
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 島根県 関係市町村名 鹿足郡津和野町（旧津和野
かのあしぐんつ わ の ち よ う つ わ の

町、旧日原町）吉賀町
ちよう にちはらちよう よしかちよう

（旧柿木村、旧六日市町）
かきのきむら むいかいちちよう

事 業 名 中山間地域総合整備事業 地 区 名 鹿足
かのあし

事業主体名 島根県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、島根県の南西部で山口県境の中山間地域に位置する津和野町と吉賀町を

対象としており、水稲主体の営農が展開されている。
しかしながら、経営規模が小さく高齢化や担い手不足等に伴い農地の荒廃が進行し

ていることに加え、生活道路、防火水槽の整備が遅れている等の課題があった。
このため、農業生産基盤及び生活環境基盤の整備を総合的に実施することにより、

生産性の向上と合理化、生活環境の改善を図り、地域の活性化及び定住の促進に資す
るものである。

受益面積：199.3ha
受益戸数：575戸
主要工事：農業用用排水路10.7km、農道整備0.5km、ほ場整備69.4ha、暗渠排水5.3ha

農業集落道1.0km、集落防災安全施設（防火水槽）18基、農村公園１箇所
鳥獣害防止施設20.5km

総事業費：1,927百万円
工 期：平成11年度～平成18年度（計画変更：平成18年度）
関連事業：地域農業基盤整備確立農業構造改善事業「津和野地区」

農業生産体制強化総合推進対策事業
農業農村活性化農業構造改善事業
環境保全型農業総合推進事業

〔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

基盤整備により排水性が改善され、水田の畑利用が可能となり、水稲については減少傾
向にあるが、特産品である葉わさびの作付面積が増加してきている。
大豆やたまねぎについては、高齢化や担い手不足等により減少傾向となっている。

［作付面積］ （単位：ha)
事業実施前 計画 評価時点
（平成10年）

水稲 122.5 118.6 106.4
大豆 26.4 28.2 22.5
たまねぎ 1.7 3.6 1.0
葉わさび 0.9 1.2 1.4
トマト 2.0 3.4 2.1
注）評価時点については、平成23年のデータ

[生産量] （単位：ｔ)
事業実施前 計画 評価時点
（平成10年）

水稲 590 549 523
大豆 30 37 27
たまねぎ 31 65 19
葉わさび 3 5 5
トマト 73 126 76
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[生産額] （単位：百万円)
事業実施前 計画 評価時点
（平成10年）

水稲 174 143 111
大豆 8 9 5
たまねぎ 3 5 2
葉わさび 1 3 3
トマト 27 53 19

（出典：事業計画書、島根県聞き取り）

２ 営農経費の節減
ほ場整備、排水路及び暗渠排水の整備により、排水条件が改善されたこと等から、大
型機械の導入が可能になるとともに、用水路の整備によって水管理に係る労力が軽減さ
れるなど、農作業に係る労働時間の節減等が図られている。

［労働時間］ （単位：hr/10a）
事業実施前 計画 評価時点
（平成10年）

水稲 64.4 15.8 15.8
注）評価時点については、平成23年のデータ

（出典:事業計画書、島根県聞き取り）

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

ほ場や暗渠排水の整備により、生産条件が改善され、本地区の主要作物である水稲及
び大豆の単収が増加しており、生産性の向上が図られている。

[単収] （単位：kg/10a）
事業実施前 評価時点

津和野町 旧津和野町 501 496
水稲 旧日原町 483

吉賀町 旧柿木村 439 482
旧六日市町 498

津和野町 旧津和野町 122 123
大豆 旧日原町 115

吉賀町 旧柿木村 113 115
旧六日市町 113

注）評価時点は水稲は平成19～23年、大豆は平成18～22年の平均値
（出典：事業計画書、島根県統計年報）

② 定住条件の向上
・ 農業集落道の整備により、線形、幅員が改善され車両等の通行の安全性が向上した。

また、防火水槽の整備により、防災機能が強化されたことにより安全で安心な生活環
境が確保され、地域の人口減少が抑制されている。

③ 農村地域の活性化
・ 農村公園は、地域のイベント会場等として、有効に利用されている。また、農村公園
の向いにある県指定の天然記念物である「楠の木」や近傍の道の駅との連携、石見神楽
の上演等により、観光客の休憩所としても利用されるなど、多目的に活用されており、
地域内交流はもとより、観光客等との交流による地域の活性化が図られている。

[農村公園利用者数] (単位：人)
計画 評価時点 利用率

年間利用者数 1,100 1,765 160％
注）評価時点は平成23年の実績値
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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
農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化
ほ場整備、暗渠排水の整備等により、排水性が向上し水稲の単収増加や水田の汎用化

による畑利用面積の拡大が図られている。
（出典：津和野町及び吉賀町からの聞き取り）

３ その他
・ ほ場整備、用水路整備により営農労力が軽減され、アイガモ農法による有機米の栽培な
ど有機栽培の営農が容易になった。

・ 鳥獣害防止柵の整備により農作物被害が軽減されている。
（出典：津和野町及び吉賀町からの聞き取り）

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B）2,233百万円
総事業費 （C）1,732百万円
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
整備した各施設は以下のとおり適切に管理されている。
施設名 管理主体 管理状況

各土地改良区 ・各土地改良区及び吉賀町が日常管理を実施して
農業用用排水路 吉賀町 いる。

・地元受益者が泥上げ、草刈等を年２回程度実施
している。

津和野町土地 ・津和野町土地改良区が日常管理を実施している
農道 改良区 ・地元が草刈等を年２回程度実施している。

津和野町 ・津和野町が日常管理を実施している。
農業集落道 ・地元が草刈等を年２回程度実施している。
集落防災安全施設 津和野町 ・地元消防団により、定期点検等を年２回程度実

吉賀町 施している。
津和野町 ・津和野町が日常管理を実施している。

農村公園 ・地元自治会が草刈、清掃作業等を年２回程度実
施している。

鳥獣害防止施設 受益者 ・通常の維持管理は、地元営農組合等の受益者が
点検、補修等を行っている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

農業集落道の整備をはじめとした生活環境基盤の整備により、日常生活における利便
性、安全性が向上した。
また、農村公園の整備により、県指定天然記念物の「楠の木」を中心としたイベント等

を開催し、地域住民及び観光客の憩いの場として親しまれている。

２ 自然環境
本事業の実施による環境の変化は見られない。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

平成７年と平成22年を比較すると、人口については、津和野町及び吉賀町ともに減少傾
向にある。また、産業別就業人口についても、総人口と同様に減少傾向にある。特に第
１次産業及び第２次産業については大きく減少している。

[人口、世帯数]
平成７年 平成22年 増減率

津和野町 総人口 11,389人 8,427人 ▲26.0％
総世帯数 3,921戸 3,411戸 ▲13.0％

吉賀町 総人口 8,600人 6,810人 ▲20.8％
総世帯数 2,902戸 2,805戸 ▲3.3％

島根県 総人口 771,441人 717,397人 ▲7.0％
総世帯数 246,476戸 262,219戸 6.4％
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[産業別就業人口]
平成７年 平成22年

割合 割合
津和野町 第１次産業 1,211人 19.7％ 735人 17.7％

第２次産業 1,830人 29.7％ 818人 19.7％
第３次産業 3,113人 50.6％ 2,597人 62.6％

吉賀町 第１次産業 1,030人 22.7％ 562人 17.6％
第２次産業 1,560人 34.5％ 851人 26.7％
第３次産業 1,939人 42.8％ 1,772人 55.6％

島根県 第１次産業 55,567人 13.7％ 28,816人 8.5％
第２次産業 123,299人 30.4％ 81,235人 24.1％
第３次産業 227,066人 55.9％ 227,870人 67.4％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
・ 平成７年と平成22年を比較すると県全体に比べると減少傾向は若干小さいが、農地面
積、農家数、農業就業人口ともに大きく減少している。また、高齢化率は県全体の平均よ
り高く、高齢化が進んでいる。

・ 認定農業者については、９人から63人と増加している。
区分 平成７年 平成22年 増減率

津和野町 耕地面積 812ha 532ha ▲34.5％
農家戸数 892戸 561戸 ▲37.1％
農業就業人口 1,536人 793人 ▲48.4％
うち65歳以上 65.2％ 77.4％

経営面積 91.0a/戸 94.8a/戸 4.2％
認定農業者数 9人 37人 311％

吉賀町 耕地面積 864ha 641ha ▲25.8％
農家戸数 995戸 655戸 ▲34.2％
農業就業人口 1,377人 776人 ▲43.7％
うち65歳以上 64.6％ 78.0％

経営面積 86.8a/戸 97.9a/戸 12.8％
認定農業者数 0人 26人 皆増

島根県 耕地面積 36,140ha 23,072ha ▲36.2％
農家戸数 41,463戸 24,143戸 ▲41.8％
農業就業人口 70,141人 32,271人 ▲54.0％
うち65歳以上 58.8％ 74.4％

経営面積 87.2a/戸 95.6a/戸 9.6％
認定農業者数 700人 1,258人 79.7％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は平成23年島根県調べ）

カ 今後の課題等
本事業により老朽化した農業用水路の改修を行ったことで、農業用水の安定供給が図られ

ているものの、地区内には本事業実施箇所同様に老朽化が進行している区間が散見されるた
め、今後も計画的に施設の補修・更新等を実施していく必要がある。
また、過疎化・高齢化による担い手不足が深刻な状況であり、基盤の整備を契機とした営

農組織の強化等により、整備された施設の維持管理も含めた担い手の確保・育成を図る必要
がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、ほ場や暗渠排水等が整備され、農業
生産性が向上するとともに、水田の汎用化、営農経費の節減
といった事業効果の発現が確認された。

・ なお、営農組織の強化等により、整備された施設の維持管
理を含めた担い手の確保・育成を図る必要がある。

第 三 者 の 意 見 ・ 事業の実施により、水稲の単収増加や水田の畑利用面積の
拡大が図られるとともに、生活環境基盤整備による日常生活
の安全性、利便性の向上などの効果が発現していると認めら
れる。

・ 今後、過疎化・高齢化が進む中で、関係機関が連携して、
営農の組織化等についての取組を進める必要がある。
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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 中国四国農政局

都道府県名 岡山県 関係市町村名 久米南町
くめなんちよう

事 業 名 中山間地域総合整備事業 地 区 名 久米南
く め な ん

事業主体名 岡山県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、岡山県のほぼ中央に位置する中山間地域であり、水稲を主体に、一部で

野菜、果樹等の営農が展開されている。
しかしながら、地区内の生産基盤は、昭和50年代にほ場整備が実施されているもの

の、未整備のほ場も多く、農道・用排水路も未整備であるため、農家の大半が零細で
生産性が低く、兼業化・高齢化も進行し、中核的農家の育成が阻害されていることに
加え、生活環境基盤も未整備な部分が多く、過疎化も進行していた。
このため、ほ場・水路等の農業生産基盤や農業集落道・集落排水路等の生活環境基

盤、市民農園等の交流基盤の整備を総合的に実施することにより、農業・農村の活性
化を図り、定住の促進や国土・環境の保全に資するものである。

受益面積：272.6ha
受益戸数：663戸
主要工事：農業用用排水路 11.9km、農道 12.2km、ほ場整備 21.8ha

農地防災（ため池） 2箇所、農業集落道 2.0km、農業集落排水路 0.7km
集落防災安全施設（防火水槽） 5箇所、農村公園 1箇所、活性化施設 1箇所
多目的広場 1箇所、市民農園 1箇所、施設間連絡道 1.0km

総事業費：1,515百万円
工 期：平成12年度～平成18年度（計画変更：平成17年度）
関連事業：県営広域営農団地農道整備事業「中部台地地区」、「中部台地２期地区」

県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業「中央東地区」、「中央東２期地区」、
「中央東２・２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

ほ場整備地区を中心にたまねぎの契約栽培に取り組む新たなグループ（約3ha）や小面
積（約0.5ha）ではあるが高齢者を中心としたアスパラガスの栽培など、新たな取組が生
まれている。また、青刈トウモロコシ等飼料作物は畜産農家の減少により大幅に減少し、
大豆は高齢化等により、大きく減少している。

［作付面積（久米南地区）] （単位：ha）
事業実施前 計 画 評価時点
（平成12年）

水 稲 90.2 87.2 75.9
大 豆 40.2 39.7 15.7
い ち ご 1.4 1.4 1.4
きゅうり 6.4 6.8 7.4
たまねぎ 0 0 3.0

アスパラガス 0 0 0.5
青刈トウモロコシ 9.4 9.2 2.9

イタリアンライグラス 9.7 10.9 3.0
（イネ科の牧草）
注）評価時点については、平成23年のデータ
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［生産量（久米南地区）] （単位：ｔ）
事業実施前 計 画 評価時点
（平成12年）

水 稲 478 472 403
大 豆 108 123 38
い ち ご 70 80 80
きゅうり 512 625 606
たまねぎ 0 0 103

アスパラガス 0 0 3
青刈トウモロコシ 396 466 147

イタリアンライグラス 562 757 208
注）評価時点については、平成23年のデータ

［生産額（久米南地区）] （単位：百万円）
事業実施前 計 画 評価時点
（平成12年）

水 稲 101 100 85
大 豆 25 29 7
い ち ご 66 76 67
きゅうり 151 181 142
たまねぎ 0 0 19

アスパラガス 0 0 2
青刈トウモロコシ 8 10 3

イタリアンライグラス 10 13 4
注）評価時点については、平成23年のデータ

２ 営農経費の節減
ほ場整備地区においては、区画の整形や農道の整備により、トラクターでは事業実施前

が15～20PS（馬力）であったものが、事業実施後は20～30PSになるなど機械の大型化が進
み作業効率が向上するとともに、用排水路の整備により、効率的かつ適切な水管理が可能
となるなど、計画どおり農作業に係る労働時間が短縮されている。
また、農業用排水路整備地区においては、漏水等が無くなり効率的かつ適切な水管理が

可能となっている。

［労働時間］ （単位：hr/10a）

事業実施前 評価時点
作 物 名 計 画

（平成12年）

水 稲 61 24.1 24.1

大 豆 90 49.9 49.9

きゅうり 608 547 547

青刈トウモロコシ 32.5 10.3 10.3

イタリアンライグラス 62 14.9 14.9

注）評価時点については、平成23年のデータ
（出典：事業計画書、米生産費調査、久米南町聞取り）

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項

農業生産性の向上
本事業の実施により、単収については、水稲はほぼ横ばいで、きゅうりは５％程度増

加している。大豆の単収は、高齢化による粗放的栽培等により減少している。
ほ場整備地区においては、用排水路の整備による効率的かつ適切な水管理や耕盤の形

成による肥料効率が向上するとともに、畑作物では、水稲とのローテーションによる連
作障害や害虫被害が軽減されている。
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[単収] （単位：kg/10a）

事業実施前 評価時点
作 物 名

水 稲 530 531

大 豆 270 240

きゅうり 8,000 8,400

注）評価時点については、平成23年のデータ
（出典：事業計画書、耕地及び作付面積統計、久米南町聞取り）

[農業経営体]

事業実施前
評価時点

（平成12年）

農事組合法人 ０ ３
会 社 ０ ２
農 協 ４ ３

注）評価時点については、平成22年のデータ
（出典：農林業センサス）

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

用水路の改修により農業用水の安定供給が図られるとともに、老朽化による漏水や用
水不足時の見回り等が抑えられ、計画どおり維持管理費の節減も図られている。

[維持管理費] （単位：千円/年）

工 種 事業実施前 計 画 評価時点
（平成12年）

ほ場整備 2,191 1,028 1,028

農業用用排水路整備 6,950 4,633 4,633

注）評価時点については、平成23年のデータ
（出典：事業計画書、久米南町役場聞き取り）

② 農地の大区画・汎用化等による農業体質の強化
事業実施後に新たに設立された農事組合法人等で、利用権設定や作業受委託により、

農地の利用集積が図られている。

③ 美しい農村環境の再生・創造
ほ場整備、農道、水路等の生産基盤の整備及び集落道や集落排水路等の生活環境の整

備により、北 庄や上籾に代表される棚田を中心とした農地や農村集落が保全され、農
きたしよう かみもみ

業・農村の持つ多面的機能の発揮に大きく貢献している。
農村公園、活性化施設（多目的ホール）等は、棚田祭りや農作業体験等に活用されて

いる。

[農村公園・多目的ホール利用実績]

計画 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

利用者数 3,460人 2,504人 1,234人 731人 1,052人

注）平成22年度は岡山県内で国民文化祭が開催され、例年行っているイベントと重複し実施
出来なかったことから利用者数が減となっている。
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３ その他
本事業は久米南町のほぼ全域を対象として実施されたものである。久米南町内には、“
日本の棚田百選”で日本一の面積を誇る「北庄棚田」と「上籾棚田」があり、棚田祭りや

農作業体験等のイベントが開催され、年間を通じて多くの観光客や写真愛好家などが訪れ
るとともに、ボランティアによる保全活動等も活発に行われている。また、これらの棚田
で作られる有機農業米「棚田米」はブランド米として人気を得ている。北庄棚田内には“

ため池百選”の「神之淵池」も存在しており、本事業の整備対象施設の多くは、この棚田
かんのんぶちいけ

やため池の周辺に位置するもので、農業生産性の向上や生活環境の改善のほか、棚田の保
全やこれらを中心とした都市と農村の交流などに寄与している。

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B） 1,301百万円
総 事 業 費（C） 1,292百万円
投 資 効 率（B/C） 1.00
（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
１ 水路、農道、ため池等

各地区の水利組合や自治会の共同作業により、泥上げや草刈り等が年２回程度実施さ
れ、適正に管理されている。

２ 農村公園、多目的広場、活性化施設、市民農園
町からの委託により、地元住民で構成される「北庄活性化施設管理組合」が施設の運用

及び維持管理を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

農業集落道、農業集落排水路、農業集落防災安全施設（防火水槽）、施設間連絡道の整
備により、生活の利便性（通勤、買い物等）が向上するとともに、緊急用車両の進入経路
や火災の初期消火用水の確保など、生活面での安全・安心が確保されている。

２ 自然環境
本事業の実施による環境の変化は見られない。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

平成12年と平成22年を比較すると、人口については、県全体の減少率より高い減少傾
向にある。また、産業別就業人口についても総人口と同様に減少傾向にあるが、特に第
２次産業の減少率が高い。

[人口、世帯数]
平成12年 平成22年 増減率

久米南町 総人口 6,115人 5,296人 ▲13.4％
総世帯数 2,052戸 1,957戸 ▲4.7％

岡山県 総人口 1,950,828人 1,945,276人 ▲0.3％
総世帯数 691,620戸 754,511戸 9.1％

[産業別就業人口]
平成12年 平成22年

割合 割合
久米南町 第１次産業 899人 28.0％ 727人 27.9％

第２次産業 828人 25.8％ 532人 20.5％
第３次産業 1,483人 46.2％ 1,344人 51.6％

岡山県 第１次産業 62,358人 6.6％ 43,096人 5.0％
第２次産業 309.353人 32.6％ 240,159人 28.1％
第３次産業 576,947人 60.8％ 572,340人 66.9％

（出典：国勢調査）
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２ 地域農業の動向
・ 平成12年と平成22年を比較すると、久米南町の耕地面積、農家戸数、農業就業人口は、
岡山県全体の傾向と同様に減少している。
・ １戸当たり経営耕地面積は増加している。
・ 久米南町の農業就業者の高齢化率は県を上回っている。
・ 認定農業者数は、県は増加しているが、久米南町は減少していた。

区分 平成12年 平成22年 増減率
久米南町 耕地面積 1,310ha 1,240ha ▲ 5.3％

農家戸数 1,028戸 831戸 ▲19.2％
農業就業人口 1,246人 878人 ▲29.5％
うち65歳以上 71.6％ 77.4％

経営面積 102a/戸 116a/戸 1.3％
認定農業者数 53人 51人 ▲ 3.8％

岡山県 耕地面積 73,800ha 68,600ha ▲ 7.0％
農家戸数 90,053戸 73,498戸 ▲18.4％
農業就業人口 93,415人 59,570人 ▲36.2％
うち65歳以上 63.4％ 76.9％

経営面積 53a/戸 102a/戸 92.5％
認定農業者数 3,220人 3,347人 3.9％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は平成23年岡山県調べ）

カ 今後の課題等
久米南町においては、本事業の他、農村総合整備事業及び農村基盤総合整備事業も実施し
ており、県や町の単独事業などと併せて、農業生産基盤の整備が相当程度進んでいる。
しかしながら、北庄棚田や上籾棚田に代表されるように町内の大半の農地が棚田やそれ

に準じる傾斜地に分布しており、急激に進展しつつある過疎化・高齢化により、農地や農
業用施設の荒廃が懸念される。
地域においては、中山間地域等直接支払交付金の活用、棚田を活用した交流イベントやボ
ランティアによる棚田保全活動のほか、有機米の栽培などの取組が行われており、これら
の取組や活動を継続的に行うシステムの確立が必要である。
また、農村公園、多目的ホールの利用者増加に向けた取り組みについても検討していく必
要がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、農業生産基盤が整備され、畑作物の収量が
増加するとともに、施設の維持管理費の節減にも寄与している。
・ また、北庄や上籾に代表される棚田を中心とした農地や農村集落
が保全され、農業・農村の持つ多面的機能の発揮に寄与している。

・ なお、過疎化・高齢化による農地等の荒廃が懸念されており、交
流イベントやボランティア等による継続的な棚田保全活動や農村公
園の利用推進等を図っていくことが必要である。

第 三 者 の 意 見 ・ 事業の実施により、品質・収量の安定や農地の利用集積が図られ
るとともに、地区内の棚田の保全活動を通じた農地や農村集落の保
全に寄与していると認められる。

・ 今後、過疎化・高齢化が進む中で、棚田の保全や都市と農村の交
流などの取組が、農村公園等の活用も含め、継続的かつ活発に行わ
れるよう、関係機関と連携して推進することが望まれる。
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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 九州農政局

都道府県名 熊本県 関係市町村名 上益城郡御船町、益城町、甲佐町
かみましきぐんみふねまち ましきまち こうさまち

事 業 名 中山間地域総合整備事業 地 区 名 上益城中 央
かみましきちゅうおう

事業主体名 熊本県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、熊本県の中央部に位置する中山間地域で、農地は小規模で分散していた

ことから生産性が低く、農作業の効率も悪く営農に支障をきたしており、また、集落
内の道路が狭いなど日常生活の利便性や安全性が阻害されている状況であった。
このため、ほ場整備などの農業生産基盤の整備を行い農業生産性の向上や農作業の

省力化を図るとともに、併せて、農業集落道など農村生活環境基盤を整備すること
で、快適な居住環境の創出と農村地域の活性化に資する。

受益面積：72.4ha
受益戸数：297戸
主要工事：農道3.3km、ほ場整備9.3ha、農地防災６箇所(水路１箇所、ため池５箇所)、

農業集落道1.8km、営農飲雑用水施設２系統、集落防災安全施設(防火水槽)10箇所、
活性化施設１箇所

総事業費：1,687百万円
工 期：平成11年度～平成18年度（計画変更：平成15年度）
関連事業：広域営農団地農道整備事業 上益城平坦地区

広域営農団地農道整備事業 上益城平坦２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

水稲については、ほ場整備により農作業の効率化が図られたことから、計画の作付けを上
回っている。
また、ほ場整備により農地の乾田化も図られたことから、計画にあったなすに加え、に

ら、たまねぎといった新規作物が導入されている。

[作付面積] （単位：ha)
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成８年）
水稲 29.0 4.6 6.6
なす － 0.5 0.2
にら － － 0.1
たまねぎ － － 0.6
トマト － 1.4 －
小麦 － 1.2 －
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 3.0 3.6 －
注）計画時点の作付け面積の減少は、効果算定の対象となるほ場整備の受益面積の減少に
伴うものである。
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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８年）
水稲 150 24 34
なす － 12 15
にら － － 4
たまねぎ － － 21

[生産額] （単位：百万円）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成８年）
水稲 41 6 7
なす － 3 4
にら － － 1
たまねぎ － － 2
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、御船町調べ）

２ 営農経費の節減
本事業のほ場整備により、ほ場の区画整理が行われ、大型機械（トラクター、コンバイ

ン）の搬入が可能となったことから、農作業に係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

（平成８年）
水稲 945 342 202

［機械経費］ （単位：千円/ha）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成８年）
水稲 307 187 286
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、土地改良区調べ）

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

本事業のほ場整備により、水管理の改善や農地の乾田化が図られたことから単収や作付
が増加し、生産性の向上が図られている。
水稲の単収については、事業実施前と評価時点では変動はないが、一旦、平成13年の計

画変更時の現況単収は502kg/10aへ減少し、そこから回復している。その要因として、各
年の気象条件の変動や本事業による効果も影響していると考えられる。

[単収] （単位：kg/10a）
区分 事業実施前 評価時点

（平成８年）
水稲 516 516
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）

② 農村地域の活性化
本事業の活性化施設の整備により、地域の農業者の営農研修、指導、会合の開催のほ

か、甲佐町の産業文化祭など各種イベントの会場として、地域住民の交流及び活性化を目
指す拠点として利用されている。（甲佐町聞き取り）
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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
① 農地の大区画化、汎用化等による農業の体質強化

ほ場整備により、用排水路分離による水管理の改善や農地の乾田化がなされたことで、
稲作転換、裏作の有効利用が可能となった。現在、転作及び裏作として、新規作物のな
す、にら、たまねぎが約１ha作付けされている。（御船町聞き取り）

② 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
甲佐町では、農地・水保全管理支払交付金や中山間地域直接支払交付金を活用し、活動

組織において、ほ場の草刈り、水張り、耕起を行うことにより耕作放棄地の解消に取り組
んでおり、３町の中でも耕作放棄地の減少率が大きい。（甲佐町聞き取り）

[耕作放棄地面積] （単位：a）
区分 平成７年 平成22年 増減率

御船町 8,017 7,377 △8.0％
益城町 5,889 5,182 △12.0％
甲佐町 7,933 5,382 △32.2％

（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）1,155百万円
総事業費（C）978百万円
投資効率（B/C) 1.18

（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施設は、各町、土地改良区及び水利組合により適切に維持管理されて

いる。
また、ほ場整備内の用排水路や農道は、関係受益者の共同作業により維持管理されている。

（御船町、益城町、甲佐町聞き取り）

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境
・ 農業集落道の整備により、営農や日常生活における通行時の利便性、安全性が向上して
いる。（御船町、益城町聞き取り）

・ 営農飲雑用水施設の整備により、衛生的かつ安定的な水供給が図られ、中山間地域にお
ける生活環境の快適性が向上している。（御船町聞き取り）

・ 集落防災安全施設（防火水槽）の整備により、火災に対する住民生活の安心・安全性が
確保されている。（益城町、甲佐町聞き取り）

・ 活性化施設の整備により、各種イベントの会場として地域住民の交流及び活性化が図ら
れている。（甲佐町聞き取り）

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

本地域の３町（御船町、益城町、甲佐町）の総人口について、平成７年と平成22年を比較
すると、御船町と甲佐町が減少傾向にあるものの、熊本市近郊の益城町では増加しており、
３町全体では若干ではあるが0.3％増加している。

[総人口、総世帯数]
区分 平成７年 平成22年 増減率

総人口 61,567人 61,745人 0.3％
総世帯数 18,195戸 20,852戸 14.6％

（出典：国勢調査）
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産業別就業人口について、３町全体の第１次産業の割合が平成７年の15.7％から平成22
年の11.2％に、4.5％減少している。そのうち、甲佐町については、5.4％減少しており、
３町の中でも減少が目立っている。

[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 4,703人 15.7％ 3,238人 11.2％
第２次産業 8,900人 29.8％ 6,779人 23.5％
第３次産業 16,271人 54.5％ 18,856人 65.3％

（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、３町全体の耕地面積は11.8％減少、農家戸数は17.8％

減少、農業就業人口は31.3％減少、そのうち65歳以上の農業就業人口は22.4％増加、農家１
戸当たりの経営耕地面積は1.7％減少、認定農業者数は60.8％増加している。

区分 平成７年 平成22年 増減率
耕地面積 5,889ha 5,197ha △11.8％
農家戸数 3,909戸 3,213戸 △17.8％
農業就業人口 5,655人 3,886人 △31.3％
うち65歳以上 1,984人 2,429人 22.4％

経営耕地面積 1.16ha/戸 1.14ha/戸 △1.7％
認定農業者数 184人 296人 60.8％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は熊本県調べ）

カ 今後の課題等
本事業により、農業用水の安定供給や農地の乾田化が図られ生産性が向上しているが、今

後、高齢化に伴い耕作放棄地の増加が予想されるため、農地の流動化を促進するなど、早期の
対応が必要である。

事 後 評 価 結 果 ・ ほ場整備など農業生産基盤の整備により、農業生産性の向上、営
農経費及び維持管理費の節減が図られている。

・ 農業集落道や営農飲雑用水施設など農村生活環境基盤の整備によ
り、地域住民の日常生活における利便性、安全性及び快適性が図ら
れている。

・ 整備された農地を含め、耕作放棄地の増加を抑制するための対策
が必要である。

第 三 者 の 意 見 ・ 事業の実施により、ほ場や用排水路が整備され、大型機械の導入
が可能になり、水管理の改善や農地の乾田化が図られたことから、
なす、たまねぎなどの新規作物が導入されたことなど、効果の発現
がみられる。また集落道路や営農飲雑用水施設の整備により生活環
境の向上がみられる。

・ 今後とも、整備された農地の維持及び生活環境施設を基盤とした
地区住民の継続した活性化の取り組みが望まれる。
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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 九州農政局

都道府県名 宮崎県 関係市町村名 東臼杵郡美郷町
ひがしうす き ぐん み さとちよう

（旧東臼杵郡北郷村）
ひがしうす き ぐんきたごうそん

事 業 名 中山間地域総合整備事業 地 区 名 宇納間
う な ま

事業主体名 宮崎県 事業完了年度 平成18年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、宮崎県の北部に位置する農山村地域で、地区内の農業用用水路は、土水

路で漏水が激しく洪水時の土砂流入が頻繁に繰り返されたり、農業用排水路も土水路
で、田面排水が悪くほ場が半湿田状態にあり営農に支障をきたしている状況であっ
た。また、集落内の道路には潜水橋があり、洪水の度に通行不能となり集落が孤立す
る状況にあった。
このため、本事業により農業用用排水路などの農業生産基盤の整備を行い農業生産

性の向上や農作業の省力化を図るとともに、併せて、農業集落道などの農村生活環境
基盤を整備することで、快適な居住環境の創出と農村地域の活性化に資する。

受益面積：69.7ha
受益戸数：169戸
主要工事：農業用用排水路8.9km、ほ場整備1.4ha、農道0.6km、農業集落道0.4km、

営農飲雑用水施設５系統、活性化施設１箇所
総事業費：1,661百万円
工 期：平成10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 農作物の生産量の変化

水稲については、事業実施により安定的な農業用水が確保され単収が増加したことや、
「うなま米」の名称でブランド化が図られており、その需要が高まるとともに、地域で生産
を奨励していることから、計画を上回る作付けとなっている。
また、排水路の整備により水田の汎用化が図られたことから、大豆が新規作物として導入

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）
水稲 43.4 43.2 53.6
きゅうり 1.0 2.3 1.5
トマト 1.0 5.7 0.6
かんしょ 2.4 1.1 0.2
ソルゴー 11.7 7.9 3.8
大豆 － － 2.5
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 5.3 10.2 6.5
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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）
水稲 181 212 254
きゅうり 29 70 69
トマト 82 476 51
かんしょ 50 25 5
ソルゴー 831 624 235
大豆 － － 4
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 352 688 409

[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）
水稲 53.2 62.3 56.1
きゅうり 8.8 21.3 14.5
トマト 22.9 132.8 15.2
かんしょ 14.4 7.0 0.7
ソルゴー 17.5 13.1 6.8
大豆 － － 0.5
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 7.4 14.5 9.4
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、宮崎県調べ、美郷町調べ）

２ 営農経費の節減
本事業の実施により、ほ場の区画整理が行われ、大型農業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９年）
水稲 577 342 214
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 424 135 120

［機械経費］ （単位：千円/ha）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成９年）
水稲 227 212 265
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 585 493 172
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、美郷町調べ）

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、安定的な農業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

（平成９年）
水稲 418 475
きゅうり 2,900 4,589
トマト 8,200 8,452
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 農村地域の活性化
本事業の活性化施設の整備により、地域の農業者の営農研修や会合などの開催のほか、

宇納間地蔵祭りなど各種イベントの会場として利用されることにより、地区外からの来訪
者も多く訪れ、地域住民の交流や活性化に寄与している。（美郷町聞き取り）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
① 農地の大区画化、汎用化等による農業の体質強化

農業用排水路の整備により、水田の汎用化が図られ、大豆の作付けが可能となった。
生産された大豆は、地区の農産物加工施設「北の郷」において豆腐の製造販売が実現化

され、農業所得の安定化に成功している。（美郷町聞き取り）

② 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
近年、耕作放棄地が増加していることから、中山間地域直接支払制度に取り組む農用地

管理組合の役員や農業委員等による年１回のほ場の現地確認を行うことにより、耕作放棄
の懸念のあるほ場の所有者に対し、指導及び意向確認（耕作・貸し出しの希望）を行うな
ど早期対応の取り組みを行っている。（美郷町聞き取り）

区分 平成７年 平成22年
耕作放棄面積 51ha 102ha

（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）377百万円
総事業費（C）330百万円
投資効率（B/C) 1.14

（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施設は、美郷町、関係水利組合によって適切に維持管理されている。
また、農業用用排水路については、地区内の受益者により適切に管理されている。

（美郷町聞き取り）

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境
・ 集落道路に潜水橋があり、洪水の度に通行不能となり集落が孤立していたが、農業集落
道整備により改善され住民生活の安全性・利便性が向上している。（美郷町聞き取り）

・ 営農飲雑用水施設の整備により、衛生的かつ安定的な水供給が図られ、５集落の生活環
境の快適性が向上している。（美郷町聞き取り）

・ 活性化施設の整備により、各種イベントの会場として地域住民の交流及び活性化が図ら
れている。（美郷町聞き取り）

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24.3％減少し、宮崎県全体の
減少率3.5％より大きくなっている。

[総人口、総世帯数]
区分 平成７年 平成22年 増減率

総人口 8,251人 6,248人 △24.3％
総世帯数 2,792戸 2,516戸 △9.9％

（出典：国勢調査）
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産業別就業人口については、第１次産業の割合が平成７年の38.0％から平成22年の35.1％
に2.9%減少している。
なお、平成22年の第１次産業の割合は宮崎県全体の11.8％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。

[産業別就業人口]
平成７年 平成22年

割合 割合
第１次産業 1,197人 38.0％ 1,025人 35.1％
第２次産業 839人 26.6％ 505人 17.3％
第３次産業 1,114人 35.4％ 1,391人 47.6％

（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、耕地面積については13.1％減少、農家戸数は19.6％減

少、農業就業人口は40.7％減少、そのうち65歳以上の農業就業人口は18.6％減少、農家１戸
当たりの経営耕地面積は4.9％増加、認定農業者数は368％増加している。

区分 平成７年 平成22年 増減率
耕地面積 1,349ha 1,172ha △13.1％
農家戸数 1,597戸 1,284戸 △19.6％
農業就業人口 1,985人 1,178人 △40.7％
うち65歳以上 1,024人 834人 △18.6％

経営耕地面積 0.61ha/戸 0.64ha/戸 4.9％
認定農業者数 34人 125人 368％

（出典：農林業センサス、美郷町調べ）

カ 今後の課題等
本地域では、新規就農者や担い手の育成・確保が懸念されていたことから、町役場に担い手

対策室、各支所に窓口を設置し、技術指導等就農に関する条件整備を推進しているところであ
り、今後も就農状況等を注視しながら地域農業の維持を図っていく必要がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 農業用用排水路など農業生産基盤の整備により、農業生産性の向
上や営農経費の節減が図られている。

・ 農業集落道や営農飲雑用水施設など農村生活環境基盤の整備によ
り、地域住民の日常生活における利便性、安全性及び快適性の向上
が図られている。

・ 地域農業を維持していくために、新規就農者や担い手の育成・確
保が必要である。

第 三 者 の 意 見 ・ 事業の実施により、ほ場の整備、農業用水が確保され、大型機械
の導入により農作業が効率的になったことや単収の増加による生産
性の向上など、効果の発現がみられる。また、集落道路や営農飲雑
用水施設の整備により生活環境の向上がみられる

・ 今後は、地域農業を維持するため、新規就農者や担い手の育成・
確保が望まれる。
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