
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 蒲 郡市
がまごおり し

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 豊岡三谷
とよおか み や

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： 本地域は、愛知県蒲郡市の中東部に位置し、温暖な気象条件、恵まれた地理的条件

のもと柑橘を中心とした営農が展開され、「蒲郡みかん」の産地となっている。
しかしながら、基盤整備が行われておらず区画は狭小かつ不整形、農道は軽トラッ

クのすれ違いができないほど狭く蛇行し、営農に支障を来していた。
このため、本事業により20ａを標準とした区画整理、用水路、排水路及び農道の整

備を行うとともに、農地の換地による積極的な集団化を行うことにより担い手農家を
育成し農業経営の安定に資する。

受益面積：24.8ha（畑：4.1ha、樹園地：20.7ha）
受益戸数：108戸
主要工事：区画整理24.8ha、用水路1.7㎞、揚水機場１箇所
総事業費：1,070百万円
工 期：平成10年度～平成18年度（計画変更：平成16年度）
関連事業：機構営かんがい排水事業豊川総合用水地区

機構営かんがい排水事業豊川用水第二期地区

〔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 農作物の生産量の増加

みかん（施設）については、重油価格の高騰により計画を下回る作付けとなっている一
方、区画整理などの生産基盤の整備により、ブランド化されたみかん（商品名：「箱入娘」）
の栽培が可能となり計画を上回る作付けとなっている。
また、計画されていなかった、さといも、いちごが作付けされている。

［作付面積］
（単位：ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成９年）

さといも － － 1.1
ばれいしょ － 0.8 1.2
なす － 0.8 1.2
いちご － － 1.3
みかん 20.8 10.1 9.0
みかん「箱入娘」 － 5.0 7.5
みかん（施設） 2.2 4.3 2.2
キャベツ 1.1 3.7 2.4
スイートコーン 1.1 3.7 －
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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９年）

さといも － － 9.7
ばれいしょ － 12.3 21.2
なす － 13.2 22.8
いちご － － 53.5
みかん 521.9 305.7 299.3
みかん「箱入娘」 － 125.5 249.5
みかん（施設） 106.1 238.4 103.9
キャベツ 49.3 190.7 72.7
スイートコーン 8.4 20.4 －

［生産額］
（単位：百万円）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成９年）

さといも － － 2
ばれいしょ － 1 2
なす － 4 6
いちご － － 43
みかん 89 35 31
みかん「箱入娘」 － 51 74
みかん（施設） 107 241 73
キャベツ 4 14 6
スイートコーン 2 4 －

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、農林水産統計年報、ＪＡ蒲郡聞き取り）

２ 営農経費の節減

区画整理などの生産基盤整備により農業機械が大型化されたことから、ほ場内の作業効
率等の向上が図られ、概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）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成９年）

キャベツ 1,010 758 758
みかん 2,323 1,638 1,638

［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９年）

キャベツ 157 45 45
みかん 222 130 130
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。

（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
① 農業生産性の向上
・ 本事業の実施により、営農条件が整ったことから本地域の主要作物であるみかんの
単収が増加しており、生産性の向上が図られている。
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・ 農道の整備により、生産物の運搬時における荷傷みが軽減され、品質の向上が図ら
れている。

・ 関連事業の実施により、本地区への安定的な用水が確保されており、農業生産の向

上に寄与している。

［単収］
（単位：㎏/10a）

区分 事業実施前 評価時点
（平成９年）

さといも － 883
ばれいしょ － 1,769
なす － 1,900
いちご － 4,119
みかん 2,509 3,326
みかん「箱入娘」 － 3,326
みかん（施設） 4,821 4,723
キャベツ 4,483 3,029
スイートコーン 767 －
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、ＪＡ蒲郡聞き取り）

② 農業生産の選択的拡大

本事業の実施により、区画、水管理、排水の営農条件が整ったことから、事業実施前

に比べ、より収益性の高いみかんのブランド品種「箱入娘」（平成９年：－ha→平成22

年：7.5ha）や、いちご（平成９年：－ha→平成22年：1.3ha）が作付けされている。

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・汎用化等による農業の体質強化

生産基盤の整備及び換地処分による農地の集団化を契機として、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]
（単位：人）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成９年）

担い手農家数 4 4 10
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。

[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９年）

農地集積面積 2.2 4.4 6.6
農地集積率 8.9 18.7 28.1
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
① 本地区では、農地の有効利用と販路拡大を目指し、地元農家グループで、野菜の収穫
体験園（0.7ha）、みかん収穫体験園（0.3ha）、みかんオーナー園（0.4ha）を運営して
おり、農業経営の多角化が図られている。

（出典：蒲郡市）
② ＪＡが中心となって栽培管理を徹底し、基準以上の糖度で厳選されたみかんを「箱入
娘」のブランド名で全国に出荷しており、地域農業の振興に寄与している。

（出典：地元聞き取り）
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③ 事業工期は、公共事業の予算削減や換地処分に時間を要したことから延長しているが、
平成15年度までに主要工事である区画整理を完了し、整備が完了した箇所から順次作付
を行っていることから、工期延長に伴う影響は少ない。
また、事業計画の精査や積極的にコスト縮減に取り組んだことで、計画よりも総事業

費を縮減することができ、効率的な事業執行となった。

［事業費及び工期の変化］
区分 当初 実績

事業工期 Ｈ10～Ｈ14（５年間） Ｈ10～Ｈ18（９年間）
事業費（百万円） 1,155 1,070

（出典：事業計画書、愛知県聞き取り）

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（Ｂ） 1,983百万円
総事業費（Ｃ） 1,539百万円
投資効率（B/C） 1.28
（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施設の維持管理は、蒲郡市土地改良区において適切に行われてい

る。
なお、一部の排水路、農道については、土地改良区が構成員となっている、農地・水保全

管理支払交付金を活用した共同活動（草刈り、排水路の清掃等）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

本事業で創出された非農用地は、蒲郡市により市道及び公園用地の一部として整備さ
れ、これらの施設は地域住民の生活の場、憩いの場として活用されて生活環境の改善に
寄与している。また、蒲郡調整池を含む本地域は、蒲郡市民アンケートで市の観光名所
ベスト３に入っている。

２ 自然環境
事業実施前は急峻な法面等が多く、道路も未舗装で大雨による土砂流出が頻繁に発生

していたが、事業実施により法面保護、道路舗装、排水路整備を行ったことにより土砂
流出がほとんどなくなった。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

蒲郡市の総人口は、平成７年と平成22年を比較すると1.8％減少している。一方、総世
帯数は15.3％増加しており、一世帯当たりの構成人数が減少している。

[人口、世帯数]
区分 平成７年 平成22年 増減率

総人口 83,730人 82,249人 △1.8％
総世帯数 25,029戸 28,864戸 15.3％

（出典：国勢調査）

産業別就業人口については、第一次産業の割合が平成７年の5.6％から平成22年の4.8
％に減少している。

[産業別就業人口]

区分 平成７年 平成22年
割合 割合

第１次産業 2,689人 5.6％ 1,961人 4.8％
第２次産業 22,517人 50.0％ 16,196人 39.6％
第３次産業 22,753人 47.4％ 22,712人 55.6％

（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、耕地面積については3.9％減少、販売農家数は22.8

％減少、農業就業人口は42.4％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8.4ポイント上昇している。
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 平成７年 平成22年 増減率
耕地面積 960ha 923ha △3.9％
販売農家数 901戸 696戸 △22.8％
農業就業人口 2,677人 1,541人 △42.4％
うち65歳以上 1,101人 763人 △30.7％

１戸当たり経営耕地面積 0.61ha/戸 0.86ha/戸 41.0％
認定農業者数 62人 102人 64.5％
（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）

注：平成７年の農業就業人口は総農家である。

カ 今後の課題等
・ みかん（施設）は、近年の重油高騰により作付面積が伸びない状況である。今後も施設
暖房の省エネ対策を進めていく必要があり、一部では施設のビニールを２重構造から３重
構造として対応するなどの自助努力をしている。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、農作業の効率化、安定的な用水の確保、ブ
ランド品種の栽培促進が図られるなど、生産性の向上、農業経営の
安定化に寄与している。

・ 担い手への農地集積が進んだことから、農地の有効利用と販路拡
大を目指し、野菜やみかんの収穫体験園やオーナー園を運営するな
ど、農業経営の多角化が図られている。

・ 今後も重油の価格動向を注視し、状況に応じて施設みかんの省エ
ネ対策を進めていく必要がある。

第 三 者 の 意 見 ・ 本事業の実施により、ブランドみかん「箱入娘」の栽培が可能
となったことに加え、営農経費の節減や農業経営の多角化が図ら
れた。また、担い手も増加し農地集積も進んでいる。

・ 積極的にコストの削減に取り組み、総事業費を縮減した本地区
の手法を他事業にも活かすとともに、事業の効果が長期的に発現
するようにされたい。
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