
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

高岡市 （旧高岡市、旧西礪波郡
た か お か し たかおか し にし と なみぐん

都道府県名 富山県 関係市町村名
福岡町）
ふくおかまち

ご い し ょ う

事 業 名 かんがい排水事業 地 区 名 五位庄
（農業用水再編対策事業）

事業主体名 富山県 事業完了年度 平成21年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、富山県の西部に位置し、一級河川小矢部川流域の低平地に広がる農業

地帯であり、水稲を中心に水田の畑利用による大麦、大豆等を組み合わせた営農が
展開されている。

しかしながら、本地区の用水路は築造後40年以上が経過し、施設の老朽化による
漏水等により、農業用水の確保に支障が生じるとともに維持管理に多大な労力を費
やしていた。

このため、本事業により用水路の改修を行うことにより、農業用水の更なる効率
的利用が促進され、農業生産性の向上と維持管理の節減を図り、農業経営の安定と
地域農業の振興に資する。

受益面積：626ha
受益者数：880人
主要工事：用水路8.4km
総事業費：2,925百万円
工 期：平成12年度～平成21年度
関連事業：なし

〔項 目〕
１ 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５％減少し、富山県全体の
減少率３％を上回っている。

【人口、世帯数】
区分 平成12年 平成22年 増減率

総人口 185,682人 176,945人 △５％
総世帯数 59,083戸 63,564戸 ８％

（出典：国勢調査）

産業別就業人口については、第１次産業の割合が平成12年の３％から平成22年の２％に
減少しており、平成22年の富山県全体の割合４％に比べて低い状況となっている。

【産業別就業人口】
区分 平成12年 平成22年

割合 割合
第１次産業 2,434人 ３％ 1,941人 ２％
第２次産業 38,981人 39％ 28,727人 34％
第３次産業 57,277人 58％ 53,820人 64％

（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
平成12年と平成22年を比較すると、耕地面積は５％、農家戸数は43％、農業就業人口は

54％減少しており、65歳以上の農業就業人口についても43％減少している。
一方で、農家１戸当たりの経営面積は69％、認定農業者数は159％増加している。



区分 平成12年 平成22年 増減率
耕地面積 5,730ha 5,420ha △５％
農家戸数 4,395戸 2,499戸 △43％
農業就業人口 16,333人 7,515人 △54％

うち65歳以上 4,769人 2,742人 △43％
戸当たり経営面積 1.3ha/戸 2.2ha/戸 69％
認定農業者数 39人 101人 159％

注）集計範囲：関係22集落（ただし、耕地面積及び認定農業者は高岡市。販売農家
での集計（認定農業者の区分を除く。）。

（出典：富山農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は富山県調べ）

２ 事業により整備された施設の管理状況
整備された用水路は、福岡町土地改良区により適切に維持管理されており、草刈り、止水

期に行う土砂上げ、ごみ片付け等(年２回程度)の日常管理は地元自治会により実施されてい
る。

３ 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、大麦、大豆については、農地面積の減少から計画を下回っているが、なす、ほう
れんそう、トマト、はくさい、だいこん等の野菜類はほぼ計画どおりの作付けとなってい
る。

【作付面積】 （単位：ha)
事業計画（平成11年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成11年）
水稲 403 403 390
大麦 96 96 93
大豆 69 69 67
なす ３ ３ ３
ほうれんそう ３ ３ ３
トマト ２ ２ ２
はくさい ４ ４ ４
だいこん ４ ４ ４

（出典：事業計画書、富山県聞き取り）

【生産量】 （単位：ｔ）
事業計画（平成11年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成11年）
水稲 2,132 2,172 2,188
大麦 292 292 286
大豆 137 137 99
なす 52 52 78
ほうれんそう 55 55 30
トマト 49 49 40
はくさい 116 116 120
だいこん 116 116 152

（出典：事業計画書、富山県聞き取り）

【生産額】 （単位：百万円）
事業計画（平成11年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成11年）
水稲 586 586 464
大麦 43 43 ９



大豆 29 29 10
なす 11 11 17
ほうれんそう 22 22 13
トマト 13 13 10
はくさい ５ ５ ８
だいこん ６ ６ 12

（出典：事業計画書、富山県聞き取り）

４ 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
本事業の実施による農業用水の安定供給により、水稲、なす等の単収が増加し、農業

生産性の向上が図られているほか、水稲については、「五位庄米」といったブランド米で
販売され、生産の拡大が図られるなど地域農業の振興にも寄与している。一方、大豆、
ほうれんそう、トマトについては、近年の天候不順等により、計画単収を下回ってい
る。

【単収】 （単位：kg/10a）
事業計画（平成11年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成11年）
水稲 529 539 561
大麦 304 304 307
大豆 198 198 148
なす 1,735 1,735 2,600
ほうれんそう 1,849 1,849 1,000
トマト 2,457 2,457 2,000
はくさい 2,899 2,899 3,000
だいこん 2,905 2,905 3,800

（出典:事業計画書、富山県聞き取り）

（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・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の確保

用水路の改修により老朽化による漏水がなくなり、下流まで農業用水の安定供給が図
られている。また、一部区間では水路断面を拡幅したことにより降雨時の湛水被害の防
止が図られ、農業経営の安定化に寄与している。

受益農家への聞き取りでは、「用水不足が解消され、必要な時期に十分な農業用水を
確保できるようになった」、｢大雨時に用水路の水が溢れなくなった｣との回答が得られ
た。

② 農地の整備、安定的な水利システムの維持や農村環境の保全等による農業・農村の多面
的機能の発揮

用水路の改修により老朽化による整備補修作業、農業用水の安定供給による用水不足
時の見回り対応や浚渫等の維持管理作業が軽減され、事業実施前に比べ維持管理費が
11,263千円減少した。(平成11年：14,523千円→平成26年：3,260千円）

また、用水路の整備に併せて、防火水槽、景観保全施設、消流雪施設を整備したこと
により地域用水機能が確保されている。

受益農家への聞き取りでは、「防火水槽が整備されたことで防火に対する安心感が向
上した」、「消雪施設が設置され除雪が楽になった」との回答が得られた。

（出典：福岡町土地改良区聞き取り）

（３）事業による波及的効果等
整備された用水路は、流域小学校の地域の歴史等を学ぶ総合学習の場としても活用されて

おり、農業水利施設の多面的な役割の理解に役立っている。
また、平成12年からは毎年、用水を守り育てる活動として、受益地内の福岡小学校、石 堤

いしづつみ

小学校、福岡中学校を対象とした写真コンテストを開催しており、小中学生が「五位庄用水
とくらし」をテーマに撮影した写真を高岡農林水産物フェア等で展示している。

（出典：福岡町土地改良区聞き取り）



（４）事後評価時点における費用対効果分析の結果
妥当投資額 3,680 百万円
総事業費 3,282百万円
投資効率 1.12

（注）投資効率方式により算定。

５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境

用水施設の維持管理の一環として、地域の多面的機能支払交付金を活用した活動組織が
主体となり、地域住民とともに用水路周辺で植栽や花壇作りを行うことにより、地域住民
へ用水機能の周知が図られるとともに、生活環境に潤いを与えている。

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

ているものの、地区内には一連の水利施設を構成する五位庄頭首工や取水口などで老朽化が
進行している。このため、劣化の状況に応じた補修・更新等を計画的に行うことにより、今
後とも施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る保全管理が必要である。

事 後 評 価 結 果 本事業の実施により、農業用水の安定供給が図られたことで農業
生産性が向上するとともに維持管理費の節減などの事業効果が発現
している。

今後は、一連の農業水利施設のうち、老朽化が進行している五位
庄頭首工や取水口についても、定期的な施設機能診断と計画的な施
設の補修・更新等を実施し、施設の長寿命化とライフサイクルコス
トの低減を図る保全管理が必要である。

第 三 者 の 意 見 農業用水路の改修により維持管理費が節減されるとともに、農業
用水の安定供給により地域ブランド米「五位庄米」の生産拡大が図
られる等の効果が確認された。

また、当地区の用水路は、地域の防火用水、消流雪用水としての
機能を有し、副次的な効果も発現している。

今後は、本事業で整備されなかった農業水利施設のうち、老朽化
が進行している施設についても定期的な施設機能診断に基づく計画
的な補修・更新等により、「長寿命化」（施設の効果発現の長期化）
を図っていくことが重要である。さらに、農業用水の歴史やその重
要性が、地域住民に一層浸透するための取組が今後とも継続される
ことを望む。
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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 北陸農政局

都道府県名 福井県 関係市町村名 福井市
ふ く い し

あすわがわとうしゅこう

事 業 名 かんがい排水事業 地 区 名 足羽川頭首工
（農業用水再編対策事業）

事業主体名 福井県 事業完了年度 平成20年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、福井県の嶺北に位置し、一級河川足羽川流域の低平地に広がる農業地帯

であり、水稲を中心に水田の畑利用による大豆、大麦、そば、花き（きく）等を組み
合わせた営農が展開されている。

しかしながら、本地区の頭首工及び用水路は築造後40年以上が経過し、施設の老
朽化が著しく、適正な農業用水の水管理に支障が生じるとともに、維持管理に多大
な労力を費やしていた。

このため、本事業により足羽川頭首工の全面改修及び用水路の改修を行い、農業
用水の水管理の合理化と農業経営の安定化を図り、併せて用水路の整備を行い地域
用水機能の増進に資する。

受益面積：2,065ha
受益者数：3,076人
主要工事：頭首工１式、用水路14.0km
総事業費：7,400百万円
工 期：平成10年度～平成20年度（計画変更：平成13年度）
関連事業：なし

〔項 目〕
１ 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年を比較するとほぼ横ばいで推移しており、
福井県全体の減少率２％より低くなっている。

【人口、世帯数】
区分 平成７年 平成22年 増減率

総人口 268,117人 267,863人 ０％
総世帯数 84,683戸 97,932戸 16％

（出典：国勢調査）

産業別就業人口については、第１次産業の割合が平成７年の４％から平成22年の２％に減
少しており、平成22年の福井県全体の割合４％に比べて低い状況となっている。

【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 6,063人 ４％ 3,074人 ２％
第２次産業 47,399人 33％ 33,555人 27％
第３次産業 92,602人 63％ 90,027人 71％

（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、耕地面積は10％減少、農家戸数は44％減少、農業就業

人口は､66％減少しており、65歳以上の農業就業人口についても17％減少している。
一方、農家１戸当たりの経営面積は58％増加し、認定農業者数は21倍に増加している。



区分 平成７年 平成22年 増減率
耕地面積 8,930ha 8,070ha △10％
農家戸数 7,563戸 4,227戸 △44％
農業就業人口 36,924人 12,513人 △66％

うち65歳以上 5,647人 4,661人 △17％
戸当たり経営面積 1.2ha/戸 1.9ha/戸 58％
認定農業者数 ９人 198人 2,100％

注）集計範囲：関係94集落（ただし、耕地面積及び認定農業者は福井市。
販売農家での集計（認定農業者の区分を除く。）。

（出典：福井農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は福井県調べ）

２ 事業により整備された施設の管理状況
整備された頭首工は、足羽川堰堤土地改良区連合、用水路は、関係７土地改良区により適切

に維持管理されている。また、用水路の草刈りや、止水期に行う土砂上げ、ごみ片付け等の日
常管理は、各集落により実施されている。

３ 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

頭首工及び用水路の改修により、農業用水の安定供給や水管理の合理化が図られたことか
ら、水稲、花きの作付面積は計画を上回っており、新たにWCS、そば、たまねぎ、ばれいし
ょも作付けされている。

【作付面積】 （単位：ha)
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成10年）
水稲 1,389 1,389 1,556
WCS － － 40
大豆 180 234 88
大麦 489 465 353
そば － － 213
花き(きく) ３ ５ ６
トマト ２ ９ ４
たまねぎ － － ３
ばれいしょ － － ３
きゅうり １ ２ １
ほうれんそう 24 38 19
キャベツ ９ 12 ６
だいこん ７ 14 ７
はくさい ５ ７ ４

（出典：事業計画書(最終計画）、福井市聞き取り）

【生産量】 （単位：ｔ、※は千本）
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成10年）
水稲 7,223 7,223 8,402
WCS － － 744
大豆 261 339 129
大麦 1,487 1,414 1,077
そば － － 113
花き（きく） ※723 ※1,206 ※2,268
トマト 101 454 83
たまねぎ － － 56
ばれいしょ － － 36
きゅうり 28 56 16
ほうれんそう 306 484 192
キャベツ 278 371 138



だいこん 235 470 159
はくさい 121 169 75

（出典：事業計画書（最終計画）、福井市聞き取り）

【生産額】 （単位：百万円）
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成10年）
水稲 1,734 1,734 2,101
WCS － － ８
大豆 60 78 18
大麦 192 182 60
そば － － 35
花き(きく) 40 66 125
トマト 29 132 25
たまねぎ － － 16
ばれいしょ － － ４
きゅうり ７ 14 ４
ほうれんそう 153 242 81
キャベツ 26 35 ９
だいこん 25 49 11
はくさい ９ 13 ３

（出典：事業計画書(最終計画）、福井市聞き取り）

４ 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
本事業の実施による農業用水の安定供給により、水稲、花きの単収が増加するなど農業

生産性の向上が図られているほか、新たに、WCS、たまねぎ及びばれいしょが作付され、
地域農業の振興にも寄与している。

一方で、きゅうり、トマト等の野菜類については単収が減少している。

【単収】 （単位：kg/10a、※は、本/10a）
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成10年）
水稲 520 520 540
WCS － － 1,860
大豆 145 145 147
大麦 304 304 305
そば － － 53
花き(きく) ※24,116 ※24,116 ※37,800
トマト 5,048 5,048 2,082
たまねぎ － － 1,878
ばれいしょ － － 1,210
きゅうり 2,782 2,782 1,603
ほうれんそう 1,273 1,273 1,010
キャベツ 3,088 3,088 2,303
だいこん 3,360 3,360 2,277
はくさい 2,421 2,421 1,886

（出典:事業計画書（最終計画）、福井市聞き取り）

② 施設整備による被害の防止・軽減
本事業の実施により、頭首工の計画高水流量が800m /sから1,800m /sに改修されたこと3 3

で、河川の流水が安全に流下できるようになっている。



【湛水被害】 （単位：千円)
事業計画（平成13年） 評価時点

区 分 現況 計画 （平成26年）
（平成10年）

被害額 54,669 ０ ０
注１）事業計画における被害額は、想定される被害額により整理したものである。
注２）評価時点における被害額は、事業完了後の被害実績により整理。

（出典：事業計画書（最終計画）、足羽川堰堤土地改良区連合聞取り）

（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 農地の整備、安定的な水利システムの維持や農村環境の保全等による農業・農村の多面的

機能の発揮
頭首工及び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

補修整備や用水不足時の見回り等の維持管理作業が軽減され事業実施前と比べ維持管理費
が39,052千円減少（平成10年：50,682千円→平成26年：11,630千円）した。

また、受益農家への聞き取りでは、「頭首工及び用水路の改修により農業用水の安定供
給が図られたか」との問に対し、「安定的に農業用水を確保できるようになった」、「用水
路の維持管理に係る作業が軽減された」等の回答が得られた。

さらに、一部区間で、用水路と一体的に整備された親水施設やビオトープは、周辺住民
の憩いの場や周辺の小学校の生きもの調査など総合学習の場としても活用されており、地
域用水機能が発揮されている。

（出典：足羽川堰堤土地改良区連合聞き取り）

（３）事業による波及的効果等
整備された用水路は、周辺の小学校の生きもの調査の体験など総合学習の場としても活

用されており、農業水利施設の多面的な役割の理解に役立っている。
さらに、景観に配慮した頭首工や用水路と一体的に整備された親水施設の整備に併せて、

他事業により道の駅「一乗谷あさくら水の駅」が整備され、地域で生産された農産物が販売
されており地域振興に役立っている。

（出典：足羽川堰堤土地改良区連合聞き取り）

（４）事後評価時点における費用対効果分析の結果
妥当投資額 9,144百万円
総事業費 8,388百万円
投資効率 1.09

（注）投資効率方式により算定。

５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境

用水施設の維持管理の一環として、多面的機能支払交付金を活用した活動組織が主体とな
り、用水路周辺で植栽を行うことにより、地域住民へ用水機能の周知が図られるとともに、
生活環境に潤いを与えている。

（２）自然環境
一部区間で、用水路と一体的に整備された親水施設やビオトープは、周辺住民の憩いの場

や周辺の小学校の生きもの調査など総合学習の場としても活用されている。
なお、生きもの調査の結果、事業実施前に生息していた生きものが、事業実施後も確認さ

れている。

６ 今後の課題等
本事業により老朽化した頭首工及び用水路の改修を行ったことで、農業用水の安定供給など

が図られているものの、地区内には事業実施箇所同様に老朽化が進行している水利施設が散見
されるため、劣化の状況に応じた補修・更新等を計画的に行うことにより、今後とも施設の長
寿命化とライフサイクルコストの低減を図る保全管理が必要である。

事 後 評 価 結 果 本事業の実施により、農業用水の安定供給が図られたことで農業生
産性が向上するとともに、維持管理費の節減などの事業効果が発現し
ている。

親水施設やビオトープが用水路と一体的に整備され周辺住民の憩い



の場や周辺の小学校の生きもの調査の体験など総合学習の場としても
活用され、地域用水機能を発揮している。

今後は、他の老朽化した水利施設についても、定期的な施設機能診
断と計画的な施設の補修・更新等を実施し、施設の長寿命化とライフ
サイクルコストの低減を図る保全管理が必要である。

第 三 者 の 意 見 頭首工等の改修により維持管理費が節減されるとともに、用水の安
定供給により多様な作物生産が可能となる等の農業生産性の向上効果
が確認された。

また、頭首工から流下させることが可能な河川流量（計画高水流
量）が２倍以上（800㎥/Sから1,800㎥/S）に増大し、洪水の危険性を
著しく軽減する効果も確認された。

さらに、本地区の用水路は、地域の親水施設やビオトープとして住
民の憩いの場や小学校の学習の場として活用されるなどの副次的な効
果も発現している。

今後は、本事業で整備されなかった農業水利施設のうち、老朽化が
進行している施設についても定期的な施設機能診断に基づく計画的な
補修・更新等により、「長寿命化」（施設の効果発現の長期化）を図
っていくことが重要である。さらに、農業用水の歴史やその重要性
が、地域住民に一層浸透するための取組が今後とも継続されることを
望む。
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