
農林水産省
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

令和５年４月



四国土地改良調査管理事務所の概要・・・ １

事業推進の流れ・・・・・・・・・・・・ ２

事務所における調査・実施地区・・・・・ ３

国営事業地区の概要・・・・・・・・・・ ４

四国管内の農地整備状況等・・・・・・・ ６

四国管内主要河川の状況と利水・・・・・ ７

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

目次



四国4県における土地改良事業の計画的かつ円滑な推進を図るため
・国営土地改良事業の実施に関する調査計画
・国営土地改良事業によって造成された施設の管理に必要な調査・調整
・農業水利施設等に関する情報の収集、管理、分析
等を行います。

平成 元 年 徳島県徳島市に「四国土地改良調査管理事務所」を開設して
四国4県を対象に調査を開始

平成11年 事務所を徳島市から現在の所在地である香川県綾歌郡飯山町
（現丸亀市）に移転

平成20年 愛媛県松山市に「道前道後支所」を開設
平成23年 3 月31日 「道前道後支所」を閉鎖
平成23年 4 月 1 日 香川県坂出市に「坂出分室」を開設
平成26年 4 月 1 日 愛媛県西条市に「西条分室」を開設
平成26年 8 月 1 日 愛媛県松山市に「南予用水支所」を開設
平成28年 4 月 1 日 愛媛県松山市に「松山分室」を開設
平成28年 7 月31日 「西条分室」を閉鎖
平成28年 8 月 1 日 高知県香美市に「南国分室」を開設
令和 2 年 7 月31日 「南国分室」を閉鎖
令和 5 年 3 月31日 「松山分室」を閉鎖

（１）目 的

（２）沿 革
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四国土地改良調査管理事務所の概要

（３）事務分掌

・ 施設の維持管理の軽減及び農業用水の安定的供給を図り、
農業生産性の維持及び農業経営の安定のため、国営施設機
能保全事業により「南予用水地区」の施設長寿命化対策を
実施

・ 国営土地改良事業によって造成された施設の保全に必要な
調査・計画及び調整

・ 保全対策前後における調査及び保全技術の支援
・ 機能診断に関する企画、調整
・ 防災に関する情報の収集、整理及び分析

・ 国営土地改良事業の実施に係る調査及び計画の企画、関係
機関との連絡調整等

・ 農地、農業用水利施設等の地図情報（水土里情報）の収集
・整理並びに電子的利用に係る指導・調整

・ 国営土地改良事業によって造成された施設の流水の占用に
係る指導

・ 農業開発のための地域計画、経営計画の調整、経済効果の
測定及び他事業との共同費用の振り分け等

・ 国営土地改良事業の実施に関する土地その他の開発資源の
調査、土地利用計画及び営農計画の作成等

・ 国営土地改良事業の事後評価

・ 人事、文書、職員の福利厚生に関する事務
・ 経費及び収入の予算、決算及び会計、職員の給与、旅費に

関する事務

庶 務 課

調 査 課
・ 国営土地改良事業によって造成された施設のうち、緊急に

補修が必要な施設の｢整備に関する調査｣､｢整備に関する設
計｣､｢整備の実施｣

保全整備課

企 画 課 保全計画課

南予用水支所

・ 完了地区の権利保全対策、改築・追加工事、他目的使用、
道路及び河川占用の更新事務等

・ 完了事業所の完成図書等の整備に関する事務

財産管理課

・ 国営土地改良事業の実施に関する水その他の開発資源、水
利調整等に必要な調査・計画

・ 工事計画及びその技術的可能性の調査並びに全体設計の作
成

計 画 課



地域の特色に沿った開発構想

事業完了地区の適正な管理

土地改良事業の実施

的確な事業計画の樹立

●事業の必要性、地元意向の確認
●事業計画書（案）の作成
●環境との調和への配慮に係る検討
●施設、事業費の検討

●施設・事業費の検討精査
●工事計画に係る詳細な設計検討

●事業実施状況の診断
●事業計画の見直し
●環境との調和に配慮した

工事の実施

●水利用、排水状況の把握
●施設管理、農業状況等の把握
●水田の畑地化に伴う土地利用の

変化の把握
●水利・施設等の利用管理上の

課題整理

●地域の農業基盤情報の収集
●国営造成施設等の最適整備計画策定
●生物の分布、生態系保全に係る情報の

収集・整理
●地区課題解決に向けた整備構想の策定、

地区調査の実施可能地区の策定

地区調査

事業推進の流れ

全体実施設計

事業着工・計画変更

完了地区の
フォローアップ

国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業

広域調査・
地域整備方向検討調査

全体
実施設計

機能保全・
管理

事業
完了

計画
変更

事業
着工

地区調査

広域調査・
地域整備方向

検討調査

事
業
所
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国営施設機能保全事業

●施設の長寿命化計画を策定
し、当該施設の機能を保全
するための整備を行う事業

●機能診断手法及び対策工法の確立

●機能診断の実施及び機能保全計画の策定

●区分地上権等権利設定及び更新

機能保全計画策定事業

技術高度化事業

権利設定等事業
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1．広域調査・地域整備方向検討調査
１）広域基盤整備計画調査
食料生産力の確保のためには、広域的な優良農業地域を維持・存続させていくことが必要で、そのためには、国営土地

改良事業等で整備された農業水利施設が機能発揮し続けることが不可欠です。
そこで、これら農業水利施設を計画的かつ機動的に整備更新するための計画（広域基盤整備計画）を策定するために、

水利用状況や施設管理状況など様々な調査を行います。

２）広域農業基盤整備管理調査：四国地域（H12～）
地域の農業基盤に関する情報の収集、管理を行うとともに、国営事業完了地区のフォローアップを実施し、農業振興上

の阻害要因の把握、国営事業完了地区の課題把握を行い、これらに対する対策手法を検討します。また、事業が完了して
5年以上経過した国営事業地区を対象に事後評価を実施して事業効果を検証します。

３）地域整備方向検討調査
地区調査の効率的な推進を図るため、地域の課題及び整備構想の概略を検討し、地域の状況を的確に反映した農業基盤

整備の方向を検討します。

2．国営土地改良事業地区調査
広域調査の成果等を活用し、事業の必要性、技術的な可能性、経済的妥当性、地元農家の意向などを調査し、土地改良

事業計画（案）を作成します。

3．全体実施設計
地区調査の成果等を活用し、工事着手に向けて、工事計画に係る詳細な設計検討、施設・事業費などを精査し、土地改

良事業計画（案）を作成します。

４．国営施設機能保全事業（ハード）：南予用水地区（H26～）
国営土地改良事業で造成された基幹的な農業水利施設を対象に、長寿命化計画を策定し、機能保全整備事業を行います。

５．国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業（機能保全計画策定事業）：香川用水地区（H30～）
国営土地改良事業で造成された基幹的な農業水利施設を対象に、施設管理者と協力して施設の機能診断を行い、機能保

全計画の策定等を実施します。

事務所における調査・実施地区

調査・実施
地区



国営事業地区の概要
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完了地区

実施地区



※１ 完了地区の関係市町村は、完了当時の旧市町村を記載
※２ 事業年度の( )書きは、施設機能監視期間の完了年度
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区分 事業名 地区名 関係県 関係市町村※１ 事業年度※２ 主要工事内容

完了
かんがい
排　　水

那 賀 川 北 岸 徳島県
小松島市 外

３町
S22～S30 頭首工 1ヶ所、揚水機場 1ヶ所、用水路 3km

松山市 外
２市８町１村

S32～S42 ダム 1ヶ所、頭首工 1ヶ所、用水路 82km

松山市 外
３市２町

H元～H22
　　  　(H25)

 ダム 3ヶ所(うち改修1ヶ所)、頭首工(改修) 1ヶ所、
 用水路 26km(うち改修24km)

香 川 用 水 香川県
高松市 外
４市30町

S43～S55 揚水機場 4ヶ所、用水路 59km

吉 野 川 北 岸 徳島県
板野町 外

11町
S46～H元

 頭首工 1ヶ所、取水工 1ヶ所、用水路 152km、
 揚水機場 46ヶ所、農地造成 50ha

南 予 用 水 愛媛県
宇和島市 外

１市７町
S49～H8

　　  　(H11)
 貯水池 3ヶ所、揚水機場 21ヶ所、用水路 176km

香 川 用 水
土 器 川 沿 岸

香川県
丸亀市 外
２市４町

H20～H28 用水路(改修） 58km

総　　合
農地防災

香 川 香川県
高松市 外
７市６町

H5～H20 ため池(改修) 198ヶ所

農地開発 麻 植
お                             え

徳島県
鴨島町 外
２町１村

S43～S58
 農地造成 307 ha、水路 49km、揚水機場 9ヶ所、
 道路 164km

大 洲 喜 多 愛媛県
大洲市 外
２町１村

S50～S63 農地造成 505ha、区画整理 9ha、道路 81km

高 幡 高知県
窪川町 外
１町３村

S62～H9 農地造成 76ha、区画整理 47ha、道路 39km

高 知 西 南 高知県
中村市 外

１市２町１村
S60～H13 農地造成 208ha、区画整理 126ha、道路 108km

草地開発 四 国 カ ル ス ト
愛媛県
高知県

美川村 外
２町２村

S46～S55 草地造成 547ha、道路 30km

干　　拓 燧 灘
ひうち                    なだ

愛媛県
西条市 外

２町
S23～S42

 農地造成 309ha、排水樋門 5ヶ所、揚水機場 4ヶ所、
 堤防 11km

施設整備
高松市 外
４市30町

H5～H8
 揚水機場(改修) 1ヶ所、用水路(改修) 2km、
 水管理施設(改修) 1式

高松市 外
７市６町

H21～H25  揚水機場(改修) 3ヶ所、用水路(改修) 8km

吉 野 川 北 岸 徳島県
吉野川市 外

３市３町
H13～H17

 頭首工(改修) 1ヶ所、取水工(改修) 1ヶ所、
 用水路(改修) 1式、水管理施設(改修) 1式、

直　　轄
地すべり

高 知 三 波 川 帯 高知県 大豊町 H11～H23
 抑制工(排水トンネル、集水井、排水路等) 1式、
 抑止工(鋼管杭工、アンカー工) 1式

高 瀬 高知県 仁淀川町 H16～H30
 抑制工(排水トンネル、集水井、排水路等) 1式、
 抑止工(鋼管杭工、アンカー工) 1式

実施
かんがい
排　　水

香 川 用 水 二 期 香川県
高松市 外
７市６町

H26～
 揚水機場(改修) 2ヶ所、用水路(改修) 23km、
 水管理施設(改修) 1ヶ所

吉 野 川 北 岸 二 期 徳島県
吉野川市 外

３市３町
R2～

 頭首工(改修) 1ヶ所、揚水機場(改修) 1ヶ所、
 用水路(改修) 7km、水管理施設(改修) 1式

道 前 道 後 用 水 愛媛県
松山市 外
３市２町

R5～
 ダム(改修) 3ヶ所、頭首工(改修) 1ヶ所、
 用水路(改修) 28km、水管理施設(改修) 1式

総　　合
農地防災

吉 野 川 下 流 域 徳島県
徳島市 外
２市５町

H3～  揚水機場 1ヶ所、用水路 64km

那 賀 川 徳島県
小松島市 外

１市
H8～ 頭首工(補修) 1ヶ所、用水路 18km

施　　設
機能保全

南 予 用 水 愛媛県
宇和島市 外

２市１町
H26～

 貯水池(改修) 2ヶ所、揚水機場(改修) 20ヶ所、
 用水路(改修) 5km、水管理施設(改修) 1式

緊　　急
農地再編

道 前 平 野 愛媛県 西条市 H28～ 区画整理 650ha、農業用排水施設 1式

高 知 南 国 高知県 南国市 R2～ 区画整理 522ha、農業用排水施設 1式

道 前 道 後 平 野 愛媛県

香 川 用 水 香川県



：耕地及び作付面積統計(令和2年7月15日時点)

：農業基盤情報基礎調査(令和2年3月31日時点)

畑 面 積

整 備 済 面 積

全国と四国地方の畑地かんがい施設の整備率

24.6%

75.4%

全国

整備済 未整備

畑面積

199.3万ha
畑面積

9,100ha

畑面積

4,970ha

畑面積

25,000ha
畑面積

6,490ha

17.7%

82.3%

徳島

43.4%

56.6%

香川

52.4%
47.6%

愛媛

19.2%

80.8%

高知

樹園地が多く、畑地かんがい施設が整備されている割合は香川、愛媛で全国平均より高い。

四国管内の農地整備状況等

水田の整備状況は、全国に比べて、１ほ場30a程度以上に整備された水田の割合が大幅に低い。

担い手への農地利用集積率

資料：中国四国農政局調べ（令和２年3月時点）
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単位：％

：耕地及び作付面積統計(令和2年7月15日時点)

：農業基盤情報基礎調査(令和2年3月31日時点)整 備 済 面 積

全 国 と 四 国 地 方 の 水 田 の 整 備 率

水 田 面 積

33.0%

55.7%

11.3%

全国

１ほ場30ａ程度未満 １ほ場30ａ程度以上50ａ程度未満 １ほ場50ａ程度以上

66.0%

29.5%

4.5%

高知

水田面積

20,100ha

水田面積

22,100ha
水田面積

24700ha

水田面積

19,400ha

水田面積

237.9万ha

71.4%

25.8%

2.8%
愛媛

74.2%

24.6%

1.2%
香川

84.6%

14.4%

1.0%
徳島

,



①194km
②3,750km

2

③72.6m3/s
④48,513ha

①125km
②874km

2

③21.1m3/s
④3,688ha

①33km
②140km

2

③8.0m3/s
④3,540ha

①36km
②445km

2

③5.5m3/s
④2,004ha①103km

②1,210km
2

③6.9m3/s
④7,931ha

①71km
②508km

2

③16.3m3/s
④3,679ha

①124km
②1,560km

2

③10.8m3/s
④10,944ha

48%

29%

19%

4%
吉野川総合開発計画は、吉野川の治水と合
理的な水の利用を目的とした事業で、「早
明浦ダム」の建設を基幹とし、8億6,300
万m3の新規用水の開発によって徳島県を
はじめ他３県へ分水されるものです。

8億6,300万ｍ3

農業用水
1億8,800万ｍ3

都市用水
6億7,500万ｍ3

用水の４県配分

資料：河川便覧2006
注：取水量は最大値・慣行水利権は含まない

資料：(独)水資源機構ホームページ

香川県
2億4,700万ｍ3

農水 1億500万ｍ3

都市 1億4,200万ｍ3

徳島県
4億1,000万ｍ3

農水 7,900万ｍ3

都市 3億３,100万ｍ3

高知県
3,900万ｍ3

都市 3,900万ｍ3

愛媛県
1億6,700万ｍ3

農水 400万ｍ3

都市 1億6,300万ｍ3

凡 例
①幹線流路延長（km）
②流域面積（km2）
③かんがい用水取水量（m3/s）
④かんがい面積（ha）

吉野川総合開発について

①196km
②2,270km

2

③3.9m3/s
④623ha
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四国管内主要河川の状況と利水

しげのぶがわ
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Graph1
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データ１

				四国土地改良調査管理事務所概要書　平成20年度版統計データ シコクトチカイリョウチョウサカンリジムショガイヨウショヘイセイネンドバントウケイ

				平成19年耕地及び作付面積統計（バック） ヘイセイネンコウチオヨサクツケメンセキトウケイ

				(ha)		H9		田 タ		畑 ハタケ

						合計 ゴウケイ						普通畑 フツウハタ		樹園地 ジュエンチ		牧草地 ボクソウチ

				全国 ゼンコク		4,948,900		2,701,000		2,247,900		1,214,000		379,900		654,000

				四国 シコク		168,222		102,600		65,622		18,790		46,030		802

				徳島 トクシマ		36,082		22,400		13,682		6,530		6,870		282

				香川 カガワ		36,432		29,000		7,432		2,420		4,970		42

				愛媛 エヒメ		64,392		27,400		36,992		6,590		30,200		202

				高知 コウチ		31,316		23,800		7,516		3,250		3,990		276

				(ha)		H19		田 タ		畑 ハタケ

						合計 ゴウケイ						普通畑 フツウハタ		樹園地 ジュエンチ		牧草地 ボクソウチ

				全国 ゼンコク		4,644,900		2,525,000		2,119,900		1,172,000		323,900		624,000

				四国 シコク		148,157		93,700		54,457		17,100		36,700		657

				徳島 トクシマ		31,191		20,500		10,691		5,840		4,670		181

				香川 カガワ		32,561		26,900		5,661		2,410		3,230		21

				愛媛 エヒメ		55,536		24,600		30,936		5,740		25,000		196

				高知 コウチ		28,929		21,700		7,229		3,150		3,820		259

				【耕地面積】 コウチメンセキ

						H9		H19

				徳島 トクシマ		36,082		31,191

				香川 カガワ		36,432		32,561

				愛媛 エヒメ		64,392		55,536

				高知 コウチ		31,316		28,929

				四国管内 シコクカンナイ		168,222		148,157

								平成 9年　耕地及び作付面積統計 ヘイセイネンコウチオヨサクツケメンセキトウケイ

								平成19年　耕地及び作付面積統計 ヘイセイネンコウチオヨサクツケメンセキトウケイ

				【H9～H19の10年間の耕地面積減少率】 ネンカンコウチメンセキゲンショウリツ

				（％）		田畑合計 タハタ		田		畑

				全国 ゼンコク		6.1		6.5		5.7

				四国 シコク		11.9		8.7		17.0

				徳島 トクシマ		13.6		8.5		21.9

				香川 カガワ		10.6		7.2		23.8

				愛媛 エヒメ		13.8		10.2		16.4

				高知 コウチ		7.6		8.8		3.8

										減少率（(H9-H19)／H9*100）

				水田整備状況 スイデンセイビジョウキョウ

						水田面積(ha) スイデンメンセキ		整備済み面積(ha) セイビスメンセキ						整備率 セイビリツ

								0.3ha 程度未満 テイドミマン		0.3ha 程度以上 テイドイジョウ		1.0 ha 程度以上 テイドイジョウ		1ほ場30a程度未満 ジョウテイドミマン		1ほ場30a程度以上 イジョウ		1ほ場1ha程度以上 テイドイジョウ

				全国 ゼンクニ		2,525,000		861,532		1,505,188		158,280		34.1%		59.6%		6.3%

				四国 シコク		93,700		70,904		21,165		1,631		75.7%		22.6%		1.7%

				徳島 トクシマ		20,500		17,928		2,417		155		87.5%		11.8%		0.8%

				香川 カガワ		26,900		20,591		6,130		179		76.5%		22.8%		0.7%

				愛媛 エヒメ		24,600		18,147		5,978		475		73.8%		24.3%		1.9%

				高知 コウチ		21,700		14,238		6,640		822		65.6%		30.6%		3.8%

				農林水産統計年報（バック：農業産出額）																										（億円）

				都道府県 ミヤコミチフケン		合計 ゴウケイ		農業産出額 ノウギョウサンシュツガク

								米 コメ		麦　類 ムギルイ		雑　穀 ザツコク		豆類		いも類 ルイ		野　菜 ノナ		果実 カジツ		花き ハナ		工芸農作物 コウゲイノウサクブツ		種苗・苗木・その他 シュビョウナエギタ		畜産 チクサン		加工農産物 カコウノウサンブツ

				徳島		1,025		135		0		0		1		87		367		96		40		9		11		277		2

				香川		766		151		4		0		2		8		247		62		43		7		13		229		-

				愛媛		1,238		165		4		0		1		13		205		420		38		12		77		303		0

				高知		974		114		0		0		1		16		565		106		67		20		6		78		1

				四国 シコク		4,003		565		8		0		5		124		1,384		684		188		48		107		887		3

				全国 ゼンコク		84,451		18,058		765		87		686		1,954		20,925		7,557		4,051		2,615		919		26,231		603

				【平成18年農業産出額割合の比較】 ヘイセイネンノウギョウサンシュツガクワリアイヒカク

						米 コメ		麦類 ムギルイ		雑穀 ザッコク		豆類 マメルイ		いも類 ルイ		野菜 ヤサイ		果実 カジツ		花き ハナ		工芸農作物 コウゲイノウサクモツ		種苗・苗木・その他		畜産 チクサン		加工農産物 カコウノウサンブツ

				全国 ゼンコク		21.4%		0.9%		0.1%		0.8%		2.3%		24.8%		8.9%		4.8%		3.1%		1.1%		31.1%		0.7%

				四国 シコク		14.1%		0.2%		0.0%		0.1%		3.1%		34.6%		17.1%		4.7%		1.2%		2.7%		22.2%		0.1%

				【全国農業産出額割合】 ゼンコクノウギョウサンシュツガクワリアイ

				農業地域 ノウギョウチイキ		計		割合 ワリアイ

				北海道		9,809		11.6%

				東北		13,461		15.9%

				北陸		4,338		5.1%

				関東 カントウ		19,186		22.7%

				東海		7,745		9.2%

				近畿		4,540		5.4%

				中国		4,182		5.0%

				四国		4,003		4.7%

				九州		16,256		19.2%

				沖縄		930		1.1%

				全国 ゼンコク		84,449

								農林水産統計年報（バック：農業産出額）

				農林業センサス2005（バック） ノウリンギョウ

						販売農家
（戸） ハンバイノウカコ		経営耕地
面積（ha) ケイエイコウチメンセキ

										田 タ		普通畑＋牧草地 フツウハタボクソウチ		樹園地 ジュエンチ

				全国 ゼンコク		1,963,424		2,480,345		1,782,279		479,758		218,308

				四国 シコク		113,728		102,218		66,832		10,731		24,654

				徳島 トクシマ		24,362		21,137		15,016		3,434		2,687

				香川 カガワ		31,347		23,688		19,819		1,312		2,557

				愛媛 エヒメ		36,950		38,412		17,471		3,651		17,290

				高知 コウチ		21,069		18,981		14,526		2,334		2,120

				【H17経営耕地面積の比較】

						一戸当たりの経営耕地面積(a/戸） イッコアケイエイコウチメンセキコ

						田・畑　計
（牧草地含） タハタケイボクソウチフク		田 タ		普通畑＋牧草地 フツウハタケボクソウチ		樹園地 ジュエンチ		経営耕地面積に対する樹園地の割合 ケイエイコウチメンセキタイジュエンチワリアイ

				全国 ゼンコク		126.33		90.77		24.43		11.12		8.8%

				四国 シコク		89.88		58.76		9.44		21.68		24.1%

				徳島 トクシマ		86.76		61.64		14.10		11.03		12.7%

				香川 カガワ		75.57		63.22		4.19		8.16		10.8%

				愛媛 エヒメ		103.96		47.28		9.88		46.79		45.0%

				高知 コウチ		90.09		68.94		11.08		10.06		11.2%

				農林業センサス1995、2005（バック：農業就業人口） ノウギョウシュウギョウジンコウ

				平成17年 ヘイセイネン		男女計 ケイ

						計		15～19  歳		20～29		30～39		40～49		50～59		60～64		65～69		70歳以上

						195,925		4,579		4,742		6,355		12,440		28,223		21,623		30,168		87,795

				平成7年 ヘイセイネン		男

						計		16～29  歳		30～49		50～59		60～64		65歳以上

						128,591		7,264		15,106		13,932		19,752		72,537

						女 オンナ

						計		16～29  歳		30～49		50～59		60～64		65歳以上

						177,167		5,991		31,597		31,801		29,229		78,549

						男女計 ケイ

						計		15～29  歳		30～49		50～59		60～64		65歳以上

						305,758		13,255		46,703		45,733		48,981		151,086

						男女計 ケイ

						計		15～29		30～49		50～59		60～64		65歳以上

				平成17年 ヘイセイネン		195,925		9,321		18,795		28,223		21,623		117,963

				平成7年 ヘイセイネン		305,758		13,255		46,703		45,733		48,981		151,086

				【農業就業人口】 ノウギョウシュウギョウジンコウ

						15～29歳   サイ		30～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～64歳 サイ		65歳以上

				平成17年 ヘイセイネン		4.8%		9.6%		14.4%		11.0%		60.2%

				平成7年 ヘイセイネン		4.3%		15.3%		15.0%		16.0%		49.4%

				販売農家人口

				販売農家人口（人） ハンバイノウカジンコウニン

				徳島県 トクシマケン		100,908

				香川県 カガワケン		128,637

				愛媛県 エヒメケン		135,601

				高知県 コウチケン		78,211

				四国 シコク		443,357

				その他地域 タチイキ		7,927,132

				全国 ゼンコク		8,370,489

						農林業センサス2005（バック） ノウリンギョウ

				販売農家に占める専業農家の割合 ハンバイノウカシセンギョウノウカワリアイ

						販売農家（戸） ハンバイノウカコ		専業農家（戸） センギョウノウカコ		販売農家に占める専業農家の割合(%) ハンバイノウカシセンギョウノウカワリアイ

				全国 ゼンコク		1,963,424		443,158		22.6

				四国 シコク		113,728		34,550		30.4

				徳島県 トクシマケン		24,362		6,667

				香川県 カガワケン		31,347		6,516

				愛媛県 エヒメケン		36,950		12,811

				高知県 コウチケン		21,069		8,556

										農林業センサス2005（バック） ノウリンギョウ

				用水の４県配分 ヨウスイケンハイブン

						割合 ワリアイ

				徳島県 トクシマケン		48

				香川県 カガワケン		29

				愛媛県 エヒメケン		19

				高知県 コウチケン		4
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水田の整備状況

用水の４県配分
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四国土地改良調査管理事務所

坂 出 分 室

南予用水支所

〒762-0086 香川県丸亀市飯山町真時677-1

TEL：0877-56-8260

〒762-0001 香川県坂出市京町2丁目6-27

坂出合同庁舎３Ｆ

TEL：0877-35-9912

〒791-8058 愛媛県松山市海岸通2426-5

松山港湾合同庁舎２Ｆ

TEL：089-989-7727

愛媛県

松山西警察署

松山市立

三津浜小

南予用水支所

松山西

郵便局

松山市立

宮前小

三津駅

山西駅

三津公園
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