
農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 東北農政局

都道府県名 青森県 関係市町村名 弘前市（旧弘前市）
ひろさき し ひろさき し

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 下湯口
しも ゆ ぐち

事業主体名 青森県 事業完了年度 平成 22年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、青森県西部の岩木山麓に広がる樹園地地帯のうち、りんご生産量全国第１

位を誇る弘前市の西部に位置しており、一戸当たりの経営面積が大きく生産意欲も高い
本地区のりんご農家が生産するりんごは、市場でも高い評価を得ている。

しかし、地区内の畑地かんがい施設は、一部を除き未整備であり、昭和 50 年に設置さ
れた農業水利施設も老朽化が著しく、適期な防除が困難な状況となっていた。

加えて、地区内の農道は、狭幅な砂利道であることから、農業輸送が不効率で砂塵被害
が生じるなど、不安定な営農を余儀なくされていた。

このため、本事業により、関連事業で整備したファームポンドに接続する用水路（以
下「配水管路」という。）と給水栓及び幹・支線農道網を一体的に整備し、適期防除によ
る品質向上及び生産量の増大並びに砂塵被害や荷痛みを軽減した効率的な出荷体制の下、
農業所得の増大を図り地区農業経営の安定に資する。

受益面積：221ha
受益者数：222 人
主要工事：畑地かんがい 196ha（配水管路 7.5km）、農道 12.5km、
総事業費：1,410 百万円
工 期：平成 17年度～平成 22 年度

関連事業：県営かんがい排水事業 相馬川地区、相馬川二期地区
そう ま がわ そう ま がわ に き

県営畑地帯総合整備事業 悪戸地区
あく ど

〔項 目〕
１ 社会経済情勢の変化
（１）社会情勢の変化

本地区を含む弘前市（以下「本地域」という。）の総人口は、平成 12 年と平成 27 年を比較す
ると８％減少しているが、県全体の減少率 11 ％に比べて緩やかな減少となっている。

【人口、世帯数】
区分 平成 12年 平成 27年 増減率

総人口 193,217 人 177,549 人 △ 8％
総世帯数 68,107 戸 71,171 戸 4％

（出典：国勢調査）

本地域の産業別就業人口に占める第１次産業の割合は、平成 22年で 15％に減少しているが、
県全体の 13％と比べて高い状況となっている。

一方、第１次産業の割合の推移では、県全体が 15 ％から 13％へ２ポイント低下しているのに
対して、本地域では 18％から 15 ％と３ポイント低下しており、県全体に比べて減少の度合いが
大きい状況となっている。

【産業別就業人口】
区分 平成 12年 平成 22年 増減率

割合 割合
第１次産業 17,211 人 18 ％ 12,670 人 15 ％ △ 26％
第２次産業 19,137 人 20 ％ 13,609 人 16 ％ △ 29％
第３次産業 59,016 人 62 ％ 55,357 人 64 ％ △ 6％

（出典：国勢調査）
※本指標は、平成 27年数値が未公表のため、平成 22 年数値を使用している。



（２）地域農業の動向
本地域の農業動向は、平成 12年と平成 27年を比較すると、耕地面積については５％、農家戸

数は 25 ％、農業就業人口は 29％、65歳以上の農業就業人口は７％減少している。
一方、農家１戸当たりの経営面積は 28％、認定農業者数は 54 ％増加している。

【地域農業の動向】
区分 平成 12年 平成 27年 増減率

耕地面積 695ha 663ha △５％
農家戸数 507 戸 378 戸 △ 25％
農業就業人口 1,280 人 912 人 △ 29％

うち 65歳以上 465 人 432 人 △７％
戸当たり経営面積 1.37ha/戸 1.75ha/戸 28 ％
認定農業者数 688 人 1,058 人 54 ％

（出典：農林業センサス、平成 12年の認定農業者数は弘前市調べ。）
※農林業センサスは、本地区が所在する旧弘前市清水地区（旧清水村）を対象とし、耕地面
積及び農家戸数については樹園地に係るデータを使用した。

※平成 12年の認定農業者数は弘前市による平成 17年の数値を使用している。

２ 事業により整備された施設の管理状況
本事業により整備された畑地かんがい施設の配水管路及び幹・支線農道は、弘前市が補修、草刈

及び除雪等を行い適切に管理されている。
また、給水栓については、各農家において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）農作物の生産量の変化

本地区の作付作物は、事業実施前から一貫して「りんご」が栽培され、今後とも「りんご」栽
培が振興される見込となっている。

りんごの作付面積は、本事業による幹・支線農道の整備に係る農道の拡幅等に伴い、事業実施
前に比べ約３ ha減少しているものの、計画どおりの作付がなされている。

生産量は、かんがい用水の確保により、果実の生育不良などの干ばつ被害が抑制され、果実肥
大期における適切な水分補給が可能になったことも相まって増加したほか、防除用水の安定確保
により、ＪＡつがる弘前をはじめとする関係機関からの病虫害発生等に対する営農指導に随時対
応することが可能となったため、生産性の向上が図られた。また、農道の整備により、荷傷みや
砂塵被害が防止され、商品化率の向上が図られた。これらにより、事後評価時点では、計画を 366
ｔ上回る 5,456 ｔに増加している。

生産額は、生産量が増大したことに加え、市場価格が高値で推移したことにより、事業評価時
点では、計画を 136 百万円上回る 1,353 百万円に増加している。

【作付面積】 （単位：ha）
区分 事業計画（平成 16年） 評価時点

現況（平成 15年） 計画 （平成 27 年）
りんご 224 221 221

畑かん単独 17 17 17
農道単独 26 25 25
重複 181 179 179

（出典：事業計画書（最終計画）、ＪＡつがる弘前聞き取り）

【生産量】 （単位：t）
区分 事業計画（平成 16年） 評価時点

現況（平成 15年） 計画 （平成 27 年）
りんご 4,485 5,090 5,456
（出典：事業計画書（最終計画）、青森県調べ）

【生産額】 （単位：百万円）
区分 事業計画（平成 16年） 評価時点

現況（平成 15年） 計画 （平成 27 年）
りんご 1,072 1,217 1,353

（出典：事業計画書（最終計画）、青森県調べ）

（２）営農経費の節減
本事業による畑地かんがい施設の整備により、防除用水の確保が容易になったことから、事業



実施前（現況）と比較して用水の運搬をはじめとする労働時間の節減が図られている。
また、機械経費は、事業実施前と比べると 23％の節減が図られている。

【労働時間】 （単位：hr/ha）
区分 事業計画（平成 16年） 評価時点

現況（平成 15年） 計画 （平成 27 年）
りんご 3,055 3,019 3,008

（出典：事業計画書（最終計画）、青森県聞き取り）

【機械経費】 （単位：千円/ha）
区分 事業計画（平成 16年） 評価時点

現況（平成 15年） 計画 （平成 27 年）
りんご 3,419 2,760 2,635

（出典：事業計画書（最終計画）、青森県聞き取り）

（３）営農に係る走行経費の節減
本事業による農道整備により、砂利敷の路面がアスファルト舗装され、通作や集出荷における

移動速度が向上したほか、道路幅員が拡幅され、大型車両の通行が可能となり輸送効率が向上す
るなど、農作物の生産並びに流通に係る走行経費が節減されている。

【走行時間】 （単位：hr）
区分 事業計画（平成 16年） 評価時点

現況（平成 15年） 計画 （平成 27 年）
輸送交通 2,485 772 773
通作交通 3,291 2,512 1,873

（出典：事業計画書（最終計画）、青森県聞き取り）

４ 事業効果の発現状況
（１）事業の目的に関する事項
① 農業生産性の向上及び品質の向上
ア 生産性の向上

畑地かんがい施設の整備により農業用水が安定的に確保されたことから、防除の延長線上で行
われる適期のかん水が可能となり、果実の肥大が促進したほか、計画的かつ適時適正な防除の実
施が可能となり、病虫害等被害が抑制されたことにより、りんごの単収が増加し、農業生産性の
向上が図られている。

イ 品質の向上等
果実の肥大促進は、大玉りんごの生産を容易にし、品質向上を志向する経営体において、秀品

率の向上が実感されている。
また、農道の整備により、果実の荷傷みや砂塵降下を起因とする等級外品の発生が防止された

ことにより商品化率の向上が図られている。

【単収の変化】 （単位：kg/10a）
区分 事業計画（平成 16年） 評価時点

現況（平成 15年） 計画 （平成 27 年）
りんご 2,265 2,605 2,792

（出典：事業計画書（最終計画）、青森県調べ）

② 営農経費の節減
畑地かんがい施設の整備によって、営農に係る労働時間や機械経費が節減されたほか、農道の

整備によって、通作や集出荷に際する走行経費が節減されている。
なお、節減された労働時間等は、りんごの生産性向上及び高品質化に向けた営農の対応等に充

てられ、農業所得の向上に寄与している。

③ 経営規模の拡大
畑地かんがい施設や農道の整備により、労働時間及び機械経費並びに走行経費の節減が図られ

るとともに、適期のかん水と計画的な防除が可能となったため、農業経営の意欲に応じた規模拡
大が可能となり、本地域内の１戸当たりの平均経営耕地面積が事業実施前の 1.37ha から 1.75ha
に増加している。なお、本地区内に経営耕地を有する農家の事後評価時点における平均経営耕地
面積は 2.86ha となり、本地域に比べ約 1.6 倍の規模となっている。

（２）土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認



本事業においては、土地改良長期計画（平成 28年８月 24日閣議決定）が掲げる政策目標であ
る「産地収益力の向上」及び「農村協働力と美しい農村再生･創造」に係る「講ずべき施策」に
ついて評価する。

① 産地収益力の向上に係る「農業生産の拡大・多様化による収益の増大」
「樹園地において、ブランド化や輸出の促進を図る」とする施策目標については、本事業の実

施により、農業生産性の向上及び品質の向上が図られていることに加え、大規模な共同利用施設
（集出荷、選果、貯蔵）の活用も相まって、高品質のりんごが市場に供給され、市場評価を高め
るなどブランド化の促進が図られている。

また、防除用水の安定供給は、りんご輸出の増大を図る取組に際し不可欠となる輸出先国の防
疫基準に適合する計画防除を可能とするなど、輸出の促進にも寄与している。

加えて、本事業の実施によって節減された労働時間は、糖度を重視した栽培方法とされる「葉
とらずりんご」の色ムラの改善や、より丁寧な「摘花、摘果、玉まわし」等の作業に充てられ、
市場における高品質りんご産地としての評価を一層高めるためのブランドイメージや収益性を求
める農家の経営規模の拡大意欲を後押しするなどして、農業所得の増大や産地収益力の向上に寄
与している。

② 農村協働力と美しい農村再生・創造に係る「美しい農村環境の創造を通じた地域づくり」
事業実施において生息環境に配慮したフクロウに関しては、学識経験者と農家をはじめとする

地区住民の参画の下、生息環境の再生とりんごの鼠害抑制に向けた取組が行われ、地区内外に周
知されつつある。

（３）事業による波及的効果等
畑地かんがい施設の整備によって防除等用水の確保が容易になり労働力が軽減されたことや、

農道の整備によって、輸送効率が向上し営農時間が節減されたことは、近年、高齢化や労働不足
が進展している中でも、高齢農家等の持続的な営農が可能となったほか、担い手の確保にも繋が
り、本地区のりんご生産の維持に寄与している。

（４）事後評価時点における費用対効果分析の結果
妥当投資額 12,971 百万円
総事業費 8,649 百万円
投資効率 1.49

（注）投資効率方式により算定。

５ 事業実施による環境の変化
（１）自然環境

事業の実施にあたり、地域内に生息するフクロウの生息環境に配慮し、汚濁水の排出防止や低
騒音・低振動・低排出ガスの重機を使用した結果、事業実施後にもフクロウの営巣が確認されて
いる。

また、本事業による環境配慮など、地域内に生息するフクロウへの関心の高まりから「下湯口
フクロウの会（本地区を含む下湯口のりんご農家を中心に弘前大学の研究者らと矮化栽培におけ
るネズミの食害からりんごの木を守る取り組みを実施）」が平成 26年に設立され、フクロウの生
息環境を整えるなど、農業生産と自然環境の融和に向けた取り組みが行われている。

６ 今後の課題等
本事業により整備された畑地かんがい施設及び農道は、今後も引き続き適切に管理されるととも

に、農業生産と自然環境の融和に向けた環境への取組が持続的に行われていくことが重要である。
また、今後、事業着手予定の隣接地区は、本地区を含めた地域が一体的に事業の効果を発現する

よう、早期に事業着手することが重要である。

事 後 評 価 結 果 本事業によって、畑地かんがい施設及び農道が整備されたことにより、りん
ご果実の生育促進、防除作業時間の短縮、荷傷み等の防止及び輸送・通作経費
の節減が図られている。
さらに、労働時間の短縮は、近年、栽培が行われている糖度を重視した「葉

とらずりんご」の色ムラの改善や従来よりも丁寧な「摘花、摘果、玉まわし」
に充てられ、市場におけるブランドイメージの確立や経営規模の拡大意欲を後
押しする等、農家所得の向上に繋がっている。

第 三 者 の 意 見 本事業による農業用水の安定確保は、りんごの生産増大と品質向上を果たし
ている。

また、農道網の整備による、農作業及び集出荷効率の向上並びに荷痛み防止



及び砂塵被害等の防止による商品化率向上を果たしている。
以上により農家所得の増大と経営の安定化が図られ担い手確保に資している。
さらに、一部農産物の輸出に繋がるなど、地区農業生産の持続的発展を果た

している。
本事業は、事業施行区域における農業生産性の向上と持続的な経営体の確立

に寄与していると認められる。
このことを踏まえると畑地帯総合整備事業は畑作の生産振興及び畑作経営の

改善・安定に効果を発揮している。



畑地帯総合整備事業 下湯口地区 概要図

関連事業受益

青色の破線は何でしょうか？

支線農道第5号

りんご集出荷貯蔵施設

FP5

FP4

凡 例

畑総下湯口(用水) A=196ha

畑総下湯口(農道) A=204ha

畑かん用水管路 L=7.5km

幹線農道 L=3.3km

支線農道 L=9.2km

FP ファームポンド



農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 関東農政局

都道府県名 静岡県 関係市町村名 静岡市（旧清水市）
し ず お か し し み ず し

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 梅島
うめじま

事業主体名 静岡県 事業完了年度 平成22年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、静岡県静岡市清水区の北部に位置し、中山間地の傾斜面に点在する農地

においてみかんや茶を中心とした営農が展開されている。
地区内では、ほ場が急傾斜かつ農道が狭い又は不備等の状況から、生産性が低くな

おかつ危険性の高い営農を余儀なくされているとともに、みかんや茶の価格低迷の影
響により、後継者離れが深刻となっていた。

このため、本事業により区画整理による農地の平坦化と併せて農道整備を行い、農
業生産性の向上や農作業の効率化を図り、農業経営の安定に資する。

受益面積：58ha
受益者数：177人
主要工事：区画整理58ha、農道1.2km
総事業費：2,988百万円
工 期：平成５年度～平成22年度（計画変更：平成15年度）
関連事業：なし

〔項 目〕
１ 社会経済情勢の変化
（１）社会情勢の変化

本地域の総人口について、平成２年と平成27年を比較すると９％減少し、静岡県全体の減
少率１％を上回っている。

【人口、世帯数】
区分 平成２年 平成27年 増減率

総人口 240,174人 219,374人 △９％
総世帯数 79,997戸 86,495戸 ８％

（出典：国勢調査）

産業別就業人口については、第１次産業の割合が平成２年の５％から平成22年の３％に減
少しており、平成22年の静岡県全体の割合４％に比べて若干低い状況となっている。

【産業別就業人口】
区分 平成２年 平成22年

割合 割合
第１次産業 6,929人 ５％ 3,514人 ３％
第２次産業 48,615人 38％ 34,095人 32％
第３次産業 72,085人 56％ 70,646人 65％

（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
平成２年と平成27年を比較すると、耕地面積は51％、農家戸数は58％、農業就業人口は69％、

65歳以上の農業就業人口は39％減少している。
一方、農家１戸当たりの経営面積は16％、認定農業者数は607％増加している。



区分 平成２年 平成27年 増減率
耕地面積 6,614ha 3,235ha △51％
農家戸数 8,697戸 3,678戸 △58％
農業就業人口 21,825人 6,725人 △69％

うち65歳以上 6,947人 4,269人 △39％
戸当たり経営面積 0.76ha/戸 0.88ha/戸 16％
認定農業者数 87人（H７※） 615人 607％

（出典：静岡農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は静岡県調べ）
※認定農業者数は平成７年度

２ 事業により整備された施設の管理状況
本事業により整備された農道及び沈砂池の点検・補修等は静岡市、ほ場の法面の草刈り等

は土地改良区と自治会を中心とした地域住民の組織「花の吉原緑の会」により適切に行われ
ている。

また、農道等は多面的機能支払交付金を活用し、非農家を含む地域住民が一体となって草
刈り等の日常管理を行っている。

３ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
（１）農作物の生産量の変化

本事業の実施により、傾斜地に点在していた狭小な農地が平坦かつ大区画に整備されたこ
とから、改善されたほ場条件を活かすため、みかんから茶への作付け転換を進めた結果、計
画までは至っていないものの茶の作付面積は事業実施前（現況）を上回っている。また、平
坦な農地を活用し、新たにほうれんそう等の野菜及びしきみが作付けされている。

なお、現況に比べ評価時点の作付面積の合計が減少しているのは、新東名高速道路の建設
を目的に創設された非農用地のためである。

【作付面積】 （単位：ha)
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成27年）

（平成13年）
みかん（普通温 46.8 0.0 0.0
州）
みかん（青島温 0.0 3.7 6.5
州）
茶 8.4 39.1 25.6
しきみ 0.0 2.0 5.4
ほうれんそう 0.0 0.0 2.4
トマト 0.0 2.2 1.2
だいこん 0.0 0.0 1.0

（出典:事業計画書（最終計画）、ＪＡしみず聞き取り）

【生産量】 （単位：ｔ)
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成27年）

（平成13年）
みかん（普通温 1,030.5 0.0 0.0
州）
みかん（青島温 0.0 129.5 195.0
州）
茶 59.8 653.8 313.3
しきみ 0.0 30.0 81.0
ほうれんそう 0.0 0.0 36.4
トマト 0.0 148.5 68.3
だいこん 0.0 0.0 47.9

（出典:事業計画書（最終計画）、ＪＡしみず聞き取り）



【生産額】 （単位：百万円）
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成27年）

（平成13年）
みかん（普通温 121.6 0.0 0.0
州）
みかん（青島温 0.0 28.7 42.1
州）
茶 23.3 199.4 65.2
しきみ 0.0 15.9 32.4
ほうれんそう 0.0 0.0 20.7
トマト 0.0 61.2 25.1
だいこん 0.0 0.0 2.4

（出典：事業計画書(最終計画)、ＪＡしみず聞き取り）

（２）営農経費の節減
本事業の実施により、農地が平坦かつ大区画化され、併せて農道も整備されたことによ

り、大型農業機械の導入が可能となったため、計画までは至っていないが、事業実施前（現
況）に比べ農作業に係る労働時間等の節減が図られている。

【労働時間】 （単位：hr/ha）
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成27年）

（平成13年）
みかん（普通温 945.0 290.0 485.0
州、青島温州）
茶 914.0 208.0 457.0

（出典:事業計画書（最終計画）、ＪＡしみず聞き取り）

【機械経費】 （単位：千円/ha）
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成27年）

（平成13年）
みかん（普通温 144.9 273.9 230.0
州、青島温州）
茶 148.4 119.1 238.8

（出典:事業計画書(最終計画)、ＪＡしみず聞き取り）

４ 事業効果の発現状況
（１）事業の目的に関する事項

① 農業生産性の向上
事業実施前の農地は、山に囲まれ日当たりが悪かったが、傾斜地の農地が平坦且つ大区画

に整備され、日照時間が長くなるとともに、大型農業機械の導入により労働時間の節減が図
られ、きめ細やかな肥培管理が可能となったことにより、みかんや茶の単収が増加するなど
農業生産性が向上している。

また、整備された農地では、新たに収益性の高い、しきみ、ほうれんそう、トマト及びだ
いこんが作付け（平成４年：0ha→平成27年：10ha）されており、農家所得の向上につなが
っている。

【単収】 （単位：kg/10a）
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成27年）

（平成13年）
みかん（青島温 2,202 3,500 3,000
州）
茶 712 1,672 1,224

（出典:事業計画書(最終計画)、ＪＡしみず聞き取り）



（２）土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
① 担い手の体質強化

本事業による農業生産基盤整備に伴い、地区内の担い手（認定農業者）が育成され、事業
実施前と比べ約４倍に増加し、担い手への農地集積も進んでおり、集積面積及び集積率とも
に計画を上回っている。

【担い手の育成状況】 （単位：人）
事業計画（平成15年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成27年）

（平成４年）
認定農業者 ４ ５ 15

（出典：ＪＡしみず聞き取り）

【担い手への農地集積】 （単位：ha、％）
事業計画（平成15年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成27年）

（平成４年）
農地集積面積 1.85 6.91 16.65
農地集積率 3.1 11.9 28.7

（出典：ＪＡしみず聞き取り）

② 産地収益力の向上
区画整理を実施したほ場においては、高収益作物である茶やみかんの生産が維持されてお

り、「清水のみかん」「清水のお茶」といった地域ブランド名で出荷されている。また、み
かんや茶を使った菓子や和紅茶等の加工品の生産にも取り組んでおり、ＪＡしみずが運営す
る「アンテナショップきらり」等で販売するなど、付加価値を高めた加工品の生産・販売に
より地域農業の振興が図られている。

（３）事業による波及的効果等
本地区では事業実施を契機として「環境に配慮した農業」に対する機運が高まっており、

茶の有機栽培に取り組むため、地域全体で有機栽培を行うエリアと行わないエリアを区分分
けして有機栽培を実施する等、消費者ニーズに応えた栽培に取り組むことで他地域との差別
化を図っている。

また、生産者同士がお互いの農産物の栽培管理方法等を意見交換するようになり、更なる
品質向上を目指した生産意欲の向上が見られる。

（４）事後評価時点における費用対効果分析の結果
総便益 4,941百万円
総費用 3,689百万円
総費用総便益比 1.33

（注）総費用総便益比方式により算定。

５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境

本事業で整備された農道は、農作物の集出荷や通作のみならず、地域住民の生活道路とし
ても活用されており、生活環境の改善に寄与している。

また、創設非農用地は新東名高速道路用地として活用され、近くにはインターチェンジも
設置されたことから地区周辺の道路整備も進んでおり、市街地へのアクセス、農業用資材の
搬入搬出、収穫物の出荷が容易となったほか、地域外から「アンテナショップきらり」へ訪
れやすくなっている等、地域活性化につながっている。今後は、観光農園などの取組を通じ
た都市農村交流が期待される。

（２）自然環境
本事業の実施による傾斜した農地の平坦化とともに、区画整理に併せ、沈砂池を設置した

ことで、降雨時の周辺河川への土砂流出が抑えられている。
また、本地域は静岡県の三大みかん産地のひとつであり、樹園地が広がる山々に囲まれた



自然豊かな地域であることから、静岡市の田園環境整備マスタープランで環境配慮区域と

なっている。地区内には特に配慮すべき希少種は確認されていないが、工事実施に当たって
は、汚濁水の排出防止や環境負荷の低い機械の使用、法面保護には植生工等を行った結果、
事業実施前と変わらぬ生育環境が維持されている。

６ 今後の課題等
本地区を含めた静岡市清水区庵原地域では、畑地帯総合整備事業や新東名高速道路によって

い は ら

変貌した庵原地域の振興を図るため、地元関係機関（土地改良区、自治会、ＪＡ、市、県）か
ら組織される「庵原オレンジフロンティア推進協議会」が地域の活性化構想の策定に取り組ん
でいるところである。また、「静岡しみず産」の農芸品を販売する「アンテナショップきら
り」がオープンし、静岡市しみず産のブランド化を推進しており、生産者の営農意欲も高まっ
ている。

今後は、作付け作物の多様化や農産物の品質の更なる向上のため、防風ネットや畑地かんが
い施設の整備、マルチドリップかんがいなどの高度な施設の充実を図る必要がある。

事 後 評 価 結 果 本事業の実施により傾斜地に点在していた農地が平坦かつ大区画
に整備され、大型農業機械の導入等による農作業の効率化が進むと
ともに、茶や野菜等の高収益作物の作付面積が増加しており、農業
生産性の向上が図られている。

また、事業実施前に比べ地区内の認定農業者が３倍以上になるな
ど、地域農業の担い手が育成されるとともに、これら担い手へ農地
集積が促進され、担い手の体質強化が図られている。

さらに、事業実施を契機に「環境に配慮した農業」に対する機運
が高まっており、茶の有機栽培に取り組む農家もおり、受益農家の
営農意欲の向上が見られる。

今後は、更なる農家所得の向上に向け、整備された農業生産基盤
の下、茶やみかん等の高収益作物を対象としたブランド化や販路づ
くり等に向けた取組が必要である。

第 三 者 の 意 見 当地区は、ほ場の平坦化かつ大区画化により、農作業の効率化及び
農業生産性の向上が図られている。

また、地域の担い手の育成や農地集積による経営規模の拡大等も図
られており、地域農業構造の改善が図られている。

さらに、事業を契機に「環境に配慮した農業」に対する機運の高ま
りを受け、地区内に有機農業専用のエリアを設けたり、ブランド化や
加工品の生産・販売に取り組む等、受益農家の営農意欲の向上も評価
できる。

今後も引き続き、担い手の育成と農地中間管理機構の活用等による
農地集積を促進し、地域農業の体質強化を進められたい。
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