
農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 農村振興局(北海道)

都道府県名 北海道 関係市町村名 足寄郡足寄町
あしよろぐんあしよろちよう

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 相和
あ い わ

事業主体名 北海道 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、北海道足寄郡足寄町の北部に位置し、てんさい、小麦、小豆、ばれいし

ょの主要４大作物を中心とした大型農作業機械による大規模畑作経営を行っており、
一部では酪農も営まれているが、支線排水路は未整備であり、排水不良な農地が多く
存在していた。また、農道が未整備なため、大型作業機械の走行や作物の輸送に支障
を来たしており、さらに一部のほ場は急傾斜のため、営農作業に支障を来していた。
このため、本事業により排水路を整備し、合わせて暗渠排水、区画整理を行うこと

で排水条件の改良及び傾斜緩和を図るとともに、未整備な道路網を整備し大型農業機
械の走行の円滑化及び農産物流通の合理化を図り、地域農業経営の安定に資する。

受益面積：381ha
受益戸数：48戸
主要工事：排水路 7.3㎞、農道 2.4km、区画整理 29ha、暗渠排水 153ha
総事業費：1,226百万円
工 期：平成11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

小麦、小豆は、排水性の向上が図られ、かつ地域の振興作物に位置づけられたこと、ま
た、青刈りとうもろこしには、輸入飼料の高騰を受け、自給飼料が増産されてることか
ら計画を上回る作付けとなっている。
なお、小麦、小豆、青刈りとうもろこしの作付けは、当初、ばれいしょ、てんさい、

スィートコーンの作付けを計画していたほ場の一部にも及んでいる。
特にてんさいは、近年の天候不順により不作傾向であったこと、他の作物に比べ年間の

農作業時間が多いことから、小麦や小豆など大型収穫機械により労働時間の軽減が図られ
る作物への転換が進んだことから、作付面積が減少している。

［作付面積］ （単位：ha)
区分 事業実施前 計画 評価時点

(平成10年)
てんさい 102 102 46
小麦 68 68 103
小豆 74 74 77
ばれいしょ(食用) 37 37 10
青刈りとうもろこし ８ ８ 60
スイートコーン 34 34 ９
牧草 69 69 69
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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10年)
てんさい 5,298 6,121 2,760
小麦 298 335 508
小豆 152 171 178
ばれいしょ(食用) 1,292 1,493 403
青刈りとうもろこし 412 464 3,486
スイートコーン 342 385 97
牧 草 2,530 2,924 2,924

[生産額] （単位：百万円）
区分 事業実施前 計画 評価時点

(平成10年)
てんさい 90 104 46
小麦 49 52 79
小豆 48 45 46
ばれいしょ(食用) 72 110 29
青刈りとうもろこし ９ 16 122
スイートコーン 45 46 11
牧 草 58 61 61

注）評価時点については、平成24年のデータを使用している
（出典：事業計画書、足寄町聞き取り）

２ 営農経費の節減
排水条件の改良及び急傾斜の改善により、大型農業機械の作業効率が向上するなど農作

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

(平成10年)
てんさい 136 125 109
小麦 18 13 13
小豆 53 48 50
ばれいしょ(食用) 140 117 123
青刈りとうもろこし 23 17 14
スイートコーン 83 72 62
牧 草 20 15 15

［機械稼働時間］ （単位：hr/ha）
区分 事業実施前 計画 評価時点

(平成10年)
てんさい 26 18 20
小麦 16 11 11
小豆 16 12 14
ばれいしょ(食用) 34 26 28
青刈りとうもろこし 23 17 14
スイートコーン 53 42 32
牧 草 20 15 15
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、足寄町聞き取り）

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項
① 農業生産性の向上

排水条件の改良により湿害の解消が図られ、総じて単収が増加するなど、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10年度)
てんさい 5,195 6,001
小麦 439 494
小豆 206 232
ばれいしょ(食用) 3,493 4,036
青刈りとうもろこし 5,159 5,810
スイートコーン 1,010 1,136
牧 草 3,678 4,250
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、足寄町聞き取り）

② 農業生産の選択的拡大
本事業により、排水路等を整備し排水性が向上したこと及び急傾斜の改善により、事業

実施前と比べ、より収益性の高い小豆の作付けや小麦の作付けが拡大している。
また、輸入飼料の高騰を受け、自給飼料が増産されてることから、青刈りとうもろこし

の作付が拡大している。

［作付面積］ （単位：ha)
区分 事業実施前 評価時点

（平成10年）
小麦 68 103
小豆 74 77
青刈りとうもろこし ８ 60

（出典：事業計画書、足寄町聞き取り）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
○ 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）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進んでいる。

[担い手の育成状況(地区内)] （単位：人、組織）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成10年）
認定農業者 11 17 17
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している。

（出典：足寄町相和地区担い手育成農地集積資料）

［担い手への農地集積(地区内)］ （単位：ha、％）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成10年）
農地集積面積 198 255 255
農地集積率 52 67 67
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している。

（出典：足寄町相和地区担い手育成農地集積資料）

３ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B） 2,180百万円
総事業費（C） 1,447百万円
投資効率（B/C) 1.50

（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
農道、排水路は足寄町が適切に管理している。
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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、排水路整備によりほ場の排水性が改善されたほか、農家宅地における浸水被害等の

軽減が図られ、地域住民の安全性の向上にも寄与している。

２ 自然環境
区画整理に併せ、沈砂池を設置したことで、降雨時の周辺の小河川への土砂流出が抑えら

れており、環境への負荷軽減に寄与している。

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19％減少し、北海道全体の減
少率３％より大きくなっている。

[人口、世帯数]（足寄町）
区分 平成7年 平成22年 増減率

総人口 9,530人 7,762人 △19％
総世帯数 3,733戸 3,618戸 △３％

（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27％から平成22年の27％
と横ばいで推移している。

[産業別就業人口]（足寄町）
区分 平成７年 平成22年

割合 割合
第１次産業 1,434人 27％ 1,027人 27％
第２次産業 1,278人 24％ 593人 16％
第３次産業 2,596人 49％ 2,178人 57％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
平成17年と平成22年を比較すると、耕地面積については13％増加している。農家戸数は

11％減少、農業就業人口は22％減少している。また、65歳以上の農業就業人口は28％減少
している。なお、農家１戸当たりの経営面積は35haから44haへ、認定農業者数は191人か
ら216人へ増加している。

[地域農業の動向]（足寄町）
区分 平成17年 平成22年 増減率

耕地面積 10,922ha 12,322ha 13％
農家戸数 314戸 278戸 △11％
農業就業人口 836人 651人 △22％
うち65歳以上 249人 180人 △28％

経営面積 35ha/戸 44ha/戸 26％
認定農業者数 191人 216人 13％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は十勝総合振興局農務課調べ）

カ 今後の課題等
今後より一層、合理的な輪作体系の確立を図るとともに、自給飼料生産基盤に立脚した酪農

経営の確立及び農産物の加工品の開発やブランド化、地産地消、販路拡大をさらに進め、個々
の農業経営の所得向上はもとより地域における雇用の創出等を通じ、地域全体の所得向上や地
域の活性化を図る必要がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 排水路、暗渠排水、区画整理の実施により、排水改良が図られ、
主要作物の単収が増加し、小麦や飼料作物の作付け面積及び生産量
が増大するとともに、作業効率の向上や農作業の省力化が図られ、
経営規模も拡大するなど、事業の効果がみられる。
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第 三 者 の 意 見 ・ 排水条件の改善による農業生産性の向上や農道等の整備に伴う
大型農業機械の導入による農作業の効率化など、事業目的に即し
た効果に加え、牧草等の生産量の増加が地域の粗飼料自給率の向
上に寄与するといった効果の発現も認められる。
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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 関東農政局

都道府県名 茨城県 関係市町村名 結城郡八千代町，
ゆうきぐん や ち よ ま ち

常総市（旧石下町）
じようそうし きゆういしげまち

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 安 静
あんじよう

事業主体名 茨城県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は，茨城県結城郡八千代町の南西部に位置し，古くからはくさいを基幹作物

にメロン，レタスなどの野菜類を組み合わせた畑作が展開されている。
しかしながら，かんがい用水は雨水に依存していることから恒常的に水不足が生じ

るとともに，ほ場は小区画で農道は狭く，排水路も未整備のため営農に支障が生じて
おり，不安定な農業経営を余儀なくされていた。
このため，本事業により畑地かんがい施設及び農道の整備と併せ，区画整理の基盤

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：305ha
受益戸数：563戸
主要工事：用水路23.9km，区画整理183ha，農道6.7km
総事業費：2,579百万円
工 期：昭和59年度～平成18年度（計画変更：平成16年度）
関連事業：水資源機構営霞ヶ浦用水事業，国営かんがい排水事業霞ヶ浦用水一期・二期地区，

県営かんがい排水事業霞ヶ浦用水Ⅲ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

基盤整備実施後は「メロン＋メロン以外の施設野菜＋露地野菜」の複合経営が展開され
ている。施設野菜と露地野菜の組合せにより，年間を通して農作業の分散が図られ，効
率的な営農が可能になっている。

［作付面積］
（単位：ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和58年）

はくさい 122.4 104.1 97.5
レタス 54.2 52.7 62.0
キャベツ 20.8 32.6 44.8
ほうれんそう 0.0 0.0 16.8
ねぎ 0.0 6.7 7.7
ブロッコリー 0.0 0.0 1.2
カリフラワー 0.0 0.0 0.9
にら 0.0 0.0 0.4
みずな 0.0 0.0 0.6
ちんげんさい 0.0 0.0 0.1
メロン 76.5 73.6 29.2
すいか 0.0 0.0 8.0
かぼちゃ 9.0 8.6 7.0
きゅうり 0.0 0.0 0.6
トマト 0.0 0.0 2.3
ピーマン 0.0 0.0 1.4
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なす 0.0 0.0 1.7
とうもろこし 0.0 0.0 7.1
にんじん 0.0 0.0 0.7
だいこん 0.0 0.0 0.6
しょうが 0.0 0.0 1.6
水稲 2.6 1.0 3.7
注）評価時点については，平成22～24年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、茨城農林水産統計年報等）

[生産量]
（単位：ｔ）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和58年）

はくさい 8333.6 7970.4 7570.5
レタス 1380.5 1513.7 1602.8
キャベツ 895.4 1518.6 1984.7
ほうれんそう 0.0 0.0 235.7
ねぎ 0.0 0.0 236.0
ブロッコリー 0.0 0.0 12.3
カリフラワー 0.0 0.0 19.5
にら 0.0 0.0 13.2
みずな 0.0 0.0 9.6
ちんげんさい 0.0 0.0 2.9
メロン 1712.8 1895.2 863.2
すいか 0.0 0.0 299.9
かぼちゃ 196.5 212.2 175.7
きゅうり 0.0 0.0 41.1
トマト 0.0 0.0 125.5
ピーマン 0.0 0.0 54.2
なす 0.0 0.0 63.6
とうもろこし 0.0 0.0 80.0
にんじん 0.0 0.0 26.7
だいこん 0.0 0.0 30.5
しょうが 0.0 0.0 24.6
水稲 13.3 5.1 18.9
注）評価時点については，平成22～24年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、茨城農林水産統計年報等）

[生産額]
（単位：百万円）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和58年）

はくさい 382.9 374.9 381.1
レタス 212.6 232.7 208.2
キャベツ 61.8 103.8 135.1
ほうれんそう 0.0 0.0 89.9
ねぎ 0.0 0.0 73.9
ブロッコリー 0.0 0.0 3.2
カリフラワー 0.0 0.0 3.8
にら 0.0 0.0 6.1
みずな 0.0 0.0 3.2
ちんげんさい 0.0 0.0 0.6
メロン 666.3 737.2 335.8
すいか 0.0 0.0 48.9
かぼちゃ 42.8 46.3 38.3
きゅうり 0.0 0.0 8.2
トマト 0.0 0.0 31.1
ピーマン 0.0 0.0 21.3
なす 0.0 0.0 13.6
とうもろこし 0.0 0.0 15.0
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にんじん 0.0 0.0 2.7
だいこん 0.0 0.0 1.9
しょうが 0.0 0.0 11.6
水稲 3.4 1.2 4.3

注）評価時点については，平成22～24年のデータを使用している。
（出典：事業計画書、茨城農林水産統計年報等）

２ 営農経費の節減
本事業（及び関連事業）の実施により，安定的なかんがい用水の確保が図られるととも

に，ほ場の区画整理、それに伴い農道，排水路が整備されたことで大型農業機械の導入等が
可能となり，農作業にかかる労働時間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58年）

水稲 582 172 139
はくさい 2,045 1,870 1,800
レタス 1,674 1,529 1,495
キャベツ 700 528 568
メロン 1,784 1,670 1,560
かぼちゃ 2,802 1,120 818

注）評価時点については，平成22～24年のデータを使用している。
（出典:事業計画書、受益農家代表への聞き取り）

［機械稼働時間］
（単位：hr/ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和58年）

水稲 200 51 49
はくさい 61 42 42
レタス 126 87 67
キャベツ 102 67 91
メロン 53 41 52
注）評価時点については，平成22～24年のデータを使用している。

（出典:事業計画書、受益農家代表への聞き取り）

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項
① 農業生産性の向上

本事業の実施により，安定的なかんがい用水が確保されたことから単収が増加し，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58年）

春はくさい 6,195 7,515
秋冬はくさい 6,993 7,902
春レタス 2,547 2,878
春キャベツ 4,305 5,014
メロン 2,239 2,956
かぼちゃ 2,183 2,510

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，茨城農林水産統計年報等）

② 野菜類の周年出荷体制の確立及び消費者ニーズに対応した新品目の導入
本事業の実施により，安定的なかんがい用水が確保されたこと等で，葉菜類（はくさ
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い，レタス，キャベツ，ほうれんそう，ねぎ）等，年間を通じて様々な作物の栽培が可能
となり，周年出荷体制が確立された。
また，消費者ニーズに対応した新品目（ショウガ等）の導入も可能となり，高単価で販

売されている。

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
○ 農地の大区画化・畑地かんがい等による農業の体質強化

地区内の担い手（認定農業者）が育成され，事業実施前と比べ担い手が大幅に増加して
いる。
地区内では，かんがい用水を活用することにより年間を通じた作付けが可能となり，周

年出荷体制の確立と，それによる雇用労力の有効活用など「高収益な経営モデル」も出現
している。

[担い手の育成状況]
（単位：戸、ha）

区分 事業実施前 事業実施後
（平成９年） (平成24年)

戸 数 14 56
経営面積 32（地区外含） 551（地区外含）

このように野菜産地として活性化している要因のひとつとしては、かんがい用水を導入し
た先駆的な担い手による周年出荷体制の確立等が地域農業のモデルケースとして、周辺農家
へ影響を与えたことがあげられる。
また，アンケート調査では，「用水量の確保について」の質問に対し，「水が使えるように
なり満足である」との回答が８割以上の方から得られた。（出典：受益者アンケート）

３ 費用対効果分析の結果

妥当投資額（B）4,390百万円
総事業費（C） 3,672百万円
投資効率（B/C) 1.19

（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
畑地かんがい施設は，安静畑総維持管理組合により適切に管理されている。農道・排水路
は，毎年各工区毎に草刈り，土砂払いが実施されている。（出典：受益者代表への聞き取り）

エ 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に加えて，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，区画整理を実施したことにより，「ゴミの投棄が少なくなった」等，７割以上の方
から地域環境が良くなったとの回答が得られた。（出典：受益者アンケート）

２ 自然環境
事業を実施したことによる動植物の生態の変化は，認められないとの回答を得ている。ま
た，区画整理を実施したことにより，７割以上の方から景観が良くなったとの回答が得ら
れた。（出典：受益者アンケート）

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

本地域の平成22年における総人口は，昭和60年と比較して３％減少し，茨城県全体の減
少率より大きい。

[人口、世帯数]

区分 昭和60年 平成22年 増減率
総人口 24,029 人 23,376 人 △3 ％
総世帯数 5,164 戸 6,460 戸 25 ％

（出典：茨城農林水産統計年報）
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産業別就業人口は、第１次産業の割合が昭和60年の38％から平成17年の20％に減少して
いる。
なお，本地域の平成17年の第１次産業の割合（20％）は，茨城県全体（７％）に比べ
て高く，第１次産業は本地域の基幹産業となっている。

[産業別就業人口]
区分 昭和60年 平成17年

割合 割合
第１次産業 4,677人 38％ 2,418人 20％
第２次産業 4,247人 34％ 4,768人 39％
第３次産業 3,462人 28％ 5,084人 41％
合 計 12,386人 100％ 12,270人 100％

(出典：茨城県農林水産統計年報)

２ 地域農業の動向
昭和60年と平成22年を比較すると，農家戸数は38％減少，農業就業人口は50％減少してい

るが，65歳以上の農業就業人口は44％増加し，また認定農業者数は大幅に増加しており，経
営面積も大幅に増加している。

区分 昭和60年 平成22年 増減率
農家戸数 2,949 戸 1,842 戸 △38 ％
農業就業人口 5,033 人 2,494 人 △50 ％
うち65歳以上 830 人 1,199 人 44 ％

経営面積 3,232 ha 3,808 ha 18 ％
認定農業者数※ 66 人 252 人 282 ％

（出典：茨城農林水産統計年報，農林業センサス，※：認定農業者数は平成９年度と平
成22年度八千代町調べ）

カ 今後の課題等
本地区では，「安静畑総維持管理組合」により農業用施設の維持管理を行っているが，今

後，施設の老朽化に伴う補修・更新等を見据えた施設の長寿命化とライフサイクルコストの低
減を図る保全管理が必要である。

事 後 評 価 結 果 ・本事業の実施により，安定的なかんがい用水が確保され生産性が向
上するとともに，区画整理により農作業の効率化が図られる等，農
業経営の安定化に寄与している。

・安定的なかんがい用水が確保されたことから，年間を通じた作付
けが可能となり，周年出荷体制が確立されたこと等から，高収益な
経営が可能となった。

第 三 者 の 意 見 ・用水施設、区画整理及び農道の整備により、単収増加、作付け作物
の多様化と年間を通じた生産・出荷体制の確立及び農作業や集出荷
の効率化が図られたことで、認定農業者が増加するなど担い手の育
成が進んでいる。

・今後は、営農による環境への影響に配慮しつつ、用水施設の老朽化
に伴う施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る保全管
理が望まれる。
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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 関東農政局

都道府県名 山梨県 関係市町村名 笛吹市（旧東八代郡一宮 町）
ふえふき し ひがしやつしろぐんいちのみやちよう

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 一宮末木
いちのみやすえ き

事業主体名 山梨県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕

事業目的： 本地区は甲府盆地の東部に位置し、一級河川笛吹川の支流である金川の右岸で中

央自動車道と国道20号線に挟まれた北向きの傾斜地であり、ぶどう・ももを基幹

作物とする果樹地帯である。

しかしながら、地域内において担い手不足が大きな問題となっており、今後の農

業を維持・発展させていくため、生産基盤等の整備が急務となっていた。

このため、本事業により農道・排水路を一体的に整備し、生産性の向上と担い手

の生活環境を改善することにより、農業経営の安定に資する。

受益面積：98ha

受益戸数：190戸

主要工事：農道5.3km、排水路3.0km

総事業費：1,888百万円

工 期：平成８年度～平成18年度（計画変更：平成14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 営農経費の節減

農道の整備により、大型車両の通行が可能となり、農作業、輸送等に係る労働時間の節

減が図られている。

［労働時間の変化］ (単位：時間/ha)

区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成７年）

もも 256 86 86

ぶどう 240 75 75

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、地元聞き取り）

イ 事業効果の発現状況

１ 事業の目的に関する事項

本地区は降雨の度に溢水を繰り返したが、排水路の整備を行ったことにより、溢水の被害

が無くなり安定した生産が可能となった。

農道整備（舗装）により果樹の荷痛み防止が図られたこと等から品質が向上した。また、

農道の拡幅によりトラックの使用が可能となり作業効率が向上した。
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［単収の変化］ (単位：kg/10a)

区分 事業実施前 評価時点

（平成７年）

もも 1,529 1,621

ぶどう 1,222 1,271

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、地元聞き取り）

［単価の変化］ (単位：円/kg)

区分 事業実施前 評価時点

（平成７年）

もも 421 463

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、地元聞き取り）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認

○農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化

農道の整備（拡幅）によりトラックの使用が可能となり輸送効率が向上する等、効率的な

営農が可能となった。

また、担い手への農地利用集積面積が増加した。

［担い手への農地利用集積］ (単位：ha、％)

区分 事業実施前 事業完了時点

（平成７年） (平成18年)

農地利用集積面積 33 48

農地利用集積率 35 50

（出典：担い手育成基盤整備関連流動化促進事業実施状況報告書）

３ 費用対効果分析の算定結果

妥当投資額（Ｂ）：2,294 百万円

総事業費 （Ｃ）：2,074百万円

投資効率方式（Ｂ／Ｃ）：1.08

ウ 事業により整備された施設の管理状況

整備された農道、排水路は笛吹市により適切に管理している。

また、水路周りの草刈りや泥上げ等、日常的な管理は、農地・水保全管理支払交付金によ

り本地区の農業者や地域住民を含めた活動組織が適切に実施している。

エ 事業実施による環境の変化

１ 生活環境

本事業により生活道路としての役割も兼ねていた農道が拡幅され車両のすれ違いが可能と

なる等、利便性が向上した。また、排水路の整備により農道の溢水被害がなくなった。

（地域の聞き取りによる。）

２ 農業生産環境

事業実施により営農条件が改善され、地域の聞き取りによると多くの受益者が効率的な農

業が営まれるようになったと答えている。一部農家においては観光農園を開き、他県から多

くの観光客を招き、生産・販売意欲の増進が図られている。
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オ 社会経済情勢の変化

１ 社会情勢の変化

平成16年10月12日、石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、春日居町の５町１村が合

併し笛吹市となり、その後、平成18年８月１日、笛吹市と芦川村が合併し、現在の笛吹市が

誕生し面積は201.92km2となっている。

人口は平成７年で66,839人（石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、春日居町、芦川

村）、平成24年４月１日現在70,367人となっており、3,528人増加している。

区分 平成７年 平成24年 増減

総人口 66,839人 70,367人 3,528人

（出典：国勢調査）

平成22年度における就業人口構成比は第１次産業が17.2％（県平均7.4％）、第２次産業

が22.％（県平均29.1％）、第３次産業が60.8％(県平均63.5％)となっており、第１次産業

の盛んな地域である。

区分 笛吹市 山梨県

割合 割合

第１次産業 5,855人 17.2％ 29,906人 7.4％

第２次産業 7,517人 22.0％ 118,367人 29.1％

第３次産業 20,716人 60.8％ 257,789人 63.5％

合 計 34,088人 100％ 406,062人 100％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向

笛吹市の農家戸数としては平成７年度時点（95年センサス 石和町、御坂町、一宮町、

八代町、境川村、春日居町、芦川村）5,617戸であり、平成22年度時点（10年センサス笛吹

市）には4,528戸となっている。

区分 平成７年 平成22年

農家戸数 5,617戸 4,528戸

（出典：農林業センサス）

笛吹市の農業産出額県内順位は、第１位となっている。

山梨県では一定の基準をクリアした高品質な農産物を「富士の国やまなしの逸品農産物」

として認証しており、笛吹市のもも・ぶどうについても認証を得ている。ももについては、

一宮ブロック果実販売対策協議会が「プレミアム」（銘柄名）の栽培に取り組んでおり、生

産・販売体制の整備を推進している。

カ 今後の課題等

本地区は都心に近く、中央自動車道の沿線に位置し、一宮御坂インターチェンジも近くに

あることから、こうした立地条件や地域の特性を活かし、観光農園や直売所等と連携した販

路の拡大や生産物のブランド化を推進し、経営の安定を図る必要がある。

また、農家戸数の減少や高齢化の中、本地区では、今回の事業を契機に地域の活動組織による

農道、水路等土地改良施設の維持管理活動も行われていることから、今後も、地域一体で果樹園

のおりなす良好な景観を保全しつつ、ポテンシャルの高い地域農業への取組みを行う必要があ

る。

－158－



事 後 評 価 結 果 農道や排水路の整備により、効率的な営農が可能となり、観光農園

など、産地の発展に寄与している。

また、生活道路としての役割も兼ねている農道の利便性が良くなる

等、生活環境も向上した。

第 三 者 の 意 見 ・農道及び排水施設整備により、果樹の荷痛み防止、農作業や集出荷

の効率化及び溢水被害防止が図られたことで、経営意欲が高まり、

高品質品種への転換や観光農園の開設等が積極的に取り組まれてい

る。

・今後は、販路拡大やブランド化の推進を図る一方、高齢化等を見据

えた農地及び施設の保全に向けた取組が望まれる。
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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 関東農政局

都道府県名 静岡県 関係市町村名 御前崎市（旧小笠郡浜岡町）
お まえざき し お がさぐんはまおかちよう

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 牧之原浜岡
まき の はらはまおか

事業主体名 静岡県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕

事業目的：本地区は、日本一の茶の集団栽培地である牧之原台地の南部に位置し、明治時代初

期から茶の栽培が行われている。

しかしながら、台地上に位置するため水源に恵まれず、かんがい用水や防除用水の

確保に苦労するとともに、地区内の農道も未整備であることから、営農に支障が生じ

ていた。

このため、本事業により国営かんがい排水事業「牧之原地区」で確保された畑地か

んがい用水利用のための末端施設及び農道の整備を行い、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：246ha

受益戸数：955戸

主要工事：畑地かんがい237ha、農道3.9km

総事業費：5,895百万円

工 期：平成９年度～平成18年度

関連事業：国営かんがい排水事業牧之原地区

〔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

畑地かんがい施設の整備により、かんがい用水や防除用水が安定的に供給できるように

なったことから、茶の作付けが維持されている。

［作付面積］ （単位：ha)

区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成８年）

茶(一番茶) 237 237 237

注)評価時点については、平成23年度のデータを使用している。

（出典：事業計画書、地元聞き取り等)

２ 営農経費の節減

本事業により整備した畑地かんがい施設により、かん水や防除作業にかかる営農労力が大幅

に削減された。
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［労働時間］ （単位：hr/ha)

区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成８年）

茶 1,580 710 710

注)評価時点については、平成23年度のデータを使用している。

（出典：事業計画書、地元聞き取り等)

［機械稼働時間］ （単位：hr/ha)

区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成８年）

茶 1,502 689 689

注)評価時点については、平成23年度のデータを使用している。

（出典：事業計画書、地元聞き取り等)

イ 事業効果の発現状況

１ 事業の目的に関する事項

① 農業生産性の向上

本事業で整備した畑かん施設による土壌水分コントロールで、適切な水管理が可能とな

り、凍霜害防止効果が図られ単収が増加した。

［単収］ （単位：kg/10a)

区分 事業実施前 評価時点

（平成８年）

茶(一番茶) 406 459

注) 評価時点は、平成23年度のデータを使用している。

（出典：事業計画書、地元聞き取り等)

② 農業構造の改善

農道整備により乗用型茶園管理機の導入が可能となり、乗用型茶園管理機の普及台数の大

幅な増加した。

(H13：11台→H22：77台(旧浜岡町))

本事業の実施により、効率的で生産性の高い茶園となり、担い手への農地集積が促進され

認定農業者数、農地集積率についてはおおむね計画を達成している。

また、担い手の育成、戦略的な営農を可能にし、ビジネス経営体 の育成にも貢献している。※

更に、海外での健康志向の高まりや日本食ブームが追い風となり、年間100ｔ以上の茶を

海外へ輸出するビジネス経営体も地区内から出ている。

※ビジネス経営体：静岡県が定義した言葉。経営継承がされる永続的な経営体法人であり雇用による労働力を確保す

る者、一定規模(5,000万円)以上の販売額がある者等の要件を満たす者が該当する。

［認定農業者数］ （単位：人)

区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成９年）

認定農業者 17 27 27

注) 評価時点は、平成23年度のデータを使用している。

（出典：活性化計画達成状況報告)
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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８年）

農地集積面積 35.6 51.6 50.5

農地集積率 7.1 10.1 10.2

注) 評価時点は、平成23年度のデータを使用している。

（出典：活性化計画達成状況報告)

［ビジネス経営体数］

H22:６組織(旧浜岡町) 経営面積：16～57ha 従業員数：５～26人 業務内容：荒茶製造販売

２ その他

畑地かんがい施設、農道の整備により、省力化、品質の向上、担い手の育成・集積が図られ

た結果、「御前崎茶」ブランドの産地として、確立されている。

３ 費用対効果分析の算定結果

総便益（Ｂ）：27,823百万円

総費用（Ｃ）：24,754百万円

総費用総便益比（Ｂ／Ｃ）：1.12

(注)総費用総便益比方式により算定。

ウ 事業により整備された施設の管理状況

末端の畑地かんがい施設に用水を供給するファームポンドについては、牧之原畑地総合整備

土地改良区、ファームポンドから末端施設までは各用水組合(ファームポンド単位)により適切

に管理が行われている。また、農道、排水路については御前崎市により適切に管理が行われて

いる。

エ 事業実施による環境の変化

１ 生活環境

農道整備により、生産性の向上と合わせ、集落内及び集落間の交通の利便性が向上した。

さらに、一部農道が御前崎市地域防災計画の避難路にも指定されるなど、地域の安全にも寄与

している等、地域全体の生活環境の向上が図られた。

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、静岡県全体では0.1％増加し

ているのに対し、1.7％減少している。

区分 平成７年 平成22年 増減率

総人口 35,316人 34,700人 △1.7％

総世帯数 10,098戸 11,494戸 13.8％

（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７年の16.1％から平成22年の10.4％に減

少している。

なお、平成22年の第１次産業の割合は静岡県全体の4.2％に比べて高い割合となっており、本

地域においては第１次産業が基幹産業となっている。

－163－



区分 平成７年 平成22年 平成22年

割合 割合 (静岡県) 割合

第１次産業 3,279人 16.1% 1,928人 10.4% 77,478人 4.2%

第２次産業 8,449人 41.6% 7,295人 39.4% 623,180人 33.7%

第３次産業 8,600人 42.3% 9,294人 50.2% 1,147,043人 62.1%

（出典：国勢調査)

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32.1％減少、農業就業人口は47.2％減少

している。また、65歳以上の農業就業人口は34.8％減少している。

なお、地域の認定農業者数は増加している。

区分 平成７年 平成22年 増減率

農家戸数 1,806戸 1,227戸 △32.1％

農業就業人口 2,974人 1,571人 △47.2％

うち65歳以上 1,502人 979人 △34.8％

経営面積 1,032ha 981ha △4.9％

認定農業者数 17人 27人 58.8％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は活性化計画達成状況報告)

(注)認定農業者数は平成９年と平成23年の牧之原浜岡地区のデータを使用している。

カ 今後の課題等

基盤整備により効率的で生産性の高い茶園となり、農地の集積が促進され、担い手の育成

が図られた結果、ビジネス経営体が組織されるようになったが、地域茶業を活性化するた

め、更なる経営体等の育成を図っていく必要がある。

事 後 評 価 結 果 畑地かんがい施設、農道、排水路の整備により、省力化、品質の向

上、担い手の育成・集積が図られた結果、「御前崎茶」ブランドの

産地として、確立されている。

第 三 者 の 意 見 ・用水施設及び農道整備により、茶の単収増加、集出荷や乗用型茶

園管理機の導入に伴う農作業の効率化が図られたことで、担い手

への農地集積等が進み、茶の海外への販売を展開する経営体も現

れるなど産地形成に寄与している。

・今後は、更なる経営体等の強化に向けた取組が望まれる。

－164－



 

－165－


	畑地帯総合整備事業
	北海道帯広中央
	北海道第２南部
	北海道相和
	茨城県安静
	山梨県一宮末木
	静岡県牧之原浜岡
	富山県呉羽射水山ろく
	愛知県豊岡三谷
	鳥取県北条砂丘大栄
	徳島県大津第一
	鹿児島県松元



