
事 業 名 農用地総合整備事業 区 域 名 郡 山 都道府県名 福島県
こおり やま

関係市町 郡 山市、田村郡三春町
こおりやま し た むらぐん み はるまち

【事業概要】
本区域は、福島県の中央部に位置する郡山市東部及び三春町の一部からなり、狭小な農地

が谷間の沢づたいに分散している。
気候は、年平均降水量が約1,100mmと全国平均より少なく、年平均気温が約12℃と東北地

方の中では少雪で温暖な地域である。
本区域の農業は、水稲、葉たばこ及び畜産を組み合わせた複合経営が行われているが、平

坦部に比較して農業生産基盤整備は遅れている。また、現道も幅員が狭く、農産物集出荷
等流通の要である農道の整備も遅れており、東北自動車道及び磐越自動車道等の高速交通
網へのアクセスが不十分な状況にあることから、首都圏への農産物輸送を円滑に行う上で
支障をきたしている。
このため、農用地及び農業用道路の整備を一体的かつ早急に行い、農産物流通の合理化や

高速流通体系に対応する産地形成を図り、農業生産性の向上と経営の安定に資するもので
ある。

受益面積：3,792 ha（田：1,994ha、畑：1,504ha、樹園地：103ha、採草放牧地：191ha)
（平成21年現在)

受益戸数：3,590戸 (平成21年現在)
主要工事：区画整理 64ha

客土 3ha
暗渠排水 105ha
農業用道路 11.7km

事 業 費：9,616百万円（決算額）
工 期：平成15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

（用語解説）
本区域：農用地総合整備事業「郡山区域」の受益地
本地域：郡山市、田村郡三春町

※本評価は、東日本大震災及び東京電力(株)福島第一原子力発電所事故（以下、「原発事故」
という。）による影響が残る中での調査に基づき評価を行うものである。

【評価項目】
１ 社会経済情勢の変化

以下の統計データにおける｢本地域」は、郡山市及び三春町全域のデータを示し、｢本区域」
は、受益地にほぼ近い旧町村単位のデータを集計したものである。

（１）地域における人口、産業等の動向
①総人口

福島県の総人口は、平成12年の2,127千人から、平成27年で1,914千人となり、10％(213
千人)の減少となっている。
本地域の総人口は、県全体の18％を占めている地域で、平成12年の355千人から平成27

年では354千人と、0.3％(１千人)の減少となっている。

②総世帯数の動向
福島県の総世帯数は、平成12年の687,828世帯から、平成27年で736,616世帯となり、７

％(48,788世帯)の増加となっている。
本地域の総世帯数は、県全体の20％を占めている地域で、平成12年の125,801世帯から

平成27年では144,354世帯と、15％(18,553世帯)増加しており、県全体の増減に対して世



帯数の増加が大きい地域である。

【人口、世帯数】
区分 平成12年 平成27年 増減 増減率

総人口 福島県 2,127千人 1,914千人 △213千人 △10％

本地域 355千人 354千人 △1千人 △0.3％

総世帯数 福島県 687,828世帯 736,616世帯 48,788世帯 7％

本地域 125,801世帯 144,354世帯 18,553世帯 15％
（出典：国勢調査）

③就業人口の動向
本地域の産業別の構成をみると、第１次産業従事者の就業人口は、平成12年の9,749人

から平成22年では5,932人に39％（3,817人）減少し、平成22年の福島県全体に占める割合
は、８％(5,932／71,428人)となっている。
第２次産業従事者の就業人口は、平成12年の50,136人から平成22年では37,303人となり、

26％(12,833人)減少している。
第３次産業従事者の就業人口は、平成12年の114,092人から平成22年では104,797人とな

り、８％(9,295人)減少している。

【産業別就業人口】
区 分 平成12年 平成22年 増 減 増減率

割合 割合
第１次産業 福島県 102,115人 10％ 71,428人 8％ △30,687人 △30%

本地域 9,749人 6％ 5,932人 4％ △3,817人 △39%
第２次産業 福島県 368,425人 35％ 272,417人 30％ △96,008人 △26%

本地域 50,136人 29％ 37,303人 25％ △12,833人 △26%
第３次産業 福島県 585,926人 55％ 560,520人 62％ △25,406人 △4%

本地域 114,092人 65％ 104,797人 71％ △9,295人 △8%
計 福島県 1,056,466人 904,365人 △152,101人 △14％

本地域 173,977人 16％ 148,032人 16％ △25,945人 △15％
※年度の計には、分類不能の産業を除いている｡

（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
①耕地面積の動向

本区域の総農家の経営耕地面積は、平成12年の2,887haから平成27年には2,055haとなり、
29％(832ha)減少し、福島県全体に占める割合は２％(2,055ha/100,279ha)となっている。

②農家戸数と基幹的農業従事者数の動向
本区域の総農家戸数は、平成12年の3,226戸から平成27年には2,349戸となり、27％(877

戸)減少している。
本区域の基幹的農業従事者数は、平成12年の2,702人から平成27年には1,900人となり、

30％（802人）減少している。うち65歳以上の占める割合は、平成12年の53％（1,420人）
から平成27年には69％（1,312人）となり、16ポイント増加している。

③経営耕地面積（販売農家）の動向
本区域の販売農家の経営耕地面積は、平成12年の2,775haから平成27年には1,902haとな

り、31％（873ha）減少しているものの、販売農家１戸当たり平均経営耕地面積は、平成12
年の1.0ha／戸から平成27年には1.3ha／戸となり、30.0％（0.3ha／戸）増加している。

④認定農業者、新規就農者の動向
本地域の認定農業者は、平成13年度の250人から平成26年には506人となり、102％（256

人）の増加となっている。（福島県調べ）



また、新規就農者は、平成24年から平成26年で52人となっている。

⑤耕作放棄地面積の推移
本区域の耕作放棄地面積は、平成17年の1,008haから平成27年では1,212haとなり、20％

(204ha)増加している。

区 分 平成12年 平成27年 増減 増減率

経営耕地面積（総農家） 2,887ha 2,055ha △832ha △29％

農 家 戸 数（総農家） 3,226戸 2,349戸 △877戸 △27％

経営耕地面積（販売農家） 2,775ha 1,902ha △873ha △31％

農 家 戸 数（販売農家） 2,660戸 1,517戸 △1,143戸 △43％

基幹的農業従事者数 2,702人 1,900人 △802人 △30％

うち65歳以上 1,420人 1,312人 △108人 △8％

(65歳以上の割合) 53% 69% 16ﾎﾟｲﾝﾄ

戸当たり経営耕地面積（販売農家） 1.0ha/戸 1.3ha/戸 0.3ha/戸 30％

耕作放棄地面積 1,008ha（H17) 1,212ha 204ha 20％

(本地域)認定農業者数 250人(H13) 506人(H26) 256人 102％
(出典：農林水産統計年報、農林業センサス

耕作放棄地面積は土地持ち非農家を含む)

（３）地域農業をめぐる近年の動向
平成23年3月11日の東日本大震災の地震と津波により原発事故が発生し、放射性物質が

大気中に放出された。現在でも本地域は、基幹作物である水稲をはじめ、農産物の放射性
物質検査の実施や農用地等の除染作業が実施されている。

①作付作物の動向
本地域は、阿武隈川右岸の都市近郊に位置し、水稲を中心に果樹、畜産、葉たばこ等を

組み合わせた複合経営が行われている。
水稲は、コシヒカリやひとめぼれ等の主食用米の作付が中心であるが、最近では、飼料

米、ＷＣＳ用稲、加工用米等も増えてきている。
施設野菜はきゅうり、ピーマン、アスパラガス、ねぎ等、果樹はリンゴ、花きはトルコ

ギキョウ、畜産は肉用牛や酪農も行われている。

②安全・安心な農産物の提供
放射性物質対策として、米の生産時には、カリ施用等による放射性セシウムの吸収抑制

対策、収穫後には、ＪＡ郡山市が各拠点の倉庫における全量全袋検査、さらに出荷する際
は玄米時及び精米後に抽出検査を実施している。肉用牛については全頭検査、その他の農
産物については、モニタリング検査を行うなど、基準値を超える農産物が出荷・販売され
ない体制を確立している。安全・安心な農産物を提供している。
また、郡山市では、郡山産米の知名度向上を図るため、「コシヒカリ」と｢ひとめぼれ」

の一等米を郡山産米「あさか舞」として消費者へのＰＲに取り組んでいる。

③新規就農者の動向
本区域では、首都圏での会社勤めから実家の農業を継ぐためにＵターンして認定農業者

となった方や、定年後実家の農業を行う定年帰農者が見られる。

④地産地消の動向
本区域では、学校給食における地元産米の使用のほか、朝市や夕市、常設の農産物直売

所において近隣農家が栽培した安全・安心な農産物を販売し、生産者と消費者の交流を通
じて地産地消の拡大が図られてきた。

⑤観光農園の動向
本区域には、ＪＡたむら観光果樹園やエコファーマーの認定を受けたブルーベリー園等

があり、都市住民に利用されている。



⑥多面的機能支払交付金の動向
本区域では、区画整理等を実施した農地の約2/3で、多面的機能支払交付金を活用した

地域共同による農地・農業用水等の保全管理と農村環境の保全向上の取組みを行ってい
る。

⑦区域内の法人活動
本区域には、水耕栽培でスプラウト、サンチュ、豆苗、かいわれ大根及び夏いちご等の

清浄野菜を生産販売している法人がある。平成21年からは、ハウス周辺の里山や畑に放牧
して育てる放牧豚にも取り組むとともにソーセージやハム等に加工して販売している。

⑧福島県内ＪＡの再編
震災前に県内にあった17農協のうち16農協は、被災農協の組織基盤維持等の必要性から

平成28年３月１日に合併し、４農協が発足したことにより福島県内は５農協となった。本
区域は、「ＪＡ福島さくら」（郡山、たむら、いわき、ふたば地区の５農協が合併）の範囲
に含まれる。

２ 事業により整備された施設の管理状況

本事業の実施により整備された、耕作道や用排水路は、受益者により適切に管理されてい

る。丹伊田団地では、丹伊田団地管理組合を組織し、草刈りや側溝の土砂上げなど維持管理
に い だ

を適切に行う体制が整備されている。
農業用道路は、道路管理者である郡山市により、法面の草刈りや舗装の補修等適切に管理

されている。

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作付面積
事業計画と評価時点を作付作物別に見ると、区画整理等の実施により、機械利用が改善

され省力的な農業が可能となったことから、水稲は計画を上回っているほか、新たにWCS
(2.6ha)が作付けされている。
また、区域内で整備された農地では、すべてのほ場で作付けがなされており、農地の有

効利用が図られている。

【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20年) 計 画 (平成27年)

水稲 136.0 113.5 143.1
WCS - - 2.6
大豆 2.2 12.1 3.0
きゅうり 1.2 3.1 0.5
さやいんげん - 1.2 0.2
（出典：事業計画書(最終計画)、森林整備センター調べ）

②生産量
水稲については、単収が計画を下回っているものの、作付面積が上回っていることから、

生産量は計画から増加している。
一方、大豆や野菜類は作付面積、単収ともに計画を下回っていることから、生産量は計

画から減少しているが、大豆は事業実施前に比べ増加している。



【生産量】 (単位：ｔ)
事業計画(平成20年) 評価時点

区 分 現 況 計 画 (平成27年)

(平成20年) t/ha t/ha t/ha
水稲 719.4 5.3 629.9 5.7 792.8 5.5

WCS － - - - 65.0 25.0

大豆 2.8 1.3 25.0 2.1 3.2 1.1

きゅうり 69.6 46.4 158.3 51.1 21.3 42.5

さやいんげん - - 16.1 13.4 1.3 6.4
（出典：事業計画書(最終計画)、森林整備センター調べ）

③生産額
水稲については、単価が計画を下回っているものの、生産量が上回っていることから、

生産額は計画から増加しており、単価は低下しているが、区画整理に伴う機械導入による
省力化からWCSを含めた水稲の栽培が進展している。

【生産額】 (単位：千円)
事業計画(平成20年) 評価時点

区 分 現 況 計 画 (平成27年)

(平成20年) 千円/t 千円/t 千円/t
水稲 175,543 244 153,698 244 164,104 207

WCS - - - - 1,755 27

大豆 737 266 6,655 266 406 129

きゅうり 13,230 190 30,083 190 5,250 247

さやいんげん - - 8,016 497 996 776
（出典：事業計画書(最終計画)、森林整備センター調べ）

（２）営農経費節減効果
本事業により、10a区画の狭小なほ場から20～50a程度の区画に整理されるとともに、暗

渠排水の整備による乾田化に伴い、機械化作業体系への移行や水管理作業の軽減が図られ
た。
これにより、水稲については、計画を若干上回っているものの、事業実施前に比べ営農

経費の節減が図られている。
ばれいしょについては、収穫機械を利用することとしていたが、作付面積の減少により、

機械の導入が遅れており、労働時間は計画を上回っている。

区 分 事業計画(平成20年) 評価時点
現況(平成20年) 計 画 (平成27年)

水稲 労働時間 421.0時間/ha 158.3時間/ha 164.5時間/ha

（区画整理）機械経費 848千円/ha 309千円/ha 224千円/ha

水稲 労働時間 191.6時間/ha 158.3時間/ha 165.2時間/ha

（暗渠排水）機械経費 468千円/ha 309千円/ha 226千円/ha

ばれいしょ 労働時間 630.0時間/ha 193.0時間/ha 490.8時間/ha

（区画整理）機械経費 267千円/ha 278千円/ha 178千円/ha
（出典：事業計画書(最終計画)、森林整備センター調べ）

（３）営農に係る走行経費節減効果
営農に係る走行経費節減効果は、事業計画と評価時点を比較すると、効果額は236百万

円/年で、当初の想定よりも10百万円/年減少している。
本地域の農産物は震災に伴う原発事後の影響により、放射性物質検査を実施しており、

当初想定していない流通系統による農産物流通が行われている状況にある。



（４）一般交通走行経費節減効果
一般交通走行経費節減効果は、事業計画と評価時点を比較すると、効果額は362百万円/

年で、当初の想定よりも74百万円/年減少している。
本事業により農業用道路が整備され、通作や農業資材運搬等の農業利用の他、他市町か

ら郡山市街地への既存道路の迂回路としての利用や市街地と集落を結ぶ道路として利用さ
れるなど、地域住民の生活道路として活用されている。
平成９年及び平成13年に周辺道路において実施した交通量調査をもとに算定した農業用

道路への推定流入交通量は１工区付近で、乗用車換算で535台／日としていたが、評価時
点の流入交通量は、135台／日となっていた。なお、交通量が最多となった区間は、２、
３工区間で354台/日であった。
また、一般交通量の減少の要因は、震災以降、福島県内の観光入れ込み客が減少したこ

と及び、福島県内における事業所数の減少が、想定していた交通量に影響を与えたと考え
られる。
なお、震災及び原発事故の影響で、林産物においてはいまだ出荷制限が続いていること、

被災者には近傍の高速道路が無料開放されていることも影響を与えていると考えられる。

４ 事業効果の発現状況
（１）農用地整備

①農作業の効率化
区画整理による区画の拡大とともに、換地により所有者毎に農地が集約され、効率的な

農作業が可能になった。また、農業用用排水路や耕作道の整備に伴い、田越しでの作業が
解消され、農作業機械の移動回数も減少し、資材や収穫物の搬入搬出や農業用水の管理等
が容易になり、農作業時間の短縮や安全の確保が図られた。
受益者を対象としたアンケート結果では、｢農業機械の利用が楽になった。」との回答は

87％、｢かん水や落水などの水管理が楽になった。」との回答は87％、｢排水が良くなり、
耕起や収穫等の作業が楽になった｡」との回答が86％、「ほ場が整形され、耕起や収穫等の
作業が楽になった。」との回答は96％であった。
受益者への聞き取りでは、「耕作道及び用排水路が整備されたことから、中型機械によ

る営農が進み農作業が容易となった。」、「整備されたほ場に直接耕作道による出入りが可
能となり、用排水路による水管理が容易になった。」、「事業実施後、田植機や稲刈り機等
の農作業機械が歩行型から乗用型に変化が見られた。」という意見が聞かれた。

②担い手への作業委託
本事業前は、小区画の湿田が多く、農作業機械が効率的に利用出来ず、遊休農地が目立

ち始めていたが、区画整理を実施したことにより農作業機械の効率的な利用が可能となり、
担い手に農作業を委託し易い環境が整い、継続的に営農が行われている。
受益者を対象としたアンケート結果では、「土地の賃貸借や作業受委託が容易になった。」

との回答が69％であった。

③食農教育の取組
本事業で整備した水田では、「田んぼの学校｣が実施されており、地元農家が農の先生と

なって小学生に地元農産物への関心を深める食農教育（農業体験学習や食農教育活動）の
取組が進められている。

（２）農業用道路整備
①飼料や堆肥の搬出入等の効率化

本事業により整備された農業用道路周辺の畜産農家では、大型車による飼料(稲わらや
濃厚飼料)の搬入や堆肥の搬出等が効率的に実施出来るようになった。また、畜産農家で
生産される堆肥は、耕種農家の農地に還元され、耕種農家からは稲わらが提供されており、
耕畜連携に取り組んでいる。
受益者を対象としたアンケート結果では、畜産関係分野の質問において、「農畜産物の

集出荷や家畜市場への運搬が容易になった」、「家畜糞尿や堆肥の運搬、搬入が容易になっ
た」との回答が50％あった。



②農産物移動の効率化
農業用道路周辺で収穫される農産物の自宅への運搬や出荷施設等への運搬が効率的に実

施出来るようになった。
受益者を対象としたアンケート結果では、「農地への通作、農業機械の搬入、農業資材

の運搬が容易になった」との回答が61%であった。

（３）事業による波及効果
①都市農村交流等への貢献

区画整理を実施した集落の中には、事業実施を契機に、都市住民を対象に野菜の作付や
収穫等の「体験農業イベント」を開催している。秋の体験農業時には、参加者に地元料理

と、江戸時代より伝承する「篠坂神楽」を披露して、都市住民との交流を深めることで、
しのざか か ぐ ら

集落の活性化に繋がっている。
受益者を対象としたアンケート結果では、「観光施設、お祭り､イベントに行きやすくな

った」との回答が47％、「観光施設、お祭り､イベントに来るお客さんが増えた」との回答
に31％であった。
受益者からの聞き取りでは、「三春滝 桜（樹齢は1,000年以上、国天然記念物）、紅枝垂地蔵

み はるたきざくら べ に しだ れ じ ぞう

ザクラ等」の地域資源や「歌舞伎や神楽等」の伝統文化の鑑賞をするための来訪者の中に
は農業用道路を利用している方もいるとの回答があった。

②耕作放棄の発生防止
区画整理及び暗渠排水の実施に伴う農作業の効率化により継続的な営農が行われてい

る。
受益者を対象としたアンケート結果では、「もし農用地整備を実施していなかったら、

現在どうなっていたか」との質問に対し、「耕作放棄地となっていただろう」との回答が
全体の59％に上り、整備された農地では耕作が行われており、耕作放棄の防止に一定の効
果があったと考えられる。
受益者聞き取り調査では、「湿田で小型機械が埋まるような田が、整備後は中型の農業

機械による作業が容易となり、省力化が図られた。」、「整備され、機械による作業が容易
となったことにより受委託が可能となった。」との回答があった。

③国産農産物の安定供給
区画整理等の実施による農業生産基盤条件の改善に伴い、事業実施前と比較して調整水

田が減少し、一方で、水稲や大豆の作付面積の増加及び新たにさやいんげんが作付けされ、
国産農産物の安定供給に寄与している。

④森林管理作業の効率化
郡山市は、林業も盛んな地域（林野率52％、人口林率47％）であり、農業用道路の整備

により、下草刈り等の保育作業や間伐材の運搬等の森林管理作業が容易となった。
受益者を対象としたアンケートでは、林業関係分野の質問に対し、「製材所、木材市場

等への木材の運搬が容易になった」、「山仕事や竹林への移動が容易になった。」との回答
が48％あった。

⑤６次産業化の取組
丹伊田団地では、区画整理を契機に、農家が共同で生産組合を設置し、区域内で生産さ

れた大豆を利用した豆腐などの加工品開発をはじめとする６次産業化への取組を推進して
いる。

（４）事後評価時点における費用対効果分析結果
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－タをもとに、総費用総便益

比を算定した結果は、以下のとおりとなった。
総費用 19,745百万円
総便益 21,328百万円
総費用総便益比 1.08



５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境面の変化

本事業で整備した農業用道路は、地域住民の通勤・通学・通院・買い物など、地域間の
往来に利用されており、地域住民の日常生活の利便性の向上が図られている。また、主要
道路から農業用道路周辺の集落へのアクセスが良くなったことで、緊急車両の利用に対し
て安心感が増加している。
受益者を対象としたアンケート結果では、生活利用分野の質問において、「隣接市町等

への移動が容易になった」、「通勤・通学・通院・買い物などの日常生活の利便性が向上し
た」との回答が57％、緊急災害時利用分野の質問において、「災害・消防・警察などの緊
急車両の利便性が向上した」、「救急、震災等の非常時に別ルートとして利用できる安心感
がある」との回答が56％であった。

（２）自然環境面の変化
区画整理の実施に当たっては、植物及び昆虫を保護したうえで工事区域外へ移動するほ

か、排水路においては、小動物(ドジョウ他)の住み家や餌場となる空間を有する環境保全
型水路(蛇籠水路)を設置し、小動物の生息環境に配慮している。
また、コンクリート水路に落下した小動物が水路から脱出できるように水路の壁面に這

い上がりスロープを設置するともに、集水枡には這い上がり用にネットを貼り付ける等、
小動物の移動経路に配慮した結果、事業完了後のモニタリング調査でも、小動物等の生息
が確認されており、これらの生息環境が維持・保全されている。

６ 今後の課題等
（１）担い手への農地集積の推進

本区域は、農業従事者の高齢化に伴い、耕作放棄が増大する恐れがあるため、優良農地
を確保するため担い手への農地集積をより一層推進することが必要である。また、新規就
農者や農地所有適格法人などの育成が図られるよう、引き続き農地の貸借が円滑に進むた
めの支援を継続していくことが望まれる。

（２）安心・安全への取組の推進
放射性物質の検査等の情報を引き続き公開するなどの対応により、消費者に安心・安全

をＰＲして、農産物の流通の拡大を図ることが望まれる。

（３）都市農村交流の推進
滝桜等の開花時や歌舞伎、神楽等の開催日には大勢の来訪者があるが、年間を通して継

続的な交流を図ることが重要である。都市部に近いという立地を生かし、市民農園や観光
農園、農産部直売所などと農業体験や伝統文化を組み合わせた都市農村交流の促進が望ま
れる。

【総合評価】
本評価は、東日本大震災及び原発事故による影響が残る中での調査に基づき評価を行うも

のである。
１ 効果の発現状況

本事業は、谷間沿いに点在する狭小な既耕地の区画整理、排水不良水田の暗渠排水、水田
への客土、地域内の基幹的な農業用道路の整備を総合的に実施し、農産物流通の合理化や高
速流通体系に対応する産地形成を図り、農業生産性の向上と経営の安定化に資することを目
的として実施されたものであり、本事業実施後、以下の効果が確認された。
なお、現時点においても、計画的な除染作業やセシウム吸着抑制の実施、農産物の放射線

物質検査の実施等、安全・安心に向けた取り組みが行われている状況である。

（１）農業生産の維持・向上と多面的機能の保全
農用地整備によって、農作業機械の効率的な利用が可能となることにより、農作業時間



の短縮や安全性が確保されるとともに、担い手等への農地集積や作業受委託、多様な営農
の展開が可能となり、農地所有適格法人等への農作業の委託も含め継続的な営農が行われ
ており、耕作放棄地の発生が抑制され、農地の持つ多面的機能が保全されている。

（２）農林産物等流通及び通作の改善
農用地及び農業用道路の整備により、稲わら、堆肥、営農資材及び農林産物の輸送が効

率的に行えるようになるとともに、通作の改善に寄与している。

（３）都市農村交流の取組
区域内では、都市住民を対象に野菜の作付や収穫等の「体験農業イベント」を開催して

おり、事業実施を契機とした都市住民との交流を深める取組を進めることで、集落の活性
化に繋がっている。

（４）生活環境等における効用の発揮
本事業により整備された農業用道路は、地域住民の通院、通勤、通学及び買い物などに

利用されており、地域住民の日常生活における利便性の向上に寄与している。さらに、主
要道路から農業用道路周辺の集落へのアクセスが良くなったことで、救急車等の緊急車両
の利用に対しての安心感が増している。

２ 今後の課題等
本事業の実施により整備された農用地及び農業用道路は、地域の農林業の振興に寄与して

いるが、農産物価格の低迷や高齢化の進展から、地域農業を取り巻く情勢は厳しさを増して
おり、放射性物質検査の継続への対応等、今後の地域農業の振興や地域の活性化を図るため、
次のような取組が望まれる。

（１）担い手には条件の良い農地をまとまった形で集積していくとともに、新規就農者や農地
所有適格法人など担い手の育成を図りつつ農地の貸借が円滑に進むための支援を継続する
ことが望まれる。

（２）放射性物質の検査等の情報を引き続き公開するなどの対応により、消費者に安心・安全
をＰＲして、農産物の流通の拡大を図ることが望まれる。

（３）郡山市中心部より近いという立地を生かし、市民農園や観光農園、農産物直売所などと
農業体験や伝統文化と組み合わせた都市農村交流の促進が望まれる。

【技術検討会の意見】

本区域では、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の発生により、農業生産
や観光等にさまざまな影響を受け、現在も米の全量全袋検査が実施されるなどの対応が継続さ
れている。そのような状況の下、本事業により整備された農用地や農業用道路は、農業生産の
安定化並びに多様化、農産物流通の改善に主に寄与することで農業者の営農意欲を向上させ、
震災・原発事故からの速やかな回復と復興に大きく貢献している。

（農用地整備）
本区域は、阿武隈山系に位置する条件不利地域であるが、区画整理等の実施により、農地、

耕作道、用排水路が改善されたことから農作業の効率化が図られるとともに、農作業の受委託
が進み、地域の担い手を中心に営農が行われている。

また、水田の農作業が効率化したため、余剰労働力を利用し、周辺農地で畑作の規模拡大を
行う農家も見られる。

（農業用道路）
本事業により整備された農業用道路は、郡山市東部の谷地田の多い山間部の地域を南北に結



んでおり、周辺の畜産農家の堆肥運搬、農家の農産物の流通の改善、通作可能範囲の拡大に寄
与している。

整備前は、山間部で道幅も狭く、冬には降雪もあり、走行性は悪かったが、現在は、地域住
民の安全な生活道としても活用されている。

（事業全体）
本事業により農用地や農業用道路が整備されたことで、市街地へのアクセスが向上し、本区

域の集落への後継者層の定住化や人口流出の防止、農業の継続、ひいては多面的機能の発揮に
寄与している。

また、事業取組みの話し合いを契機に、都市住民を対象とした農業・農村体験が実施され、
地域観光資源である桜、神楽等への来訪にも利用されるなど地域の活性化に寄与している。

（今後の農業振興や地域振興に向けて）
① 本区域では、農作業が効率化したことにより、余剰労働力が生まれており、地元の大豆を
使った豆腐づくりなど６次産業化の取組みや体験農園の推進が期待される。

② 都市住民に対し、管理された農地や桜等の景観、神楽等の伝統芸能や凍み餅等の伝統食と
いった地域資源の情報を積極的に発信することで、都市住民との交流促進が期待される。ま
た、神楽等の伝統芸能が保持されることで、本区域の魅力ある集落の持続性の強化が期待さ
れる。

③ 山間部の農地においては、牛の放牧や樹園地への転換など耕作放棄地対策としての利活用
の検討が望まれる。

（事後評価のあり方について）
事業により投資した費用は既に回収不可能な埋没費用（サンクコスト）となっており、それ

を事後において改めて便益と比較する費用対効果分析は、効果発現の検証のためには必要であ
るが、その結果が絶対視されるべきではない。むしろ事後評価においては、総合的かつ全体的
に事業の効果を見ることが重要である。

特に、条件不利地域においては事業を実施することによって、地域住民が主体となった持続
的な地域振興の可能性が広がっているが、従来の手法ではこれらの効果を表現しきれていない
おそれがある。

上記のことから、事後評価において事前評価と同様に費用対効果分析を中心に据えた評価を
行うことはあまり適切ではなく、農業農村整備事業が地域にどのような変化や可能性を与えた
かといった視点を重視した評価を行うよう制度の見直しを検討すべきと考える。
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