
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 新発田市（旧新発田市、旧豊浦
し ば た し とようら

町）、胎内市 (旧黒川村)
まち たいないし くろかわむら

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 北蒲原東部
きたかんばらとうぶ

（広域営農団地農道整備事業）

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、新潟県北東部の中山間部から新発田市街地に隣接する平野部に位置する

農業地帯で、水稲単作、ばれいしょとだいこんを組み合わせた畑作営農及び畜産が展
開されていた。
しかしながら、国県道等の基幹道路からほ場及び集落への道路及び基幹的な農道が

未整備であったことから、農畜産物の集出荷やほ場への営農資材搬入等に大型車両が
通行できないなどの支障を来していた。
このため、本地区の農業振興を図るため、基幹的な農道の整備を行い、農畜産物、

生産資材等の流通の合理化を促進し、農業経営の安定化に資する。
受益面積：7,066ha
受益戸数：5,253戸
主要工事：農道35.1km
総事業費：13,415百万円
工 期：昭和56年度～平成18年度（計画変更：平成11年度）
関連事業：県営一般農道整備事業 乙次地区 他

県道特殊改良事業（一般県道八幡新田・石喜加治停車場線）

〔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

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
を含めた野菜全般の作付面積は、計画を下回っている。
なお、新潟県においては、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)及び畜産頭数］
（単位：ha・頭・羽)

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和55年）

水稲 6,399 4,433 5,703
大豆 23 850 279
野菜 524 605 150
果樹 111 67 23
牧草 － 796 169
その他 － － 285
表作 計 7,057 6,751 6,609
(裏)野菜 392 253 108
＜畜産物＞
乳用牛(頭) 2,640 2,640 1,480
肉牛(頭) 3,340 3,340 2,630
豚(頭) 22,800 22,800 17,300
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採卵鶏(羽) 266,000 266,000 388,000

[生産量]
（単位：ｔ）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和55年）

水稲 32,315 22,387 30,910
大豆 26 961 315
野菜 23,487 22,681 4,698
果樹 1,453 1,051 330
牧草 － 18,037 3,830
農産物 計 57,281 65,117 40,083
＜畜産物＞
乳用牛 8,994 6,566 3,681
肉牛 914 618 487
豚 4,089 4,118 3,120
採卵鶏 3,458 2,394 3,495
畜産物 計 17,463 13,696 10,783

[生産額]
（単位：百万円）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和55年）

水稲 9,501 6,582 8,902
大豆 7 248 60
野菜 8,927 3,650 645
果樹 626 616 104
＜畜産物＞
乳用牛 926 676 361
肉牛 918 620 637
豚 1,417 1,425 924
採卵鶏 598 414 699

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、新潟農林水産統計年報）

２ 営農経費の節減
本事業の実施により、通作及び農畜産物の輸送に用いる車両の大型化や走行速度が向上

し、通作時間及び輸送時間の短縮が図られ、営農経費が節減されている。

① 通作時間
・ 農家からほ場までの間を走行する通作時間（通行車両１台当たり平均走行時間）に
ついて、計画及び評価時点は７分で、事業実施前の30分に対して24分の短縮が図られ
ている。

［通作時間］
（単位：km／hr・分）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和55年）

通作車両 テーラー 軽四輪 軽四輪
トラクタ ２ｔトラック ２ｔトラック
軽四輪
２ｔトラック

走行速度 ５～10km／hr 40km／hr 40km／hr
通作時間 30分 ７分 ７分

注）通作時間は、1台当たりの平均走行時間
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、新潟農林水産統計年報）
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② 輸送時間
・ ほ場等で生産された農畜産物を集出荷施設等まで運搬する１次輸送時間（運搬車両
１台当たりの平均輸送時間）について、評価時点は12分で、事業実施前の24分から12
分の短縮が図られている。なお、計画の野菜生産量が評価時点で減少し、これに伴い
全体輸送量に占める６ｔトラックの輸送割合が低くなったことにより、輸送時間の短
縮は計画時点の19分に対して、評価時点は12分にとどまっている。

・ 集出荷施設等に一旦、荷卸しされた農畜産物を市場等まで運搬する２次輸送時間
（運搬車両1台当たりの平均輸送時間）について、評価時点は14分で、事業実施前の43
分から29分の短縮が図られている。なお、計画の野菜生産量が評価時点で減少し、こ
れに伴い全体輸送量に占める６ｔトラックの輸送割合が低くなったことにより、輸送
時間の短縮は、計画時点の33分に対して、評価時点は29分にとどまっている。

［輸送時間］
（単位：km／hr・分）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和55年）

運搬車両 軽四輪 ２ｔトラック ２ｔトラック
２ｔトラック ６ｔトラック ６ｔトラック

走行速度 10km／hr 40km／hr 40km／hr
１次輸送時間 24分 ５分 12分
２次輸送時間 43分 10分 14分

注）輸送時間は、1台当たりの平均輸送時間
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、新潟農林水産統計年報）

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

本事業の実施に伴い、大型農業機械の導入が進み農作業の効率が向上するなど、農業
生産性の向上につながっている。

[農業機械（トラクター）の所有状況]
（単位：台）

区分 事業実施前 評価時点
（平成55年）

15PS未満 5,003 285
15PS～30PS 2,418 2,263
30PS以上 100 1,524
計 7,521 4,072
注）集計範囲：新発田市

評価時点については、平成17年のデータを使用している。
（出典：農業センサス）

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5.0ha以上の農家の経営面積が増加し、

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 4,898 4,073 △17％

うち販売農家 4,896 4,070 △17％
うち事業体 2 3 50％

経営耕地面積５ha以上 農業経営体 1,846 2,601 40％
うち販売農家 1,484 1,857 25％
うち事業体 362 744 114％

注）集計範囲：関係160農業集落
（出典：農業センサス）
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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

本地区では、ライスセンターや集出荷施設と基幹農道との一体的整備な整備が行われ、
農畜産物の輸送コストが低減するなど、農業の生産性向上が図られ、農業体質強化に寄与
している。

３ その他
本地区では、農地整備事業（経営体育成基盤整備事業：9地区、概ね2,000ha）が平成５

年度以降、順次着手されており、農道整備を契機にして、基盤整備事業が積極的に取り組
まれている。

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B）26,860百万円
総事業費（C）19,974百万円
投資効率（B/C) 1.34

（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
本農道は、新発田市及び胎内市の農林水産部局において、適切に管理されている。

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。具体的には、農道利用者への聞取り
調査の結果から「農道利用で胎内市から新潟県立新発田総合病院までの距離・時間が短縮さ
れた。」、「市街地の渋滞緩和に貢献している。」などの回答が得られている。

２ 自然環境
工事の施工に当たっては、法面保護において、植生を施す等、自然環境や景観への影響を

最小限になるよう実施したことから、周辺の自然環境に大きな変化は生じていない。

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55年と平成22年を比較するとほぼ同程度となっている。世
帯数は、132％の増加となっている。

[人口、世帯数]
（単位：人、戸、％）

区分 昭和55年 平成22年 増減率
総人口 93,165 人 92,891 人 ０％
総世帯数 23,645 戸 31,152 戸 32％
注)集計範囲：旧新発田市、旧豊浦町、旧黒川村

（出典：国勢調査）

産業別就業人口については、第１次産業の割合が昭和55年の21.1％から平成22年の6.6％
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6.3％に比べて高い割合となってい

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 10,152 人 21.1 ％ 2,892 人 6.6 ％
第２次産業 13,429 人 27.9 ％ 12,871 人 29.6 ％
第３次産業 24,578 人 51.0 ％ 27,779 人 63.8 ％
注)集計範囲：旧新発田市、旧豊浦町、旧黒川村

（出典：国勢調査）
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２地域農業の動向
昭和55年と平成22年で比較すると耕地面積は７％の減少、農家戸数は52％減少、農業就業

人口は59％減少し、65歳以上の農業就業人口の割合は15％から64％と増加している。
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。

（単位：ha、戸、人、％）
区分 昭和55年 平成22年 増減率

耕地面積 9,936 ha (9,278) ha (△７)％注

農家戸数 5,092 戸 2,434 戸 △52 ％
農業就業人口 8,289 人 3,417 人 △51 ％
うち65歳以上（割合） 1,272人(15%) 2,187人(64%) 72 ％

経営面積 1.5 ha 2.4 ha 67 ％
認定農業者数 － 人 (340) 人 (皆増)注

注)集計範囲：耕地面積及び認定農業者は旧新発田市、旧豊浦町、旧黒川村。
販売農家で集計（認定農業者数の区分は除く）。

注：市町村合併（新発田市はH15.7豊浦町、H17.5.1加治川村、紫雲寺町と合
併。黒川村はH17.9中条町と合併）のため、合併前の平成12年度の値。
その他の項目は、本地区の関係160農業集落。

（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
本農道は市街地に近い位置にある区間もあり、交通量も比較的多いことから、アスファルト

舗装の補修整備を適時に行うなど、農道管理を引続き適切に行っていくことが必要である。
また、橋梁及びトンネルの大型構造物については、適時の点検診断を行い、保全対策を実施

することが必要である。

事 後 評 価 結 果 ・ 農道の整備により、通作・輸送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農業生産性の向上に寄与
しており、事業の有効性が認められる。

・ また、公共施設等へのアクセス向上や災害、緊急時に輸送ルートが
確保されるなど波及的な効果も発現している。

・ なお、農道機能を維持するための保全対策を適切に行う必要があ
る。

第 三 者 の 意 見 本事業の実施により、農産物流通の合理化が図られているとともに、
農業生産性の向上及び生活利便性が改善されるなどの効果が確認され
た。
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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 三重県 関係市町村名 四日市市、鈴鹿市、亀山市
よつ か いち し すず か し かめやま し

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 北勢南部
ほくせいなん ぶ

（広域農道整備事業）

事業主体名 三重県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、三重県北勢地方の南部の鈴鹿川流域に位置する農業地帯であり、花木類、

茶など全国有数の生産地であるが、農産物の生産から流通に至るまでの過程を有機的
・一体的に連携するため広域営農団地が整備される中で、当地域で生産された農畜産
物を効率的に市場に輸送するための基幹的な農道の整備が求められていた。
このため、本事業により基幹的な農道の整備を行うことにより、流通・輸送面での

生産コストを低減するなどし、地域農業の安定と活性化に資する。
受益面積：5,105ha
受益戸数：5,291戸
主要工事：農道12.6km
総事業費：7,448百万円
工 期：昭和55年度～平成18年度（計画変更：平成12年度）
関連事業：県道改良事業・北勢南部、亀山市道改良・亀山

〔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計画を下回っているが、小麦・大豆等については、計
画を上回る作付けとなっている。
その他作物については、全般的に価格の低迷等により計画を下回る作付けとなっている

が、花木については、事業実施前と比べて約２倍に作付けが増えている。

［作付面積］
（単位：ha)

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和54年）

水稲 2,492 1,777 1,574 ※1
小麦 153 165 334 ※1
大豆 89 115 280 ※1
はくさい 14 23 18 ※2
だいこん 51 35 25 ※2
さといも 63 25 18 ※2
茶 1,333 1,295 1,223 ※2
花木 468 1,130 931 ※2
飼料作物 236 150 113 ※2
注）評価時点については、以下のデータを使用している。

※1 水稲、小麦、大豆：
平成22年鈴鹿市、亀山市全体作付面積×平成12年鈴鹿市、亀山市全体に占め
る受益地内の作付面積の比率

※2 はくさい、だいこん、さといも、茶、花木、飼料作物：
平成22年県全体作付面積×平成12年県全体に占める受益地内の作付面積の比
率
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[生産量]
（単位：ｔ）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和54年）

水稲 9,789 9,064 7,552 ※1
小麦 520 561 822 ※1
大豆 205 265 502 ※1
はくさい 761 1,236 1,091 ※2
だいこん 2,117 1,400 961 ※2
さといも 996 370 305 ※2
茶 2,718 3,108 2,935 ※2
花木 23,400 56,500 46,550 ※2
飼料作物 － 9,655 3,555 ※2

（出典：事業計画書、農林年報、作物統計より）
注）評価時点については、以下のデータを使用している。

※１ 水稲、小麦、大豆：平成22年鈴鹿市、亀山市全体生産量×平成12年鈴鹿市、亀
山市全体に占める受益地内の生産量の比率

※２ はくさい、だいこん、さといも、茶、花木、飼料作物：
平成22年県全体生産量×平成12年県全体に占める受益地内の生産量の比率

２ 営農走行経費の節減
本事業の実施により、農産物を運搬する車両の大型化や走行速度の向上が図られ、出荷時

間等の節減が図られている。

［通作時間］
（単位：hr)

区分 事業実施前 計画 評価時点
（昭和54年）

動力運搬車 10,403 0 0
軽トラック 9,821 6,932 5,915

[出荷時間]
（単位：hr）

区分 事業実施前 計画 評価時点
(昭和54年)

動力運搬車 7,494 0 0
軽トラック 402,865 198,094 148,260
小型トラック(1～2ｔ) 549,831 292,226 323,275
中型トラック(4t) 235,890 232,301 193,425
大型トラック(6～10ｔ) 86,230 281,752 196,560
注）※１ 評価時点については、平成22年のデータを使用している。

※２ ほ場～出荷施設までの時間を算出
（資料:事業計画書、三重県聞き取り）

３．その他
受益面積については、農地の転用等に伴い、331ha減少している。

受益面積の変動 当初 5,436ha 変更 5,105ha 増減 331ha減

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

本農道の整備により、走行距離や時間の短縮、輸送車両の大型化が図られ、通作や集出
荷及び農産物の輸送に係る労働時間の大幅な改善が図られている。

－213－



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

広域営農団地の基幹となる農道を整備したことにより、農道と一般道路の道路ネットワ
ークが形成され、集落、ほ場、集出荷施設、市場等が有機的に連携された。

３ 費用対効果分析の結果
総便益（B）131,462百万円
総費用（C） 22,089百万円
総費用総便益比（B/C）5.95

（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
四日市市、鈴鹿市、亀山市により、認定道路として適切に管理されている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

本事業で整備された農道は、農産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。
亀山市の白川小学校の通学路は、旧道が狭く、直線区間が少なく見通しが悪かったことに

加え、通学途中にため池等があったことから、市の教育委員会、学校からの要望により、調
整した結果、整備する農道を通学路として位置づけ、歩道を設置し、車道側にはガードパイ
プを設置しており、地域の安全性の向上にもつながっている。

２ 自然環境
工事の施工に当たっては、法面保護における緑化工法の採用等を行い、自然環境や景観へ

の影響を最小限になるように実施したことから、周辺の自然環境に変化は生じていない。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

鈴鹿市及び亀山市（旧亀山市、関町）（以下「両市」という）の総人口について、昭和55
年と平成22年を比較すると23％増加し、三重県全体の増加率10％より大きくなっている。
[人口、世帯数]

区分 昭和55年 平成22年 増減率
総人口 196,828人 242,064人 23.0％
総世帯数 56,676戸 93,570戸 65.1％

（出典：国勢調査）

産業別就業人口については、第１次産業の割合が昭和55年の10.7％から平成22年の3.2％
に減少している。
なお、平成22年の第１次産業の割合は三重県全体の3.7％に比べて低い割合となっており、

両市においては第３次産業が基幹産業となっている。

[産業別就業人口]

区分 昭和55年 平成22年
割合 割合

第１次産業 10,144人 10.7％ 3,570人 3.2％
第２次産業 43,354人 45.8％ 42,972人 38.3％
第３次産業 41,158人 43.5％ 65,749人 58.5％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
昭和55年と平成22年を比較すると、耕地面積については23.8％減少、販売農家数は67.2％

減少、農業就業人口は11.1％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
10.5ポイント上昇している。
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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55年 平成22年 増減率

耕地面積 10,741ha 8,180ha △23.8％
販売農家数 11,897戸 3,904戸 △67.2％
農業就業人口 12,831人 11,410人 △11.1％
うち65歳以上 3,591人 4,391人 22.3％

１戸当たり経営耕地面積 0.74ha/戸 1.43ha/戸 93.2％
認定農業者数 (175人) 278人 (58.9％)

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は三重県調べ）
注）※１ 昭和55年の認定農業者数は、平成12年の数値である。

※２ 昭和55年の販売農家数、農業就業人口、１戸当たり経営耕地面積は、総農
家数である。

カ 今後の課題等
１ 農業関連

本農道は交通量がかなり多いことから、アスファルト舗装の補修整備等、道路機能を適切
に維持していく必要がある。

２ 一般交通量の増加に伴う農道への影響
東名阪自動車道、国道306号からの迂回路等により、一般交通量が大幅に増えたこと、ま

た、鈴鹿ＩＣ付近等への朝晩の工場等への通勤等で四日市から鈴鹿にかけては交通渋滞まで
はいかないが、交通量が非常に多い。このため、集落に接続する交差点での右折レーンの設
置等、地元農家からの要望がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 農道の整備により走行距離や時間の短縮等が図られ、農産物の集
出荷や営農者の通作が改善されている。

・ 一般交通の通行量が当初の想定を超えているため、農業生産性の
向上に資するという事業の目的を損なわないよう機能を適切に維持
していく必要がある。

第 三 者 の 意 見 ・ 本地区は農道整備事業であるにもかかわらず効果のうち一般交
通等に係る節減効果が全体の約８割を占め、農業関連の効果の割
合が少ない。

・ しかし、地域の営農基盤の強化への貢献を始め、通学路として
の利用を前提とした整備など、地域社会の形成にも大きく寄与し
ている。したがって、本農道を地域全体の重要な道路と位置付け、
適切に維持管理していくことが重要である。
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地区概要図 

総事業費  7,448 百万円 

工事期間 昭和55年～平成18年 

受益面積 5,105  ｈａ 

主要工事 農道 12.6  ｋｍ 
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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 中国四国農政局

都道府県名 香川県 関係市町村名 丸亀市（旧綾歌郡綾歌町）
まるがめし あやうたぐんあやうたちよう

農道整備事業
事 業 名 地 区 名 綾歌南部

あやうたなんぶ

（一般農道整備事業）

事業主体名 香川県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は香川県の中央部に位置する平地農業地域で、米麦に果樹及び野菜を組み合

わせた複合経営が行われている。本地区で生産された農産物は、県内及び京阪神に出
荷されているが、基幹的な農道がないため、集出荷施設への運搬には、狭小な農道や
市道を利用しなくてはならず、営農に支障を来していた。
このため、農道の整備により、農地利用の高度化及び資材、生産物の輸送の合理化

や経費を軽減し、農業経営の合理化を図るものである。
受益面積：227ha
受益戸数：304戸
主要工事：農道1.5km
総事業費：1,007百万円
工 期：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

作付面積
本地区の作付面積は、小麦はうどん用の小麦の生産振興等により計画以上に増加してい
るものの、作物の市場価格の低迷及び農業従事者の高齢化等の問題によって、レタス、
キャベツ、ももの作付面積は減少傾向にある。

（単位：ha)

作物 事業実施前 計画 評価時点
（平成6年）

水稲 73.0 97.5 94.0
小麦 43.0 54.0 58.0
レタス 15.0 28.4 22.0
キャベツ 4.0 14.0 13.0
もも 3.0 40.2 35.9
注）事業実施前の作付面積は、計画変更で新規受益を追加する前の数値
注）評価時点については、平成22年のデータ

（出典：事業計画書、香川農林水産統計年報）

２ 営農に係る走行経費の節減
事業実施前は、農地からカントリーエレベーター、ＪＡ野菜集出荷センターや果樹選果

場への運搬には、幅員が狭小（3m程度）な支線農道や市道を迂回しなければならなかった
が、本農道（5.5m）が整備されたことにより農地からカントリ－エレベ－ター等への接続
がよくなるとともに、車両の大型化や走行速度の向上、通作及び集出荷に係る時間の短縮
が図られた。
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○津森地区から農道起点（県道）の輸送体系及び輸送時間 （単位：km/hr、分）
区分 事業実施前 計画 評価時点
運搬車両 軽四輪トラック 軽四輪トラック 軽四輪トラック

２ｔトラック ２ｔトラック
６ｔトラック ６ｔトラック

走行速度 10km/hr 30km/hr 30km/hr
輸送時間 12分 ３分 ３分
注）評価時点については、平成23年のデータ
注）農繁期（10月）における輸送は、津森地区の個人農家全体では、軽四輪トラック

で157台/日、法人は2tトラックで37台/日、6tトラックで4台/日
（出典:事業計画書、丸亀市聞き取り）

３ 地域の生活環境の保全・向上
一般交通の通行時間
一般交通においても、本農道を利用することで、上記同様に時間の短縮が図られた。

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項

農業生産物の流通の合理化
・ 本事業の実施により、無舗装や簡易舗装の農道が、アスファルト舗装となり、レタ
ス、いちご、もも等の荷傷みが防止され品質の向上が図られた。

・ 実施前の農道は幅員が3.0ｍ程度で集落内を通過しており、農作物の輸送には軽四輪
トラックが中心であった。また、走行速度も10km/hr程度であったが、本農道の整備に
より、輸送車両の大型化・走行速度の向上が可能となり、輸送経費の軽減に寄与してい
る。

（出典：丸亀市聞き取り）

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
本農道の整備により、農地からカントリーエレベーター等への輸送時間の短縮や輸送経

費の軽減が図られるなど、本地区の農業の体質強化に寄与している。
また、丸亀市（旧綾歌町）における認定農業者は増加しており、効率的で安定した農業

経営 を目指す農業者にとって、経営効率化の一助を担っている。

（単位：人）
事業実施前 評価時点

認定農業者 0 34
（出典：丸亀市聞き取り）

３ その他
・ 近傍の丸亀市保健福祉センターの設置、テーマパークの開園及び大型商業施設の開店
により、本農道を利用する一般車両の交通量が増加している。
・ 本農道の整備により、集出荷施設や大型ショッピングセンターの産直コーナーへの農
産物輸送が容易となり、生産者と消費者の距離が近づいたとの地元意見もあるなど、地
域農業の維持に寄与している。

（出典：丸亀市聞き取り）

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B）1,829百万円
総事業費（C） 1,109百万円
投資効率（B/C) 1.64

（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
整備された本農道は丸亀市により適切に維持管理しているが、法面の草刈やゴミ拾い等は

地域の営農者と協力して実施（2回/年）しており、市と地域が一体となる大切な機会となっ
ている。

（出典：丸亀市聞き取り）
エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境
・ テーマパークの開園等により、地域の交通量は急激に増加し、近隣市道は頻繁に渋滞が
発生しているが、本農道の整備により、テーマパーク前の渋滞する市道区間を避けること
ができ、通行時間の短縮（約10分程度）に寄与している。
さらには、利用する地域住民にとっては日常生活の利便性や安全性の向上に寄与してい
る。

・ 本地区の東部に丸亀市保健福祉センターがあり、本農道の整備によりアクセスに要する
時間や距離が短縮され便利になった。

・ また、一般交通の通勤、通院における利便性の向上はもとより、災害時や緊急車両の経
路としてライフラインも強化され、地域住民には欠かせない重要な生活路線として確立さ
れている。

（出典：丸亀市聞き取り）

２ 自然環境
・ 本事業の実施よって生じた、特筆する環境の変化はみられない。

（出典：丸亀市聞き取り）
オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化
・ 平成２年と平成22年を比較すると人口については、若干、増加傾向にある。また、産業
別就業人口は、第３次産業は増加しているものの、第１次及び第２次産業は減少傾向に
ある。

[人口、世帯数]
平成２年 平成22年 増減率

丸亀市(旧綾歌町) 総人口 10,575人 11,035人 4.3％
総世帯数 2,969戸 3,699戸 24.6％

香川県 総人口 1,023,412人 995,842人 ▲2.7％
総世帯数 322,797戸 390,474戸 20.9％

[産業別就業人口]
平成２年 平成22年

割合 割合
丸亀市(旧綾歌町) 第１次産業 987人 17.6％ 560人 10.5％

第２次産業 1,898人 33.8％ 1,441人 27.1％
第３次産業 2,724人 48.6％ 3,321人 62.4％

香川県 第１次産業 50,191人 9.9％ 26,464人 5.9％
第２次産業 163,296人 32.0％ 115,035人 25.5％
第３次産業 295,907人 58.1％ 309,774人 68.6％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
・ 平成２年と平成22年を比較すると丸亀市（旧綾歌町）の耕地面積は35％減少、農家戸数
は46％減少、農業就業人口は49％減少しているが、作業受委託の促進等により農家１戸当
たりの経営面積は増加している。
また、認定農業者も増加している。
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区分 平成２年 平成22年 増減率
丸亀市(旧綾歌町) 耕地面積 856ha 553ha ▲35.4％

農家戸数 1,169戸 628戸 ▲46.3％
農業就業人口 1,757人 900人 ▲48.8％
うち65歳以上 44.8％ 72.6％

経営面積 0.73ha/戸 0.88ha/戸 20.5％
認定農業者数 ０人 34人 皆増

香川県 耕地面積 31,399ha 19,778ha ▲37.0％
農家戸数 43,604戸 24,964戸 ▲42.7％
農業就業人口 81,434人 35,317人 ▲56.6％
うち65歳以上 43.2％ 71.3％

経営面積 0.72ha/戸 0.79a/戸 9.7％
認定農業者数 0人 1,686人 皆増

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は香川県調べ）

カ 今後の課題等
本地区を含めた丸亀市では、農畜産物の販売体制の充実による需要拡大をはじめ、学校給

食や観光事業者との連携、ＰＲ活動の強化を通じ、地産地消を促進するとともに、安全性と
質を備えた丸亀産農畜産物の価値向上と市場での優位性を確保するため、全国に向けた情報
発進に努め、新たな需要を創出できる商品の開発研究への支援に取り組み、ももや骨付鳥な
ど特産品の地産外消※を更に推進する必要がある。
また、高齢化が進行する地域の実情を把握しながら、上記の取組を展開する担い手確保の

ためにも、安定的な農業経営の実現に向けて、関係機関の更なる取組が必要である。
※地産外消：地元産の商品を他地域に売り込むこと

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、地域の幹線農道が整備されカントリーエレ
ベーターや野菜・果樹集出荷施設への輸送時間の短縮と車両の大型
化が図られ、輸送経費の軽減に寄与している。

・ また、一般交通の通勤、通学、通院における利便性の向上はもと
より、災害時や緊急車両の経路としてライフラインも強化され、地
域住民には欠かせない重要な生活路線として確立されている。

・ なお、丸亀産農産物の価値向上や需要拡大に取り組む担い手を確
保するため、情報発信や新商品の開発など安定的な農業経営の実現
に向け、関係機関で連携した取組が必要である。

第 三 者 の 意 見 ・ 事業の実施により、農産物の輸送時間の短縮、一般交通の利便性
の向上など、事業目的に応じた効果が発現していると認められる。

・ 今後は農産物の販売体制の充実による需要拡大を図り、安定的な
農業経営の実現に向けてＪＡ等関係機関の更なる支援が望まれる。
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県営一般農道整備事業 綾歌南部地区

計 画 一 般 平 面 図

農道起点部
ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

227 ha

1,515 m

227 ha

1,515 m 1,007 百万円

農道終点部

受益地（栗熊西地

集落内道路

農道終点部と市道打越定連線

ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ

-
4
8
-
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