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事 業 名 国営かんがい排水事業 地 区 名 西 諸
に し も ろ

小林市(旧小林市､旧野尻町)、えびの市、
こばやしし こばやしし のじりちよう え び の し

都道府県名 宮 崎 県 関係市町村名
西諸県郡高原町
にしもろかたぐんたかはるちよう

１．地域の概要

本地区は、宮崎県の南西部に位置し、北は九州山地、南西は霧島山麓に囲まれた小林市外
きりしま

１市１町の標高130～565mの台地上に広がる農業地帯である。
本地域は、肉用牛をはじめとする畜産を中心に、さといも、ごぼう、にんじん、ほうれん

そう、キャベツ等の露地野菜やメロン等の施設園芸、茶など多様な農産物が生産されている。事
しかしながら、畑地かんがい施設が未整備のため降雨に頼っており、降雨が梅雨期と台風

時に偏っていることに加え、保水性が乏しい火山灰土壌に覆われていることから、生産性が

低く不安定な畑作農業経営を余儀なくされている。また、水田地帯の水利施設は極度に老朽
化し、更新が不可欠な状況となっている。業

２．事業の概要

本事業では、この地域の水田530ha、畑地3,620haを対象に、大淀川水系岩瀬川に浜ノ瀬ダ
おおよど い わ せ は ま の せ

ムを築造し水源を確保するとともに、地区内へ導水する用水路等の基幹施設を整備し、併せ
て関連事業により末端用水路の整備、区画整理等を行い、農業生産の向上と農業経営の安定概
を図るものである。

受 益 面 積 4,150ha（ 水田 530ha、畑 3,620ha ）

主要工事計画 ダム1箇所、用水路109.5km、揚水機9箇所要
国営総事業費 56,000百万円（平成28年度時点 66,430百万円）
工 期 平成 8年度～平成32年度予定

（平成 8年度～平成29年度 工事期間）
（平成29年度～平成32年度 施設機能監視期間）

【事業の進捗状況】
平成27年度までの進捗率は、事業費ベ－スで、一期地区(浜ノ瀬ダム等)が95％､二期地

区(水路等)が90％で、一期と二期を合わせた全体での進捗率は93％である。

【関連事業の進捗状況】
評 県営畑地帯総合整備事業等により末端用水路の整備と区画整理等を実施しており、平成

、 。 、27年度までに9地区が完了し 17地区が実施中である 平成28年度は1地区に着手しており
これらをあわせた面積は1,730haで、受益面積の42％となっている。
今後は、整備を完了した地区の振興を図りつつ、残る地区の整備を計画的に進め、事業

効果の早期発現を図ることとしている。
価 また、平成29年4月からの浜ノ瀬ダム供用開始に伴い配水できる面積は333haであり、暫

定水源により配水可能な443haを合わせた面積は776haとなる。

【農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化】
１．地域産業の動向

項 (1) 総人口の推移
本地域の総人口は、平成17年の83,522人から平成27年の75,087人へと10％減少してい

る。
(2) 産業別就業人口の推移

本地域における産業別就業人口は、平成12年の43,628人から平成22年の38,513人へと
目 12％減少している。ただし、本地域の平成22年における第１次産業の就業人口の割合は

24％であり、宮崎県の11％、全国の4％に比べて高い割合となっている。
(3) 地域経済の動向

本地域の産業別生産額は、平成17年の2,230億円、平成22年の2,159億円、平成24年の
2,200億円とほぼ横ばいである。ただし、本地域の平成24年における第１次産業の生産
額の割合は9％で、宮崎県の4％、全国の1％に比べて高い割合となっている。

注）表中の「本地域」は、関係市町の2市1町全体を示す。



（九州農政局）西諸地区

２．社会資本の整備
本地域の中央を国道221号と国道268号が横断し、これを起点に県道が接続している。また、

南部の台地を走る広域農道は、本地域の農畜産物流通の主要路線となっている。

本地域で生産された農産物は、宮崎自動車道や九州自動車道を利用して、主に関東、中京、
関西、九州市場へ出荷されている。

３．地域農業の動向
(1) 地域農業の状況

本地域では、肉用牛をはじめとして、さといも、ごぼう、にんじん、ほうれんそう、キ

ャベツ、メロン、茶など、多様な作目が生産されている。
本地域の主要作目の宮崎県における収穫量のシェアは、平成26年時点で、ほうれんそう

評 68％、メロン64％、にんじん41％のほか、さといも、ごぼう、キャベツが約1/3を占めてい

る。なお、これら作目の宮崎県の全国順位は、さといも1位、ごぼう及びほうれんそう4位、
にんじん7位など、全国有数の産地となっている。これらのことから、本地域は、宮崎県に
おける重要な農業地域として位置づけられる。

(2) 耕地面積

、 。本地域の耕地面積は 平成17年の12,910haから平成27年の12,580haへと3％減少している
(3) 農業産出額

、 。本地域の農業産出額は 平成17年の520億円から平成26年の553億円へと6％増加している

また、本地域の平成26年における農業産出額の作目別割合は、畜産が75％、野菜が14％
価 を占め、畜産と野菜を主体とした構造となっている。

(4)複合経営の割合

本地域の複合経営の割合は、平成22年度で33％となっており、宮崎県の29％、全国の22
％を上回っている。

(5) 農家数

本地域の総農家数は、平成17年の8,708戸から平成27年の6,827戸へと22％減少している
が、その減少幅は、宮崎県及び全国とほぼ同じである。

一方、経営耕地面積3.0ha以上の農家数は、平成17年の696戸から平成22年の759戸へと9

％増加しており、宮崎県の6％を上回っている。
項 (6) 担い手の確保及び農地の集積

1) 認定農業者数

本地域の認定農業者数は、平成17年度の1,211経営体から平成26年度の1,264経営体へ
と4％増加している。

2) 農業生産法人数

本地域の農業生産法人数は、平成17年度の70経営体から平成27年度の146経営体へと
109％増加しており、宮崎県の44％を大きく上回っている。

3) 集落営農数

本地域の集落営農数は、平成17年度の13集落営農から平成27年度の44集落営農へと
目 238％増加しており、宮崎県の178％を大きく上回っている。

4)「人・農地プラン」の作成状況及び担い手への農地集積率

本地域の「人・農地プラン」は、平成26年度現在で作成予定数36地域のうち29地域が
作成済みで、その作成割合は81％と宮崎県の68％を上回っている。
また、本地域の担い手への農地集積率は62％で、宮崎県の46％を上回っている。

5)「水田フル活用ビジョン」の作付目標
本地域の米政策改革への取り組みとして 「水田フル活用ビジョン」では、主に加工用、

米、ＷＣＳ用稲、さといも、ほうれんそうの作付拡大を図る目標となっている。
(7) 地域農業の活性化

1) 多面的機能支払交付金による活動
本地域では、多面的機能支払交付金により現在36の組織で、農地・水・環境の保全活

動に取り組んでおり、水路や農道等の管理のほか、生き物調査や学生との交流も行われ

ている。

注）表中の「本地域」は、関係市町の2市1町全体を示す。
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2) ６次産業化への取り組み
、 、地元で収穫された農産物は 各地の農産物直売所や農家レストランで販売されているほか

学校給食にも提供され、地産地消の取組みが行われている。また、本地域は、宮崎県内でも

有数の観光農園の名所で、ぶどうや梨などのフルーツ狩りが体験できる。
、 、農業生産法人においては 地元農産物を活かして開発した加工品を直売所等で販売したり

自社農場で収穫したほうれんそう等の野菜を、加工・業務用として製造・販売する取り組み

が行われている。特に加工用ほうれんそうの作付は近年大幅に拡大しており、今後は畑かん
を利用した定時・定量・定品質の出荷を目指している。

４．社会経済情勢のまとめ
(1) 宮崎県は、全国に比べ、第１次産業の就業人口や生産額の占める割合が高いが、その中

評 でも、特に本地域の割合は高い。

(2) 地域農業の動向をみると、農業産出額は増加傾向にあり、肉用牛をはじめとして、さと
いも、ごぼう、ほうれんそう、にんじん、メロン、茶など、畜産と野菜等を組み合わせた
複合経営が展開され、全国有数の食料供給基地である宮崎県でのシェアも非常に高い。

(3) 総農家数が減少する中で、経営規模3.0ha以上の農家は増加しており、また、認定農業者

や農業生産法人等の担い手も確保され、担い手への農地集積率は宮崎県平均を大きく上回
っている。

(4) 地域活性化への取り組みとして、農地・水・環境の保全及び直売所等での地元農産物や

加工品の販売、加工・業務用野菜の生産拡大等の６次産業化への取り組みが行われている。
価 以上のように、本地域は、畑作や畜産を中心とした営農が展開され、都市部への農畜産

物の輸送もアクセスが十分整っていることから、わが国の食料基地を目指す宮崎県のなか

でも重要な役割を担っている。

【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】
事業計画上の重要な部分の変化は以下のとおりであり、事業計画の変更の必要性は生じて

いない。

(1)受益面積
項 牛舎、太陽光施設等への転用により、増64ha(1.5%)、減84ha(2.0%)となっている。

(2)主要工事計画

①用排水系統の著しい変更、②施設の追加又は廃止若しくは施設位置の大幅な変更、③
水路延長の20％以上に及ぶ増又は減、④用排水機及び排水水門等の用排水量の20％以上に
及ぶ増又は減は生じていない。

(3)総事業費
物価変動を除き2,587百万円(4.6%)増加している。

【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】
目 １．農業振興計画

宮崎県の農業・農村は、安全・安心で、品質の確かな食料の安定的な供給をはじめ、国土

や環境の保全、美しい景観の形成など、多面的な機能の発揮を通じて、県民の健全で豊かな
暮らしを支えるとともに、食品加工や観光など幅広い産業と結びつき、地域の基幹産業とし
て重要な役割を発揮している。

宮崎県の農業振興計画では、本地域の重点的な施策として、①にしもろ農業の明日を元気
にする”担い手づくり”の推進、②安全・安心で実需者に信頼される”にしもろ産地づくり
”の推進、③戦略的な農業経営を支える”にしもろ畑かん”の推進、④西諸の農業資源を活
かした”６次産業化と農商工連携”の推進、⑤にしもろ農業・農村の魅力を伝える”農のき

ずなづくり”の展開を掲げており、このなかで本事業は、農業生産基盤整備の核として重要
な位置づけとなっている。

注）表中の「本地域」は、関係市町の2市1町全体を示す。
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２．農産物等の動向
本地域では、畑作と畜産を組み合わせた複合経営が主体となっている。主要作物の現計

画策定時の5ヶ年平均(H3～H7)と、 近5ヶ年平均(H22～H26)の単位当たり収量を比較する

と、以下のとおりである。
(1) 単位当たり収量の変化

主要作物の単位当たり（10ａ当たり）収量は、気象的要因にも左右されるが、さといも

(22％)、にんじん(105％)、食用かんしょ(18％)、ほうれんそう(30％)、キャベツ(55％)
が増加し、ごぼう(△23％)、メロン(△5％)が減少している。

(2) 農産物価格の変化

農産物価格は 市場の需給動向等により変動するが ごぼう(42%)が上昇し さといも(△、 、 、
39％)、食用かんしょ(△59％)、メロン(△6％)が低下している。なお、加工用栽培への移

評 行により、にんじん(△60％ 、ほうれんそう(△89％）は大幅に価格が低下している。）

３．費用対効果分析試算の結果
以上を踏まえた費用対効果分析の結果（関連事業を含む）は、以下のとおりである。

妥当投資額 （Ｂ） 117,402 百万円（現行計画 112,069 百万円）
総 事 業 費 （Ｃ） 109,851 百万円（現行計画 87,965 百万円）
投 資 効 率（Ｂ／Ｃ） 1.06 （現行計画 1.27）

注）妥当投資額、総事業費には関連事業を含む。
価

【環境との調和への配慮】

１．ダム関連
本事業で建設する浜ノ瀬ダム周辺には、クマタカをはじめ希少な動植物が多数生息・生育

していることから、平成17年度に「浜ノ瀬ダム環境保全計画書」を策定し、これに基づき以

下のような環境保全対策を実施した。
(1) 濁水やアルカリ水の河川流出防止のための濁水処理施設の設置
(2) 昆虫や小動物に配慮した構造物の設計・施工

(3) 重要な植物の移植、採種、育苗
項 (4) 小動物の生息環境の創出

これらの保全対策の効果を把握するため、工事排水の水質調査やクマタカの繁殖状況調査、

下流河川での水生植物生育状況調査、希少植物の移植後調査等のモニタリング調査を実施し、
平成27年度に実施した浜ノ瀬ダム環境モニタリング委員会において、これらの環境保全の取
り組みの結果、適切な対策が講じられ、対象事業の実施に伴う影響は低減されたと評価を受

けた。

２．用水路等関連

県の緑地環境保全地域に指定されている三ノ宮峡での水管橋の建設や霧島屋久国立公園内
目 でのファームポンドの建設に際しては、関係機関等と協議し、周辺景観に調和した配色とす

るなど景観にも配慮した。

さらに、宮崎県や関係市町の環境基本条例や「田園環境整備マスタ－プラン」との整合を
図るため、関係機関との調整のもと環境や景観に配慮した事業の実施を行っている。

【事業コスト縮減等の可能性】
浜ノ瀬ダムや用水路の工事において実施している代表的な事業コストの縮減は、以下のと

おりである。
１．ダム関連

(1) ダム工事により発生する濁水処理ケーキを盛土材として有効活用した。
(2) 付替市道の橋梁基礎工では、切土法面を 小限に抑えるため、従来の組杭深礎杭から

大口径深礎工（竹割工法併用）に変更した。

注）表中の「本地域」は、関係市町の2市1町全体を示す。
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評 ２．用水路等関連
(1) 国道横断部については、直押しからパイプインパイプへ工法変更を行った。

価 (2) 支線水路の道路下埋設においては、小口径管（150～300mm）の施工方法を浅埋設工法

に変更した （H=1.20m→0.60m）。
項 (3) 管水路工事の実施については、関連事業と共同工事として施工を行っている。

目 今後の工事にあたっても、事業完了に向けて、支線水路の道路下埋設や共同工事の積極的
な取組等によりコスト縮減に努めることとしている。

【関係団体の意向】
宮崎県は、県内農地の約半分を占める畑地帯において、気候変動に強く、収量や品質の向上が図ら

れる「畑かん営農」を拡大していくことは、本県農業の競争力を強化するため必要不可欠であり、農

業の成長産業化を図るため、本事業においては、引き続き、関係機関と十分な連携を図りながら、事
業効果の早期発現を図るためにも、早期完了を要望している。

関係市町は、地域の基幹産業である農業を推進するには、本事業が必要不可欠であり、今後もコス
ト縮減に努め、早期完了することを望んでいる。

、 、 、西諸土地改良区は 農業用水の安定確保を図ることにより 収益性の高い農業経営を目指すことは
高齢化や担い手不足の問題解消につながることから、早期の事業完了を望んでいる。

【評価項目のまとめ】
本地区は、宮崎県の南西部に位置し、肉用牛をはじめとする畜産を中心に、さといも、ごぼう、に

んじん、ほうれんそう、キャベツ等の露地野菜やメロン等の施設園芸、茶など多様な農産物が生産さ

れている農業地帯である。
また、農家数が減少する中、認定農業者や農業生産法人等の担い手への集積も進んでおり、農地・

水・環境の保全や６次産業化など地域活性化への取組も進められている。

本事業は、農業生産性の向上、農業経営の安定を図る上で不可欠な農業用水を安定的に確保するも
のであり、一部暫定水源を利用して配水している農地では、既に事業効果が発現しており、関係団体
からも早期完了と効果の早期発現が望まれていることから、完了に向け事業を着実に推進する必要が

ある。

【技術検討委員会の意見】

本地区は、肉用牛をはじめとする畜産を中心に、さといも、ごぼう、にんじん、ほうれんそう、キ
ャベツ等の露地野菜やメロン等の施設園芸、茶など多様な農産物が生産されており、宮崎県における
重要な農業地域である。

また、農家数が減少する中、担い手への農地の集積も進んでおり、農地・水・環境の保全や６次産
業化などによって、地域活性化も図られている。

本事業は農業生産性の向上、農業経営の安定を図る上で不可欠な農業用水を安定的に確保するもの

であり、一部暫定水源を利用して配水している農地では、既に事業効果が発現されている
さらに本事業及び関連事業を実施することにより、農業生産性の向上、農業経営の安定等が期待さ

れることから、関係団体の意向も踏まえ、今後もコスト縮減に努め、早期完了に向けて事業の推進を

図ることが望まれる。

【事業の実施方針】

事業効果の早期発現に向け、コスト縮減に努めるとともに、関係機関と連携を図り関連事業も含め
着実に事業を推進する。

注）表中の「本地域」は、関係市町の2市1町全体を示す。



（九州農政局）西諸地区

＜評価に使用した資料＞
・総務省統計局： 平成12年国勢調査 「平成17年国勢調査 「平成22年国勢調査 「平成27年国勢調査」「 」、 」、 」、

（http://www.stat.go.jp/data/kokusei/）

・農林水産省： 平成17年 「2005年農林業センサス宮崎県統計書 （平成22年 「2010年世界農林業センサス宮崎県（ ） 」、 ）

統計書 、(平成27年)「2015年農林業センサス宮崎県統計書」」

・内閣府経済社会総合研究所： 平成17年、平成22年、平成24年 「国民経済計算確報」（ ）

（http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/kakuhou/）

・宮崎県： 平成17年、平成22年、平成24年 「市町村民経済計算統計書」（ ）

・農林水産省統計部： 平成26年、平成27年 「耕地及び作付面積統計」（ ）

・農林水産省統計部： 平成26年 「作物統計」（ ）

・農林水産省統計部： 平成26年 「野菜生産出荷統計」（ ）

・九州農政局統計部： 平成17年 「第53次宮崎農林水産統計年報 （平成22年 「第58次宮崎農林水産統計年報 、（ ） 」、 ） 」

（平成27年 「第62次宮崎農林水産統計年報」）

・農林水産省統計部： 平成17年、平成22年、平成27年 「集落営農実態調査」（ ）

・農林水産省構造改善局計画部（監修 （1988 「[改訂]解説土地改良の経済効果」大成出版社） ）
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