
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 余市郡余市町
よ いちぐん よ いちちよう

事 業 名 中山間地域総合整備事業 地 区 名 余市東
よ い ちひがし

（一般型）

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、水稲・畑作を主体としながら果樹を組み合わせている山間地域特有の

農業が展開されている地域である。しかし、排水不良土壌が広く分布し、山間部特有
の浸食による影響を受けやすい等、生産条件が不利な状況に加え、農業者の高齢化や
担い手不足は深刻な状況であり、地域の大きな課題であった。
このため、農業生産基盤及び農村生活環境基盤を総合的に整備し、農業経営の安定

化と地域交流の促進等を通じて地域の活性化を図るものである。
受益面積：64ha
受益戸数：22戸
主要工事：排水路 0.7km、農道 0.7km、ほ場整備 ７ha、暗渠排水 ４ha

営農飲雑用水施設 11.5km、農村公園 １箇所、市民農園 １箇所
総事業費：1,126百万円
工 期：平成14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 農作物の生産量の増加

水稲については、作付面積も微量であることから計画どおりとなっている。
野菜や果樹については、トマトやおうとうなど、より高収益な作物への転換が進み、そ

れぞれ作付面積が増となっている。

［作付面積］
（単位：ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成13年）

水稲 0.1 0.1 0.1
トマト 7.0 7.0 8.4
きゅうり 3.0 3.0 1.6
りんご 13.0 13.0 12.2
ぶどう 17.4 17.4 15.2
おうとう 2.8 2.8 5.8

注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。
（出典：事業計画書、余市町調べ）

［生産量］
（単位：t）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成13年）

水稲 0.5 0.5 0.5
トマト 443.5 487.9 558.8
りんご 191.0 207.9 101.9
きゅうり 189.0 204.2 191.2
ぶどう 166.2 179.6 142.3
おうとう 11.1 12.0 23.0

注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。
（出典：事業計画書、余市町調べ）
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［生産額］
（単位：百万円）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成13年）

水稲 0.1 0.1 0.1
トマト 106.4 117.1 144.7
きゅうり 25.0 27.2 15.0
りんご 31.2 33.7 29.6
ぶどう 82.9 89.6 74.0
おうとう 14.0 15.0 28.9

注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。
（出典：事業計画書、余市町調べ）

２ 営農経費の節減
排水路、ほ場整備、暗渠排水の整備により湿害が解消され、大型機械の導入が可能とな

ったことから、農作業に係る労働時間や機械経費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13年）

水稲 178.0 169.8 166.7
トマト 1,068.0 1,067.5 1,059.9
きゅうり 826.0 825.4 820.9
りんご 101.2 99.5 95.9
ぶどう 109.4 100.8 98.7
おうとう 161.4 159.8 156.3

注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。
（出典：事業計画書、余市町調べ）

［機械経費］
（単位：千円/ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成13年）

水稲 433 343 337
トマト 447 411 402
きゅうり 282 258 254
りんご 85 66 66
ぶどう 87 73 73
おうとう 129 106 106

注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。
（出典：事業計画書、余市町調べ）

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

排水路、区画整理、暗渠排水の整備により、ほ場条件が改善され、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13年）

水稲 509 529
トマト 6,532 6,652
きゅうり 6,244 6,366
りんご 1,414 1,567
ぶどう 1,018 936
おうとう 315 396

注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。
（出典：事業計画書、余市町聞取り）
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② 農村地域の活性化
市民農園の整備により、地域の小中学校の課外授業に利用されるほか、都市部からの

借り受け者が増加するなど都市と農村の交流が図られている。
また、隣接して整備した農村公園では、朝市・夕市等のイベントが開催され、それま

で自己販売に頼ってきた本地域農産物のＰＲが図られるなど、地域活性化に寄与してい
る。

［利用状況］
（単位：区画）

区分 整備区画数 評価時点利用状況
％

市民農園 96 96 100
注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。

（出典：余市町調べ）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
① 農地・水等の生産資源の有効活用による食料供給力の確保

余市町では、農地の流動化や担い手育成を進めており、遊休化や耕作放棄地の発生を防
止している。また、本地区では、農業生産基盤整備によりほ場整備などが実施された結果、
耕作放棄地は発生していない。

［耕作放棄地面積］
（単位：ha）

区分 事業実施前 評価時点
（平成12年）

耕作放棄地面積 166 76
注）評価時点については、平成22年のデータを用いている。

（出典：余市町調べ）

３ 費用対効果分析の結果
妥当投資額(B) 629百万円
総事業費(C) 368百万円
投資効率(B/C) 1.70
（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
営農飲雑用水施設、農村公園、市民農園については、余市町により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

営農飲雑用水施設の整備により、エキノコックス（寄生虫）や病原菌等の混入が懸念され
ていた浅井戸に依存してきた生活用水・営農用水が改善され、生活環境の改善とともに安全
・安心な農畜産物の生産に寄与している。

２ 自然環境
事業で整備した排水路では、植生ブロックを利用した護岸など近自然工法を採用し、自

然環境へ配慮した整備を行っている。

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、北海道全体の減
少率3%より大きくなっている。

［人口、総世帯数］
区分 平成12年 平成22年 増減率

総人口 23,685人 21,258人 △10％
総世帯数 9,397戸 9,051戸 △3％

（出典：国勢調査）
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産業別就業人口については、第１次産業・第３次産業の割合が微増し、第２次産業の割合
は減少している。

［産業別就業人口］
（単位：人）

区分 平成12年 平成22年
割合 割合

第１次産業 1,607 15% 1,489 16%
第２次産業 2,422 22% 1,614 18%
第３次産業 6,762 63% 6,013 66%

（出典：国勢調査、余市町調べ）

２ 地域農業の動向
平成12年と平成22年を比較すると、耕地面積については21％減少、農家戸数は28％減少、

農業就業人口は30％減少している。また、65歳以上の農業就業人口は12％減少している。
なお、農家１戸あたりの経営面積及び認定農業者数は増加している。

［地域農業の動向］
区分 平成12年 平成22年 増減

耕地面積 1,259ha 992ha △21％
農家戸数 560戸 404戸 △28％
農業就業人口 1,883人 1,311人 △30％
うち65歳以上 314人 277人 △12％

経営面積 3.2ha/戸 3.8ha/戸 18％
認定農業者数 41人 49人 20％

（出典：農林業センサス、認定農業者数は北海道調べ）

カ 今後の課題等
農業者の高齢化が進む中、さらなる農地の集積を図るため、農業用施設や農地などの生産

基盤の適切な管理を通して優良農地の確保を図る必要がある。
多種多様な作物が展開されているところではあるが、経営規模は小さい。作付作物の選択

にあたっては、農業関係機関が連携して対応することが必要である。
自然豊かな果樹地域へ都市住民が訪れる要素は大きいため、町として一層のＰＲを行って

いくことが必要である。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、排水性等のほ場条件が改善され、高収益作
物への転換及び農作業の効率化が図られている。また、生活・営農
用水の安定的確保及び都市と農村の交流促進が図られており、農業
経営の安定化と農村地域の活性化に寄与している。

第 三 者 の 意 見 ・ 農業生産基盤と農村生活環境の整備を総合的に実施したこと
で、農業生産性の向上や地域交流の促進が図られるなど、事業
目的に即した効果の発現が認められる。
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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 農村振興局（北海道）

都道府県名 北海道 関係市町村名 厚岸郡浜中町
あつけしぐんはまなかちよう

事 業 名 中山間地域総合整備事業 地 区 名 浜中
はまなか

(一般型)

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、全国有数の草地型酪農専業地帯として発展してきているが、農道及び

排水路が未整備である等、生産条件が不利な状況に加え、高齢化や担い手不足等が
地域の大きな課題であった。
このため、農業生産基盤及び農村生活環境基盤を総合的に整備し、農業経営の安

定化と地域交流の促進等を通じて地域の活性化を図るものである。
受益面積：612ha
受益戸数：27戸
主要工事：排水路 0.6km、農道 6.4km、活性化施設 １箇所、交流施設基盤 ４箇所

情報基盤施設 14箇所、施設間連絡道 1.0km、集落環境管理施設 １箇所
総事業費：1,524百万円
工 期：平成12年度～平成18年度（計画変更：平成15年度）
関連事業：団体営農道整備事業 福島地区

〔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

本地区では、基盤整備で排水性が改善されることにより、牧草の湛水被害が防止され、

計画どおりの作付け及び生産量となっている。

［作付面積］
（単位：ha）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

牧草 612 612 612
注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。

（出典：事業計画書、浜中町調べ）

［生産量］
（単位：t）

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成11年）

牧草 25,758 25,997 25,997
注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。

（出典：事業計画書、浜中町調べ）
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［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）

牧草 567 572 546
注）評価時点については、平成23年のデータを用いている。

（出典：事業計画書、浜中町調べ）

２ 営農経費の節減
排水路の整備により、排水不良による農地の湿害が解消されたこと等から、草地更新及

び飼料作物生産に係る労力の軽減がなされるなど、労働時間の短縮や機械経費の節減が図
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11年）

牧草 20.8 15.6 13.4

［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）

牧草 174 126 125
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、浜中町調べ）

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、ほ場条件が改善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
（平成11年）

牧草 4,211 4,250
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、浜中町調べ）

② 農村地域の活性化
研修室や調理加工実習室を備えた活性化施設については、整備直後は施設の有益性が

浸透せず利用が伸び悩んでいたが、町からの広報を充実させたほか、利用者の口コミ等
が広まったことにより、地元研究グループや農業者、漁業者、小中高校生などに幅広く
利用されている。
また、交流施設基盤で整備された多目的広場は、町の祭りやイベントを含め、地域住

民等により活用されている。

［利用人数］
（単位：人）

区分 計画 評価時点
％

活性化施設 6,504 7,038 108
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、浜中町調べ）
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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等の確認
① 農地・水等の生産資源の有効利用による食料供給力の確保

浜中町の耕作放棄地は、町が積極的に農地の流動化や担い手育成を進めており、遊休
化や耕作放棄地発生を防止している。また、生産基盤整備により排水路などが整備され
た結果、本地区内においては、耕作放棄地は発生していない。

［耕作放棄地］
（単位：ha）

区分 平成12年 平成23年
耕作放棄地面積 209 43

（出典：農林業センサス、浜中町調べ）

② 美しい農村環境の再生・創造
本事業において整備した多目的広場や活性化施設は、農業者・地域住民及び都市住民

とのとの交流・コミュニティ活動の拠点となっており、地域住民や観光客の憩いの場と
なっている。また、多目的施設の利用の際に発生する生ごみ等は併せて整備した集落環
境管理施設（堆肥舎）により堆肥化されている。

３ その他
情報基盤施設（防災無線）の整備等により、集落の安全性ならびに地域住民の利便性

が向上し、定住環境の改善が図られている。

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B) 1,380百万円
総事業費 (C) 979百万円
投資効率（B/C) 1.41
（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
農業用排水路、農道、活性化施設、情報基盤施設（防災無線）外、本事業で整備された

施設は浜中町により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

農道の整備により、輸送車輌の大型化が進み、農畜産物等の運搬が円滑になったことか
ら、農畜産物の輸送時間及び通作時間が短縮が図られている。
また、情報基盤整備（防災無線）の整備により、災害情報の収集・伝達手段が改善され

るなど、住民の災害に対する備えが充実し定住環境の改善が図られている。

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11％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］

区分 平成12年 平成22年 増減率
総人口 7,335人 6,511人 △11％
総世帯数 2,340戸 2,344戸 0.2％

（出典：国勢調査）

産業別人口では第１次、第３次産業において、就業人口が減少しているが、その割合に
ついてほとんど変化がない。また、産業別生産額では第１次、第２次、第３次とそれぞれ
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の産業において、生産額が増加している。とくに製造業で大幅に増加している。

［産業別就業人口］
（単位：人）

区分 平成12年 平成22年
割合 割合

第１次産業 2,335 52% 2,213 52%
第２次産業 589 13% 594 14%
第３次産業 1,566 35% 1,453 34%

（出典：国勢調査、浜中町調べ）

［産業別生産額］
（単位：百万円）

区分 平成12年 平成22年
割合 割合

農 業 8,040 21% 8,760 18%
製造業 17,995 47% 27,576 56%
商 業 12,066 32% 12,837 26%

（出典：農林水産統計、工業統計、商業統計）

２ 地域農業の動向
平成12年と平成22年を比較すると、耕地面積については４％減少、農家戸数は19％減少、

農業就業人口は17％減少している。また、65歳以上の農業就業人口は７％減少している。
なお、農家１戸あ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12年 平成22年 増減率
耕地面積 14,798ha 14,152ha △4％
農家戸数 264戸 214戸 △19％
農業就業人口 1,219人 1,009人 △17％
うち65歳以上 152人 141人 △7％

経営面積 56.5ha/戸 65.5ha/戸 16％
認定農業者数 105人 199人 90％

（出典：農林水産統計及び農林業センサス、認定農業者数は北海道調べ）

カ 今後の課題等
本事業の実施により、優良農地が維持・管理され、認定農業者をはじめとする意欲ある担

い手に集積が進んでいるものの、戸あたり経営面積は家族経営で行える面積の限界に近づき
つつある。そのため、本事業で整備した農業生産基盤・農村生活環境基盤を有効活用しなが
ら、引き続き意欲ある担い手への農地集積を進めていくと同時に、新規就農や法人の新規参
入に対する支援を強化し、酪農専業地域として体質強化を図りつつ活力あるまちづくりを実
現することが必要である。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、排水性等のほ場条件が改善され、営農経
費の節減や農作業の効率化が図られている。また、防災安全性の
向上及び地域間交流の促進が図られており、農業経営の安定化と
農村地域の活性化に寄与している。

第 三 者 の 意 見 ・ 農業生産基盤と農村生活環境の整備を総合的に実施したこと
で、農業生産性の向上や地域交流の促進が図られるとともに、
地域住民の災害に対する備えが充実し定住条件の改善が図られ
るなど、事業目的に即した効果の発現が認められる。
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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 東北農政局

都道府県名 青森県 関係市町村名 三戸郡五戸町（旧倉石村）
さんのへぐんごのへまち くらいしむら

事 業 名 中山間地域総合整備事業 地 区 名 夢の森・倉石
ゆめ もり くらいし

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： 本地区の農業は、米・りんご・野菜を基幹作物とし畜産等との複合経営により農業

振興が図られてきたが、兼業化や高齢化が進行する一方、農地流動化に顕著な進展が
なく、農業の担い手不足と耕地の生産力低下が懸念される状況にある。
このため、農業生産基盤と農村生活環境基盤や交流基盤の総合的な整備を通じて、

農作業の合理化と生産性を高め、経営の安定を図ると共に地域内交流の活性化や都市
との交流を図り、定住促進による地域農業を担う人づくりを目指す。

受益面積：92ha
受益戸数：157人
主要工事：農業用排水路1.5km、農道3.6km、集落道6.6km、交流基盤施設（多目的広場）１箇所
総事業費：1,672百万円
工事期間：平成13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
・ 水稲については、地域の米の生産数量目標に基づき作付けが行われており、計画どおり

の作付となっている。
・ 畑作物については、極端な変化はないが「にんにく」から「ながいも」に若干移行して
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12年）
水 稲 2.5 2.0 2.1
にんにく 9.3 7.5 6.7
ながいも 31.0 31.0 31.8
注１）作物生産効果の算定対象作物のみを記載している。
注２）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、市町村等の聞取り）

②生産量 （単位：ｔ）
作物名 事業実施前 計 画 評価時点

（平成12年）
水 稲 14.1 11.9 12.1
にんにく 103.4 77.9 68.7
ながいも 780.9 769.1 829.0
注）評価時点については、直近5ヵ年（平成18～22年）のデータを使用している。

③生産額 （単位：百万円）
作物名 事業実施前 計 画 評価時点

（平成12年）
水 稲 3.8 3.0 2.5
にんにく 72.1 56.8 73.2
ながいも 248.9 235.2 189.0
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年度土地改良事業の経済効果測定の標準値（青森県））
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２ 営農経費の節減
・ 農道の整備による走行速度の上昇や輸送車種の大型化等に伴って、通作や農業輸送に係
る時間がほぼ計画どおり削減されている。

①通作時間（年間延べ時間） （単位：時間/年）
区 分 事業実施前 計 画 評価時点

（平成12年）
稲 作 14 6 6
畑 作 677 254 254
果 樹 203 76 76

②輸送時間（年間延べ時間） （単位：時間/年）
区 分 事業実施前 計 画 評価時点

（平成12年）
農業輸送 586 83 87

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 維持管理費の節減
・ 農業用排水路の泥上げや草刈り、農道の敷砂利などに係る維持管理労力が軽減され計画
どおりの維持管理費の節減が図られている。

①維持管理費 （単位：千円/年）
区 分 事業実施前 計 画 評価時点

（平成12年）
用排水路 751 145 155
道 路 16,414 2,960 3,203

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）

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
・ 本地域の農道整備の受益地においては、根菜（やまいも）や果樹栽培（りんご・おう
とう）が行われており、荷傷み防止が図られ所得向上に繋がっているほか、走行速度の
上昇及び農産物等の輸送車の大型化により走行経費の節減が図られている。
また、事業実施前の土水路は、木杭、麻袋で補修・維持管理を行っており、降雨時の

法面崩壊による排水不良等営農に支障を来していたが、事業実施後は排水不良が解消さ
れ、維持管理労力も軽減されている。

② 農村地域の活性化
・ 本事業で整備した交流基盤施設では、桜祭り、倉石牛肉祭りなどの各種イベントが開
催され都市住民との交流拠点となっており、地域の活性化に寄与している。

③ 農業集落の定住条件の向上
・ 事業実施前は幅員の狭い町道しかなかったが、整備された集落道は、通勤・通学等や
緊急車両の通行にも利用され、利便性・安全性が向上している。

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
① 農地･水等の生産資源の適切な保全管理と有効利用による食料供給力の確保
・ 本地区は中山間地域であるが、平成22年における関係集落の耕作放棄面積の割合は
13.8％で、県全体の14.6％と比較して低く、生産基盤の整備により耕作放棄地の抑制に
寄与している。

【耕作放棄地の状況】（平成22年）
区 分 耕地面積 耕作放棄地面積 割 合

地域（関係集落） 4,610ha 637ha 13.8％
青森県 104,200ha 15,212ha 14.6％

（出典：農林業センサス）
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３ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B） 1,015百万円
総事業費 （C） 891百万円
投資効率（B/C） 1.13

（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
・ 事業により整備された集落道、用排水路は五戸町により適切に管理されている。
・ 多目的広場と駐車場は地域住民（グランドゴルフ協会への委託）により定期的な清掃活動
が行われている。

・ 農道・用排水路は地元住民により草刈りや泥上げが行われている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境
・ 集落道の整備により、利便性・安全性の向上が図られている。

２ 自然環境
・ 生産基盤の整備により耕作放棄地の発生が抑制され農村景観が保持されている。
・ 土地改良法に環境配慮は規定される前に計画された地区のため、特段の環境配慮は行っ
ておらず、農業用排水路を土水路からコンクリート水路に整備したことによる動植物への
影響が考えられる。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化
・ 五戸町の人口、世帯数は、平成12年と平成22年を比較するとともに減少している。
・ 五戸町の産業別就業人口は、平成12年と平成22年を比較すると全産業において減少して
いる。

【世帯数、人口】（五戸町）
項 目 平成12年 平成22年 増減率
人 口 21,318人 18,712人 ▲12％
世帯数 6,268世帯 6,177世帯 ▲１％

（出典：国勢調査）

【産業別就業人口】（五戸町）
項 目 平成12年 平成22年 増減率

第一次産業 2,742人 2,117人 ▲23％
第二次産業 3,693人 2,506人 ▲32％
第三次産業 4,940人 4,672人 ▲５％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
・ 耕地面積について、平成12年と平成22年を比較すると３％減少している。
・ 農業就業人口について、平成12年と平成22年を比較すると27％減少しており、65歳以上
の割合は48％から59％に増加している。

・ 販売農家数について、平成12年と平成22年を比較すると、26％減少しているが、専業農
家数は９％増加している。

【地域農業の動向】（五戸町）
項 目 平成12年 平成22年 増減率
耕地面積 4,740ha 4,610ha ▲３％

農業就業人口 3,510人 2,562人 ▲27％
65歳以上 1,687人 1,524人 ▲10％
上記割合 48％ 59％

販売農家数 2,004戸 1,475戸 ▲26％
専業農家 404戸 440戸 ９％
兼業農家 1,600戸 1,035戸 ▲35％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス）
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カ 今後の課題等
・ なし。

事 後 評 価 結 果 ・ 農業用用排水路の整備により乾田化が図られ、作物生産量の増加
のほか、施設の維持管理費が節減され、生産体制は維持されてい
る。
・ 農道整備により輸送車両の大型化や輸送時間の短縮が図られ、営
農経費の節減につながっている。
・ 交流基盤施設が整備されたことにより、都市住民との交流イベン
トが多数開催され、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、農産物輸送時の荷傷み防止等による農業生
産性の向上が図られるとともに、多目的広場の活用を通じて都市住民
との交流が進むなど、効果の発現が確認された。
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