
地区別事業概要

だ い い ち な ん ぶ

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地 区 名 第一南部
農地整備事業

おおしまぐんあまぎちょう

関係市町村 鹿児島県大島郡天城町 事業主体 鹿児島県

事 業 目 的 本地区では、さとうきびを基幹作物とし、ばれいしょ、しょうがなどの露地作物
が栽培されているが、用水施設がないため、天水に頼らざるを得ず用水確保に苦慮
している。農道においては降雨等による路面侵食により、走行や補修に労力を費や
している状況が見受けられ、さらに一部ほ場においては、大型機械走行による作土
の圧密や化学肥料依存等による地力低下が見られる。また、徳之島ダム下流の団地
では区画が不整形のうえ、道排水路が未整備のため、大型機械の通行や使用に苦慮
するなど営農条件が厳しい状況にある。

このことから、本事業により農業用水施設の整備、区画整理、農道整備及び客土
を総合的に実施することにより営農条件の格差是正を図り、農業の生産性の向上、
農地流動化による規模拡大と担い手農家への支援を行うことで、安定的な農業経営
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

182ha 107戸 3,267百万円 平成28～33年度

主要工事 ・畑地かんがい 182ha
・区画整理 24ha
・農道 ２km
・客土 69ha

関連事業 国営かんがい排水事業 徳之島用水地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

8,476百万円 6,706百万円 1.26 総費用総便益比方式

概 要 図 別添のとおり

出典：第一南部地区土地改良事業計画概要書（鹿児島県農政部農地整備課作成）



概　　　　要　　　　図

　農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）　第一南部地区

県内位置図

凡例

■概要図（A４　１ページ）
　鮮明な図面（凡例あり、都道府県における位置の明記あり、「○○一般平面図」等の
記載がないもの）



地区別事業概要

しもなん

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 下南
農地整備事業

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、宮古島の中央部に位置し、基幹作物であるさとうきび、葉たばこを主
体とした営農が展開されている畑作地帯であり、耕土深が厚く肥沃な島尻マージ土
壌が広がっているものの、農地は不整形で通作道が少なく、多大な営農労力を必要
としていることから、農業生産性が低く農業経営に支障を来している。

このため、本事業により区画整理による大区画ほ場を整備することで、機械化体
系を確立し、農業生産性の向上による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、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

52ha 75戸 1,233百万円 平成28～33年度

主要工事 区画整理 52ha

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
公団営農地等緊急保全整備事業 宮古地区
県営かんがい排水事業 下南地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

2,613百万円 2,446百万円 1.06 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：下南地区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（農地整備事業）　下南地区

県内位置図

凡例

沖縄本島

宮古島

石垣島

西表島

久米島

下南地区



地区別事業概要

ま ら せ みね

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 真良瀬嶺
農地整備事業

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、宮古島の東部に位置し、基幹作物であるさとうきび、葉たばこを主体
とした営農が展開されている畑作地帯であり、耕土深が厚く肥沃な島尻マージ土壌
が広がっているものの、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
していることから、農業生産性が低く農業経営に支障を来している。

このため、本事業により区画整理による大区画ほ場を整備することで機械化体系
を確立し、農業生産性の向上による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

50ha 77戸 1,325百万円 平成28～33年度

主要工事 区画整理 50ha

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

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

2,711百万円 2,551百万円 1.06 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：真良瀬嶺地区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（農地整備事業）　真良瀬嶺地区

県内位置図

凡例

沖縄本島

宮古島

石垣島

位置図

西表島

久米島



地区別事業概要

農業競争力強化基盤整備事業
事 業 名 水利施設整備事業 地区名 早井東部

はや い とう ぶ

いなしきぐんかわちまち

関係市町村 茨城県稲敷郡河内町 事業主体 茨城県

事業目的 本地区は、茨城県河内町の南西部に位置し、水稲を主体とした営農が展開されて
いる。
本地区の農業用施設は設置後40年以上が経過し、老朽化が著しく、施設の維持管

理に多大な労力を費やしている。
このため、本事業により用水機場及び用水路を一体的に整備することで用水の安

定供給や配水の適正化、維持管理費の節減を図り、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

667ha 681戸 1,109百万円 平成28～35年度

主要工事 用水路 ３km
用水機場 ２箇所

関連事業 国営新利根沿岸農業水利事業
県営ほ場整備事業 河内地区
県営ほ場整備事業 河内二期地区
県営新農業水利システム保全整備事業 早井地区
県営ストックマネジメント事業 河内第６機場地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

10,851百万円 3,861百万円 2.81 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：早井東部地区土地改良事業計画概要書（茨城県農村計画課作成）





地区別事業概要

農業競争力強化基盤整備事業 おおはま

事 業 名 地区名 大浜
水利施設整備事業

いしがきし

関係市町村 沖縄県石垣市 事業主体 沖縄県

事業目的 本地区は、石垣島の南部に位置し、前歴事業である県営かんがい排水事業大浜地
区等により畑地かんがい施設が整備され、さとうきび、牧草、パインアップル等の
多様な営農形態が展開する農業が盛んな地域である。

しかしながら、畑地かんがい施設は建設から30年以上が経過し老朽化が著しく、
断水等の機能障害が生じ、維持管理に多大な労力を要していることに加え、栽培作
物の多様化等により各ほ場における用水利用に変化が生じ給水施設の位置変更や新
設が必要となっていることから、営農に支障を来している。

このため、本事業により老朽化した畑地かんがい施設の更新整備及び各ほ場の営
農形態を考慮した給水施設を整備し、農業水利施設の長寿命化及び農業用水の安定
供給を図り、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

151ha 346戸 1,715百万円 平成28～35年度

主要工事
畑地かんがい 151ha

関連事業 国営かんがい排水事業 石垣島地区
国営かんがい排水事業 宮良川地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,843百万円 3,674百万円 1.04 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：大浜地区土地改良事業計画概要書（沖縄県八重山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）　大浜地区
県内位置図



地区別事業概要

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 大里・星野
おおざと ほし の

水利施設整備事業

関係市町村 沖縄県石垣市 事業主体 沖縄県
いしがき し

事業目的 本地区は、石垣島の東部に位置し、基幹作物であるさとうきびを主体とした営農
が展開されている畑作地帯である。しかしながら、畑地かんがい施設が未整備であ
り恒常的な干ばつ被害を受けていることから、農業生産性が低く農業経営に支障を
来している。

このため、本事業により畑地かんがい施設を整備し、農業用水の安定供給、農業
生産性の向上及び農業経営の安定を図り、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

82ha 60戸 1,194百万円 平成28～34年度

主要工事 畑地かんがい 82ha

関連事業 国営かんがい排水事業 宮良川地区
国営かんがい排水事業 石垣島地区
県営かんがい排水事業 宮良川北地区
県営農地保全整備事業 大里地区
県営農地保全整備事業 星野地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,571百万円 3,440百万円 1.03 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：大里・星野地区土地改良事業計画概要書（沖縄県八重山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）　大里・星野地区

大里･星野地区

県 内 位 置 図
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