地改良区や地域住民が行政等関係機関と連携

して一層積極的に取り組んでいくことが重要である。

【技術検討会の意見】

本事業により、水需要の増加に対応して余呉湖第二補給揚水機場が新設されるとともに、老朽

化した水利施設（頭首工、揚水機場、水路等）が改修されたことにより、農業用水の安定供給が

可能になり、営農規模の拡大等、地域農業の振興に寄与している。また、本事業では、地域用水

機能を増進させるための施設整備等も行われ、景観や生態系の保全、生活の利便性、安全性が向

上している。

今後も土地改良施設を適切に維持管理していくためには、施設の計画的な補修、更新を行うと

ともに、地域住民の高齢化等も見据えた管理のあり方を、行政と土地改良区が連携して検討を進

める必要がある。

また、施設管理に対して地域住民の協力を得るため、農業水利や水利施設に関する理解を深め

るための普及活動を推進することが重要である。

評価に使用した資料等
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・ 農林水産省大臣官房統計部「農業センサス滋賀県統計書」（平成 12 年、22 年、27 年）農林水産統

計協会
・ 滋賀県「滋賀県農林水産年報」（平成 12 年～ 26 年）
・ 全国農業会議所「農作業料金・農業労賃に関する調査結果」（平成 25 年）
・ 滋賀県「滋賀県農業経営ハンドブック」（平成 18 年）
・ 評価結果書に使用したデータのうち、一般に公表されていないものについては、近畿農政局淀川
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