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〔事業内容〕
事業目的： 当地区は、県本土から海上を南へ約380km離れた奄美大島の北部に位置する畑地帯

であり、さとうきびを基幹作物としているが、台風や干ばつなど厳しい気象条件によ
り、不安定な営農条件であり農業経営に支障をきたしていた。
このため、本事業によりダム及び主要送配水施設から末端散水施設までを整備し、

基幹作物の単収の増加による経営の安定を図るとともに、新たな作物導入による農業
経営の向上に資する。

受益面積：340ha
受益戸数：482戸
主要工事：ダム１箇所、揚水機場２箇所、ファームポンド２箇所、管水路11.4km、

末端散水施設280ha
総事業費：8,553百万円
工 期：昭和61年度～平成18年度（計画変更：平成17年度）
関連事業：県営畑地帯総合整備事業（担い手支援型）笠利東部１期地区

〔項 目〕
ア 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

基幹作物である「さとうきび」は、県が平成17年に策定した、さとうきび増産計画を受
け、計画作付面積を上回っており、生産量が増加している。
その他作物は、作付面積が計画を下回っている。

［作付面積］ （単位：ha)

区分 事業実施前 計画 評価時点

（昭和60年）

さとうきび 194 204 275

ソルゴー 44 28 20

ばれいしょ 1 15 1

きく － 10 4

ソリダゴ － 12 3

[生産量] （単位：ｔ、千本）

区分 事業実施前 計画 評価時点

（昭和60年）

さとうきび 13,434 14,496 18,068

ソルゴー 3,820 2,792 1,544

ばれいしょ 11 224 7

きく － 6,400 1,050

ソリダゴ － 12,960 417
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[生産額] （単位：百万円）

区分 事業実施前 計画 評価時点

（昭和60年）

さとうきび 269 290 361

ソルゴー 73 53 31

ばれいしょ 1 24 0

きく － 256 35

ソリダゴ － 389 12

注）評価時点については、平成21年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、奄美市聞き取り）

２ 営農経費の節減

本事業及び関連事業の実施により、農業用水の安定供給が図られるとともに、防除用水運

搬及び給水の作業が不要となり、給水栓から防除用水を供給することにより農作業に係る労

働時間等の節減が図られている。

［労働時間］ （単位：hr/ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点

（昭和60年）

春植さとうきび 280 9 92

夏植さとうきび 320 11 81

［機械経費］ （単位：千円/ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点

（昭和60年）

春植さとうきび 35 9 9

夏植さとうきび 31 11 8

注）評価時点については、平成21年のデータを使用している。

（資料:事業計画書、奄美市聞き取り）

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項
○ 農業生産性の向上

本事業の実施により、安定的な農業用水が確保されたことから、主要作物である「さと
うきび」の単収が増加するなど、農業生産性の向上が図られている。
[単収] （単位：kg/10a）

区分 事業実施前 評価時点
（昭和60年）

さとうきび 5,303 6,570
注）評価時点については、平成21年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、奄美群島の概況資料より）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
○安定的な水利システムの維持

本事業び関連事業の実施により、農業用用排水施設を整備し、農業用水の安定供給を図
り、農作業の効率化等により営農経費が節減されている。

（出典：奄美市聞き取り）

３ 費用対効果分析の結果
総便益額（B） 10,971百万円
総費用（C） 10,830百万円
総費用総便益比（B/C) 1.01
（注）総費用総便益方式により算定
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ウ 事業により整備された施設の管理状況
整備された施設は、奄美市土地改良区により適切な維持管理が行われている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

須野ダムでは、近隣集落から管理用道路を使った散歩、ジョギング等のため訪れる人が多
く、地域活性化にもなっている。

２ 自然環境
須野ダムの建設による景観的な影響は少なく、自然環境の変化はほとんど見られない状況

である。

オ 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、昭和60年と平成22年を比較すると24％減少し、総世帯数は3%減
少となっている。産業別就業人口については、第１次産業の構成比が昭和60年の6.5％から
平成22年の4.2％に減少している。
[人口、世帯数]

区分 昭和60年 平成22年 増減率
総人口 60,455人 46,121人 △24％
総世帯数 20,754戸 20,114戸 △3％
[産業別就業人口]

区分 昭和60年 平成22年
割合 割合

第１次産業 1,816人 6.5％ 827人 4.2％
第２次産業 11,239人 40.6％ 2,866人 14.5％
第３次産業 14,653人 52.9％ 16,062人 81.3％

（出典：国勢調査）
２ 地域農業の動向

昭和60年と平成22年を比較すると、耕地面積については５％減少、農家戸数は67％減少、
農業就業人口は57％減少している。また、65歳以上の農業就業人口は33％減少している。
なお、農家１戸当たりの経営面積及び認定農業者数は増加している。

区分 昭和60年 平成22年 増減率
耕地面積 1,423ha 1,350ha △5％
農家戸数 1,753戸 564戸 △67％
農業就業人口 1,996人 858人 △57％
うち65歳以上 769人 519人 △33％

経営面積 0.54ha 1.66ha 207％
認定農業者数 － 103人 －

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は奄美市調べ）

カ 今後の課題等
基幹作物である「さとうきび」の作業の効率化を図り、担い手農家への農地集積を進めると

ともに新規作物の導入や畜産などとの複合経営を進める必要がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、農業用水の安定供給が図られたことで農業
生産性が向上するとともに、営農経費の節減といった事業効果が発
現している。

・ 今後、担い手農家への農地集積を進めるとともに新規作物の導入
を進めて行く必要がある。

第 三 者 の 意 見 ・ 事業の実施により、安定的な農業用水が確保され、基幹作物であ
る「さとうきび」の増産や防除用水運搬作業の軽減がみられ、効果
が発現している。

・ 今後は、関連事業の推進とともに、担い手農家への農地の利用集
積やソリダゴなどの新規作物の導入を進めることが望まれる。
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かんがい排水事業 「笠利東部地区」 事業概要図 
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