
農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 関東農政局

都道府県名 茨城県 関係市町村名 坂東市 （旧岩井市）
ばんどう し いわ い し

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 借宿生子
かりやどおい ご

事業主体名 茨城県 事業完了年度 平成22年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、茨城県の西部に位置し、ねぎ、レタス、はくさい、キャベツなどの野菜

を中心とした畑作営農が展開されており、首都圏への野菜供給産地となっている。
しかし、かんがい用水を雨水に依存していることから、恒常的な水不足が生じたた

め、安定した水源が求められていた。また、ほ場も狭小かつ不整形なうえ分散してお
り、農道は狭く、排水路も未整備であったことから、大雨が降るとほ場に水が溜まる
など、営農に支障をきたしていた。

このため本事業により、畑地かんがい施設、区画整理及び農道の整備を行い、高収
益作物の生産拡大による農業生産性の向上や大型農業機械の導入による農作業の効率
化を図り、農業経営の安定に資する。

受益面積：149ha
受益者数：362人
主要工事：畑地かんがい100ha、区画整理100ha、農道4.0km
総事業費：3,554百万円
工 期：平成９年度～平成22年度（計画変更：平成18年度）
関連事業：国営かんがい排水事業 霞ヶ浦用水（二期）地区

県営かんがい排水事業 霞ヶ浦用水Ⅲ期地区

〔項 目〕
１ 社会経済情勢の変化
（１）社会情勢の変化（坂東市）

本地域の総人口について、平成７年と平成27年を比較すると９％低下し、県全体の減少率
１％を上回っている。

【人口、世帯数】
区分 平成７年 平成27年 増減率

総人口 59,738人 54,087人 △ ９％
総世帯数 15,325戸 17,327戸 13％

（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15％から平成27年の11％に減
少しており、平成27年の県全体の割合６％に比べて高い状況となっている。

【産業別就業人口】
区分 平成７年 平成27年

割合 割合
第１次産業 4,722人 15％ 3,093人 11％
第２次産業 13,953人 44％ 10,745人 39％
第３次産業 13,174人 41％ 14,043人 50％

（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
平成７年と平成27年を比較すると、耕地面積については７％、農家戸数は39％、農業就業

人口は50％減少しており、65歳以上の農業就業人口については24％減少している。



一方、農家１戸当たりの経営面積は52％増加し、認定農業者数は44％増加している。

区分 平成７年 平成27年 増減率
耕地面積 6,080ha 5,660ha △７％
農家戸数 4,642戸 2,840戸 △39％
農業就業人口 6,695人 3,366人 △50％

うち65歳以上 2,761人 2,086人 △24％
戸当たり経営面積 1.31ha/戸 1.99ha/戸 52％
認定農業者数 332人 479人 44％

（出典：茨城農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は坂東市調べ）

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畑地かんがい施設等の施設は、借宿生子地区維持管理組合によ

り、草刈りや土砂上げなどが行われており、適切に管理されている。
また、農道の草刈り等には、借宿生子地区農村保全協議会(農業者23名、農業外15名、

H28)も参加しており、非農家も含め地域一帯となった維持管理活動も行われている（出典
：受益者代表への聞き取り）。

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
本事業及び関連事業による安定的な用水供給等により地区全体の作付延べ面積はほぼ計画

通りとなっており、事業実施前に比べ約50ha増加（実施前：125ha、実施後：173ha）してい
る。

野菜については、かんがい用水の確保により、定植時のかん水や適期の防除等が可能と
なり、発芽不良や生育障害が解消されたことから、作付面積が事業実施前の1.7倍（実施前
：95ha、実施後：159ha）に増えており、特に冬レタスや春はくさいの作付けが大幅に増加
している。

【作付面積】 （単位：ha)
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成８年）
水稲 30.2 7.4 14.4
夏ねぎ 23.5 28.5 16.9
春レタス 15.0 16.9 11.1
春はくさい 26.3 33.1 45.8
春キャベツ 9.2 11.9 6.3
春トマト 1.8 1.8 4.3
ほうれんそう 0.7 3.1 1.9
冬レタス 10.7 58.5 59.1
秋冬はくさい 5.8 8.5 4.6
秋冬キャベツ 2.1 4.7 8.5

（出典:事業計画書（最終計画）、作付調査）

【生産量】 （単位：ｔ）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成８年）
水稲 149 37 74
夏ねぎ 582 795 473
春レタス 386 508 323
春はくさい 1,953 2,410 3,843
春キャベツ 467 603 361
春トマト 91 173 411
冬レタス 271 1,245 2,028
秋冬はくさい 404 475 362
秋冬キャベツ 86 210 393
ほうれんそう 10 40 30



（出典:事業計画書（最終計画）、現地聞き取り、茨城農林水産統計）

【生産額】 （単位：百万円）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成８年）
水稲 33 ８ 17
夏ねぎ 128 175 128
春レタス 49 66 50
春はくさい 96 118 242
春キャベツ 24 31 26
春トマト 21 40 104
冬レタス 44 198 298
秋冬はくさい 22 26 14
秋冬キャベツ ５ 13 28
ほうれんそう ３ 12 14

（出典：事業計画書(最終計画)、現地聞き取り、茨城農林水産統計）

（２）営農経費の節減
本事業及び関連事業の実施により、安定的なかんがい用水の確保やほ場の大区画化が図ら

れ、大型農業機械が導入され、農作業に係る労働時間等の節減が図られている。

【労働時間】 （単位：hr/ha）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成８年）
水稲 185 164 164
夏ねぎ 3,909 3,786 3,462
春レタス 2,414 2,300 2,324
春はくさい 1,905 1,856 1,854
春キャベツ 700 568 589

（出典:事業計画書（最終計画）、現地聞き取り、茨城農林水産統計）

【機械経費】 （単位：千円/ha）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成８年）
水稲 1,897 760 803
夏ねぎ 714 83 1,431
春レタス 1,620 1,113 1,284
春はくさい 1,163 295 418
春キャベツ 961 105 218

（出典:事業計画書(最終計画)、現地聞き取り、茨城農林水産統計）

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
本事業及び関連事業の実施によるかんがい施設の整備に伴い、安定的な用水が確保され、

定植や防除などの適期な実施が可能となったことにより、多くの作物で単収が増加するとと
もに、高品質な農作物の割合が増加し、単価も上昇している。

【単収】 （単位：kg/10a）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）



（平成８年）
夏ねぎ 2,789 3,152 2,798
春レタス 3,007 3,398 2,907
春はくさい 7,280 8,226 8,390
春キャベツ 5,066 5,725 5,737
春トマト 9.603 11.043 9,561
冬レタス 2,129 2,406 3,432
秋冬はくさい 5,586 6,312 7,877
秋冬キャベツ 4,469 5,050 4,625
ほうれんそう 1,288 1,455 1,605

（出典:事業計画書(最終計画)、現地聞き取り、茨城農林水産統計及び茨城県
実証ほ場調査結果）

（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 担い手の体質強化

本事業及び関連事業による農業生産基盤の整備を契機に、地区内の担い手（認定農業者）
が育成され、事業実施前と比べ倍増しているとともに、これら担い手への農地集積も進ん
でおり、集積面積及び集積率も概ね計画どおりとなっている。
さらに、安定的な収益が得られる様になったことにより、地区内では若い後継者が育成さ

れている（畑かんマイスター聞き取り）。

【担い手の育成状況】 （単位：人、組織）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成８年）
認定農業者 11 23 23

（出典：坂東市聞き取り）

【担い手への農地集積】 （単位：ha、％）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成８年）
農地集積面積 25.1 36.5 34.6
農地集積率 12.5 24.5 23.3

（出典：坂東市聞き取り）

（３）事業による波及的効果等
本事業によりかんがい施設が整備されたほ場では、畑かんマイスター※によるかんがい

施設を利用した営農の啓発活動や畑地かんがい現地研修会等が実施されるなど、畑地かん
がい技術の普及活動が行なわれており、これら取組は、地域のみならず広域にわたっての
営農の手本として農業振興に寄与している。

※ 畑かんマイスターとは、霞ヶ浦農業用水推進協議会会長の委嘱を受けた畑地かんがい
の先駆的実践者で、畑地かんがい施設の整備計画区域に出張し、畑かん営農の状況や地区
の取りまとめの経験談等の話をする出前講座や現地研修会を実施している。

（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 5,734百万円
総事業費 5,374百万円
投資効率 1.06

（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、通作や農作物の集出荷のみならず、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。



また、畑地かんがい施設は緊急時に防火用水としての利用が可能となっており、地域住民
の安全性の向上にも寄与している。

さらに、区画整理を実施したことにより、耕作放棄地が解消され、「ゴミの投棄が少なくなった」
等、受益者の半数以上から地域環境が良くなったとの回答が得られている（出典：受益者アンケー
ト）。

（２）自然環境
工事の実施に当たり汚濁水の排出防止や低騒音・低振動・低排出ガスの重機を使用し、地

域環境への負荷がかからないよう配慮した結果、事業実施後もメダカ等の生き物が確認され
るなど、生育環境が維持されており、受益者からも事業を実施したことによる動植物の生態の
変化は、「変わらない」との回答を得ている。

また、区画整理を実施したことにより、受益者の半数以上から「景観が良くなった」との回答も得
られている

（出典：受益者アンケート）。

６ 今後の課題等
本地区では、平成15年に地元関係機関（県普及センター、市、農家等）から構成される「借

宿生子地区畑かん営農研究会」を設立し、畑地かんがい技術の実証、高品質生産のための栽培
技術情報の交換等を行い、レタス等の高収益作物の作付や地域の更なる農業の発展に取り組ん
でいる。今後もこの活動を継続しつつ、農地中間管理機構を活用するなど、さらなる担い手へ
の農地集積を推進させ、経営規模の拡大を図り、農業経営のより一層の安定化を進めていく必
要がある。

事 後 評 価 結 果 本事業の実施による安定的な用水供給により、定植や防除の適期
な実施が可能となり、野菜の作付面積や単収が増加するとともに、
高品質な農作物の割合も上昇しており、農業生産性の向上が図られ
ている。
また、ほ場の大区画化に伴う大型農業機械の導入による農作業の効

率化や干ばつ時の用水確保に係る作業の軽減により、労働時間等の
節減が図られている。
さらに、かんがい施設が整備されたほ場における畑かんマイスター

による畑地かんがい技術の普及活動は、地域のみならず広域にわた
っての営農の手本として農業振興に寄与している。
今後も持続的な地域農業の振興を図るため、農地中間管理事業等を

活用するなど、更なる農地集積により経営規模を拡大し、農業経営
の安定化を進めていく必要がある。

第 三 者 の 意 見 当地区は、ほ場の大区画化や安定的な用水供給により、野菜の作
付面積や単収が増えるなど農作業の効率化や農業生産性の向上が図
られている。

また、畑かんマイスターによる畑地かんがい技術の普及など農業
振興に寄与する取り組みがなされている。

今後も引き続き、担い手の育成と農地中間管理事業の活用等によ
る農地集積を促進し、経営規模の拡大と農業経営の安定化を進めら
れたい。





農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 関東農政局

都道府県名 山梨県 関係市町村名 北杜市（旧北巨摩郡明野村）
ほ く と し き た こ ま ぐ ん あ け の む ら

事 業 名 畑地帯総合整備事業 地 区 名 明野
あ け の

事業主体名 山梨県 事業完了年度 平成23年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は山梨県北西部に位置し、茅ヶ岳山麓の緩傾斜地に広がる畑地帯であり、古

くからレタス、だいこん、桑等の畑作営農が展開されていた。
しかし、年間降水量は少なく、用水を天水に依存していたことから、度々干ばつ被

害が発生していた。また、狭小かつ不整形な畑が多いことに加え、遊休桑園も多く、
効率的な営農に支障をきたしていた。

このため、本事業により塩川ダムを水源とする畑地かんがい施設を整備するととも
に、区画整理を実施し、農業生産性の向上や農作業の効率化を図り、農業経営の安定
に資する。

受益面積：270ha
受益者数：538人
主要工事：畑地かんがい270ha、区画整理142ha
総事業費：4,636百万円
工 期：平成４年度～平成23年度（計画変更：平成18年度）
関連事業：県営かんがい排水事業 茅ヶ岳地区

〔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２年と平成27年を比較すると19％減少し、県全体の減少率
２％を上回っている。

【人口、世帯数】
区分 平成２年 平成27年 増減率

総人口 55,708人 45,111人 △19％
総世帯数 17,215戸 18,408戸 7％

（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２年の26％から平成27年の16％に減
少しているものの、平成27年の県全体の割合７％に比べると高い状況となっている。

【産業別就業人口】
区分 平成２年 平成27年

割合 割合
第１次産業 6,860人 26％ 3,597人 16％
第２次産業 8,769人 33％ 5,571人 25％
第３次産業 10,788人 41％ 13,028人 59％

（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
平成２年と平成27年を比較すると、耕地面積については50％、農家戸数は48％、農業就業

人口は64％減少しており、農家１戸当たりの経営面積も５％減少している。
また、市内全体の農業就業人口は減少している一方、地区内では認定農業者17人が皆増し



ており、地区内の担い手が確保されている。

区分 平成２年 平成27年 増減率
耕地面積 701ha 348ha △50％
農家戸数 741戸 386戸 △48％
農業就業人口 1,472人 529人 △64％

うち65歳以上 642人 397人 △38％
戸当たり経営面積 0.95ha/戸 0.90ha/戸 △５％
認定農業者数 ０人 17人 皆増

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は山梨県調べ）

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畑地かんがい施設は明野・茅ヶ岳土地改良区により、草刈りや土砂
上げ等が行われており、適切に管理されている。
また、区画整理により整備したほ場、農道、水路は多面的機能支払交付金を活用し、非農家
を含む地域住民が一体となって草刈り等の日常管理を行っている。

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
本事業及び関連事業の実施によるほ場の大区画化やかんがい用水の確保により、干ばつ被

害のリスクが軽減され、遊休桑園の解消にあわせ、野菜や果樹の生産拡大や新規導入が行わ
れた結果、概ね計画通りの作付となっている。

また、一部のほ場においては新たにおうとうやブルーベリー等の観光農園が導入されてい
る。

【作付面積】 （単位：ha)
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成４年）
りんご 22.2 20.7 19.4
おうとう 0.0 10.0 9.0
ブルーベリー 0.0 2.1 1.9
醸造用ぶどう 0.0 21.6 19.5
おうとう 0.0 7.0 6.3
（観光農園）
ブルーベリー 0.0 8.1 7.3
（観光農園）
桑 137.2 0.0 0.0
ばれいしょ 5.3 24.2 22.4
青刈りとうもろ 1.8 8.8 8.3
こし
だいこん 55.2 54.2 59.9
レタス 30.9 34.1 31.7
トマト 17.3 35.9 32.9
はくさい 0.0 11.9 11.4
花卉 0.0 1.9 1.7
ながいも 0.0 13.6 13.0
枝豆（観光農 0.0 5.9 5.3
園）

（出典:事業計画書（ 終計画）、北杜市聞き取り）

【生産量】 （単位：ｔ）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成４年）
りんご 383.0 410.7 384.9



おうとう 0.0 69.0 62.1
ブルーベリー 0.0 18.8 17.0
醸造用ぶどう 0.0 447.2 403.7
おうとう 0.0 48.3 43.5
（観光農園）
ブルーベリー 0.0 72.4 65.5
（観光農園）
桑 42.5 0.0 0.0
ばれいしょ 159.0 871.2 806.4
青刈りとうもろ 86.8 573.3 540.7
こし
だいこん 1,365.9 1,649.8 1,823.3
レタス 746.8 992.3 922.5
トマト 898.2 2,303.3 2,110.9
はくさい 0.0 381.7 365.7
花き 0.0 1092.5 977.5
ながいも 0.0 389.5 372.2
枝豆（観光農 0.0 32.2 28.9
園）

※花きの単位は（「千本」）と読み替える。
（出典:事業計画書（ 終計画）、北杜市聞き取り）

【生産額】 （単位：百万円）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成４年）
りんご 131 132 80
おうとう 0 130 114
ブルーベリー 0 25 25
醸造用ぶどう 0 75 75
おうとう 0 120 120
（観光農園）
ブルーベリー 0 97 97
（観光農園）
桑 69 0 0
ばれいしょ 22 112 164
青刈りとうもろ 20 126 126
こし
だいこん 96 128 88
レタス 64 79 129
トマト 218 513 590
はくさい 0 18 10
花き 0 43 43
ながいも 0 77 48
枝豆（観光農 0 12 12
園）

（出典：事業計画書( 終計画)、北杜市聞き取り）

（２）営農経費の節減
本事業及び関連事業の実施による安定的なかんがい用水の確保やほ場の大区画化により、

大型農業機械が導入され、農作業に係る労働時間等の節減が図られている。

【労働時間】 （単位：hr/ha）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成４年）
りんご 2,296.6 1,200.2 1,200.2
ばれいしょ 1,002.0 609.2 609.2



青刈りとうもろ 422.5 63.8 63.8
こし
だいこん 1,002.0 609.2 609.2
レタス 1,243.0 549.1 549.1
トマト 3,750.0 2,555.7 2,555.7

（出典:事業計画書（ 終計画）、北杜市聞き取り）

【機械経費】 （単位：千円/ha）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成４年）
りんご 760 391 391
ばれいしょ 320 255 255
青刈りとうもろ 91 102 102
こし
だいこん 320 255 255
レタス 245 112 112
トマト 239 149 149

（出典:事業計画書( 終計画)、北杜市聞き取り）

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
本事業及び関連事業の実施により、安定的なかんがい用水が確保され、適期のかんがいや

防除等が可能となったことから、全ての作物において単収が増加している。
また、おうとうやブルーベリー等の単収の高い作物が導入されるとともに、トマトにおい

ては、より収益性の高い品種（桃太郎（280円/kg）→高リコピン（360円/kg））への作付転
換がなされており、生産性の向上が図られている。

【単収】 （単位：kg/10a）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成４年）
りんご 1,725 1,984 1,984
ばれいしょ 3,000 3,600 3,600
青刈りとうもろ 5,428 6,514 6,514
こし
だいこん 2,647 3,044 3,044
レタス 2,575 2,910 2,910
トマト 5,579 6,416 6,416

（出典:事業計画書( 終計画)、北杜市聞き取り）

（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 担い手の体質強化

本事業及び関連事業による農業生産基盤整備に伴い、地区内の担い手（認定農業者、農業
生産法人）が育成されているとともに、これら担い手への農地集積も進んでおり、集積面
積及び集積率とも計画を上回る結果となっている。

【担い手の育成状況】 （単位：人、組織）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成４年）
認定農業者 0 13 17

農業生産法人 0 3 8
（出典：北杜市聞き取り）



【担い手への農地集積】 （単位：ha、％）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成４年）
農地集積面積 0 51.2 94.7
農地集積率 0 19.0 35.1

（出典：北杜市聞き取り）

② 高収益作物への作付転換
区画整理の実施を契機に集積された農地の一部では、農外企業からの参入も含む県内外

の複数の農業法人によって、水耕栽培による高品質野菜等を生産する大規模な施設が建設
されており、水耕トマトや醸造用ぶどうなどの栽培が行われている。

このうち、水耕栽培による作物の作付面積割合や生産額は、事業実施前から増加（作付
面積割合は6.0％→12.2％（6.2ポイント増）、生産額は218百万円→589百万円

（170％増））している。
さらに、生産及び出荷時の加工調整に係る雇用が現在約120名（常勤約20名、パート約

100名）創出されており、地域の活性化に寄与している。

③ 農村協働力と美しい農村の再生・創造
本事業の実施を契機として自治組織内での話し合い等の機会が増加したことから、多面

的機能支払交付金等を活用した地区内の農業用用排水路の補修・更新を行い施設の長寿命
化を図る「明野地区農地・水保全会」や、農道や農業用用排水路の維持管理を地域ぐるみ
で行う「明野太陽と緑の農園団地地域資源保全会」が設立されるなど、地域コミュニティ
を母体とした地域活動が活発化している。

④ 快適で豊かな資源循環型社会の構築
区画整理によって発生したほ場の法面に農山漁村活性化プロジェクト支援交付金によっ

て太陽光発電施設を設置したことにより、農村地域へのクリーンエネルギーの導入が図ら
れるとともに、年間約765,000kWhに相当する売電収入を畑地かんがい施設の電気料等に充
当することにより、維持管理費の節減が図られている。

（３）事業による波及的効果等
① 環境保全型農業の取組

地区内では、事業実施を機に環境に配慮した農業に対する機運が高まり、エコファーマ
ーの認定を受けた農家数が増加（０人→３人）しており、減農薬減化学肥料など環境保全型
農業に取り組んでいる。

② 都市農村交流の推進
本事業を契機にしただいこんの生産拡大や観光農園（ブルーベリー、おうとう、枝豆）の

開園に伴い、「浅尾だいこん祭り」や「明野サンフラワーフェス」といった祭りが毎年開催
されており、県内外から年間約50万人の観光客が訪れ、都市農村交流による地域の活性化
に寄与している。

③ 農業参入企業の増加
大規模に集約された農地を借り受け、新規に農業参入を行う農外企業や県外から参入する

企業が増加している。地域では、これら企業によって設立された大規模に施設栽培を行う
法人を中心にパート等の雇用の場が増加しているほか、「北杜市農業企業コンソーシアム」
の設立による地域農業の活性化が図られている。※

※「北杜市農業企業コンソーシアム」
平成26年11月創設（平成28年５月時点 16社）
農業型企業参入等により北杜市内に農場を開設し、農業生産とともに地域の活性化や共通す

る課題を解決することを目的としている組織。
会員が協力して農業の６次産業化に取組むことにより「地域農業全般」の活性化を推進す

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 8,679百万円
総事業費 8,002百万円
投資効率 1.08

（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、通作や農作物の集出荷のみならず、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。

また、畑地かんがい施設は緊急時に防火用水としての利用が可能となっており、地域住民
の生活安全性の向上にも寄与している。

（２）自然環境
区画整理に併せ調整池を設置したことにより、降雨時にほ場から周辺の小河川へ流出した

土砂を調整池で受けることができ、下流部への土砂の流出が抑えられる。

６ 今後の課題等
北杜市では企業の農業参入が進んでおり、特に明野地区へ参入した法人が核となり「北杜市

農業企業コンソーシアム」を設立し、６次産業化や地域の活性化に取り組むなどの相乗効果が
生まれている。今後、これら取組をより一層推進していくためには、各企業や農業法人の経営
資源をどのように有効活用していくかを検討し、更なる発展に向けた取組が必要である。

また、更なる農業経営基盤の強化及び農家所得の向上に向け、整備された農業生産基盤
の下、トマト等の高収益作物を対象としたブランド化や販路づくり等に向けた取組が必要で
ある。

事 後 評 価 結 果 本事業の実施による安定的なかんがい用水の確保により、高収益
作物である野菜の作付面積や単収の増加、おうとうやブルーベリー
等の観光農園の開園など、農業生産性が向上するとともに、区画整
理による大型農業機械の導入により、農作業の効率化が図られてい
る。
また、区画整理により集積された農地では農外企業からの参入も含

む県内外の複数の農業法人によって、水耕栽培による高品質野菜等を
生産する大規模な施設が建設され、水耕トマトや醸造用ぶどうなどが
栽培されているとともに、生産および出荷時の加工調整に係る雇用が
現在約120名創出されている。

さらに、本事業を契機にした農作物の生産拡大や観光農園の開園に
伴い、「浅尾だいこん祭り」や「明野サンフラワーフェス」といった
祭りが毎年開催されており、県内外から年間約50万人の観光客が訪
れ、都市農村交流による地域活性化に寄与している。

今後は、更なる農業経営基盤の強化および農家所得の向上に向け、
整備された農業生産基盤の下、トマト等の高収益作物を対象としたブ
ランド化や販路づくり等に向けた取組が必要である。

第 三 者 の 意 見 当地区は、区画整理や安定的なかんがい用水の確保により、干ばつ
被害のリスクが軽減され、高収益作物である野菜の作付けや単収が増
えるなど農作業の効率化や農業生産性の向上が図られている。

また、区画整理により集積された農地には、県外企業や農外企業が
新たに農業に参入し、地域の雇用創出に貢献している。

さらに、本事業を契機とした農作物の生産拡大や観光農園の開園に
より、「明野サンフラワーフェス」や「浅尾だいこん祭り」など都市
農村交流による地域活性化に係る取り組みも評価出来る。

今後も引き続き、担い手の育成と高収益作物のブランド化や販路づ
くりに向けた取り組みを進められたい。
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