
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 厚岸郡厚岸町
あっけしぐんあっけしちよう

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 片無去
かたむさり

（一般農道整備事業）

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、釧路総合振興局管内の東方に位置する厚岸町市街地の西方にあり、酪農

を基幹産業とする地域である。経営の合理化を図るために大型農業機械の導入を図っ
ていたところであるが、現況の幹線農道は幅員が不足しており、支線農道は融雪時及
び降雨時の泥濘化により集乳車の走行に支障を来していた。
このため、本事業で幹線農道と支線農道を一体的に整備し、大型の農業機械や集乳

車の走行の円滑化を図り、農業経営の安定化と輸送の合理化の実現を目指すものであ
る。

受益面積：926ha
受益戸数：15戸
主要工事：農道 7.9km
総事業費：1,077百万円
工 期：平成８年度～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 農作物等の生産量の変化

本地区の作付け作物は全て牧草でその面積に変化はないものの、離農跡地の一部が地区外
の経営体に継承されたことに伴う地区内の集乳量の減少や、社会情勢の変化に伴う乳価の下
落により、牛乳の生産量・生産額が減少している。
また、牧草は、天候不順等により反収が伸びておらず、生産量も伸びていない。

「作付面積」
（単位：ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成７年）

牧草 926 926 926
（出典：事業計画書、厚岸町調べ）

［生産量]
（単位：t）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成７年）

牧草 44,448 44,448 33,827
牛乳 5,988 5,988 4,095

(9,554)
（出典：事業計画書、釧路太田農協調べ、厚岸町酪農・肉用牛生産近代化計画）

［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）

牛乳 497 497 299
(726)
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（出典：事業計画書、釧路太田農協聞き取り）
※評価時点は平成23年、平成24年のデータ等を使用しており、上段は計画時の算定手法に
よる平成23年時点の推定値。下段の（）内は、平成23年時点の実績値。

２ 営農経費の節減
本事業で農道が拡幅・舗装整備されたことにより、集乳車両の大型化に伴う集乳の合理化

と走行速度の向上が図られ、延べ集乳走行時間及び牧草の運搬時間並びに通作時間が短縮
し、集乳コストの低減など営農経費の節減が図られている。

［延べ輸送(集乳)・通作時間]
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成７年）
牛乳 3,877hr 1,638hr 1,125hr
牧草 ４分 ２分 ２分
通作 ４分 ２分 ２分

※評価時点は平成23年のデータ等を用いている。
（出典:事業計画書、釧路太田農協調べ、厚岸町酪農・肉用牛生産近代化計画）

３ 地域の生産環境の保全・向上
本農道は、生活用道路として利用されており、一般交通に係る車両走行時間も短縮が図ら

れている。

［一般交通の走行時間] （単位：min）
事業実施前 計画 評価時点
（平成７年）

１４ ５ ５
※評価時点は平成23年のデータ等を用いている。

（出典：事業計画書 、評価時点は図測による）

４ 維持管理費の動向
本事業の実施により、維持管理費の節減が図られている。

（単位：千円）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成７年）
１号幹線農道 15,096 5,748 1,047
２号幹線農道 880 313 79
支線農道 702 412 0
合計 16,678 6,473 1,126
※支線農道は、町が各農家に維持管理を要請しており、評価時点で０となっている。
※評価時点は平成23年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、厚岸町調べ）

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、大型車両の円滑な通行が可能となったことから、農業機械や集
乳車の大型化が図られている。

［トラクター保有状況］ （単位：台、％）
区分 事業実施前 評価時点

(平成７年) 割合 割合
50PS未満 6 9.7 0 0.0
50～70PS 15 24.2 5 9.8
70～100PS 38 61.3 31 60.8
100PS以上 3 4.8 15 29.4
合計 62 51
※評価時点は平成23年のデータを使用している。

（出典：釧路太田農協調べ）
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[集乳車の運行状況] （単位：台）
区分 事業実施前 評価時点

（平成７年）
４ｔ車 ２ ０
６ｔ車 ２ ０
12ｔ車 ０ ２
※評価時点は平成23年のデータを使用している。

（出典：事業計画書、釧路太田農協調べ）

②農業構造の改善
農家戸数は減少しているものの、経営耕地面積60ha以上の農家戸数の割合は増加してお

り、経営規模拡大が進んでいる。

［経営規模別農家数］ （単位：戸（％））
区分 事業実施前 評価時点

(平成７年) 割合 割合
10ha～ 20ha １ 5.0 ０ 0.0
20ha～ 30ha １ 5.0 １ 6.7
30ha～ 40ha ４ 20.0 ２ 13.3
40ha～ 50ha ５ 25.0 １ 6.7
50ha～ 60ha ６ 30.0 ４ 26.7
60ha～ 70ha ２ 10.0 ３ 20.0
70ha～ 80ha １ 5.0 ２ 13.3
80ha～ 90ha ０ 0.0 ０ 0.0
90ha～100ha ０ 0.0 ２ 13.3
計 20 15
※評価時点は平成23年のデータを使用している。

（出典：厚岸町役場産業振興課調べ）

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
農道が整備され大型の運搬車両や作業機械の通行が可能となり、集乳作業や草地管理に係

る通作時間の短縮や、牧草の刈り取り・運搬に係る作業受委託の導入が進み、生産コストの
低減や経営の合理化、規模拡大による酪農経営の安定化と体質強化が図られている。

３ 費用対効果分析の結果
総便益（B） 7,827百万円
総費用（C） 3,429百万円
総費用総便益比（B/C）2.28

（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
本農道は管理者である厚岸町によって路肩等の草刈り及び冬期間の除雪が行われる等、

適切に維持管理されている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

本農道は地域住民の生活道路としても活用されており、市街地への通行時間が短縮され日
常生活の利便性が向上している。

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18.7％減少し、北海道全体の
減少率3.3％より大きくなっている。
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[人口、世帯数]
区分 平成７年 平成22年 増減率

総人口 13,076人 10,630人 △18.7％
総世帯数 4,341戸 4,278戸 △ 1.5％

（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36.3％から平成22年の31.2％
に減少している。
なお、平成２２年の第１次産業の割合は北海道全体の7.2％より大きく、本地域において

は第1次産業が基幹産業となっている。

[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 2,820人 36.3％ 1,826人 31.2％
第2次産業 1,633人 21.0％ 1,254人 21.4％
第3次産業 3,311人 42.7％ 2,775人 47.4％
合計 7,764人 5,855人

（出典：事業計画書、国勢調査）

２ 地域農業の動向
平成７年と平22年を比較すると、耕地面積については3.5％減少、農家戸数は29.2％減少

農業就業人口は28.9％減少している。また、65歳以上の農業就業人口割合は0.9％増加して
いる。
一方で、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 7,374ha 7,113ha △ 3.5％
農家戸数 202戸 143戸 △29.2％
農業就業人口 491人 349人 △28.9％
うち65歳以上割合 18.9％ 19.8％ 0.9％

経営面積 36.51ha 53.89ha 47.6％
認定農業者数 81人 111人 37.0％

（出典：農林業センサス、「農業経営改善計画の認定状況」の報告数値）

カ 今後の課題等
本農道は大型集乳車の通行があることから、アスファルト舗装の計画的な補修整備を行う

など、ライフサイクルコストの低減を図るために、適切な管理を行っていくことが必要であ
る。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業で農道が整備されたことにより、集乳車や牧草運搬車両
の大型化による作業時間の短縮が図られている。また、一般車両
の市街地へのアクセスの改善による農村生活環境の向上が図られ
るなど、事業の効果がみられる。

第 三 者 の 意 見 ・ 農道の整備により大型農業機械の導入促進や集乳車の走行の円
滑化が図られるなど、事業目的に即した効果に加え、地域住民の
利便性の向上に寄与するといった副次的な効果の発現も認められ
る。
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農

ＭＦ ＭＰＰ

農道整備事業（一般農道整備事業（集乳農道））

北海道　　片無去地区　　計画一般平面図 縮尺　1/50,000

一般道道厚岸昆布森線

主要道道厚岸標茶線

Ｎ

国道４４号線

１号幹線終点

ＥＰ＝6836ｍ
　Ｌ＝6798ｍ　不施工Ｌ＝38ｍ

１号幹線起点

ＢＰ＝0ｍ

２号幹線起点
ＢＰ＝0ｍ

２号幹線終点
ＥＰ＝510ｍ
　Ｌ＝510ｍ
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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 東北農政局

都道府県名 青森県 関係市町村名 上北郡横浜町
かみきたぐんよこはままち

事 業 名 農道整備事業（農林漁業用揮 地 区 名 横浜
よこはま

発油税財源身替農道整備事業）

事業主体名 青森県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 横浜町北側の畑作地帯への通作及び農産物の搬出は、交通量の多い国道279号線、

狭小な未整備の道路、ＪＲ大湊線の踏切を通行しなければならず、営農に大きな支障
を来している。このため、農道を整備し、作物の荷傷み防止による品質向上や農業機
械の大型化による農業生産性の向上、流通の合理化による労力及び経費の節減を図る
ものである。

受益面積：762ha
受益戸数：195人
主要工事：農道 4.2km
総事業費：1,083百万円
工事期間：平成６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
・ 計画どおりの作付けが行われている。

①作付面積 （単位：ha）
作物名 事業実施前 計画 評価時点

（平成５年）
ながいも 220 218 218
ばれいしょ 240 240 240
小麦 49 81 81
大根 10 10 10
水稲 76 44 44
飼料作物 170 169 169
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、横浜町調べ）

２ 営農経費の節減
・ 農道の新設及び既存農道の舗装整備により、ほぼ計画どおりに通作及び出荷に係る時間
の短縮が図られている。

①通作時間
作物名 事業実施前 計画 評価時点

（平成５年）
通作時間 10分/台 ２分/台 ２分/台
延べ通作時間 1,720時間 246時間 246時間
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。

②出荷時間
作物名 事業実施前 計画 評価時点

（平成5年）
出荷時間 11分/台 ４分/台 ４分/台
延べ出荷時間 22,736時間 3,498時間 3,482時間
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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、青森県調べ）

３ 一般交通の通行時間
・ 新設された農道は、一般道路の渋滞解消や一般交通の時間短縮にも寄与している。

①通行距離及び時間（町道三保野上イタヤ線から町道向平明神線まで）
作物名 事業実施前 計画 評価時点

（平成５年）
通行距離 5.9km 5.1km 5.1km
通行時間 9分 8分 8分
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。
注）事業実施前は、国道279線を利用して迂回した場合。

（出典：事業計画書、青森県調べ）

イ 事業効果の発現状況（費用対効果分析の結果を含む。）
１ 事業の目的に関する事項
① 農業の生産性の向上
・ 農道が新設・改良されたことによって、コンバインの導入やトラクターの大型化が進
み、農業生産性の向上が図られている。

【農業機械の所有状況】（横浜町）
事業実施前 評価時点
（平成２年） （平成22年）

トラクター 469台 427台
コンバイン 83台 111台

（出典：農林業センサス）

【トラクターの規格別所有台数】（横浜町）
事業実施前 評価時点
（平成２年） （平成17年）

15PS未満 15～30PS 30PS以上 15PS未満 15～30PS 30PS以上
所有台数 42台 265台 162台 21台 183台 231台

注）平成22年は規格別の記載がないため、評価時点は平成17年のデータを使用している。
（出典：農林業センサス）

② 農業生産物の流通の合理化
・ 農道整備によりながいもやばれいしょなどの荷傷みが防止され、品質向上が図られて
いる。

・ 農道整備により軽トラックから小型トラック（１～２ｔトラック）への車種転換が進
み、輸送に係る時間及び労力が節減されている。

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
① 農地の大区画化、汎用化等による農業の体質強化
・ 農道が整備されたことで、ほ場への通作や農産物輸送の効率化が図られている。

３ その他
・ 整備された農道の沿線では、町のイベントとして定着した菜の花フェスティバルが開催
され、地域の活性化にも寄与している。

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B） 2,001百万円
総事業費 （C） 1,272百万円
投資効率（B/C） 1.57

（注）投資効率方式により算定。
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ウ 事業により整備された施設の管理状況
・ 整備された施設は横浜町に譲与され適正に維持管理されている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境
・ 農道整備により市街地へのアクセスが改善され、地域の利便性が向上した。
・ 農業交通と一般交通の分離により、市街地周辺の安全性が向上した。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化
・ 横浜町の人口について、平成２年と平成22年を比較すると減少しているが、世帯数は
増加している。

・ 横浜町の産業別就業人口について、平成２年と平成22年を比較すると第一次産業と第
二次産業は減少しているのに対し、第三次産業は増加している。

【世帯数、人口】（横浜町）
項 目 平成２年 平成22年 増減率
人 口 5,945人 5,097人 ▲14.3％
世帯数 1,783世帯 1,884世帯 5.7％

（出典：国勢調査）

【産業別就業人口】（横浜町）
項 目 平成２年 平成22年 増減率

第一次産業 1,226人 726人 ▲40.8％
第二次産業 857人 681人 ▲20.5％
第三次産業 929人 1,069人 15.1％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
・ 耕地面積について、平成２年と平成22年を比較すると、７％減少している。
・ 農業就業人口について、平成２年と平成22年を比較すると、58％減少しており、65歳
以上の割合は34％から51％に増加している。
・ 販売農家数について、平成２年と平成22年を比較すると、57％減少しており、専業農
家も30％減少している。

【地域農業の動向】（横浜町）
項 目 平成２年 平成22年 増減率
耕地面積 2,690ha 2,502ha ▲ 7.0％

農業就業人口 876人 366人 ▲58.2％
65歳以上 296人 185人 ▲37.5％
上記割合 33.8％ 50.5％

販売農家数 540戸 233戸 ▲56.9％
専業農家 99戸 69戸 ▲30.3％
兼業農家 441戸 164戸 ▲62.8％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス）

カ 今後の課題等
・ 特になし。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施によりながいもやばれいしょなどの荷傷み防止・品質向
上が図られている。

・ 農業機械の大型化が進み農業生産性が向上するとともに、トラックの
大型化により輸送に係る労力及び経費の節減が図られている。

・ 国道279号線の渋滞緩和など、一般交通の改善に寄与している。
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・ 農道沿線でイベント（菜の花フェスティバル）が開催されるなど、
地域の活性化に寄与している。

第 三 者 の 意 見 本事業の実施を通じて、農作物の輸送時間の短縮や大型機械の導入によ
り、輸送に係る労力や経費が節減されるなど農業生産性の向上が図られる
とともに、一般交通の改善にも寄与するなど、効果の発現が確認された。

－200－



事 業 概 要 図
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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 群馬県 関係市町村名 前橋市（旧前橋市、大胡町、宮城
ま え ば し し まえばし し おお ご まち みや ぎ

村、富士見村）
むら ふ じ み むら

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 勢多中央
せ た ち ゆ う お う

（農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業）

事業主体名 群馬県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、群馬県のほぼ中央に位置し、赤城山の南斜面に広がる平地農業地域であ

るが、南北方向の谷により団地が分断されていることから、通作や集出荷に支障を来
していた。
このため、南北方向の道路に接続する東西方向の農道を整備し、ほ場と集落、貯蔵

施設、集出荷施設等を結ぶ道路網を確立して流通の効率化を図り、地域の農業経営を
合理化に資する。

受益面積：530ha
受益戸数：525戸
主要工事：農道 4.4km（うち橋梁１箇所）
総事業費：1,704百万円
工 期：平成７年度～平成18年度（計画変更：平成15年度）
関連事業：緊急地方道整備事業 柊木前滝線

地方特定道路整備事業 柊木前滝線

〔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

水稲については、水田の畑利用により作付面積が減少し、なすの作付けが増加している。

［作付面積］ （単位：ha)
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成7年）
水稲 139 118 117
きゅうり 21 22 23
なす ７ ８ 14

[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 634 582 578
きゅうり 1,116 1,210 2,417
なす 140 220 548

[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 198 155 112
きゅうり 270 259 587
なす 51 65 153
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 ）
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２ 営農経費の節減
本事業及び関連事業の実施により、トラック等の大型車両の通行が可能となり、走行時間

の短縮が図られている。

［走行時間］ （単位：分）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成7年）
走行時間 6.0 4.2 4.2
（走行速度） （28km/h） （35km/h） （35km/h）
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。

（資料:事業計画書、県調べ）

３ 地域の生活環境の保全・向上
本事業及び関連事業の実施により、一般交通の走行時間も短縮が図られ、地域の生活環境

が向上している。

［一般交通走行時間］ （単位：分）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成7年）
走行時間 11.8 8.6 8.6
（走行速度） （30km/h） （40km/h） （40km/h）
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。

（資料:事業計画書、県調べ）

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項

通作や集出荷運搬に要する時間短縮及び大型車両の通行が可能となったことから経費、労
力が節減され農業生産物の流通の合理化が図られている。また、一般交通も走行時間の短縮
が図られている。

（出典：地区自治会長等への聞き取り）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
［農地の大区画化等と地域の中心となる経営体への農地集積］

農道を整備したことで、集落とほ場間、ほ場とほ場への移動が効率化されたことによ
り、経営体への農地集積が進み、地域農業の担い手が育っている。

［経営面積5ha以上の経営体数］ （単位：戸）
区分 事業実施前 評価時点

（平成7年）
経営体数 35 49
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:農林業センサス）

３ 費用対効果分析の結果

妥当投資額（B） 3,074百万円
総事業費（C） 2,489百万円
投資効率（B/C) 1.23
（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
整備された農道は完成後、前橋市が適切に維持管理をしている。

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、地域住民の通勤などの
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。
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２ 自然環境
農道を整備したことで、畜産農家における飼養頭数（豚）の大幅な増加や大型機械の導入

による家畜排泄物等を活用した堆肥の運搬と農地への還元が可能になり、農業経営に起因す
る有機性資源の循環利用が促進され、地域の自然環境が保全にもつながっている。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化（前橋市）

人口、世帯数ともに増加しているが、就業人口は減少している。第３次産業が中心であ
り、就業人口率は第３次産業が横ばいで、第１次産業及び第２次産業は減少している。
前橋市では、平成16年に大胡町、宮城村、粕川村と合併し、平成21年には富士見村と

合併した。

[人口、世帯数]
区分 平成７年 平成22年 増減率

総人口 338,845人 340,291人 1,446人増 0.4％増
総世帯数 114,889戸 133,322戸 18,433戸増 16％増

（出典：国勢調査）

[産業別就業人口]
区分 平成７年 平成22年 増減

割合 割合 割合
就業人口 176,309人 164,055人 △12,254人 △7％
第１次産業 11,674人 6.6％ 7,158人 4.6％ △4,516人 △39％
第２次産業 51,596人 29.3％ 37,109人 23.9％ △14,487人 △28％
第３次産業 112,485人 63.8％ 110,963人 71.5％ △1,522人 △1％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
経営耕地面積、総農家数とも減少しているが、経営面積５ha以上の経営体数は増加してお

り、農地の集積が進み地域農業の担い手が育っている。

区分 平成７年 平成22年 増減
経営耕地面積 2,318ha 1,765ha △553ha △24％
総農家数 2,268戸 1,950戸 △318戸 △14％
経営面積5ha以上
の経営体数 35戸 49戸 14戸増 40％増

（出典：農林業センサス）

カ 今後の課題等
本農道は、前橋市が適切な舗装補修等を行っているが、想定以上の交通量があり、今後も適

切な維持管理を行っていくことが必要である。

事 後 評 価 結 果 ・ 農道の整備により、通作・出荷時間の短縮や大型機械の導入が可
能となったことで、効率的な営農が可能となり、大規模経営体の増
加につながっている。

・ 通勤や日常生活に伴う移動が効率化されるなど、波及的な効果も
発現している。

第 三 者 の 意 見 ・農道整備により、集出荷及び通作に係る車両の大型化、走行時間の
短縮等が図られたことで、周辺の農地集積による大規模経営化の
促進、畜産農家との連携による新たな営農展開のほか地域住民の
利便性の向上等に寄与している。

・今後は、耕畜連携による有機性資源の循環利用の定着に向けた取組
推進を図る一方で、道路の適切な維持管理の継続が望まれる。
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農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 勢多中央地区

大胡集出荷施設
宮城集出荷場

宮城穀類乾燥貯蔵施設

大胡河原兵集出荷施設

1,704,000

関連事業

4.4km

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業
勢多中央地区 一般計画平面図
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