
地区別事業概要

農業競争力強化農地整備事業
で き が わ さ が ん か りゅう

事 業 名
農地整備事業

地区名 出来川左岸下流

とおだぐんわくやちょう

関係市町村 宮城県遠田郡涌谷町 事業主体 宮城県

事業目的 本地区は、宮城県遠田郡涌谷町の南に位置し、一級河川江合川と出来川に囲まれ

た農業地帯である。地域では、水稲を中心としながら施設園芸を組み合わせた営農

が行われている。

本地区の農地は、明治40年代に耕地整理事業により整備されたものの、区画は

10aと小さく、農道は狭小、水路も用排兼用の土水路で維持管理に多大な労力を要

しているほか、排水不良で大型機械導入や低コスト経営の大きな阻害となってい

る。

このため、本事業により区画整理による大区画化を行い、優良農地を確保すると

共に、担い手への農地集積、集約を図り、本地域の豊かで競争力ある農業の実現に

資するものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

91ha 108戸 2,274百万円 令和２～８年度

主要工事 区画整理 91ha

関連事業 国営かんがい排水事業大崎地区
国営かんがい排水事業江合川地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,091百万円 2,537百万円 1.21 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：出来川左岸下流地区土地改良事業計画概要書（宮城県農村振興課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　出来川左岸下流地区　

県内位置図
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地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 

農地整備事業 
地区名 

の む ら 
野村 
  

関係市町村 
       お が し 
秋田県男鹿市 
  

事業主体 秋田県 

事業目的 

 

本地区は、秋田県男鹿市の男鹿半島北部に位置する準用河川野村川の左岸に展開

する農業地帯であり、水稲と大豆を中心とした営農が展開されている。 
 本地区の農地は未整備で、ほ場は狭小かつ不整形であり、農道も狭いことから、

大型機械導入の妨げとなっている。また、大半が用排兼用の土水路となっており、

水管理や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、生産性の高い優良農地を確保するとともに、担い手へ

の農地集積を図り、本地域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 

事業概要   受益面積   受益戸数   総事業費    工  期 

 45ha 96 戸 1,241 百万円 令和２～７年度 

  主要工事  区画整理 45ha 
 

 

関連事業 
 

 なし 
 

費用対効果   Ｂ：総便益   Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

 1,384 百万円 1,246 百万円 1.11 総費用総便益比方式 

概要図 別添のとおり 

 

出典：野村地区土地改良事業計画概要書（秋田県農林水産部農山村振興課作成） 



農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　野村地区

概　　　　要　　　　図



 

地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 

農地整備事業 
地区名 

おおたなんぶ 
太田南部 
  

関係市町村 
      だいせんし    せんぼくぐんみさとちょう 
秋田県大仙市、仙北郡美郷町 
  

事業主体 秋田県 

事業目的 

 

本地区は、秋田県南東部の大仙市及び仙北郡美郷町に位置し、仙北平野に広がる
農業地帯であり、水稲を中心とし大豆、そば等を組み合わせた営農が展開されてい
る。 

本地区の区画は 10a 程度であり、農道も狭小であることから、大型機械導入によ
る効率的な営農の妨げとなっている。また、地区の大半は用排兼用の土水路であ
り、水管理や維持管理に多大な労力を費やしているとともに、漏水等により、農業
用水の確保に苦慮するなど営農に支障をきたしている。 

このため、本事業により生産性の高い優良農地を確保するとともに、担い手への
農地集積を図り、本地域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 

 
 

事業概要   受益面積   受益戸数   総事業費    工  期 

 347ha 358 戸 6,577 百万円  令和２～８年度  

  主要工事 区画整理 347ha 

 

関連事業 
 
 

国営かんがい排水事業 田沢二期地区 
国営かんがい排水事業 仙北平野地区 

 

費用対効果   Ｂ：総便益   Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

 9,014 百万円 7,426 百万円 1.21 総費用総便益比方式 

概要図 別添のとおり 

 

出典：太田南部地区土地改良事業計画概要書（秋田県農林水産部農山村振興課作成） 



農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　太田南部地区

概　　　　要　　　　図



 

地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 

農地整備事業 
地区名 

みょうでんじのぎわ 
明田地野際 
  

関係市町村 
      せんぼくぐんみさとちょう 
秋田県仙北郡美郷町 
  

事業主体 秋田県 

事業目的 

 

本地区は、秋田県の南東部の仙北郡美郷町に位置し、奥羽山脈の扇状地に広がる
農業地帯であり、水稲を中心とし大豆、えだまめ等を組み合わせた営農が展開され
ている。 

本地区のほ場は 10a～30a 程度であり、農道も狭小であることから、大型機械導
入による効率的な営農の妨げとなっている。また、地区の大半は用排兼用の土水路
であり、水管理や維持管理に多大な労力を費やしているとともに、漏水等により、
農業用水の確保に苦慮するなど営農に支障をきたしている。 

このため、本事業により生産性の高い優良農地を確保するとともに、担い手への
農地集積を図り、本地域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 

事業概要   受益面積   受益戸数   総事業費    工  期 

 113ha 136 戸 2,851 百万円  令和２～７年度  

  主要工事 区画整理 113ha 

 

関連事業 
 
 

国営かんがい排水事業 田沢二期地区 
 
 

費用対効果   Ｂ：総便益   Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

 3,895 百万円 3,187 百万円 1.22 総費用総便益比方式 

概要図 別添のとおり 

 

出典：明田地野際地区土地改良事業計画概要書（秋田県農林水産部農山村振興課作成） 



農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　明田地野際地区

概　　　　要　　　　図



 
 
 
 
 
 

地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 

農地整備事業 
地区名 

うきがね だいに 
浮金第二 
  

関係市町村 
       た むらぐん お の まち 
福島県田村郡小野町 
  

事業主体 福島県   

事業目的 

 

本地区は、福島県中央部に位置し、阿武隈山系と二級河川右支夏井川流域に広が

る丘陵地帯であり、水稲を中心とした営農が展開されている。 

本地区の農地は未整備のため、区画は 10a 未満が多く、農道も狭小屈曲している

ことから、大型機械導入の妨げとなっている。また、水路は用排兼用の土水路とな

っているため、水管理や維持管理に多大な労力を費やしており、営農に支障をきた

している。 

このため、本事業により区画整理による大区画化や道路及び用排水路等を整備す

ることで生産性の高い優良農地を確保するとともに、担い手農家への集積を図り、

経営規模の拡大、並びに生産性の向上を目指し、本地域の豊かで競争力ある農業の

実現に資するものである。 

事業概要   受益面積   受益戸数   総事業費    工  期 

 57ha 86戸 1,821百万円  令和２～７年度  

  主要工事  区画整理   57ha 

 

関連事業 なし 

費用対効果   Ｂ：総便益   Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

 2,045 百万円 1,596百万円 1.28 総費用総便益比方式 

概要図 別添のとおり 

 

出典：浮金第二地区土地改良事業計画概要書（福島県農林水産部農村計画課作成） 



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　浮金第二地区

県内位置図
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