
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 水戸市
み と し

事 業 名 経営体育成基盤整備事業 地 区 名 川又平戸
かわまたひら と

事業主体名 茨城県 事業完了年度 平成21年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は水戸市の南東部に位置し、太平洋沿岸近くに開けた水田地帯において米を

中心とした都市近郊型農業が営まれていた。
しかし、地区内の農地は、小区画かつ排水不良に加え、備前堀用水路の末端に位置

び ぜ んぼり

するため常に用水不足に悩まされていた。さらに、担い手の高齢化、兼業化が進むな
か、作業受委託や土地の賃借などの要望が高まっていたものの生産基盤条件の不備が
障害となっていた。
このため、本事業により大区画化、用排水路の整備を行い、農業生産性の向上を図

るとともに担い手への農地集積を促進し、地域の農業構造の改善等に資する。
受益面積：73ha
受益者数：194人
主要工事：区画整理73ha、暗渠排水72ha
総事業費：1,158百万円
工 期：平成12年度～平成21年度（計画変更：平成19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は、平成７年と平成27年を比較すると県全体が１％減少している
のに対し、本地域では４％増加している。

【人口、世帯数】（旧水戸市）
区分 平成７年 平成27年 増減率

総人口 246,347人 255,644人 ４％
総世帯数 91,578戸 112,477戸 23％

（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４％から平成22年の３％に減
少しており、茨城県全体の割合６％に比べて低い状況となっている。

【産業別就業人口】（旧水戸市）
区分 平成７年 平成22年

割合 割合
第１次産業 5,416人 ４％ 2,797人 ３％
第２次産業 25,757人 21％ 20,341人 18％
第３次産業 91,926人 75％ 87,782人 79％

（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14％、農家戸数は33％、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も26％減少している。
一方、農家１戸当たりの経営面積は30％、認定農業者数は213％増加している。



区分 平成７年 平成27年 増減率
耕地面積 4,683ha 4,041ha △14％
農家戸数 3,953戸 2,637戸 △33％
農業就業人口 7,561人 3,788人 △50％
うち65歳以上 3,609人 2,662人 △26％

戸当たり経営面積 1.18ha/戸 1.53ha/戸 30％
認定農業者数 69人 216人 213％

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は水戸市調べ）

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幹線用水路は千波湖土地改良区、末端水路は営農者により、巡回

点検・補修等の日常管理が適切に行われている。

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

水稲の作付面積は現況とほぼ横ばいであるものの、暗渠排水の整備による排水条件の改善
により、計画時点（現況）ではほとんど見られなかった大豆や飼料用米の作付けが増加して
いる。また、水田の裏作として小麦・六条大麦等が新たに作付けされており，土地利用率が
向上している。

【作付面積】 （単位：ha)

事業計画（平成20年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成28年）
（平成11年）

水稲 50.2 47.0 49.9
大豆 0.0 10.6 7.5
小麦 0.0 4.0 4.0
六条大麦 0.0 0.0 13.0
飼料用米 0.0 0.0 14.5
ニンニク 0.0 0.0 0.1

（出典：事業計画書(最終計画)、現地農家聞き取り）

【生産量】 （単位：ｔ）

事業計画（平成20年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成28年）
（平成11年）

水稲 271.1 253.8 276.9
大豆 0.0 20.2 9.5
小麦 0.0 12.8 7.5
六条大麦 0.0 0.0 26.1
飼料用米 0.0 0.0 107.0
ニンニク 0.0 0.0 0.8

（出典：事業計画書(最終計画)、水戸市聞き取り）

【生産額】 （単位：百万円）

事業計画（平成20年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成28年）
（平成11年）

水稲 62.9 58.9 62.5
大豆 0.0 2.9 1.3
小麦 0.0 0.2 0.1
六条大麦 0.0 0.0 0.9
飼料用米 0.0 0.0 2.0
ニンニク 0.0 0.0 0.6

（出典：事業計画書(最終計画)、JA水戸市聞き取り及び東京中央市場卸売り価格等）



（２）営農経費の節減
本事業の実施により、排水改良及びほ場の大区画化に伴う大型農業機械の導入が可能と

なったため、計画どおり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20年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成28年）
（平成11年）

水稲（30a） 185 164 164
水稲（100a） 185 146 146
大豆 140 126 126

（出典：事業計画書（最終計画）、水戸市聞き取り）

【機械経費】 （単位：千円/ha）

事業計画（平成20年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成28年）
（平成11年）

水稲（30a） 209 84 84
水稲（100a） 209 67 67
大豆 132 74 74

（出典：事業計画書（最終計画）、水戸市聞き取り）

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
本事業の実施による農業用水の安定供給や排水改良により、水稲の単収が増加するな

ど、農業生産性の向上が図られている。また、事業の実施を契機に設立された農事組合法
人により、計画になかった六条大麦や飼料用米等の栽培も行われており、地域の生産振興
が図られている。

【単収】 （単位：kg/10a）

事業計画（平成20年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成28年）
（平成11年）

水稲 540 557 555

（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）による営農は継
続されるとともに、担い手への農地集積も進んだことから、集積面積及び集積率とも計画
を上回っている。

さらに、本事業を契機として設立された「集落営農組織アグリ平戸」は、担い手へ農地
を集積するとともに大区画化を図り、また合理的な輪作体系を確立するなど法人化に向け
た営農基盤確立に取り組んだ結果、平成24年に「農事組合法人アグリ平戸」となり、水田
営農をリードする集落営農組織の法人化が図られている。

農事組合法人アグリ平戸は、飼料用米栽培における乾田直播栽培の導入(育苗・代掻き
作業の省略)や大豆栽培に改良型逆転耕耘同時播種機の使用(事前耕耘の省略と排水対策)
など、より効率的な営農に取り組んでおり、その結果、労働時間の節減が図られている。



【担い手の育成状況】 （単位：人、組織）

事業計画（平成20年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成28年）
（平成11年）

認定農業者 2 2 2
集落営農組織 0 1 0
農事組合法人 0 0 1

（出典：水戸市聞き取り）

【担い手への農地集積】
事業計画（平成20年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成28年）

（平成11年）
農地集積面積 3.2ha 30.6ha 34.5ha
農地集積率 4.2% 41.9% 47.2%

（出典：水戸市聞き取り）

② 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、営農

の効率化を目的とした「農事組合法人アグリ平戸」の設立をはじめ、多面的機能支払交付
金等を活用し、農道や用水路、排水路の維持管理等を地域ぐるみで行う共同活動、里山の
整備や体験活動等を行う「川又活動組織」「平戸グリーンネット」など、コミュニティを
母体とした地域活動が活発化している。

（３）事業による波及的効果等
① 地域ブランド米や多収・良食味等の栽培への取組

農作業の省力化に伴う栽培技術向上への取り組みが進められたことにより、地域ブランド米

「水戸っ穂風彩常澄コシヒカリ」や本県で新たに開発された多収・良食味米「ふくまる」
み と ぽ かぜいろつねずみ

の栽培や、若手農家による野菜栽培の取り組みが一部で始まっている。

② 地元農業を観光資源として活用した地域の活性化
地区内の農地では、水戸市産業経済部や茨城大学「（知）の拠点整備事業」（大学COC：

地域課題解決型特定研究プロジェクト）と連携した「田んぼアートプロジェクト」が３ヶ
年連続して行われている。この地元農業を観光資産として活用する取組には、地区外から
多くの人々が訪れており、地元農産物を対外的にアピールするなど、地域の活性化に繋
がっている。

（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 1,461百万円
総事業費 1,321百万円
投資効率 1.10

（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

区画整理とともに整備された耕作道は、ほ場への効率的な通作を可能としているほか地域
の生活道路としても活用され、地域住民の利便性の向上に寄与している。

（２）自然環境
本地区では、事業実施中は、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、事業実施後は多面的機能支払交付金等を活用し「ビオトープ」を造成・管理するなど
の取組を行っており、現在も良好な農村環境が維持保全されている。

また、「田んぼアートプロジェクト」をはじめとした景観対策にも力を入れており、農村
景観が保全されている。



６ 今後の課題等
本事業によるほ場の大区画化と汎用化による大型機械化営農が促進され、大規模農業経営

に向けた課題が改善され、併せて担い手への農地集積が進んでいる。
今後は、永続的な農業生産体制の確立を目標として、農事組合法人の安定経営や新規営農

者の募集及び育成に注力する必要がある。

事 後 評 価 結 果 本事業の実施により、農作業の効率化が図られるとともに作付作
物の選択的拡大の促進や単収が増加するなど生産性が大きく向上し
ている。

また、農事組合法人が新たに設立され、これら法人等の担い手へ
の農地集積が促進されたことにより、地域農業構造の改善が図られ
ている。

今後は、永続的な農業生産体制の確立を目標として、農事組合法
人の安定経営や新規営農者の募集及び育成に注力する必要がある。

第 三 者 の 意 見 当地区は、ほ場の大区画化や農道、暗渠排水の整備により、農業
生産性の向上が図られている。

また、農事組合法人や担い手の育成、農地集積による経営規模の
拡大等、地域農業構造の改善が図られている。

さらに、ブランド米の栽培や「田んぼアートプロジェクト」の実
施等、地域活性化に向けた取り組みも評価できる。

今後も引き続き、担い手の育成と農地中間管理機構の活用等によ
る農地集積を促進し、地域農業の体質強化を進められたい。
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川又平戸地区の事業の効用に関する説明資料

事業名 経営体育成基盤整備事業 都道府県名 茨城県 地区名 川又平戸

１．地区の概要
① 関係市町村：茨城県水戸市
② 受 益 面 積：73ha
③ 主 要 工 事：区画整理 73ha、暗渠排水 72ha
④ 事 業 費：1,158百万円
⑤ 事 業 期 間：平成12年度～平成21年度（計画変更：平成19年度）
⑥ 関 連 事 業：なし

２．投資効率の算定
（単位：千円）

区 分 算定式 数 値 備 考

総事業費 ① 1,321,207

年総効果額 ② 92,365

廃用損失額 ③ － 廃止する施設の残存価値

総合耐用年数 ④ 27年 当該事業の耐用年数

還元率×（１＋建設利 ⑤ 0.0632 総合耐用年数に応じ、年総効果
息率） 額から妥当投資額を算定するた

めの係数

妥当投資額 ⑥＝②÷⑤－③ 1,461,472

投資効率 ⑦＝⑥÷① 1.10

３．年総効果額の総括
（単位：千円）

区 分 年総効果額 効 果 の 要 因
効果項目

農業生産向上効果

作物生産効果 1,159 区画整理及び用排水施設の整備に伴う用水改良や排
水改良により農作物の生産量が増減する効果

農業経営向上効果

営農経費節減効果 92,135 区画整理によりほ場内の営農に係る経費が節減され
る効果

維持管理費節減効果 △1,598 施設の整備により維持管理費が増減する効果

生活環境整備効果

非農用地創設効果 88 区画整理により公共用地等の用地調達経費が節減さ
れる効果

その他の効果



国産農産物安定供給効 581 区画整理及び用排水施設の整備により農業生産性の
果 向上や営農条件等の改善が図られ、国産農産物の安

定供給に寄与する効果

計 92,365

４．効果額の算定方法

（１）作物生産効果

○効果の考え方
区画整理及び用排水施設の整備に伴う用水改良や排水改良により農作物の生産量が増減する

効果。

○対象作物
水稲、大豆、小麦、六条大麦，飼料用米，ニンニク

○年効果額算定式
年効果額＝生産増減量（評価時点の農作物の生産量－事業実施前の現況における農作物の生産

量）×生産物単価×純益率

○年効果額の算定

効果 農作物生産量（ｔ） 生産物 増 加 純益 年効果額
作物名 要因 単 価 粗収益 率

現況 評価 増減 (千円/t) （千円） （％） （千円）
時点

① ② ③＝ ④ ⑤＝③×④ ⑥ ⑦＝⑤×⑥
②－①

水稲 作付減 271.1 269.5 △1.6 232 △371 － －

単収増 271.1 276.9 5.8 232 1,346 77 1,036

計 975 1,036

大豆 作付増 － 9.5 9.5 142 1,349 － －

小麦 作付増 － 7.5 7.5 17 128 － －

六条大麦 作付増 － 26.1 26.1 33 861 － －

飼料用米 作付増 － 107.0 107.0 19 2,033 － －

ニンニク 作付増 － 0.8 0.8 810 648 19 123

合 計 1,159

・農作物生産量 ：現況の農作物生産量は、最終計画時点の川又平戸土地改良事業計画書等に
記載された諸元を基に算定。評価時点の農作物生産量は、農林水産統計等
による最近年の平均単収を基に算定。

・生産物単価 ：ＪＡ聞き取りや市場価格等による最近５か年の販売価格に消費者物価指数
を反映した価格。

・純益率 ：「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について」による標準値等を使
用。



（２）営農経費節減効果

○効果の考え方
区画整理により、ほ場内の作業効率等の向上が図られ営農に係る経費が節減される効果。

○対象作物
水稲、大豆、飼料用米

○年効果額算定式
年効果額＝事業実施前の現況における営農経費－評価時点における営農経費

○年効果額の算定
営農経費 年効果額

作物名 効果要因 現況 評価時点
① ② ③＝①－②

千円 千円 千円

水稲(30a) 区画整理 65,790 29,529 36,261

水稲(100a) 区画整理 51,457 18,870 32,587

大豆 区画整理 11,364 6,855 4,509

飼料用米 区画整理 34,070 15,292 18,778

合 計 92,135

・現況営農経費 ：最終計画時点の川又平戸土地改良事業計画書等に記載された現況の経費
を基に算定。

・評価時点の営農経費 ：茨城県の農業経営指標等を参考に整理し算定。

（３）維持管理費節減効果

○効果の考え方
施設の整備により、施設の維持管理費が増減する効果。

○対象施設
用水機場、パイプライン、排水路、農道

○効果算定式
年効果額＝事業実施前の現況維持管理費 － 評価時点の維持管理費

○年効果額の算定
事業実施前の現況維持管理費 評価時点の維持管理費 年効果額

① ② ③＝①－②
千円 千円 千円

4,026 5,624 △1,598

・事業実施前の現況維持管理費：最終計画時点の川又平戸土地改良事業計画書等に記載され
た現況の維持管理費を基に算定。

・評価時点の維持管理費 ：施設の実績維持管理費を基に算定。



（４）非農用地等創設効果

○効果の考え方
区画整理等の面的整備事業において、換地手法を用いて先行的、計画的に公共用地等の非農

用地を円滑に創設することにより、合理的かつ経済的に用地を取得できる効果。

○算定対象
事業の実施により創設された非農用地

○効果算定式
年効果額＝（想定経費（事業実施前の土地において同様な土地利用を実施するとした場合に想

定される用地調達経費）－計画経費（事業における非農用地創設に要する経費））
×還元率

○年効果額の算定
想定経費 計画経費 還元率 年効果額

① ② ③ ④＝（①－②）×③
千円 千円 千円

2,903 747 0.0408 88

・想定経費 ：事業実施前の土地において同様な土地利用を実施するとした場合に想定さ
れる用地調達経費であり、近傍地区における事例を基に算定。

・計画経費 ：事業を実施した場合における用地調達経費を基に算定。
・還元率 ：施設が有している総効果額を耐用年数期間（100年）における年効果額に換算

するための係数。

（５）国産農産物安定供給効果

○効果の考え方
区画整理及び用排水施設等の整備による水利条件の改良等に伴い、維持・向上するとみなさ

れる国産農産物の安定供給に対して国民が感じる安心感の効果。

○対象作物
水稲、大豆、小麦、六条大麦、飼料用米、ニンニク

○年効果額算定式
年効果額＝年増加粗収益額 × 単位食料生産額当たり効果額（原単位）

○年効果額の算定
増加粗収益額 単位食料生産額当たり効果額 当該土地改良

効 果 名 (効果額/ 事業における 備考
食料生産額) 効果額

① ② ③＝①×②
千円 円／千円 千円

国産農産物
安定供給効果 5,994 97 581

・増加粗収益額 ：作物生産効果の算定過程で整理した作物生産量を基に算定。
・単位食料生産額当たり効果額 ：『「国産農産物安定供給効果」について（平成27年３月

27日付け農村振興局整備部長通知）』で定められた
「97円/千円」を使用。



５.評価に使用した資料

【共通】
・農林水産省構造改善局計画部監修（1988）「[改訂]解説土地改良の経済効果」大成出版社
・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年３月28日農林水産省農村振

興局企画部長通知（平成28年３月25日一部改正））
・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（平成28年３月25日付け農村振興局

整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）
・「国産農産物安定供給効果」について（平成27年３月27日付け農村振興局整備部長通知）

【費用】
・費用算定に必要な各種諸元については、茨城県農林水産部農村計画課調べ

【便益】
・茨城県（平成20年２月）「川又平戸土地改良事業計画変更概要書」
・関東農政局茨城農林水産統計年報（平成22～26年）
・農林水産省大臣官房統計部（平成12、22年）「農林業センサス」
・便益算定に必要な各種諸元は、茨城県農林水産部農村計画課調べ




