
農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 北陸農政局

都道府県名 新潟県 関係市町村名 見附市、長岡市（旧長岡市、
み つ け し ながおかし ながおかし

旧中之島町）、三条市（旧栄 町）
なかのしままち さんじようし さかえまち

事 業 名 経営体育成基盤整備事業 地 区 名 見附
み つ け

事業主体名 新潟県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、新潟県のほぼ中央に位置し、刈谷田川流域の低平地の水稲を中心とした

農業地帯であり、水稲を中心に水田の畑利用による大豆、野菜を組み合わせた営農が
展開されていた。
しかしながら、本地区では大正から昭和20年代前半に基盤整備が行われたが、ほ場
は小区画で、農道幅員は狭く、水路は用・排水を兼用しているため、生産性の向上、
コスト低減及び農地の流動化に支障が生じ農業経営は不安定な状況にあった。
このため、本事業によりほ場の大区画化と農道、用水路の整備を行い、営農経費の
節減を図るとともに、担い手への農地集積を促進し、地域の農業構造の改善等に資す
る。

受益面積：1,205ha
受益戸数：1,155戸
主要工事：区画整理1,205ha、暗渠排水1,205ha
総事業費：17,366百万円
工 期：平成8年度～平成18年度（計画変更：平成18年度）

〔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

本地区の計画は、水稲及び大豆・野菜の複合経営方式を目指していたが、評価時点にお
いて、新潟県全体の課題として大豆の低単収・低品質の傾向があるため、大豆の作付けが
定着していない。その結果、水稲中心の営農形態となり水稲の作付面積が増加した一方
で、大豆・野菜の作付面積は、計画を下回っている。
なお、新潟県は、大豆の品種改良及び生産技術向上に取り組んでおり、大豆の生産振興

を図っていく方針としている。

［作付面積(本地面積)］
（単位：ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成7年）

水稲 898 877 989
大豆 56 214 17
えだまめ 38 41 1
さといも 17 19 1
ねぎ 12 13 1
なす 12 13 1
ばれいしょ 5 6 1
加工・飼料用米等 － － 111
その他 226 － 61
表作 計 1,264 1,183 1,183

キャベツ(裏作) － 13 1
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[生産量]

（単位：t)
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成7年）
水稲 4,957.0 5,218.2 5,617.5
大豆 119.8 494.3 27.9
えだまめ 127.7 148.8 2.8
さといも 137.5 199.9 10.0
ねぎ 220.7 270.1 21.0
なす 183.7 228.9 11.9
ばれいしょ 88.1 129.0 18.0
キャベツ － 1,025.0 25.0
加工・飼料用米 等 － － 630.5

[生産額]
（単位：百万円)

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成7年）

水稲 1,249.2 1,315.0 1,617.8
大豆 29.1 120.1 5.3
えだまめ 70.9 82.6 1.5
さといも 38.8 56.4 2.2
ねぎ 53.2 65.1 4.2
なす 48.3 60.2 2.4
ばれいしょ 9.3 13.5 1.7
キャベツ － 64.6 1.2
加工・飼料用米 等 － － 73.8
注）評価時点については、平成23年のデータを使用している。
（出典：事業計画書、ＪＡにいがた南蒲聞き取り、見附市聞き取り、平成23年度県営及び
団体営土地改良事業の経済効果測定のための諸基準値等）

２ 営農経費の節減
本事業において、ほ場の大区画化と乾田化が実施されたことにより、大型機械の導入が可
能となり、評価時点の労働時間は、概ね計画の労働時間にまで節減が図られている。一
方、評価時点の機械経費は、農作業体系の見直し及び物価上昇等に伴い計画を上回ってい
る。

［労働時間］
（単位：hr/ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成7年）

水稲 434.0 118.6 120.1
大豆 255.0 86.5 87.2

［機械経費］
（単位：千円/ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成7年）

水稲 1,084 590 661
大豆 650 409 480
注）評価時点については、平成23年のデータを使用している。
（出典:事業計画書、平成23年度県営及び団体営土地改良事業の経済効果測定のための
諸基準値等）

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項
① 農業の生産性の向上

本事業の実施により、ほ場が乾田化されたことで主要作物である水稲の単収が増加して
おり、農業生産性の向上が図られている。
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[単収]
（単位：kg/10a）

区分 事業実施前 評価時点
（平成7年）

水稲 552 568
大豆 214 175
注）評価時点については、平成23年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、見附市聞き取り）

② 農業構造の改善
本事業の実施により、ほ場が大区画化されたことに伴い大型農業機械の導入による作業

効率の向上が図られたことから、経営面積の大規模化が進んでいる。

［経営規模別農業経営体の経営耕地面積］
(単位：ha、％)

区分 平成17年 平成22年 増減率
経営耕地面積５ha未満 農業経営体 1,692 1,254 △26％

うち販売農家 1,690 1,247 △26％
うち事業体 2 7 250％

経営耕地面積５ha以上 農業経営体 372 786 111％
うち販売農家 249 369 48％
うち事業体 123 417 139％

注）集計範囲：関係37農業集落
評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（出典：農業センサス）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果等の確認
○ 農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化

地区内の担い手（認定農業者、集落営農組織）が育成され、事業実施前と比べ担い手が
大幅に増加している。
また、これに伴って担い手への農地集積も事業実施前に比べ大幅に進んでいる。

[担い手の育成状況]
（単位：人、組織）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成7年）

認定農業者 22 人 74 人 141 人
集落営農組織 － 25 組織 22 組織
注）集計範囲：受益地

評価時点については、平成23年のデータを使用している。
（出典：見附市聞き取り）

［担い手への農地集積］
(単位：ha、％)

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成7年）

農地集積面積 286.8 ha 813.4 ha 796.0 ha
農地集積率 22.2 ％ 67.5 ％ 66.1 ％
注）集計範囲：受益地

評価時点については、平成23年のデータを使用している。
（出典：見附市聞き取り）

さらに、本事業の実施により、水稲及び加工・飼料用米の作付けが増加し、事業実施前
と比べ耕地利用率が12.8ポイント向上（平成７年：82.1％→平成23年：94.9％）してい
る。

（出典：事業計画書、ＪＡにいがた南蒲聞き取り、見附市聞き取り）
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３ その他
本地区の受益地は、市街地に隣接した立地条件となっていることから、画整理事業と併

せて、土地利用の整序化を通じ、農業経営の合理化と効率的な土地利用を図り、農業の振
興を基幹とした地域の活性化に資することとして、中部産業団地をはじめとした各種公共
用地として129haの非農用地を創設し、一体的な整備を行うことにより、地域の活性化に役
立っている。
なお、中部産業団地(86.2ha)では、H22.9現在、46の企業が参入し72.6haが利用されてい

る。

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B） 21,205百万円
総 事 業 費（C） 19,978百万円
投 資 効 率（B/C) 1.06

（注）投資効率方式により算定。

ウ 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揚水機場12ヶ所及び用排水路は、刈谷田川土地改良区において適

切に維持管理されている。
また、農道及び排水路は農地・水保全管理支払交付金を活用し、非農家を含む地域住民と

一体となって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

整備された農道は、地域の生活道路としても活用され、地域住民の利便性の向上に寄与し
ている。また、本事業により創設された非農用地の一部には、農村公園及び親水遊歩道が整
備され、地域住民の憩いの場として活用されている。

２ 自然環境
本事業を契機にして、農地・水保全管理支払交付金を活用し、事業で整備された排水路の

法面植栽が行われており、農村景観が維持されている。

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、平成７年と平成22年を比較すると４％減少し、新潟県全体の減
少率５％と同程度となっている。

[人口、世帯数]
（単位：人、戸、％）

区分 平成7年 平成22年 増減率
総人口 43,760 人 41,862 人 △４％
総世帯数 11,771 戸 13,371 戸 14％
注）集計範囲：見附市

（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７年の５％から平成22年の４％に
減少している。
なお、平成22年の第１次産業の割合は新潟県全体の６％に比べて低い割合となってい

る。

[産業別就業人口]
（単位：人、％）

区分 平成7年 平成22年
割合 割合

第１次産業 1,284 人 5.4 ％ 815 人 4.0 ％
第２次産業 11,276 人 47.3 ％ 7,229 人 35.8 ％
第３次産業 11,276 人 47.3 ％ 12,135 人 60.2 ％
注)集計範囲：見附市

（出典：国勢調査）
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２ 地域農業の動向
平成７年と平成22年を比較すると、農家戸数は36％減少、農業就業人口は38％減少、65歳

以上の農業就業人口の割合は42％から67％と増加している。
なお、農家１戸当たりの経営面積は増加し、特に認定農業者数は大幅に増加している。

（単位：ha、戸、人、％）
区分 平成7年 平成22年 増減率

耕地面積 2,816 ha 2,710 ha △４％
農家戸数 1,025 戸 655 戸 △36％
農業就業人口 1,464 人 908 人 △38％
うち65歳以上(割合) 620人(42%) 605人(67%) △２％

経営面積 2.1 ha 2.5 ha 19％
認定農業者数 24 人 221 人 821％
注)集計範囲：関係37農業集落、ただし、耕地面積及び認定農業者は見附市。
販売農家での集計（認定農業者数の区分を除く）。
（出典：新潟農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は北陸農政局調べ）

カ 今後の課題等
本地区における農地集積の実績を継承し促進するためには、本事業で作成した農用地利用

集積促進土地改良整備計画及び人・農地プラン策定の取組等を通して、後継者の確保と担い
手農家育成を行う必要がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、機械の大型化による営農経費等の節減が図
られるとともに、農地の高度利用が図られており、事業の有効性が
認められる。

・ 創設された非農用地は、道路用地の他、農村公園及び親水遊歩道
等や中部産業団地に供されており、土地利用の整序化を通じて、農
業生産環境及び農村生活環境の改善に寄与している。
・ なお、本地区における農地集積の実績を継承し促進するために
は、本事業で作成した農用地利用集積促進土地改良整備計画及び人
・農地プラン策定の取組等を通して、後継者の確保と担い手農家育
成を行う必要がある。

第 三 者 の 意 見 本事業の実施により、農業生産性の向上と土地利用の整序化が図ら
れるとともに、生産組織等への農地集積が進められるなどの効果が確
認された。
ただし、引き続き複合化の推進を図りつつ、農地集積の実績を継承

するため、後継者の確保と担い手農家の育成になお一層努力する必要
がある。
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経営体育成基盤整備事業 「見附地区」 概要図 
  み  つ け 

用水路
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農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 北陸農政局

都道府県名 石川県 関係市町村名 志賀町(旧志賀町)
し か ま ち

事 業 名 経営体育成基盤整備事業 地 区 名 土田
つ ち だ

事業主体名 石川県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、石川県能登半島に位置し、水稲を中心とした農業地帯であり、水田の畑

利用による大豆を組み合わせた営農が展開されていた。
しかしながら、本地区では昭和20年代後半に基盤整備が行われたが、ほ場は小区画

で、農道幅員が狭いため、生産性の向上、コスト低減及び農地の流動化に支障が生じ
農業経営は不安定な状況にあった。
このため、本事業によりほ場の大区画化と農道、用排水路の整備を行い、営農経費

の節減を図るとともに担い手への農地集積を促進し、地域の農業構造の改善等に資す
る。

受益面積：125ha
受益戸数：340戸
主要工事：区画整理125ha、暗渠排水125ha
総事業費：2,164百万円
工 期：平成12年度～平成18年度（計画変更：平成16年度）

〔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

本地区の計画は、水稲及び大豆・野菜の複合経営方式を目指していたが、その後、JA志
賀の方針で転作作物をそば・大麦とする営農体系に見直したため、大豆・野菜は計画を下
回る作付面積となっている。なお、水稲は、本地区の割当生産数量に応じて作付けしたも
ので、結果として計画を上回る作付面積となっている。

［作付面積(本地面積)］
（単位：ha)

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 89.4 88.5 107.6
大豆 14.9 25.2 －
そば － － 12.1
ねぎ 0.5 5.7 0.6
なす 0.3 1.9 0.4
その他 22.0 － 0.6
(表作)計 125.9 121.3 121.3
だいこん(裏作) － 5.7 －
大麦(裏作) － － 12.1

[生産量]
（単位：ｔ）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 439.0 469.1 542.3
大豆 17.9 30.2 －
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そば － － 4.5
ねぎ 6.4 72.8 7.7
なす 10.1 64.2 13.5
だいこん(裏作) － 250.2 －
大麦(裏作) － － 30.9

[生産額]
（単位：百万円）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 120.7 129.0 127.0
大豆 4.5 7.6 －
そば － － 0.5
ねぎ 2.5 28.2 3.0
なす 4.9 31.0 6.5
だいこん(裏作) － 27.3 －
大麦(裏作) － － 3.8

注）評価時点については、平成23年のデータを使用している
（出典：事業計画書、土地改良区聞き取り、石川農林水産統計年報）

２ 営農経費の節減
本事業において、ほ場の区画拡大と乾田化が実施されたことにより、大型機械の導入が可
能となり、評価時点の労働時間は、計画の労働時間まで節減が図られている。一方、評価
時点の機械経費は、物価上昇等に伴い計画を上回っている。

［労働時間］
（単位：hr/ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 444.8 163.1 163.1
大麦 154.7 89.8 89.8

［機械経費］
（単位：千円/ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 1,182 266 298
大麦 624 250 279
注）評価時点については、平成23年のデータを使用している。

（出典:事業計画書）

イ 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

本事業の実施により、ほ場が乾田化されたことで主要作物である水稲の単収が増加して
おり、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
（平成11年）

水稲 491 504
注）評価時点については、平成23年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、石川農林水産統計年報）

② 農業構造の改善
本事業の実施により、ほ場区画が整形されたことに伴い大型農業機械の導入による作業

効率の向上が図られたことから、経営面積の大規模化が進んでいる。
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［経営規模別農業経営体の経営耕地面積］
(単位：ha、％)

区分 平成17年 平成22年 増減率
経営耕地面積５ha未満 農業経営体 119 77 △35％

うち販売農家 119 77 △35％
うち事業体 0 0 －

経営耕地面積５ha以上 農業経営体 54 82 53％
うち販売農家 54 60 13％
うち事業体 0 22 皆増

注）集計範囲：関係３農業集落
評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（出典：農業センサス）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果等の確認
○ 農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化

地区内の担い手（営農組合組織等）が育成され、事業実施前と比べ担い手が増加してい
る。
また、これに伴って担い手への農地集積も事業実施前に比べ大幅に進んでいる。

[担い手の育成状況]
（単位：人、組織）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

認定農業者 0 人 1 人 1 人
営農組合組織等 － 2 組織 3 組織
注）集計範囲：受益地

評価時点については、平成23年のデータを使用している。

［担い手への農地集積］
（単位：ha、％）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

農地集積面積 7.6 ha 65.2 ha 91.5 ha
農地集積率 5.5 ％ 51.7 ％ 72.5 ％
注）集計範囲：受益地

評価時点については、平成23年のデータを使用している。
（出典：土地改良区聞き取り）

さらに、水田の大区画化等により、水稲及び大麦の作付けが増加したことから、事業実
施前と比べ耕地利用率が27.1ポイント向上（平成11年：82.5％→平成23年：109.6％）し
ている。

（出典：事業計画書、土地改良区聞き取り）

３ その他
志賀町では、地域の担い手農家を育成していくため、事業により整備された基盤を活用し
た大麦及びそば栽培に必要な大型機械の導入や共同利用に対する支援に取り組んでいる。

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B） 3,367百万円
総 事 業 費（C） 2,514百万円
投 資 効 率（B/C) 1.33

（注）投資効率方式により算定。

ウ 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揚水機場６ヶ所及び用排水路は、志賀町土地改良区において適切

な維持管理がなされている。
また、農道及び排水路は農地・水保全管理支払交付金により、非農家を含む地域住民と一

体となって管理が行われている。
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エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

本事業による大きな変化は見られない。

２ 自然環境
本事業を契機にして、農地・水保全管理支払交付金を活用し、事業で整備された水路の法

面に植栽が行わるなど、農村景観が維持されている。

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、平成12年と平成22年を比較すると10％減少し、石川県全体の減
少率１％より大きくなっている。
[人口、世帯数]

（単位：人、戸、％）
区分 平成12年 平成22年 増減率

総人口 15,681人 14,153人 △10％
総世帯数 5,016戸 4,881戸 △３％
注)集計範囲：旧志賀町 （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12年の９％から平成22年の８％に減
少している。
なお、平成22年の第１次産業の割合は石川県全体の３％に比べて高い割合となっている。

[産業別就業人口]

区分 平成12年 平成22年
割合 割合

第１次産業 758 人 ９ ％ 575 人 ８ ％
第２次産業 3,746 人 44 ％ 2,577 人 37 ％
第３次産業 3,997 人 47 ％ 3,841 人 55 ％
注)集計範囲：旧志賀町 （出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
平成12年と平成22年を比較すると、農家戸数は64％減少、農業就業人口は64％減少、65歳

以上の農業就業人口の割合は72％から73％と高い割合となっている。
本地区における農地集積を継承し促進するためには、農業就業者の高齢化及び世帯数減少

の課題に対処し、本事業で作成した農用地利用集積促進土地改良整備計画及び人・農地プラン
策定の取組等を通して、後継者の確保と担い手農家育成を行う必要がある。

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。

（単位：ha、戸、人、％）
区分 平成12年 平成22年 増減率

耕地面積 3,070ha 3,000ha △２％
農家戸数 160戸 57戸 △64％
農業就業人口 183人 66人 △64％
うち65歳以上 131人(72%) 48人(73%) △63％

経営面積 0.8ha 1.8ha 116％
認定農業者数 20人 100人 400％
注)集計範囲：関係３農業集落、ただし、耕地面積及び認定農業者は、平成17年に志賀町と
富来町が合併しているため、合併後の志賀町の値で整理した。
販売農家での集計（認定農業者数の区分を除く）。
（出典：石川農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は北陸農政局調べ）

カ 今後の課題等
本地区における農地集積の実績を継承し促進するためには、本事業で作成した農用地利用

集積促進土地改良整備計画及び人・農地プラン策定の取組等を通して、後継者の確保と担い手
農家育成を行う必要がある。
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事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、機械の大型化による営農経費等の節減、水
田の汎用化による転作作物（大麦・そば）の作付増加など農業生産
性の向上と農地の高度利用が図られており、事業の有効性が認めら
れる。

・ なお、本地区における農地集積の実績を継承し促進するために
は、本事業で作成した農用地利用集積促進土地改良整備計画及び人
・農地プラン策定の取組等を通して、後継者の確保と担い手農家育
成を行う必要がある。

第 三 者 の 意 見 本事業の実施により、農業生産性の向上と農地の高度利用が図られ
るなどの効果が確認された。
ただし、高齢化による農家世帯数の減少に配慮しつつ、後継者の確

保と担い手農家の育成になお一層努力する必要がある。
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農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 東海農政局

都道府県名 愛知県 関係市町村名 安城市
あんじ ょう し

事 業 名 経営体育成基盤整備事業 地 区 名 安城明祥
あんじょうめいしょう

事業主体名 愛知県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、愛知県安城市の南部に位置する農業地帯であり、水稲を中心に小麦、大

豆、野菜類を組み合わせた営農が展開されている。
しかしながら、本地区では昭和20年代のほ場整備以降、基盤整備が実施されておら

ず、区画は10ａと狭小で、農道幅員が狭い上、用水路・排水路も老朽化し、営農に支
障を来していた。
このため、本事業によりほ場の大区画化、農道の整備及び老朽化した用排水路の改

修を行い、農地の集団化や農業経営規模の拡大を促進し、農業生産性の向上に資す
る。

受益面積：64ha
受益戸数：353戸
主要工事：区画整理 64ha、農道 9.3km、用水路 7.9km、排水路 10.5km
総事業費：1,108百万円
工 期：平成12年度～平成18年度（計画変更：平成17年度）

〔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

水田の畑利用及び戦略作物としての作付けの拡大により小麦、大豆の作付けが増加し、水
稲の作付けは計画を下回っている。また、地域の特産であるきゅうりや計画に位置付けられ
ていなかったブロッコリー、キャベツの作付けが増加している。

［作付面積］
（単位：ha)

事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 39 38 25
小麦 16 16 26
大豆 16 16 26
きゅうり 3 3 4
なす 4 5 5
だいこん 4 5 5
ぶどう 1 1 1
ブロッコリー － － 2
キャベツ － － 2
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[生産量]
（単位：ｔ）

事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 195 199 131
小麦 63 56 85
大豆 27 24 37
きゅうり 516 508 899
なす 171 245 186
だいこん 160 216 251
ぶどう 10 11 10
ブロッコリー － － 25
キャベツ － － 82

[生産額]
（単位：千円）

事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 52,169 42,014 29,475
小麦 9,759 7,794 8,900
大豆 6,354 5,460 8,908
きゅうり 123,934 122,963 223,632
なす 37,003 53,922 56,514
だいこん 9,571 11,008 15,060
ぶどう 7,323 5,596 5,199
ブロッコリー － － 6,882
キャベツ － － 6,536

注）評価時点については、平成22年のデータを使用している
（出典：事業計画書、愛知県聞き取り）

２ 営農経費の節減
本事業の実施により、ほ場の大区画化や用排水路の整備が行われ、大型農業機械の搬入

が可能となり、耕起や収穫などの農作業に係る労働時間等が削減されるなど、おおむね計
画に基づいた営農が展開されている。

［労働時間］
（単位：hr/ha）

事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 598 110 110
小麦 438 60 60
大豆 540 92 91

［機械経費］
（単位：千円/ha）

事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

水稲 321 267 271
小麦 104 123 125
大豆 66 357 359

注）評価時点(平成22年)については、地元聞き取り及び愛知県農業経営指標による。
（資料:事業計画書、愛知県聞き取り）
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イ 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
・ 用排水路の整備により計画的な水管理作業が可能となったことから、水稲の単収が増
加し、生産性の向上が図られている。

・ ほ場の大区画化や用排水路の整備により、営農経費の大幅な削減が図られている。

[単 収]
（単位：kg/10a）

事業実施前 評価時点
（平成11年）

水稲 501 524
小麦 391 326
大豆 169 141
きゅうり 17,213 19,404
なす 4,263 3,718
だいこん 3,988 5,020
ぶどう 979 1,046
ブロッコリー － 1,265
キャベツ － 4,085
注）評価時点は、安城市における過去５カ年間の平均値(水稲、小麦、大豆：平成17年～

21年、その他：平成15年～19年)を使用している。
（資料:事業計画書、農林水産統計年報）

② 農業生産の選択的拡大
・ 排水路の整備により乾田化が図られ、水田の汎用化が可能となったことから、事業実
施前は水稲主体であったが、小麦、大豆の作付けが増加するとともに、ブロッコリー、
キャベツが新たに導入されている。

③ 農業構造の改善
本事業の実施により、ほ場区画が整形されたことに伴い大型農業機械の導入による作業

効率の向上が図られた。
また、本地域では水稲の直播栽培を行うことで、通常の田植えと作業時期をずらすこと

が可能となり、農業機械オペレーターの作業を平準化し、作業の省力化や経営規模の拡大
につながっている。

［経営規模別農家数］
（単位：戸）

区分 事業実施前 評価時点
（平成11年）

10ha以上 43 52
10ha未満 2,368 1,405
注）評価時点については、平成22年安城市のデータを使用している。

（出典：農業センサス）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果等の確認

○ 農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化
・ 換地処分により農地の集団化、担い手への集積が促進されている。
・ 事業実施前は平均経営面積0.4ha程度の２種兼業農家が多数を占めていたが、現在で
は３名の担い手に集積し、作業受託も進んでいる。

・ ほ場の大区画化や用排水路の整備により、水稲、小麦、大豆の効率的なブロックロー
テーションが実現され、事業実施前と比べ耕地利用率が21％向上（平成11年：131％ →
平成22年：152％）している。
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［担い手への農地集積］
（単位：ha、％）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

農地集積面積 13.2 19.1 34.1
農地集積率 14.8 29.4 52.5
注）評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、地元聞き取り）

３ その他
・ 排水路の暗渠化（農道下に埋設している地下排水路）により、排水路法面の草刈りや土
砂上げなどの維持管理作業が軽減され、農業機械の乗り入れ時の事故防止による安全性も
向上された。
・ 安城市は、市全体で人・農地プランを策定し、今後の農業経営と農地集積等について検
討を進めている。

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B）1,721百万円
総事業費 （C）1,230百万円
投資効率（B/C) 1.39

（注）投資効率方式により算定。

ウ 事業により整備された施設の管理状況
・ 用水路は安城土地改良区、道路、排水路は安城市により適正に維持管理されている。ま
た、日常管理である草刈りは、農地・水・環境保全対策を契機に、地元住民により実施され
ている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境
・ 集落道が整備されたことにより、居住地から農地への行き来が安全、快適となった。ま
た、生活道路、通学路としても活用されている。
・ 道路、工業団地用地や分家住宅用地を創設しており、都市近郊での土地利用の整序化に
寄与している。
・ 農地・水・環境保全向上対策によりコスモスの植栽など景観保全活動が行われ、地域住
民への生活環境に潤いを与えている。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

安城市の総人口について、平成12年と平成22年を比較すると12.5％増加し、愛知県全体の
増加率5.2％より大きくなっている。

[人口、世帯数]
区分 平成12年 平成22年 増減率

総人口 158,824人 178,691人 12.5％
総世帯数 53,127戸 66,707戸 25.6％

（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12年の3.9％から平成22年の2.8％に
減少している。
なお、平成22年の第１次産業の割合は愛知県全体の2.2％に比べて高い割合となってい

る。
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[産業別就業人口]
区分 平成12年 平成22年

割合 割合
第１次産業 3,296人 3.9％ 2,397人 2.8％
第２次産業 40,107人 47.0％ 37,657人 44.0％
第３次産業 41,879人 49.1％ 45,532人 53.2％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
平成12年と平成22年を比較すると、耕地面積は1.6％減少、販売農家数は40.4％減少、農

業就業人口は41.6％減少している。また、農業就業人口に占める65歳以上の割合は9.4ポイ
ント上昇している。
１戸当たり経営面積は43.2％増加しており、また、認定農業者も増加している。

区分 平成12年 平成22年 増減率
耕地面積 3,850ha 3,790ha △1.6％
販売農家数 2,411戸 1,436戸 △40.4％
農業就業人口 4,270人 2,492人 △41.6％
うち65歳以上 2,209人 1,522人 △31.1％

1戸当たり経営耕地面積 1.25ha/戸 1.79ha/戸 43.2％
認定農業者数 108人 179人 65.7％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は愛知県調べ）

カ 今後の課題等
本事業によりほ場の大区画化、用排水路の整備が行われ、大型農業機械の導入や担い手への

農地集積が進み、労働時間の大幅な削減が図られている。今後、安定的な営農を展開するため
には、計画的に施設の補修・更新等を実施していく必要がある。

事 後 評 価 結 果 ・ ほ場の大区画化、用排水路などの整備が行われ、大型機械が導入
されるなど、営農の効率化に結びつき、担い手への農地集積が進ん
でいる。
・ 大区画化、乾田化により効率的なブロックローテーションが実現
され、小麦、大豆の作付けが増加している。
・ 今後、安定的な営農を展開するためには、計画的に施設の補修・
更新等を実施していく必要がある。

第 三 者 の 意 見 ・ 区画整理等により、農地の集団化と担い手への農地集積が進み、
経営規模の拡大やブロックロ－テーションが実現し、将来の農業の
あり方に向かって着実な進歩がみられ、高く評価できる。

・ なお、作物の単収については、事業効果をより適切に把握する観
点から、対象農家へのヒアリングなども含め、より実態に近いデー
タの収集が望まれる。

－94－



地区概要図 
総事業費 1,108 百万円 

事業工期 平成12年～平成18年 

区画整理  64ha 

農道  9.3km 

用水路工  7.9km 

排水路工 10.5km 
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