
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 熊本市（旧鹿本郡植木町）、
くまもとし か もとぐんうえ き まち

玉名市（旧玉名郡天水町）、
たま な し たま な ぐんてんすいまち

玉 東町
ぎよくとうまち

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 金峰北部
きんぽうほく ぶ

（農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業）

事業主体名 熊本県 事業完了年度 平成21年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、熊本県熊本地方の北西に位置し、金峰山北麓の樹園地を中心とした農業

きんぽうさんほくろく

地帯であり、温州みかんを主とした柑橘類の生産が行われている。
しかしながら、基幹的な農道が整備されておらず、本地区と広域農道、主要地方道

を結ぶ道路は１車線区間が多いことに加え、地区内の農道幅員も２ｍ程度と狭く、農
産物の集出荷やほ場への資材搬入等に支障を来していた。

このため、本事業により基幹的な農道の整備を行い、農産物輸送の効率化を促進
し、農業経営の安定に資する。

受益面積：445ha
受益者数：367人
主要工事：農道6.1km
総事業費：2,888百万円
工 期：平成元年度～平成21年度（計画変更：平成13年度）
関連事業：ふるさと農道緊急整備事業 金峰北部地区、町営道路改良事業

〔項 目〕
１ 社会経済情勢の変化
（１）社会情勢の変化

旧植木町、旧天水町、玉東町の総人口について、昭和60年と平成22年を比較すると1％減
少し、熊本県全体の減少率1％と同程度で推移している。

【人口、世帯数】
区分 昭和60年 平成22年 増減率

総人口 42,542人 41,950人 △1％
総世帯数 10,974戸 13,710戸 25％

（出典：国勢調査）

産業別就業人口については、第１次産業の割合が昭和60年の37％から平成22年の23％に減
少しているものの、平成22年は熊本県全体の割合11％に比べて高い状況となっている。

【産業別就業人口】
区分 昭和60年 平成22年

割合 割合
第１次産業 7,901人 37％ 4,581人 23％
第２次産業 4,995人 23％ 4,561人 23％
第３次産業 8,405人 40％ 11,001人 54％

（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
昭和60年と平成22年を比較すると、耕地面積は20％、農家戸数は34％、農業就業人口は46

％減少しているものの、65歳以上の農業就業人口は59％増加している。
一方、農家１戸当たりの経営面積は13％、認定農業者数は約18倍に増加している。



区分 昭和60年 平成22年 増減率
耕地面積 24,511ha 19,637ha △20％
農家戸数 4,289戸 2,842戸 △34％
農業就業人口 9,307人 5,059人 △46％

うち65歳以上 1,470人 2,335人 59％
戸当たり経営面積 1.20ha/戸 1.35ha/戸 13％
認定農業者数 151人 2757人 1726％

（平成６年度）
注）耕地面積及び認定農業者数は熊本市、玉名市、玉東町の数値、

その他は旧植木町、旧天水町、玉東町の数値。
（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）

２ 事業により整備された施設の管理状況
本事業により整備された農道は、熊本市、玉名市、玉東町により定期的な草刈りやアスフ

ァルト舗装の補修が行われるなど適切に維持管理されている。

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

農道の整備により、効率的な農産物輸送が図られたことで、温州みかんの作付け面積は維
持されているとともに、品質向上やブランド化の取組みにより生産額は増加している。

【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13年）
温州みかん（早生） 311 311 311
温州みかん（普通） 83 83 78
温州みかん（ﾊｳｽ） 34 34 34
すいか 16 16 16
メロン 16 16 16

（出典：事業計画書（最終計画）、市町聞取り等）

【生産量】 （単位：ｔ）
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成13年）
温州みかん（早生） 8,276 8,276 8,587
温州みかん（普通） 1,682 1,682 1,491
温州みかん（ﾊｳｽ） 2,108 2,108 1,870
すいか 768 768 569
メロン 407 407 369

（出典：事業計画書（最終計画）、市町聞取り等）

【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13年）
温州みかん（早生） 1,672 1,672 1,735
温州みかん（普通） 311 311 173
温州みかん（ﾊｳｽ） 1,054 1,054 1,008
すいか 94 94 108
メロン 129 129 140

（出典：事業計画書（最終計画）、熊本県調べ）



（２）営農走行経費の節減
本事業の実施により、農産物を輸送する車両の大型化や走行速度の向上が図られ、出荷時

間等の節減が図られている。

【通作時間】 （単位：hr）
事業計画（平成13年） 評価時点

現況 計画 （平成26年）
区分 （平成13年）
軽トラック 28,462 7,454 7,384

（出典:事業計画書（最終計画）、熊本県調べ等）

【輸送時間】 （単位：hr）
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成13年）
軽トラック 101,554 12,578 11,828
１tトラック 2,340 2,571 2,357
２tトラック 3,471 2,911 2,690
４tトラック 79 65 64
６tトラック 6 4 4
８tトラック 5 2 2

（出典:事業計画書（最終計画）、熊本県調べ等）

【走行経費】 （単位：千円）
現 況 計 画 評価時点

区分 （平成13年） （平成26年）

営農走行経費 352,736 187,147 182,053
（出典:事業計画書（最終計画）、熊本県調べ等）

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
事業実施前は、主要農産物である温州みかんの出荷は、狭小な市町道（車道幅員3.0ｍ程

度）を利用していたが、本農道（車道幅員5.5ｍ）が整備されたことにより、輸送距離が短
縮されるとともに、車両の大型化と走行速度の向上が図られ、輸送時間が大幅に短縮され
た。
その結果、営農に係る走行経費が約５割節減され、農業生産性の向上が図られている。

【農家（貯蔵庫）～ 選果場、市場】
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成26年）

（平成13年）
輸送距離 （温州みかん

１次輸送）1.6㎞ 1.0㎞ 1.0㎞
輸送車両 （１次輸送） （１次輸送） （１次輸送）

軽トラック 80% 軽トラック 35% 軽トラック 35%
１ｔトラック 5% １ｔトラック20% １ｔトラック20%
２ｔトラック15% ２ｔトラック45% ２ｔ ト ラ ッ ク 4 5 %
（２次輸送） （２次輸送） （２次輸送）
１ｔトラック15% １ｔトラック 5% １ｔトラック 5%
２ｔトラック35% ２ｔトラック20% ２ｔトラック20%
４ｔトラック40% ４ｔトラック65% ４ｔトラック65%



６ｔトラック 5% ６ｔトラック 5% ６ｔトラック 5%
８ｔトラック 5% ８ｔトラック 5% ８ｔトラック 5%

走行速度 15km/hr 35km/hr 35km/hr
輸送時間 8,305hr 2,271hr 2,208hr
輸送台数 49,181台 29,052台 27,892台

（出典：事業計画書（最終計画）、熊本県調べ）

（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 農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化

農道が整備されたことで、地区内からの効率的な農産物輸送や通作時間の短縮等によ
り、作付面積が維持され、さらに、産地形成の強化が図られている。

また、本農道の受益地で生産された温州みかんは主に「熊本みかん」として出荷され、

ＪＡたまなでは有機・減農薬栽培されたみかんを「草 枕 みかん」としてブランド化し差
くさまくら

別化を図っている。

（３）事業による波及的効果等
本農道の整備により、玉名市と熊本市北部を直接結ぶルートができ、大型バスの通行も可

能となったことで、交通量が増加し、地域観光の活性化に寄与している。

（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 3,573百万円
総事業費 3,501百万円
投資効率 1.02

（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

本事業で整備された農道は、農産物の集出荷や通作のみならず、地域住民の生活道路とし
ても活用されており、生活環境の改善に寄与している。

（２）自然環境
農道の整備にあたっては、既存の耕作道路や、まとまった園地との乗り入れ箇所に取付道

路を設置しており、小動物の移動が可能になっている。

６ 今後の課題等
農道の管理は市町で行っており、本線はＨ21年度の事業完了ではあるが、４期に分けて施工

している。このため、Ｈ21年度より以前に部分供用を行っている区間には、舗装部の耐用年数
を越えてきている区間もあることから、今後は維持管理費の増大が懸念される。

また、市町の管理外の農道沿線に点在する竹林・雑木林が今後成長し、枝等の伐採・処分量
の増加も懸念されるため、地域住民の協力を含めた維持管理方策を検討する必要がある。

事 後 評 価 結 果 本事業による農道の整備により、通作・出荷時間の短縮や大型機械の
導入が可能となったことで、効率的な営農が可能となり農業生産性の向
上が図られている。

第 三 者 の 意 見 事業の実施により、運搬車両や農業用車両の大型化及び走行速度の向
上が図られ、輸送時間等が節減されたこと、隣接する地域へのアクセス
道路として利用され、地域住民の利便性が向上したことなど、効果の発
現がみられる。また、ＪＡによる温州みかんのブランド化の取組と相ま
って、産地形成の強化につながっていることも評価できる。

今後は、維持管理費用の増大が懸念されることから、計画的な維持管
理と低コストな維持管理方策の検討が望まれる。






