
地区別事業概要

た み な や ご に や

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 田皆・矢護仁屋
農地整備事業

ちなちょう

関係市町村 鹿児島県大島郡知名町 事業主体 鹿児島県
おおしまぐん

事業目的 本地区は、沖永良部島の北西部に位置し、農業を基幹産業とする畑作農業地帯
で、ソリダコやスプレーぎく等を組み合わせた営農が展開されている。

地区内の農地は、過去の事業により、区画整理で営農条件は改善されたものの、
水源に乏しく、年間を通じて畑作に必要な安定した降雨が不足しているため、干ば
つ被害を受けやすく、農業の生産性及び農業経営の安定に支障を来している。ま
た、農道については降雨による路面侵食が著しく、通作や荷痛み作物の輸送に影響
を及ぼしている状況であり、度重なる砂利散布等の維持補修に多大な労力を費やし
ている。

このため、本事業により国営かんがい排水事業による基幹的水利施設の整備と一
体となって、末端の畑地かんがい施設の整備と農道の舗装を行うことにより、農業
生産性の向上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

143ha 173戸 1,689百万円 平成27～34年度

主要工事 畑地かんがい 143ha
農道 4km

関連事業 国営かんがい排水事業 沖永良部地区
県営畑地帯総合整備事業 第一西原地区
県営畑地帯総合整備事業 第二西原地区
県営畑地帯総合整備事業 第一矢護仁屋地区
県営畑地帯総合整備事業 第二矢護仁屋地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

6,872百万円 6,519百万円 1.05 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：田皆・矢護仁屋地区土地改良事業計画概要書（鹿児島県県農地整備課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）　田皆・矢護仁屋地区

県内位置図

凡例



地区別事業概要

農業競争力強化基盤整備事業 るもいちゅうなんぶちく

事 業 名 草地畜産基盤整備事業 地区名 留萌中南部地区

とままえぐんとままえちょう はぼろちょう しょさんべつむら

関係市町村 北海道苫前郡苫前町・羽幌町・初山別村 事業主体 （公財）北海道農業公社
てしおぐんえんべつちょう

天塩郡遠別町

事業目的 本地区は、北海道の北西部に位置し、酪農経営を主体に取り組まれている。

しかしながら、昨今の酪農・肉用牛を取り巻く情勢は厳しさを増しており、低コ
ストで安全・高品質な畜産物を生産する体制の確立が急務となっている。

このため、本事業により区画整理や法人化による農業用施設等の整備を行い、飼
料基盤に立脚し安定した酪農及び肉用牛経営を確立し、本地域の農業競争力の強化
を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

618ha 40戸 1,180百万円 平成27～30年度

主要工事 区画整理 618ha、農業用施設整備 3棟

関連事業

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

1,131百万円 1,020百万円 1.10 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：留萌中南部地区土地改良事業計画概要書（北海道農村計画課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業草地畜産基盤整備事業（畜産担い手総合整備型）再編整備事業　留萌中南部地区



地区別事業概要

農業競争力強化基盤整備事業 えさしとうぶちく

事 業 名 草地畜産基盤整備事業 地区名 枝幸東部地区

えさしぐんえさしちょう

関係市町村 北海道枝幸郡枝幸町 事業主体 （公財）北海道農業公社

事業目的 本地区は、北海道の北部に位置し、酪農経営を主体に取り組まれている。

しかしながら、昨今の酪農・肉用牛を取り巻く情勢は厳しさを増しており、低コ
ストで安全・高品質な畜産物を生産する体制の確立が急務となっている。

このため、本事業により区画整理や農業用施設等の整備を行い、飼料基盤に立脚
し安定した酪農経営の確立を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

925ha 64戸 1,218百万円 平成27～30年度

主要工事 区画整理 925ha、農業用施設整備 4棟

関連事業

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

1,341百万円 1,060百万円 1.26 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：枝幸東部地区土地改良事業計画概要書（北海道農村計画課作成）



農業競争力強化基盤整備事業草地畜産基盤整備事業（畜産担い手総合整備型）再編整備事業　枝幸東部地区

概　　　　　要　　　　　図
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地区別事業概要

農業競争力強化基盤整備事業 にしちゅうそこばる

事 業 名 地区名 西中底原
（水利施設整備事業）

みやこじまし

関係市町村 沖縄県宮古島市 事業主体 沖縄県

事業目的 本地区は、宮古島南部に位置し、基幹作物であるさとうきびを主体とした営農が
展開されている。

地区内の土壌は、琉球石灰岩を母岩とする保水力に乏しい島尻マージ土壌が広く
分布しており、恒常的な干ばつ被害を受けている。また、農地は不整形で、通作道
が少なく、多大な営農労力を必要とし、農家の大きな負担となっている。さらに、
地区内には浸透池が設置できない排水不良地域があるため営農に支障を来してい
る。

このため、本事業により国営かんがい排水事業と一体的に畑地かんがい施設の整
備と併せて区画整理を行うことにより、干ばつ被害の解消と付加価値の高い作物へ
の転換を図るとともに、営農労力を軽減し、本地域の農業競争力の強化を図るもの
である。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

82ha 123戸 3,596百万円 平成27～34年度

主要工事 畑地かんがい 82ha 排水路　２km
区画整理 54ha

関連事業 国営かんがい排水事業 宮古地区
国営かんがい排水事業 宮古伊良部地区
公団営農用地等緊急保全整備事業 宮古地区
県営農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）山底地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

4,941百万円 4,736百万円 1.04 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：西中底原地区県営土地改良事業計画概要書（沖縄県宮古農林水産振興センター農林水産整備課
作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（水利施設整備事業）　西中底原地区

宮古島市

西中底原地区



地区別事業概要

農業競争力強化基盤整備事業 かみくにし

事 業 名 地区名 上区西
（水利施設整備事業）

みやこじまし

関係市町村 沖縄県宮古島市 事業主体 沖縄県

事業目的 本地区は、宮古島中央部に位置し、基幹作物であるさとうきびを主体とした営農
が展開されている。

地区内の土壌は、琉球石灰岩を母岩とする保水力に乏しい島尻マージ土壌が広く
分布しており、恒常的な干ばつ被害を受けている。また、農地は不整形で、通作道
が少なく、多大な営農労力を必要とし、農家の大きな負担となっている。

このため、本事業により国営かんがい排水事業と一体的に畑地かんがい施設の整
備と併せて区画整理を行うことにより、干ばつ被害の解消と付加価値の高い作物へ
の転換を図るとともに、営農労力を軽減し、本地域の農業競争力の強化を図るもの
である。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

27ha 58戸 1,159百万円 平成27～32年度

主要工事 畑地かんがい 27ha
区画整理 27ha

関連事業 国営かんがい排水事業 宮古地区
国営かんがい排水事業 宮古伊良部地区
公団営農用地等緊急保全整備事業 宮古地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

1,506百万円 1,401百万円 1.07 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：上区西地区県営土地改良事業計画概要書（沖縄県宮古農林水産振興センター農林水産整備課作
成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（水利施設整備事業）　上区西地区

宮古島市

上区西地区
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