
農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 農村振興局（北海道）

都道府県名 北海道 関係市町村名 釧路市（旧白糠郡音別 町）
くし ろ し しらぬかぐんおんべつちよう

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 音別川西
おんべつかわにし

（一般農道整備事業）

事業主体名 北海道 事業完了年度 平成21年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、釧路総合振興局管内西部の釧路市音別町市街地の北側に位置する、酪農

を基幹産業とする地域であり、農業経営の合理化を図るため、大型農業機械の導入
を図っている。しかしながら、現況農道の幅員は狭くかつ砂利舗装である上、農産
物輸送の際には南側に架かる既設橋梁まで大きく迂回しなければならず、トラクタ
ー等の大型農業機械の通行や農産物の輸送に支障を来していた。

このため、本事業により農道の拡幅やアスファルト舗装の整備と併せ、地区の北側
に橋梁を架設し、農産物輸送の効率化を図り、農業経営の合理化に資する。

受益面積：455ha
受益者数：７人
主要工事：農道 1.2km
総事業費：1,126百万円
工 期：平成11年度～平成21年度（計画変更：平成13年度）
関連事業：農道整備特別対策事業 川西地区

〔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７年と平成22年を比較すると29％減少し、北海道全体の減
少率３％を上回っている。

【人口、世帯数】
区分 平成７年 平成22年 増減率

総人口 3,307人 2,348人 △29％
総世帯数 1,153戸 1,000戸 △13％

（出典：国勢調査 音別町分のみ）

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18％から平成22年の16％に減
少しているものの、平成22年の北海道全体の割合７％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22年

割合 割合
第１次産業 281人 18％ 240人 16％
第２次産業 536人 35％ 623人 41％
第３次産業 724人 47％ 644人 43％

（出典：国勢調査 音別町分のみ）

（２）地域農業の動向
平成７年と平成22年を比較すると、経営耕地面積については４％、農家戸数は41％、農業

就業人口は37％減少しており、65歳以上の農業就業人口も６％減少している。
一方、農家１戸当たりの経営面積は62％、認定農業者数は74％増加している。



区分 平成７年 平成22年 増減率
経営耕地面積 2,334ha 2,236ha △4％
農家戸数 91戸 54戸 △41％
農業就業人口 228人 143人 △37％
うち65歳以上 52人 49人 △6％
戸当たり経営面積 25.6ha/戸 41.4ha/戸 62％
認定農業者数 23人 40人 74％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は音別町行政センター調べ）

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、釧路市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

本地域において、担い手等への農地集積が図られる中、本事業の受益地の一部（離農跡
地）が、本路線を利用せずに通作等が可能な農家に引き継がれたため、受益面積が減少し、
それに伴い受益地の生産量及び生産額も減少している。

【作付面積】 （単位：ha)

区分 事業実施前 計画 評価時点
（平成10年） (平成13年) （平成26年）

牧草 395.9 395.9 258.3
青刈りとうもろこし 58.6 58.6 23.0

（出典：事業計画書(最終計画)、音別町行政センター聴き取りによる）

【生産量】 （単位：ｔ）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成10年） (平成13年) （平成26年）
牧草 16,826 16,826 8,511
青刈りとうもろこし 3,405 3,405 1,271
牛乳 2,710 2,710 1,311

（出典：事業計画書(最終計画)、音別町行政センター聴き取りによる）

【生産額】 （単位：百万円）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成10年） (平成13年) （平成26年）
牛乳 198 198 100

（出典：事業計画書(最終計画)、音別町行政センター聴き取りによる）

（２）営農走行経費の節減
橋梁の新設による走行距離の短縮及び農道の拡幅等による農産物輸送車両の大型化や走行

速度の向上に伴い、通作及び農作物の輸送時間等の節減が図られている。

【通作時間】
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成10年） (平成13年) （平成26年）
トラクター 711hr/年 218hr/年 41hr/年

（出典：事業計画書（最終計画）、音別行政センター聴き取りによる）

【輸送時間】 （単位：hr/年）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成10年） (平成13年) （平成26年）
２tトラック 6,459 － －
４tトラック 1,110 130 －
６tトラック 51 785 －
８tトラック － 7 －
10tトラック － 24 87



14tトラック － － 19
（出典：事業計画書(最終計画)、音別町行政センター聞き取りによる）

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
本事業による農道の拡幅等により、大型輸送車両の導入が進み、輸送効率が向上するな

ど、農業生産性の向上につながっている。

【輸送車両の構成割合】 （単位：％）
区分 事業実施前 評価時点

（平成10年） (平成26年)
２tトラック 85.9 －
４tトラック 13.6 －
６tトラック 0.5 －
10tトラック － 96.3
14tトラック － 3.7

（出典：事業計画書（最終計画）、音別町行政センター聞き取りによる）

（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、大型の運搬車両や作業機械の通行が可能となり、農産物等の輸
送時間や草地管理に係る通作時間の短縮のみならず、牧草の刈り取り・運搬に係る作業受委
託（公社営コントラクター）の導入が進み、飼料等の運搬回数が減少するなどの生産コスト
低減や農業機械類の個人所有から共同利用への転換等により、経営の合理化が図られてい
る。

（３）事業による波及効果等
農道の整備により、大型輸送車両による効率的な堆肥の運搬、散布が可能となった事に伴

い、家畜排泄物の適正管理及び有効利用が促進されることで、化学肥料の使用量が低減さ
れ、環境保全型農業の推進に寄与している。

(４）事後評価時点における費用対効果分析の結果
総便益 3,150百万円
総費用 2,927百万円
総費用総便益比 1.07

（注）総費用総便益比方式により算定。

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、農作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
工事の施工に当たっては、側溝の整備において土砂の流出対策を積極的に講じるととも

に、タンチョウが飛来する場所では、工事騒音の低減や施工時期の制限等の施工に配慮した
結果、事業実施後もタンチョウが確認できている。

また、河川内での工事の際は、下流に汚濁水が流下しないよう、汚濁防止施設を設置した
ことにより、エゾトミヨ等の生息が維持されており、自然環境に変化は生じていない。

６ 今後の課題等
本農道は集乳車等の大型車両の通行量が多く路盤への負荷が大きいことから、アスファルト

舗装の計画的な補修整備を行うなど、ライフサイクルコストの低減を図るため、適切な管理を
行っていくことが必要である。

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、効率的な営農や流通の合理化が図ら
れ、農業生産性の向上につながっているほか、農地の流動化やコント
ラクターの導入による牧草収穫作業、堆肥散布の受委託の促進や環境



保全型農業の推進にも寄与している。
また、地区内の移動や幹線道路へのアクセスが容易になり、農村生

活環境の改善が図られている。

第 三 者 の 意 見 本事業により、通作及び農産物輸送時間の短縮や車両の大型化に伴
う運搬回数の減少によるコスト低減等の効果が確認された。

また、波及効果として、大型車両による堆肥の運搬・散布が可能と
なり、家畜排せつ物の適正管理が促進されるなど、環境保全型農業の
推進に貢献していることは評価できる。

今後も、農道整備の効果を安定的に発揮するため、計画的な補修を
行うなど、適切な維持管理を行うことが望まれる。



通作経路
整備前
整備後

農家



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 石川県 関係市町村名 羽咋市、鹿島郡中能登町（旧鹿
は く い し か しまぐんなか の と まち か

島郡鹿西町）
しまぐんろくせいまち

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 北潟
きたかた

（農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業）

事業主体名 石川県 事業完了年度 平成21年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、石川県の能登半島の中央部に位置する、邑知平野を中心とした農業地帯

おう ち

であり、稲作、畑作や果樹を組み合わせた営農が展開されている。
しかしながら、地区内には幹線農道がなく、受益者は農産物の輸送に特に交通量の

多い国道や主要地方道を通行しなければならず、営農に支障を来している状況であっ
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、営農労力の省力化を図り農業経営の合理化に資する。

受益面積：788ha
受益者数：747人
主要工事：農道7.3km
総事業費：2,700百万円
工 期：平成３年度～平成21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２年と平成22年を比較すると16％減少し、石川県全体の増
加率0.4％を下回っている。

【人口、世帯数】
区分 平成２年 平成22年 増減率

総人口 32,950人 27,706人 △16％
総世帯数 9,155戸 9,624戸 ５％

注）集計範囲：羽咋市、旧鹿島郡鹿西町
（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８％から平成22年の５％に減
少しているものの、平成22年の石川県全体の割合３％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２年 平成22年

割合 割合
第１次産業 1,391人 ８％ 1,033人 ５％
第２次産業 7,564人 44％ 6,671人 34％
第３次産業 8,310人 48％ 11,733人 61％

注）集計範囲：羽咋市、旧鹿島郡鹿西町
（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
平成２年と平成22年を比較すると、耕地面積は８％、農家戸数は80％、農業就業人口は49

％減少しており、65才以上の農業就業人口についても12％減少している。一方、農家一戸当
たりの経営面積は３倍、及び認定農業者数は５倍に増加している。



区分 平成２年 平成22年 増減率
耕地面積 2,540ha 2,330ha △８％
農家戸数 855戸 168戸 △80％
農業就業人口 498人 255人 △49％

うち65歳以上 190人 168人 △12％
戸当たり経営面積 0.7ha/戸 2.1ha/戸 200％
認定農業者数 注227人 136人 404％

注１）集計範囲：関係13集落（ただし、耕地面積及び認定農業者は羽咋市）。
注２）販売農家での集計(認定農業者の区分除く。）で、平成７年度の値。
（出典：石川農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は北陸農政局調べ）

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、羽咋市及び中能登町により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

水稲については、受益地内で平成26年度よりほ場整備事業を実施中であることなどから、
計画を下回る作付けとなっている。

また、野菜類については、価格の低迷等により計画を下回っているが、羽咋市の推奨作
物であるそば、ねぎ、はくさいは、事業実施後新たに作付けされている。
【作付面積】 （単位：ha)

事業計画（平成13年） 評価時点
区分

現況（平成２年） 計画 （平成26年）
水稲 507 507 477
大麦 ６ ６ ６
大豆 44 44 ６
はくさい － － ６
すいか 66 66 16
だいこん 54 54 ３
キャベツ 135 135 －
そば － － ３
ねぎ － － 12

（出典：事業計画書（ 終計画）、ＪＡはくい聞き取り）

【生産量】 （単位：t)
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況（平成２年） 計画 （平成26年）

水稲 2,545 2,545 2,480
大麦 19 19 15
大豆 53 53 ２
はくさい － － 144
すいか 3,196 3,196 902
だいこん 2,695 2,695 152
キャベツ 3,100 3,100 －
そば － － １
ねぎ － － 180

（出典：事業計画書（ 終計画）、ＪＡはくい聞き取り）

【生産額】 （単位：百万円）
事業計画（平成13年） 評価時点

区分
現況（平成２年） 計画 （平成26年）

水稲 587 587 536
大麦 ２ ２ １
大豆 13 13 ０
はくさい － － １



すいか 592 592 136
だいこん 275 275 14
キャベツ 286 286 ０
そば － － ０
ねぎ － － 67

（出典：事業計画書（ 終計画）、ＪＡはくい聞き取り）

（２）営農走行経費の節減
本事業の実施により、農産物を運搬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)

（出典:事業計画書（ 終計画）、石川県聞き取り）

【輸送時間】 （単位：hr）

（出典:事業計画書（ 終計画）、石川県聞き取り）

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
事業実施前は、農家がライスセンター等へ出荷するためには、県道等（一部車道幅員3.5

ｍ程度）を大きく迂回しなければならなかったが、本農道（車道幅員5.5ｍ）の整備によ
り、運搬距離が短縮するとともに、車両の大型化や走行速度が向上し、出荷に係る時間が
短縮されている。
【１次輸送（ほ場～ライスセンター）】

（出典:事業計画書（ 終計画）、石川県聞き取り）

② 新規導入作物の推進
農道整備に伴い荷傷みが防止されたことにより、羽咋市の推奨作物である軟弱作物（ねぎ

及びはくさい）が新たに作付けされている。
（単位：ha）

（出典:ＪＡはくい聞き取り）

現況（平成２年） 計画

軽四輪 4,651 390 287

2t車 349 1,553 1,139

評価時点
（平成26年度）

区分
事業計画（平成13年）

現況（平成２年） 計画
軽四輪 84,469 6,324 456
2t車 5,294 4,074 316
6t車 188 0 0
10t車 　　　　　　  － 338 328

評価時点
（平成26年度）

区分
事業計画（平成13年）

現況（平成２年） 計画
運搬車両 軽四輪等 2tトラック等 2tトラック等
走行速度 15km/h 40km/h 40km/h
輸送時間 85,591h 10,398h 772h
輸送台数 114,752台 42,593台 12,063台

評価時点
（平成26年度）

区分
事業計画（平成13年）

現況（平成２年） 計画
ねぎ － － 12

はくさい － － ６

区分
事業計画（平成13年） 評価時点

（平成26年度）



（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、地区内から効率的な農産物輸送だけではなく、通作等の利便性
が向上し、農業者の高齢化が進む中、地域農業の維持に大きく寄与している。

(３) 事業による波及的効果等
通作や集出荷といった農業上の利用だけではなく、通勤や市街地へのアクセス向上等が図

られ生活道路としても有効に活用されている。
（単位：台）

注）一般車交通台数については、交通量調査を基に算定。
（出典:石川県聞き取り）

(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 5,196百万円
総事業費 3,104百万円
投資効率 1.67

（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
本受益地付近は白鳥等の飛来区域（邑知潟）に近いことから、白鳥等を保護するための遮

おう ち がた

光壁の設置を行ったため、事業実施後も白鳥等の飛来は確認されている。

６ 今後の課題等
本農道は、軟弱地盤が多い邑知平野に位置していることから、アスファルト舗装の補修整備

を適時に行うなど、維持管理を適切に行っていくことが必要である。また、一般交通車の利用
が増え、市道との交差点などで事故が増えていることから、安全対策を行うことが必要であ
る。

事 後 評 価 結 果 本事業で農道が整備されたことにより、通作・集出荷時間の短縮や
輸送車両の大型化が可能となったことで、効率的な営農が行われ、農
業生産性の向上が図られている。

また、地域住民の生活道路として有効に活用されるなど、地域社会
の利便性にも寄与している。

第 三 者 の 意 見 農道が整備されたことに伴い、通作および農産物輸送時間の短縮や
輸送車両の大型化が実現したことにより、輸送経費の節減や、はくさ
いなどの荷傷みの軽減等の効果が確認された。

また、本事業は地域の生活利便性の改善にも貢献している。
今後とも、これら効果の継続的な発現のために、舗装の補修などの

維持管理が関係市町により適切に実施される必要がある。

事業計画（平成13年）
計画

年間一般交通台数
（平均値）

41,045 739,733

区分
評価時点

（平成26年度）



農道整備事業「北潟地区」概要図
（農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業）



農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 東海農政局

都道府県名 岐阜県 関係市町村名 高山市（旧高山市）
たかやま し たかやま し

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 高山南部
たかやまなん 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 岐阜県 事業完了年度 平成21年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、高山市南部に位置する旧高山市の代表的な農業地帯であり、水田をはじ

めとして野菜・果樹・畜産の生産地となっている。特に地域の特色を活かした高冷地
野菜は、近年、市場において高い評価を得ており、飛騨牛ブランドをはじめとする畜
産・酪農の経営も大規模に行っている。
しかし、こうした状況にありながら、各団地間を結ぶ基幹農道が未整備のため、農

業経営の近代化や農業交通機能の合理化が図られず、各団地一体となった営農の展開
が妨げられていた。
このため、本事業により生産団地間や農業施設を効率的に結びつける農道を整備

し、農産物輸送の効率化を図り、併せて地域生活環境の改善に資する。
受益面積：123ha
受益者数：371人
主要工事：農道 5.3km
総事業費：3,385百万円
工 期：平成3年度～平成21年度（計画変更：平成14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２年と平成22年を比較すると２％低下し、岐阜県全体の
増加率１％を下回っている。

【人口、世帯数】（旧高山市）
区分 平成2年 平成22年 増減率

総人口 65,243人 63,955人 △２％
総世帯数 21,044戸 23,491戸 １２％

（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８％から平成22年の７％に
低下しているが、平成22年の岐阜県全体の割合３％に比べて約２倍となっている。

【産業別就業人口】（旧高山市）
区分 平成2年 平成22年

割合 割合
第１次産業 2,745人 ８％ 2,527人 ７％
第２次産業 10,322人 29％ 7,614人 23％
第３次産業 21,987人 63％ 23,339人 70％

（出典：国勢調査）



（２）地域農業の動向
平成２年と平成22年を比較すると、耕地面積については17％、販売農家数は28％、農業

就業人口は38％減少しているが、65歳以上の農業就業人口は５％上昇している。
一方、農家１戸当たりの経営耕地面積は42％、認定農業者数は15％増加している。

区分 平成２年 平成22年 増減率
耕地面積 5,744ha 4,780ha △17％
販売農家数 1,218戸 883戸 △28％
農業就業人口 2,780人 1,712人 △38％
うち65歳以上 881人 928人 5％

１戸当たり経営耕地面積 0.95ha/戸 1.35ha/戸 42％
認定農業者数 233人 268人 15％
（出典：農林業センサス、耕地面積は農林水産統計年報、認定農業者数は岐阜県調べ）
注１）表中の数値は旧高山市
注２）平成２年の認定農業者数は平成８年の数値である。

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、高山市により良好に維持管理されているほか、地元自治

会（町内会）では定期的（年２回程度）に道路の草刈り、ゴミ拾いを行っている。また、高
山市では法尻１ｍ程度に防草シートを順次設置しており、地元自治会の維持管理（草刈り）
に係る労力の低減を図っている。

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

主要作物は計画どおりの作付けがなされている。水稲の生産量は単収の増加により増えて
いる一方で、トマトとほうれんそうにおいては計画を下回っている。

【作付面積】 （単位：ha)
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況(平成14年) 計画 （平成26年）

水稲 19 19 19
夏秋トマト 25 25 25
ほうれんそう 28 28 28
一般野菜(はくさい) 18 18 18
果樹(りんご) 9 9 9
飼料作物 24 24 24

（出典：事業計画書（最終計画）、岐阜県聞き取り）

【生産量】 （単位：ｔ）
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況(平成14年) 計画 （平成26年）

水稲 86 86 89
夏秋トマト 2,210 2,210 2,174
ほうれんそう 1,034 1,034 840
一般野菜(はくさい) 351 351 392
果樹(りんご) 123 123 99
飼料作物 1,111 1,111 845

（出典：事業計画書(最終計画)、岐阜県聞き取り）

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

時間が短縮している。



【通作時間】 （単位：hr)
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況(平成14年) 計画 （平成26年）

テ－ラー 336 － －
軽自動車 72 59 59
１ｔ車 51 50 50
２ｔ車 21 59 59

（出典:事業計画書(最終計画)、岐阜県聞き取り）

【輸送時間】 （単位：hr）
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況(平成14年) 計画 （平成26年）

テ－ラー 71,318 － －
軽自動車 10,219 3,954 2,029
１ｔ車 2,440 1,169 582
２ｔ車 1,163 1,005 932
４ｔ車 93 214 383
６ｔ車 62 238 425

（出典:事業計画書(最終計画)、岐阜県聞き取り）

４ 事業効果の発現状況
（１）事業の目的に関する事項
① 農業経営の向上

事業実施前は、ほ場から集荷所までの輸送は、市街地を通行する県道462号線を経由し
なければならなかったが、本農道が整備されたことにより、大型車両の走行が可能とな
り、距離が約１km短縮されるとともに、農産物輸送に係る走行時間が短縮（７分→４分）
されている。

（出典：岐阜県聞き取り）

【ほ場→集荷場】
事業計画（平成14年） 評価時点

区分
現況(平成14年) 計画 （平成26年）

運搬車両 軽自動車 6ｔトラック 6ｔトラック
走行速度 33km/hr 40km/hr 40km/hr
輸送時間 7分 4分 4分

（出典:事業計画書(最終計画)、岐阜県聞き取り）

（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が可能となり、市場に対
するトマトやほうれんそう等の安定供給が確保され、産地形成としての強化が図られて
いる。

（３）事業による波及的効果等
国道41号から高山市街地（国道158号）を通過せずに、丹生川町へ抜けるバイパス道路

にゆ う かわちよう

としても利用されており、災害時及び緊急車両の通行する際の迂回路としての活用が期待
されている。

（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 4,618百万円
総事業費 3,926百万円
投資効率 1.17
（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、農作物の集出荷や通作のみならず、通勤、買い物、通院、
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。

６ 今後の課題等
事業効果の持続的な発現のため、アスファルト舗装の補修整備を適時に行うなど、道路の

維持管理を引続き適切に行っていくことが必要である。

事 後 評 価 結 果 本事業による農道の整備により車両の大型化が図られ、農産物輸
送に係る時間が短縮されている。
また、地域住民の通勤・買い物等の生活道路としても活用される
とともに、災害時及び緊急車両通行等においても利用されており、
生活環境の改善に寄与している。

第 三 者 の 意 見 本事業により、通作及び農産物輸送に対して、時間の短縮の効果
が顕著に現れている。また、農村地域の生活道路としての役割も大
きいことがうかがえる。
今後も農道や生活道路としての機能が効率的に発揮されるよう、

適切な維持管理に努められたい。



農道整備事業 高山南部地区 概要図

総事業費 3,385百万円
工事期間 平成3年度～平成21年度
受益面積 123 ｈａ
主要工事 農道 5.3 ｋｍ
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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 近畿農政局

都道府県名 滋賀県 関係市町村名 東近江市 （旧神崎郡能登川町）
ひ が し お う み し かんざきぐんのとがわちよう

事 業 名 農道整備事業 地 区 名 きぬがさ
（一般農道整備事業）

事業主体名 滋賀県 事業完了年度 平成21年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、滋賀県南東部に位置し、水稲を中心に、かぶ、キャベツ等の露地栽培や

肥育牛を中心とした畜産業が盛んな地域である。
本事業の実施以前の農産物の集出荷は、県道を利用して行なわれていたが、周辺の

市街化の進展や一般車両の増加により、農産物の輸送に支障が生じていた。
このため、本事業により基幹的な農道の整備を行い、農産物の新たな集出荷ルート

を確保し、輸送時間の短縮、効率化を図ることにより、農業経営の安定に資する。
受益面積：1,632ha
受益者数：782人
主要工事：農道3.3km
総事業費：1,070百万円
工 期：平成12年度～平成21年度（計画変更：平成17年度）
関連事業：ふるさと農道緊急整備事業「きぬがさ」地区

〔項 目〕
１ 社会経済情勢の変化
（１）社会情勢の変化

本地区を含む東近江市の総人口について、平成12年と平成22年を比較すると、ほぼ横ばい
滋賀県全体の増加率5％を下回っている。であり、

【人口、世帯数 （東近江市）】
区分 平成12年 平成22年 増減率

総人口 114,395人 115,479人 1％

総世帯数 34,974戸 38,941戸 11％

（出典：国勢調査）

産業別就業人口について、本地区を含む東近江市における第１次産業の就業人口は横ばい
である。

【産業別就業人口 （東近江市）】
区分 平成12年 平成22年

割合 割合

第１次産業 3,080人 5％ 2,486人 5％

第２次産業 27,602人 47％ 22,342人 41％

第３次産業 27,588人 48％ 29,036人 54％
（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
本地区を含む東近江市における平成12年と平成22年を比較すると、耕地面積は３％、農家

戸数は27％、農業就業人口は45％減少している。
一方、一戸当たりの経営面積は16％、認定農業者数は約3.5倍、それぞれ増加している。



【地域農業の動向 （東近江市）】

区分 平成12年 平成22年 増減率

耕地面積 8,828ha ha △ 3％8,580

農家戸数 6,331戸 4,608戸 △27％

農業就業人口 7,809人 4,276人 △45％

4,672人 3,112人 △33％うち65歳以上

戸当たり経営面積 1.27ha/戸 1.47ha/戸 16％

認定農業者数 92人 320人 248％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は滋賀県調べ）

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、東近江市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

水稲については、需要の低迷や価格の低下により最終計画変更時（平成17年度）に比べ評
価時点では71ha減少しているが、小麦については、水田の畑利用の推進により計画時に比べ
評価時点では68ha増加している。
また、野菜類については、カット野菜等の加工用需要の増加により、キャベツの作付が91

ha増加している。

【作付面積】 （単位：ha)

事業計画（平成17年）
区 分 評価時点

現況（平成16年） 計画 （平成26年）

水稲 1,100 1,100 1,029

小麦 397 397 465

大豆 34 34 34

かぶ 259 259 259

だいこん 31 31 23

にんじん 16 16 15

キャベツ 157 157 248

はくさい 44 44 39

トマト 14 14 14

すいか 23 23 22

たまねぎ 34 34 28
（出典：事業計画書(最終計画)、滋賀県調べ）

【生産量】 （単位：ｔ）

事業計画（平成17年）
区 分 評価時点

現況（平成16年） 計画 （平成26年）

水稲 5,830 5,830 5,519
小麦 1,211 1,211 1,279
大豆 60 60 52
かぶ 9,804 9,804 7,910
だいこん 1,172 1,172 679
にんじん 304 304 266
キャベツ 5,035 5,035 8,689
はくさい 1,613 1,613 1,622
トマト 537 537 729
すいか 308 308 511
たまねぎ 1,356 1,356 866

（出典：事業計画書(最終計画)、滋賀県調べ）



【生産額】 （単位：百万円）

事業計画（平成17年）
区 分 評価時点

現況（平成16年） 計画 （平成26年）
1,155かぶ 1,431 1,431
39だいこん 68 68
30にんじん 34 34
452キャベツ 262 262
52はくさい 52 52
171トマト 126 126
32すいか 19 19
56たまねぎ 88 88

(出典：事業計画書(最終計画)、滋賀県調べ）

（２）営農走行経費の節減
本事業の実施により、農産物を運搬する車両の大型化、走行距離の短縮が図られた。
このため、輸送時間や通作時間の節減が実現している。

【通作時間】 （単位：時間)
事業計画（平成17年） 評価時点

区 分
現況（平成16年） 計画 （平成26年）

軽トラック 10,048 6,698 7,337
（出典:事業計画書(最終計画)、滋賀県聞き取り）

【輸送時間】 （単位：時間）
事業計画（平成17年） 評価時点

区 分
現況（平成16年） 計画 （平成26年）

軽トラック 6,249 2,152 3,544
１tトラック 1,305 845 -
２tトラック 1,638 415 627
４tトラック 1,341 526 412
６tトラック 2,373 1,402 -
10ｔトラック - - 924

（出典:事業計画書(最終計画)、滋賀県・JAグリーン近江聞き取り）

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

本事業の実施前は、市街化の進展や一般車両の増加により交通量が多い市街地を通過しな
ければならなかったが、新たな輸送ルートとして農道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、車両の大型化による輸送車両台数が減少した結果、出荷に係る輸送時
間が短縮されている。

【集出荷施設→県道2号大津・能登川・長浜線（市場出荷 】）
事業計画（平成17年） 評価時点

区分
現況（平成16年） 計画 （平成26年）
2tトラック 4ｔトラック 4ｔトラック運搬車両
4ｔトラック 6ｔトラック 10ｔトラック
6ｔトラック

走行速度 30km/hr 45km/hr 45km/hr
輸送距離 6.8km 4.8km 4.8km
輸送時間 5,261時間 1,928時間 1,336時間
輸送台数 23,205台 18,072台 12,525台
注）輸送台数及び時間は、延べ台数、時間を計上。
注）現況は既存のルートにより算定。計画、評価時点は計画農道の通行で算定。
（出典:事業計画書(最終計画)、滋賀県・JAグリーン近江聞き取り）

（２）土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
本事業により農道が整備され、農産物の効率的な輸送が可能になったことから、農産物の

輸送力強化が図られ、農業経営の安定化に寄与している。



（３）事業による波及的効果等
本事業により農道が整備された結果、受益地周辺を通る県道の交通量が本事業実施前より

減少したことから、結果的に受益地内住民の利便性等が向上している。

（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 1,748百万円
総事業費 1,325百万円
投資効率 1.32
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、農産物の輸送のみならず、地域住民の通勤、通学道路として
も活用されており、生活環境の改善に寄与している。
なお、本地区で整備した農道の脇に県がサイクリングロードを設置しており（琵琶湖よし

笛ロード 、観光や地域住民の健康増進に寄与している。）

（２）自然環境
本事業により造成した農道の一部は、伊庭内湖（いばないこ）の堤防上の既存道路を拡幅

・改修したものである。その工事に際しては、ヨシを中心とした水生植物や景観に配慮する
ため、ほ場側の拡幅のみを行い、湖側への影響が最小限になるように施工した。

６ 今後の課題等
本事業により造成した農道は「県道2号大津能登川長浜線」に接続し、市街地を迂回する立

地条件にあり、地域の重要な道路として活用されている。今後も引続きアスファルト舗装など
の補修整備や維持管理を適切に行なっていくことが必要である。

事 後 評 価 結 果 農道の整備により、通作、輸送時間の短縮が図られ効率的な営農が
。可能となり、農業生産性の向上につながっている

大型トラックによる輸送が可能となったことにより、輸送コストの
低減等、出荷の効率化が図られていることや、受益地内の既存道路へ
の一般車両の流入が分散したことから、渋滞が緩和され、通作の負担
が軽減されている。
また、地域住民の通勤、通学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。
今後ともこれらの効果を維持するため、定期的な維持補修による適

切な道路管理を行っていく必要がある。

第 三 者 の 意 見 本地区において、農道整備事業が実施されたことにより、農産物の

集出荷車両の輸送速度が向上したことや輸送距離が短縮されたことに

加え、車両の大型化、輸送の効率化とともに、輸送コストの低減が図

られ、農業経営の安定化が可能となった。

本事業により整備された農道は、生活道路としても利用され、地域

住民の利便性の向上にも寄与している。

今後も、農道の補修等、適切な維持管理を実施することが必要であ

る。






