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【用語の解説】

本基礎資料を取りまとめる際に用いた地域を表す用語の概念及び統計資料等の集計範囲は、以下のと

おりとした。

①「関係県」 ：群馬県全域、埼玉県全域

②「関係市町」：神流川沿岸地区の受益地に係る以下３市３町

・群馬県：藤岡市（旧藤岡市）
ふじおか し

・埼玉県：本庄市（旧本庄市)、旧児玉町）、深谷市（旧岡部町）、
ほんじよう し こ だままち ふか や し おか べ まち

児玉郡美里町、神川町（旧神川町）、上里町
み さとまち かみかわまち かみさとまち

③「本事業」 ：国営土地改良事業「神流川沿岸農業水利事業」

④「本地区」 ：神流川沿岸地区の受益地

なお、関係市町の合併状況は以下のとおりである。

《事業着手時(Ｈ16)》 （合併日） 《事後評価時(Ｈ30)》

２市５町 ３市３町

【群馬県】

旧藤岡市 （Ｈ18. 1. 1） 藤岡市

旧鬼石町

【埼玉県】

旧本庄市 （Ｈ18. 1.10） 本庄市

旧児玉町

旧深谷市 （Ｈ18. 1. 1） 深谷市

旧岡部町

旧川本町

旧花園町

美里町 美里町

旧神川町 （Ｈ18. 1. 1） 神川町

旧神泉村

上里町 上里町

※ 事業着手時(H16)の旧市町村のうち、ゴシック体が関係市町
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第１章 事業の概要

１ 事業の背景と目的

（１）事業の背景

① 地区の立地

神流川沿岸地区（以下「本地区」という。）は、群馬県藤岡市、埼玉県本庄市、深谷市、児玉郡

美里町、神川町及び上里町の３市３町にまたがり、群馬県南部及び埼玉県北部の県境を流れる一級

河川利根川水系神流川の沿岸に形成された扇状台地(本庄台地)に広がる農地約4千haにおいて、水

稲と野菜等を組み合わせた複合経営が展開される農業地帯である。

神流川沿岸に形成された本庄台地

条理制から受け継がれる田畑

出典：「未来を灯す神流の清流 技術誌 平成25年３月」（以下「技術誌」という。）
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② 農業水利施設の変遷

＜中世～江戸時代後半＞

本地区に農業用水を供給する神流川は、短い流路と激しい落差により水位の変動が激しく安定

的な取水が困難な河川であった。このため、中世（鎌倉時代）に原型が見られる九郷、阿保領、

十条の３用水の開発にはじまって、江戸時代後半には上流の九郷堰から下流の勅使河原堰まで左

右岸に各４箇所、計８箇所の堰が築かれたものの、頻繁な渇水の発生により下流部の堰を利用す

る農家間での水争いが絶えない状況であった。

右岸武州（埼玉県）側

九郷堰（一番堰）

阿保堰（三 〃 ）

肥土堰（四 〃 ）

五明堰（七 〃 ）

左岸上州（群馬県）側

牛田堰（二番堰）

根岸堰（五 〃 ）

戸塚堰（六 〃 ）

勅使河原堰（八 〃 ）

＜明治～昭和初期＞

江戸時代に８箇所あった堰は、昭和初期にかけて統合、廃止により六堰（上流より九郷、牛田、

阿保、根岸、神流<旧戸塚>及び五明）となったが、渇水時は下流三堰の表流水がほとんどなくな

るなど依然として水争いが絶えなかった。

なお、６堰における渇水に関しては、蚕糸業の発展に伴う森林荒廃が流域森林の保水力を低下

させたことや、上野・高崎間の私鉄高崎線の開通（1884年、通称「生糸鉄道」）による一大製糸

産業地帯としての発展と人口の増加、養蚕業に軸足を置いたことによる稲作における水需要ピー

クの発生なども水不足に拍車をかける一要因となっていた。

＜昭和初期における神流川左右岸に係る用水改良事業＞

ア 左岸、群馬県による「三名川貯水池築造事業」

藤岡地域の水田565haへの補給用水の確保を目的として三名川貯水池（有効貯水量1,283千

㎥）を築造（昭和４年～８年）したことにより水争いは次第に姿を消すものの、左岸（藤岡地

域全体）の用水供給の安定には下久保ダムを水源とする神流川本川からの給水を待たなければ

ならなかった。

イ 右岸、埼玉県による県営用排水幹線改良事業「児玉用水事業」

児玉町、美里町及び岡部町の水田606haにおける、天水によるため池を水源とする不安定用

水と田植え時期の集中による水不足の解消を目的として、小山川支流の間瀬川上流に間瀬ダム

（有効貯水量430千㎥）を築造（昭和５年～12年）し、三面コンクリート張り水路による用水

の供給を行い稲作経営の安定に寄与している。
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ウ 埼玉県による神流川６堰の合口「神流川筋合口用水改良事業」

昭和５年の水争いに端を発した取水量割合（埼玉県側77.5％、群馬県側22.5％）の決定を機

に、６堰の神流川合口堰（現神流川頭首工）への統合が当該事業（昭和19年～29年）によって

果たされ、受益となる水田1,054haには円筒分水（寄島分水工）を用いた正確な用水の供給が

なされるに至った。

しかながら、もともとの水源が乏しい上、河床の低下も重なって、当該事業によっても根本

的な用水不足を解消するには至らず、その後も幾度となく水争いが発生した。

＜前歴事業の実施：国営土地改良事業「埼玉北部農業水利事業」＞

昭和32年に神流川上流の多目的ダム（現下久保ダム）の開発が計画されたことを踏まえ、農林

水産省は、

・比較的少ない水源水量のため、神流川合口堰とした後も、しばしば農業用水不足が生じてい

る。

・小山川沿岸は、取水源の小山川が著しい伏流河川であり、干ばつの常襲地帯となっている。

・扇状地端部に当たる利根川の沿岸は、湧水の活用が可能となる時期を待つことによる移植時

期の遅延が生じていた。

・当該事業地区内にある約2,000haの畑地においては、水源に恵まれずほとんどが降雨に依存
しており、不安定な農業生産を余儀なくされている。

といった状況を踏まえ、4,018haの農地（水田の用水改良2,789ha、畑地かんがいへの対応1,229
ha）への農業用水の安定供給を目的として、多目的ダムへの農業用水の依存を前提に、神流川頭

首工への取入口４門の増設、新神流川幹線、児玉幹線及び上里幹線等の整備（昭和42年～55年）

を行い、当該事業地区における農業用水の安定供給を実現するに至った。

なお、下久保ダム（有効貯水量120,000千㎥）は昭和36年に工事着手され、同43年に完成してい

る。

＜国営土地改良事業「神流川沿岸農業水利事業」の実施＞

埼玉北部農業水利事業（以下、「前歴事業」という。）によって整備された神流川頭首工を始め

とする農業水利施設は、昭和42年度から昭和55年度に実施された国営土地改良事業「埼玉北部地

区」及び県営事業等により整備され30年を経過するに至るため、

・老朽化に伴う機能低下

・維持管理に要する費用の増嵩並びに維持管理労力の負担の増大

といった課題が生じるとともに、営農形態や土地利用形態の変化に対応した適切な用水配分を求

められる状況にあった。

また、かんがい施設が未整備となっている一部の畑地では、降雨に依存する不安定な農業生産

を強いられるため、地区農業経営の発展の阻害要因ともなっていたことを踏まえ、平成16年度に

国営神流川沿岸農業水利事業（以下「本事業」という）に着手することとなった。

（２）事業の目的

本事業及び附帯県営事業により、神流川頭首工、農業用水路及び畑地かんがい施設を改修及び新

設することにより、本地区の営農実態に即した適切な農業用水の配分及び施設機能の改善並びに維

持管理費の節減を図り、農業経営の安定及び生産性の向上に資することを目的とする。
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２ 事業の概要

（１）国営事業の概要

項 目 内 容

事 業 名 国営かんがい排水事業

地 区 名 神流川沿岸

関係市町 群馬県藤岡市

埼玉県本庄市、深谷市、児玉郡美里町、神川町、上里町

受益面積 4,019ha（計画時点：平成16年）

受益者数 8,688人（計画時点：平成16年）

事業期間 平成16年度～平成24年度（完了公告：平成25年９月30日）

事 業 費 17,093百万円（決算額）

主要工事 頭首工

神流川頭首工 堤長110.9ｍ（土砂吐部15.6ｍ、洪水吐部95.3ｍ）
か ん ながわ

幹線

旧神流川幹線 L= 0.8km
きゅうかんながわ

新神流川幹線 L= 2.5km
し んか ん ながわ

羽根倉幹線 L= 4.1km
は ね く ら

上里幹線 L= 9.5km
かみさと

児玉幹線 L= 7.8km
こ だ ま

新児玉幹線 L=10.0km
し んこ だ ま

出典：国営神流川沿岸土地改良事業計画書、国営神流川沿岸地区土地改良事業工事完了届、「技術誌」
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（２）関連事業の実施状況

① 事業費ベースの進捗状況（平成31年４月時点）

事業費(百万円) 工 期 進捗率

事 業 名 地区名 受益 計画 実績 (％)

（国営付帯） 面積 (H28) ※()は ③=②/①

(ha) ① ② 予定 *100

農村地域防災減災（農業用 神流川

河川工作物等応急対策） サイホン 187 352 352 H23～H25 100.0%

<老朽化したサイホンの更新>

県営かんがい排水 上里北部 228 356 0 (H36～H42) 0.0%

<末端管水路4.8kmの更新>

県営畑地帯総合整備 志戸川左岸 675 1,898 0 (H37～H43) 0.0%

<末端ほ場への管水路の敷設等> 志戸川右岸 290 1,344 0 (H37～H43) 0.0%

新里 107 470 0 (H35～H40) 0.0%

秋山・小平 53 620 0 (H36～H41) 0.0%

県営農業水利施設保全合理

化<ほ場までの導水路のパイプ 生野 20 238 238 H26～H29 100.0%

ライン化>

計 1,560 5,278 590 11.2%

出典：群馬県、埼玉県調べ

② 受益面積に占める関連事業面積比率 （単位：ha、％）

評価時点 受益面積 ａ/ｂ*100

ａ ｂ

関連事業面積 1,560 39.7

田 915 23.3

畑 645 16.4

農村地域防災減災事業 187 4.8

田 187 4.8

畑 0 0.0

県営かんがい排水事業 228 3,926 5.8

田 61 ※ 1.6

畑 167 4.3

県営畑地帯総合整備事業 1,125 28.7

田 650 16.6

畑(新規用水補給) 475 12.1

県営農業水利施設保全合理化事業 20 0.5

田 17 0.4

畑 3 0.1

その他 2,366 60.3

※ 3,926haは事後評価時点の受益面積（32頁参照） 出典：関東農政局調べ
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ア 事業計画どおりの効果が発現している区域

本地区の事後評価時点の受益面積3,926haのうち、関連事業が計画されていない面積が約

60.3％（2,366ha）、関連事業が完了している面積が約5.3％（207ha）あり、受益面積の約66％

（2,573ha）は事後評価時点において事業計画どおりの効果が発現している区域となっている。

イ 事業計画の効果が一定程度発現している区域

また、関連事業のうち、県営かんがい排水事業（田畑228ha）及び県営畑地帯総合整備事業

のうちの田の面積（650ha）はいずれも既存水路を経由して農地への用水補給ができている状

態であり、受益面積の22％（878ha）は、事業計画の効果が一定程度発現している区域となっ

ている。

ウ 受益面積の約９割において事業効果が発現

以上、ア、イを合わせると、約９割の受益面積（88％、3,451ha）において、事業計画どお

りの効果、又は事業計画上の効果に対して一定程度の効果が発現している状況となっている。
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（３）事業概要図

出典：関東農政局
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出典：関東農政局
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第２章 評価項目

１ 社会経済情勢の変化

（１）人口等の動向

① 総人口の動向

関係市町の総人口は、平成12年の355,508人から平成27年の342,902人へと4.0％（12,606人）減

少している。一方、関係県全体では、平成12年の8,962,858人から平成27年の9,239,649人へ3.0％

増加している。

また、関係市町の関係県全体に占める割合は、平成12年の4.0％から平成27年の3.7％へと減少し

ている。

【総人口の推移】

【総人口の動向】 （単位：人、％）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

関係市町ａ 355,508 354,343 350,438 342,902

関 係 県ｂ 8,962,858 9,078,378 9,202,624 9,239,649

割 合ｃ 4.0 3.9 3.8 3.7
=a／b*100

出典：「国勢調査」

② 総世帯数の動向

関係市町の総世帯数は、平成12年の114,201世帯から平成27年の128,827世帯へと12.8％

（14,626世帯）増加しており、関係県全体（平成12年：3,173,346世帯、平成27年：3,745,611世帯、

18.0％増加）と比較して増加率は5.2ポイント低くなっている。

総人口と総世帯数より求めた世帯当たり世帯員数を見ると、関係市町では平成12年の3.1人から

平成27年の2.7人に、関係県全体では平成12年の2.8人から平成27年の2.5人に減少している。
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【総世帯数の推移】

【総世帯数の動向】 （単位：世帯）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

関係市町 114,201 119,906 126,410 128,827

関 係 県 3,173,346 2,376,318 3,597,351 3,745,611

【世帯当たり世帯員数の動向】 （単位：人／世帯）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

関係市町 3.1 3.0 2.8 2.7

関 係 県 2.8 2.7 2.6 2.5

出典：「国勢調査」

③ 産業別就業人口の動向

関係市町の就業人口は、平成12年の182,155人、平成27年の160,951人へ11.6％減少しており、関

係県全体（平成12年：4,503,694人、平成27年：4,450,708人、1.2％減少）と比較して、減少率は

10.4ポイント高くなっている。

第１次産業について見ると、平成12年の16,839人から平成27年の10,837人へと35.6％（6,002

人）減少しており、関係県全体（平成12年：156,174人、平成27年：103,431人、33.8％減少）と比

較して、減少率は1.8ポイント高くなっている。
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【産業別就業人口の推移】

【産業別就業人口の割合】

【産業別就業人口の動向】

［関係市町］ （単位：人）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第１次産業 16,839 15,245 12,220 10,837

第２次産業 72,023 63,043 56,130 53,962

第３次産業 93,293 98,196 103,111 96,152

合 計 182,155 176,484 171,461 160,951

［関係県］ （単位：人）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第１次産業 156,174 143,175 110,102 103,431

第２次産業 1,432,021 1,263,695 1,114,506 1,101,106

第３次産業 2,915,499 3,024,339 2,937,991 3,246,171

合 計 4,503,694 4,431,209 4,162,599 4,450,708

出典：「国勢調査」
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【産業別就業人口の割合】

［関係市町］ （単位：％）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第１次産業 9.2 8.6 7.1 6.7

第２次産業 39.5 35.7 32.7 33.5

第３次産業 51.2 55.6 60.1 59.7

合 計 100.0 100.0 100.0 100.0

［関係県］ （単位：％）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第１次産業 3.5 3.2 2.6 2.3

第２次産業 31.8 28.5 26.8 24.7

第３次産業 64.7 68.3 70.6 72.9

合 計 100.0 100.0 100.0 100.0

出典：「国勢調査」

（２）産業別産出額の動向

農業産出額、製造品出荷額、商品販売額を合計した全体の産出額について、関係市町は平成12年

の2兆5,133億円から平成27年の2兆2,226億円へと11.4％減少しているが、関係県全体（平成12年：

46兆2,118億円、平成27年：41兆6,970億円、9.8％減少）と比較して減少率は1.6ポイント高くなっ

ている。

産業別の産出額の割合を見ると、関係市町及び関係県全体ともに農業産出額の割合は僅かに増加

し、製造品出荷額の割合は関係市で減少、関係県で僅かに増加している。

また、農業産出額の全体に占める割合（平成27年）は、関係市町2.7％、関係県全体1.1％となっ

ている。

【産業別産出額の推移】
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【産業別産出額の割合】

【産業別産出額の動向】

［関係市町］ （単位：百万円）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

農業産出額 61,330 58,850 － 60,370

製造品出荷額等 1,798,148 1,729,855 2,311,431 1,355,011

商品販売額 653,853 507,731 578,499 830,288

合 計 2,513,313 2,296,436 － 2,225,669

［関係県］ （単位：百万円）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

農業産出額 434,100 413,300 423,000 453,700

製造品出荷額等 22,498,980 21,541,119 20,379,982 20,754,313

商品販売額 23,278,761 20,409,436 21,983,898 20,489,031

合 計 46,211,841 42,363,855 42,786,880 41,697,044

【産業別産出額の割合】

［関係市町］ （単位：％）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

農業産出額 2.4 2.6 － 2.7

製造品出荷額等 71.5 75.3 80.0 60.0

商品販売額 26.0 22.1 20.0 37.3

合 計 100.0 100.0 － 100.0

［関係県］ （単位：％）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

農業産出額 0.9 1.0 1.0 1.1

製造品出荷額等 48.7 50.8 47.6 49.8

商品販売額 50.4 48.2 51.4 49.1

合 計 100.0 100.0 100.0 100.0

注１）農業産出額は、平成22年市町村別の公表がないため、関係県の数値のみ整理した。

注２）製造品出荷額及び商品販売額は、毎年の調査ではないため、直近年の数値で整理した。

出典：農業産出額は「生産農業所得統計」、

製造品出荷額は「工業統計調査」、

商品販売額は「商業統計調査」による。
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（３）地域農業の動向

① 耕地面積の動向

関係市町の耕地面積は、平成12年の14,155haから平成27年の12,900haへと8.9％減少しており、

関係県全体（平成12年：171,200ha、平成27年：148,300ha、13.4％減少）と比較して減少率は4.5

ポイント低くなっている。地目別では、関係市町及び関係県全体ともに、田の減少率が畑より大き

い。

地目別の割合は、平成27年で関係市町が田38.1％、畑61.9％、関係県全体が田46.8％、畑53.2％

となっており、関係市町の方が畑の割合が高い。

【耕地面積の推移】

【耕地面積の推移】

［関係市町］ （単位：ha、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

田 5,537 5,628 5,093 4,916 △11.2

畑 8,618 8,816 8,205 7,984 △ 7.4

合 計 14,155 14,444 13,298 12,900 △ 8.9

［関係県］ （単位：ha、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

田 82,900 76,500 72,200 64,400 △16.3

畑 88,300 86,700 83,000 78,900 △10.6

合 計 171,200 163,200 155,200 148,300 △13.4

出典：「耕地面積統計」
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② 専兼業別農家数の動向

関係市町の農家数は、平成12年の11,064戸から平成27年の5,601戸へと49.3％減少しており、関

係県全体（平成12年：111,014戸、平成27年：62,263戸、43.9％減少）と比較して減少率は5.4ポイ

ント高くなっている。

専業農家数は2,334戸から2,467戸と113戸（5.7％）増加しており、関係県全体でも20,143戸から

22,890戸と2,747戸（13.6％）増加している。

【専兼業別農家数の推移】

【専兼業別農家数の割合】

【専兼業別農家数の推移】

［関係市町］ （単位：戸、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

専業農家 2,334 2,653 2,474 2,467 5.7

第1種兼業農家 3,332 1,961 1,317 938 △71.8

第2種兼業農家 5,398 3,987 3,106 2,196 △59.3

合 計 11,064 8,601 6,897 5,601 △49.4

［関係県］ （単位：戸、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

専業農家 20,143 21,722 22,930 22,890 13.6

第1種兼業農家 17,541 15,752 10,336 7,444 △57.6

第2種兼業農家 73,330 53,755 43,162 31,929 △56.5

合 計 111,014 91,229 76,428 62,263 △43.9

注）販売農家の値

出典：「農林業センサス」
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③ 経営規模別農家数の動向

関係市町の経営規模別農家数は、平成12年から平成27年にかけて3.0ha未満の農家数が減少し、

3.0ha以上の農家数が増加している。

5.0ha以上の農家数を見ると、関係市町は平成12年の48戸から平成27年の181戸へと277.1％と大

幅に増加しており、関係県全体（平成12年：1,427戸、平成27年：2,414戸、69.6％増加）と比較し

て増加率は 200ポイント以上高いものとなっている。 また、平成27年の関係市町の5.0ha以上の

農家割合は3.2％となっており、関係県全体（3.9％）と比較して0.7ポイント低くなっている。

【経営規模別農家数の推移】

【経営規模別農家数の割合】

【経営規模別農家数の推移】

［関係市町］ （単位：戸、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

1.0ha未満 10,890 8,942 3,820 2,997 △72.5

1.0～3.0ha 6,492 5,597 2,699 2,164 △66.7

3.0～5.0ha 338 404 250 259 △23.4

5.0ha以上 82 118 128 181 120.7

合 計 17,802 15,061 6,897 5,601 △68.5

［関係県］ （単位：戸、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

1.0ha未満 67,556 54,248 43,501 34,273 △49.3

1.0～3.0ha 39,460 32,713 28,160 23,022 △41.7

3.0～5.0ha 2,539 2,579 2,657 2,554 0.6

5.0ha以上 1,423 1,688 2,110 2,414 69.6

合 計 110,988 91,228 76,428 62,263 △43.9

注）販売農家の値

出展：「農林業センサス」
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④ 年齢別農業就業人口の動向

関係市町の農業就業人口は、平成12年の20,222人から平成27年の9,721人へと51.9％減少してい

るが、関係県全体（平成12年：201,069人、平成27年：102,561人、49.0％減少）と比較して減少率

は2.9ポイント高くなっている。

65歳未満の農業就業人口は、平成12年の10,058人から平成27年の3,746人へと62.8％減少してい

るが、関係県全体（平成12年：94,003人、平成27年：37,603人、60.0％減少）と比較して減少率は

2.8ポイント高くなっている。

【年齢別農業就業人口の推移】

【年齢別農業就業人口の割合】

【年齢別農業就業人口の推移】

［関係市町］ （単位：人、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

15～49歳 3,963 2,462 1,565 1,100 △72.2

50～59歳 3,647 2,782 1,978 1,135 △68.9

60～64歳 2,448 1,770 1,605 1,511 △38.3

65歳以上 10,164 8,937 7,338 5,975 △41.2

合 計 20,222 15,951 12,486 9,721 △51.9

［関係県］ （単位：人、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

15～49歳 40,588 26,235 15,669 12,200 △69.9

50～59歳 28,430 25,746 18,080 11,204 △60.6

60～64歳 24,985 17,779 15,710 14,199 △43.2

65歳以上 107,066 97,057 79,644 64,958 △39.3

合 計 201,069 166,817 129,103 102,561 △49.0

出展：「農林業センサス」
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⑤ 基幹的農業従事者数の動向

関係市町の基幹的農業従事者数は、平成12年の17,303人から平成27年の9,094人へと47.4％減少

しており、関係県全体（平成12年：135,492人、平成27年：88,729人、34.5％減少）と比較すると

減少率は12.9ポイント高くなっている。

【基幹的農業従事者数の推移】

【基幹的農業従事者数の推移】

［関係市町］ （単位：人、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

男 8,543 7,046 6,048 5,223 △38.8

女 8,769 5,944 4,764 3,871 △55.9

合 計 17,303 12,990 10,812 9,094 △47.4

［関係県］ （単位：人、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

男 72,907 67,149 59,137 51,437 △29.4

女 62,585 54,923 44,848 37,292 △40.4

合 計 135,492 122,072 103,985 88,729 △34.5

出展：「農林業センサス」

⑥ 借入耕地のある農家数と借入耕地面積の動向

借入耕地のある農家の借入耕地面積について、関係市町は平成12年の1,748haから平成27年の

2,730haへと56.2％増加しており、関係県全体（平成12 年：19,684ha、平成27年：27,154ha、

37.9％増加）と比較して増加率は18.3ポイント高くなっている。

借入耕地のある農家数は関係市町及び関係県全体ともに減少傾向にあることから、農家１戸当た

りの借入耕地面積は年々増加しており、平成27年で関係市町は1.2ha、関係県全体も1.3haとなって

いる。

【借入耕地のある農家数と借入耕地面積の推移】
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【借入耕地のある農家数と借入耕地面積の推移】

［関係市町］ （単位：戸、ha、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

農家数 3,175 2,777 2,611 2,278 △28.3

借入耕地面積 1,748 2,001 2,464 2,730 56.2

［関係県］ （単位：戸、ha、％）

区 分 平成12年ａ 平成17年 平成22年 平成27年ｂ ａ～ｂ増減率

農家数 31,727 27,094 24,387 21,226 △33.1

借入耕地面積 19,684 22,339 25,170 27,154 37.9

注）販売農家の値

出展：「農林業センサス」

⑦ 農業産出額の動向

関係市町の農業産出額は、平成12年の613億円から平成27年の547億円へと10.7％減少しており、

関係県全体では、平成12年の4,333億円から平成27年の4,537億円へ4.7％増加している。

また、関係市町の平成27年における品目別の割合を見ると、野菜が53％、畜産が31％、花きが７

％となっており、特に野菜の割合は関係県全体と比べて７ポイント高い。なお、平成12年から27年

にかけて、畜産の割合が5.2ポイント、野菜の割合が1.6ポイント増加している。

【農業産出額の推移】

※ 関係市町のＨ22は、市町村データが取得できなかったため未記載。
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【農業産出額の割合】

※ 関係市町のＨ22は、市町村データが取得できなかったため未記載。

⑧ 作物の類別作付面積の動向

関係市町の作付面積は、平成12年の11,799haから平成27年の7,182haへと39.1％減少しているが、

関係県（平成12年：102,797ha、平成27年：76,850ha、25.2％減少）と比較して減少率は13.9ポイ

ント高くなっている。

類別の作付面積を見ると、関係市町では平成12年から平成27年にかけて麦類が6.2％増加してい

る。また、作付面積の割合について見ると、関係市町は平成27年で野菜類が35％、稲が32％、麦類

が30％の順となっており、野菜類の割合が関係県に比べて高い。

【類別作付面積の推移】

【農業産出額の推移】

［関係市町］ （単位：百万円、％）

区 分 米 麦類 雑穀豆類 野菜 果実 花き その他 畜産 加 工 農 産 物 計

平成12年ａ 3,540 1,530 60 31,730 1,010 7,340 300 15,780 0 61,290

平成17年 3,810 1,190 30 29,670 1,010 6,910 270 15,870 0 58,760

平成27年ｂ 2,730 220 10 29,210 1,280 4,010 320 16,950 0 54,730

a～b増減率 △22.9 △85.6 △83.3 △ 7.9 26.7 △45.4 6.7 7.4 0.0 △10.7

［関係県］ （単位：百万円、％）

区 分 米 麦類 雑穀豆類 野菜 果実 花き その他 畜産 加 工 農 産 物 計

平成12年ａ 68,300 11,400 1,500 172,100 17,000 27,300 13,500 121,800 400 433,300

平成17年 63,400 9,100 1,200 160,300 16,400 23,400 12,200 127,100 400 413,500

平成22年 46,000 3,000 700 200,400 16,200 21,800 12,600 122,000 400 423,100

平成27年ｂ 48,900 2,400 700 208,500 16,100 22,500 13,500 140,800 300 453,700

a～b増減率 △28.4 △78.9 △53.3 21.2 △ 5.3 △17.6 0.0 15.6 △25.0 4.7

出展：「生産農業所得統計」



- 21 -

【類別作付面積の割合】

【類別作付面積の推移】

［関係市町］ （単位：ha、％）

区 分 稲 麦類 雑穀豆類 野菜類 その他 計

平成12年ａ 4,719 2,034 339 4,457 250 11,799

平成17年 2,320 1,709 35 3,401 724 8,189

平成22年 2,293 1,134 21 2,918 115 6,481

平成27年ｂ 2,298 2,161 47 2,525 151 7,182

a～b増減率 △51.3 6.2 △86.1 △43.3 △39.6 △39.1

［関係県］ （単位：ha、％）

区 分 稲 麦類 雑穀豆類 野菜類 その他 計

平成12年ａ 54,063 15,772 4,302 26,972 1,688 102,797

平成17年 40,084 13,660 1,053 22,861 1,415 79,073

平成22年 38,509 8,084 964 20,137 1,825 69,483

平成27年ｂ 39,056 13,984 1,528 20,102 2,180 76,850

a～b増減率 △27.8 △11.3 △64.5 △25.5 29.1 △25.2

注）販売農家の露地作付面積

出展：「農林業センサス」

（４）社会経済情勢への影響

社会経済指標においては、人口及び産業就業人口の減少が進む中で、就業人口全体に占める構成

比の高い関係市町においては、農業振興に対する対策がより強く求められる状況にある。

また、農業構造上は、農業就業人口及び基幹的農業従事者数において、関係県以上に減少度合い

が高く、担い手の確保・育成等に係る対策が喫緊の課題となっている。

農家類別では、農家数が半減する状況の中、専業農家の着実な増加と第一種兼業農家の顕著な減

少を見せており、関係県全体の中でも専業農家と二種兼業への分化が進んでいる地域といえる。

農家経営の点からは、耕地面積の動向では減少度合いが関係県に対して緩やかであり、また、経

営耕地規模別農家数では、小規模農家の減少度合い、大規模農家の増加度合いが関係県に対して高

く、経営の大規模化が進んでいるといえる。

なお、本地区に近似の農業集落の範囲で見た場合は、経営体の経営耕地面積規模の拡大が図られ

るとともに、経営形態における法人化が着実に進みつつある。

【経営耕地規模別経営体数】 （単位：経営体）

区 分 計 経営耕 0.3ha 0.3～ 0.5～ 1.0～ 1.5～ 2.0～ 3.0～ 5.0～ 10.0～ 20.0～ 30.0～ 50.0～ 100ha

地なし 未満 0.5ha 1.0ha 1.5ha 2.0ha 3.0ha 5.0ha 10.0ha 20.0ha 30.0ha 50.0ha 100ha 以上

平成17年 3,001 15 34 474 1,230 646 299 188 76 23 12 3 1 0 0

平成22年 2,491 11 27 341 1,007 529 246 189 83 35 14 4 4 0 1

平成27年 2,048 20 24 304 769 413 187 158 100 44 17 5 5 1 1
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※ 本地区に近似の農業集落は以下の範囲とした。

藤岡市（上郷、新田、下栗須、下戸塚、上戸塚、小林、根岸、２区、４区、川除、牛田）

本庄市（鵜森第一、傍示堂、牧西、小和瀬、北堀田、前堀田、仁手、新田、久々宇、田中、都

島、杉山、沼和田、小島、万年寺、本田、新田原、久下塚、栗崎、西五十子、東五十

子、東富田、西富田、四方田、西今井、長浜町、生野、大道、山王、下真下、高関、

下浅見、吉田林、上真下、蛭川、北町、塩谷、田端、北原、保木野、塚原、風洞、西

小平、東小平）

深谷市（沓掛、西田、榛沢上、榛沢下、榛沢児玉、後北、後中、後南、後関畑、山崎西、山崎

東、新田上、新田中、新田下）

美里町（下児玉、小茂田、北阿那志、関、南阿那志、根木、北十条、南十条、沼上、広木第１、

広木第２、赤尾，和田、駒衣、木部、古郡、甘粕）

神川町（植竹、元阿保、八日市、八日市東部、貫井、小浜、肥土、関口、四軒在家、熊野堂、

本郷、寄島、峰岸、池田、萩平、前組、新里、中新里）

上里町（本郷、古新田、久保新田、四ッ谷、嘉美、久城、堤第一、堤第二、堤第三、三町、寺

西、並木、屋敷、宿、東宮、十八軒，四軒、中五明、南五明、下郷、宮、上郷、久保、

大御堂、原、真下，天神、堀込、金久保、内出、西金、黛、神保原村４丁目、宮本町、

忍保一、忍保二、八町河原上、八町河原二）

このような農業構造の状況に対して、本事業がどのような影響を及ぼしたか、という点において

は、後述する本地区農家に対するアンケート調査において『農業用水の心配がなくなった』、『収量

が安定した』、『品質が安定した』、『安心して農業が継続できる』、『野菜産地の維持に寄与してい

る』と実感されている農家が概ね７割を占めるなど、本事業が農業構造の減退の抑制に一定程度寄

与しているものと考えられる。

（５）農業政策への取り組み

① 人・農地プランの取組状況

高齢化や後継者不足などによる人と農地の問題を解決するため、平成24年度から集落や地域での

話し合いに基づく「人・農地プラン」の作成・実行が進められており、平成30年3月末時点で群馬

県は35市町（143地区）おいて、埼玉県は54市町（216地区）において「人・農地プラン」が作成さ

れている。

関係市町における作成地区数は50地区あり、そのうち本事業地区内における作成地区数は、21地

区となっている。

【組織形態別経営体数】 （単位：経営体）

区 分 合計 法人化している 地方公 法人化して

農事 会社 各種団体 その他 共団体 いない

組合 株式 その他 農協 森林 その他の の法人 ・ 個 人

法人 会社 会社 組合 各種団体 財産区 経営体

平成17年 3,001 26 1 18 18 0 7 7 0 0 0 1 2,974 2,965

平成22年 2,491 28 3 19 19 0 6 3 0 3 0 0 2,463 2,460

平成27年 2,048 38 9 21 21 0 6 3 0 3 2 0 2,010 2,009

出展：「農林業センサス」
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【人・農地プランの取組状況】

項目 作成地区数

市町名 うち事業地区内

藤岡市 21 5

本庄市 9 7

深谷市 12 1

美里町 3 3

神川町 1 1

上里町 4 4

計 50 21

出展：関東農政局調べ(平成30年3月時点)

② 耕作放棄地抑制対策

関係市町の耕作放棄地率は、関係県に比べて高い農地の整備率（51頁参照）を背景に、平成17年

以降は1ポイントほど低い状態で推移している。

③ 担い手育成対策（認定農業者数の動向）

関係市町における認定農業者数は、平成14年の967経営体から平成29年の1,165経営体へと20.5％

増加しているが、関係県全体（平成14年：6,067経営体、平成29年：9,841経営体、62.2％増加）と

比較すると41.7ポイント低い。

【認定農業者数の推移】

【認定農業者数の推移】
（単位：経営体）

区 分 平成14年ａ 平成19年 平成24年 平成29年ｂ ａ～ｂ増減率

関係市町 967 1,247 1,314 1,165 20.5
関 係 県 6,067 9,266 9,565 9,841 62.2

出展：関東農政局調べ
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④ 地域指定産地及び産地強化の取組

ア 野菜指定産地の状況

関係市町において、群馬県内は３品目３種別、埼玉県内は６品目８種別の産地指定を受けてい

る。

イ 野菜産地強化計画の実施状況

平成28年度時点の野菜産地強化計画の実施状況を見ると、関係市町では24の計画が作成され、

産地強化に向けた取組みが行われている。

【野菜産地強化計画の実施状況】

＜群馬県＞

種 別 指定産地名 指定年月 指定産地の区域

冬春トマト 藤岡 S42. 6 群馬県藤岡市（ＪＡたのふじ）

夏秋なす 多野藤岡 H27. 2 群馬県高崎市のうち旧吉井町及び旧新町の区域並びに藤

岡市（ＪＡたのふじ）

ほうれんそう 藤岡 H元. 8 群馬県藤岡市（ＪＡたのふじ）

＜埼玉県＞

種 別 指定産地名 指定年月 指定産地の区域

夏秋きゅうり 児玉 H15. 2 埼玉県本庄市及び児玉郡（JA埼玉ひびきの）

深谷 S59.12 埼玉県深谷市（JAふかや）

冬春きゅうり 大里 S41. 8 埼玉県熊谷市及び深谷市（JAふかや）

児玉 S41. 8 埼玉県本庄市及び児玉郡（JA埼玉ひびきの）

たまねぎ 児玉 S52.12 埼玉県本庄市（JA埼玉ひびきの）

冬春トマト 児玉 S54. 7 埼玉県本庄市及び児玉郡上里町（JA埼玉ひびきの）

夏秋なす 児玉 S43.10 埼玉県本庄市及び児玉郡（JA埼玉ひびきの）

春夏にんじん 大里 S42. 6 埼玉県熊谷市及び深谷市（JAふかや）

春レタス 児玉 S45.12 埼玉県本庄市及び児玉郡神川町（JA埼玉ひびきの）

冬レタス 本庄 H19. 2 埼玉県本庄市（JA埼玉ひびきの）

注）「指定産地の区域」の括弧書きは関係ＪＡ

出典：「野菜生産出荷安定法の規定に基づき野菜指定産地を指定した件」

（平成28年5月9日農林水産省告示 第1161号）

【野菜指定産地】

指定野菜（キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、ねぎ

、にんじん、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタスの14品目）の生産

地域であって、野菜生産出荷安定法に定める作付面積及び共販率を満たす産地について、

都道府県知事の申し出を受けて農林水産大臣が指定する産地

＜群馬県＞

計画主体 品目名 協議回答 関係市町名 産地

年月日 名

トマト(冬春) H28.1. 6 藤岡市 藤岡

ＪＡ多野藤岡 なす(夏秋) H28.3.17 藤岡市、高崎市(旧吉井町及び旧新町の区域) 多野

藤岡

ほうれんそう H28.1. 6 群馬県藤岡市（ＪＡたのふじ） 藤岡
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＜群馬県＞

計画主体 品目名 協議回答 関係市町名 産地

年月日 名

たまねぎ H28.1.19 本庄市 児玉

レタス（春） H28.1.19 本庄市、神川町 児玉

ＪＡ埼玉ひび きゅうり(冬春) H28.1.19 本庄市、美里町、神川町、上里町 児玉

きの トマト（冬春） H28.1.19 本庄市、上里町 児玉

きゅうり(夏秋) H28.3.14 本庄市、美里町、神川町、上里町 児玉

なす（夏秋） H28.3.14 本庄市、美里町、神川町、上里町 児玉

レタス（冬） H28.7.13 本庄市、神川町 本庄

にんじん(春夏) H28.1.19 熊谷市、深谷市 大里

ＪＡふかや きゅうり(冬春) H28.1.19 熊谷市、深谷市 大里

きゅうり(夏秋) H28.3.14 深谷市 深谷

出典：関東農政局生産部園芸特産課調べ

【野菜産地強化計画】

指定野菜等の産地において、産地の将来方向、当該産地における具体的な目標、目標を

実現するための方策、その他産地の構造改革に必要な事項を記した計画で、都道府県知事

の認定を受けたもの
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２ 事業により整備された施設の管理状況

（１）本地区の配水状況

本地区における農業用水は、本事業により改良整備された神流川頭首工により神流川から取水さ

れ、分水工により配水、又は調整池による水量の調整がされた上で、幹線水路を通じ、国営埼玉北

部農業水利事業（昭和42～55年）及び県営事業等で整備された農業用用水路を経て受益農地に配水

されている。
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（２）施設の概況

本事業で新設・改修した施設は、神流川頭首工、旧神流川幹線、新神流川幹線、羽根倉幹線、上

里幹線、児玉幹線、新児玉幹線である。

① 神流川頭首工

本頭首工は埼玉県営神流川筋合口用水改良事業（昭和19～29年）によって造成された。年数の経

過により、コンクリート構造物及びゲートの老朽化、河床低下に伴う護床工の不安定化、魚道の機

能低下等が進行したため、本事業により改修した。

種 目 内 容

形 式 フィックスドタイプ（複合堰）

堤 高 1.7ｍ

堤 長 110.9ｍ（土砂吐部15.6ｍ、洪水吐部95.3ｍ）

付帯施設 護床工、護岸工、魚道工

出展：関東農政局

【神流川頭首工（改修前）】

【神流川頭首工（改修後）】

出典：未来を灯す神流の清流（技術誌）（平成25年３月）
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② 用水路

農業用水を受益地に効率的に配水するため、用水路を新設・改修した。

名称 延長(km) 構 造 関連する施設 備考

旧神流川幹線 0.8 トンネル 沈砂池 改修

コンクリート直壁型 寄島分水工

新神流川幹線 2.5 トンネル 青柳分水工 改修

コンクリート直壁型及び函渠

羽根倉幹線 4.1 管水路 羽根倉揚水機場 新設

羽根倉幹線付帯機場

羽根倉池

上里幹線 9.5 コンクリート直壁型 上里幹線呑口調整池 改修

管水路 上里幹線付帯水路

調圧水槽

※神流川沿岸発電所

児玉幹線 7.8 トンネル 摩訶池調整池 改修

コンクリート直壁型及び函渠

新児玉幹線 10.0 管水路 古沼調整池 新設

出展：関東農政局

【旧神流川幹線（沈砂池）】 【新神流川幹線】

【羽根倉幹線（羽根倉池）】 【上里幹線（呑口調整池）】

出展：関東農政局
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（３）施設の利用状況

本地区の農業用水は、神流川頭首工で取水し、国営幹線である旧神流川幹線、新神流川幹線、羽

根倉幹線、上里幹線、児玉幹線、新児玉幹線で送水され、県営施設及び団体営施設を通じて受益地

に配水されている。

また、本事業で更新を行った神流川沿岸農業用水管理所においては、頭首工、揚水機場、幹線分

水工等の主要施設の遠方監視・制御を行っている。

【神流川沿岸農業用水管理所（外観）】 【神流川沿岸農業用水管理所（水管理施設）】

出典：関東農政局
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（４）施設の管理状況

本事業により整備された施設は、神流川頭首工を関係県、旧神流川幹線水路、新神流川幹線水路、

羽根倉幹線水路、上里幹線水路、児玉幹線水路及び新児玉幹線水路を埼玉北部土地改良区連合、大

御堂幹線水路を上里幹線土地改良区に管理を委託し、維持管理計画等に基づき適切に管理されてい

る。県営及び団体営施設であって埼玉北部土地改良区連合への管理委託以外については、関係土地

改良区がそれぞれ所有する財産の管理を行っている。

出典：「技術誌」
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出典：「技術誌」
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３ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

（１）作物生産効果

作物生産効果は、事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせ

ば）の作物生産量の増減の比較により年効果額を算定している。

① 効果算定対象面積の変化

受益面積は、農地転用等により、計画時点（平成16年）の4,019haに対し、評価時点（平成30

年）は3,926haと93ha減少している。これに伴い、作物生産効果の対象面積（本地面積）は3,938

haから3,852haに減少している。

区 分 計画時点 評価時点 増 減

(平成16年) (平成30年)

田 2,097ha 2,043ha △ 54ha

畑 1,922ha 1,883ha △ 39ha

計 4,019ha 3,926ha △ 93ha

本地面積 3,938ha 3,852ha △ 86ha

出典：計画時点は事業計画書、評価時点は関係土地改良区の賦課面積等を基に整理

② 作付面積の変化

地区内では、水稲を中心に麦類を組み合わせた土地利用型の営農や多種多様な野菜を組み合わせ

た複合的な営農が行われており、評価時点の作付け延べ面積は事業計画の計画を下回るものの、事

業計画の現況を上回っており効率的な土地利用が行われている。

評価時点の主要作物の作付面積についてみると、野菜類では、消費需要の高まりなどから、はく

さい（86ha増）、ねぎ（79ha増）キャベツ（49ha増）が事業計画の計画を上回っている。一方、な

す、やまのいも、だいこん、スイートコーン等については事業計画の現況を下回っている。

土地利用型作物では、全国屈指の産地としてその作付けが推進されている小麦（291ha増）のほ

か青刈りとうもろこし（65ha増）が事業計画の計画に対して増加するとともに、飼料基盤の強化施

策を背景として評価時点において新たに飼料用米（49ha増）の作付けが認められる。

その他、果実（日本なし）はほぼ横ばい、花き類では産地であるクジャクソウはほぼ横ばいであ

るものの、ゴールドクレストは事業計画の現況を下回っている。

【作物別の作付面積の変化】 （単位：ha）

区 計画時点(平成16年) 評価時点 増 減

作 物 名 現 況 計 画 (平成30年)

分 (平成13年) ① ② ②－①

水稲 1,159 1,157 △ 2

飼料用米 － 49 49

小麦 526 817 291

イタリアンライグラス 144 139 29 △110

青刈りとうもろこし 57 50 115 65

ソルゴー 185 100 144 44

だいこん 95 139 32 △107

やまのいも 78 148 27 △121
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さといも 34 33 △ 1

はくさい 58 53 139 86

キャベツ 42 39 88 49

ほうれんそう 88 79 26 △ 53

ねぎ 297 395 474 79

なす 199 193 73 △120

トマト 61 81 40 △ 41

きゅうり 142 158 125 △ 33

スイートコーン 214 216 167 △ 49

いちご 6 14 8

レタス 45 51 50 △ 1

ブロッコリー 460 588 525 △ 63

日本なし 95 95 92 △ 3

クジャクソウ 42 52 47 △ 5

ゴールドクレスト 67 79 30 △ 49

出典：計画時点は事業計画書の作物別作付率、評価時点は関東農政局調べ（以下、作付面積関係について同じ）

ア 田の作付面積の変化

田における主要作物の作付面積について、計画時点（計画）と評価時点を比較すると、消費需

要の高まりなどから、ねぎ（121ha増）、ブロッコリー（30ha増）の作付面積が増加し、計画を上

回っている。

また、小麦（182ha増）については、全国屈指の産地となっており、計画の作付面積を上回っ

ている。

一方で、その他の野菜の作付面積についてはほぼ減少しているが、地区内では水稲を中心に麦

類を組み合わせた土地利用型の営農や多種多様な野菜を組み合わせた複合的な営農が行われてお

り、現況及び計画に比べ全体の土地利用率は向上している。

【作物別の作付面積の変化（田）】 （単位：ha）

区 計画時点(平成16年) 評価時点 増 減

作 物 名 現 況 計 画 (平成30年)

分 (平成13年) ① ② ②－①

水稲 1,159 1,157 △ 2

ねぎ 89 210 121

ブロッコリー 155 185 30

スイートコーン 62 26 △ 36

なす 132 44 △ 88

表 さといも 34 33 △ 1

きゅうり（施設） 49 34 △ 15

作 トマト（施設） 46 13 △ 33

クジャクソウ（施設） 19 31 12

ゴールドクレスト 58 25 △ 33

ソルゴー 185 100 144 44

飼料用米 － 85 49 △ 36
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小計 1,988 1,951 △ 37

裏 小麦 412 594 182

イタリアンライグラス 81 1 △ 80

作 小計 493 595 102

合 計 2,481 2,546 65

イ 畑の作付面積の変化

普通畑・樹園地における作物別作付面積について、計画時点（計画）と評価時点を比較すると、

青刈りとうもろこし（65ha増）、小麦（109ha増）、はくさい（86ha増）やキャベツ（49ha増）等

で作付面積が増えているが、その他の作物については、今後、関連事業の実施が予定されている

畑があることなどから、事業計画どおりの作付けに至っていない状況にある。

【作物別の作付面積の変化（畑・樹園地）】 （単位：ha）

区 計画時点(平成16年) 評価時点 増 減

作 物 名 現 況 計 画 (平成30年)

分 (平成13年) ① ② ②－①

スイートコーン 152 154 141 △ 13

なす 67 61 29 △ 32

きゅうり（施設） 93 109 91 △ 18

表 いちご（施設） 6 6 14 8

トマト（施設） 15 35 27 △ 8

作 クジャクソウ（施設） 23 33 16 △ 17

ゴールドクレスト 9 21 5 △ 16

青刈りとうもろこし 57 50 115 65

小計 422 469 438 △ 31

小麦 114 114 223 109

ねぎ 208 306 264 △ 42

ブロッコリー 305 433 340 △ 93

ほうれんそう 88 79 26 △ 53

裏 はくさい 58 53 139 86

キャベツ 42 39 88 49

作 レタス（施設） 45 51 50 △ 1

だいこん 95 139 32 △107

やまのいも 78 148 27 △121

イタリアンライグラス 63 58 28 △ 30

小計 1,096 1,420 1,217 △203

通 日本なし 95 95 92 △ 3

年 小計 95 95 92 △ 3

合 計 1,613 1,984 1,747 △237
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③ 単位面積当たり収量の変化

主要作物の単収（10a当たり収量。以下同じ。）について、計画時点（計画）と評価時点を比較す

ると、だいこん、きゅうりなどが計画を上回っているが、多くの作物では計画を下回っている状況

にある。

【単収の変化】 （単位：kg/10a）

計画時点(平成16年) 評価時点 増 減

作 物 名 現 況 計 画 (平成30年)

① ② ②－①

イタリアンライグラス 7,250 8,700 4,987 △3,713

青刈りとうもろこし 5,990 7,188 5,556 △1,632

だいこん 2,940 3,528 4,149 621

やまのいも 1,060 1,272 1,061 △ 211

はくさい 4,060 4,588 4,566 △ 22

キャベツ 3,270 3,695 3,834 139

ほうれんそう 1,450 1,639 1,267 △ 372

ねぎ 2,090 2,362 2,335 △ 27

なす 4,170 4,796 3,769 △1,027

トマト 11,400 11,400 7,521 △3,879

きゅうり 4,690 4,690 6,270 1,580

スイートコーン 1,160 1,334 960 △ 374

レタス（施設） 2,490 2,490 2,403 △ 87

ブロッコリー 1,200 1,356 1,104 △ 252

日本なし 2,420 2,783 2,130 △ 653

クジャクソウ 16,470 16,470 28,235 11,765

ゴールドクレスト 11,320 11,320 11,320 0

注：花きの単収の単位は、本/10ａ、花木の単収の単位は、鉢/10aである

出典：計画時点は事業計画書、評価時点は「作物統計」等
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④ 単価の変化

主要作物の単価（１kg当たり価格。以下同じ。）について、計画と評価時点を比較すると、多く

の作物で単価が上昇し、イタリアンライグラス、なすは横ばい、なし、クジャクソウは下落してい

る。

【単価の変化】 （単位：円）

計画時点 評価時点 増 減

作 物 名 (平成16年) (平成30年)

① ② ②－①

水稲 157 －

小麦 121 －

イタリアンライグラス 22 20 △ 2

青刈りとうもろこし 22 25 3

ソルゴー 20 －

だいこん 48 121 73

やまのいも 366 556 190

さといも 132 －

はくさい 27 57 30

キャベツ 48 82 34

ほうれんそう 301 325 24

ねぎ 226 293 67

なす 269 264 △ 5

トマト 264 273 9

きゅうり 221 277 56

スイートコーン 161 225 64

いちご 759 －

レタス（施設） 178 263 85

ブロッコリー 210 316 106

日本なし 350 239 △111

クジャクソウ 70 49 △ 21

ゴールドクレスト 1,000 1,026 26

注：花きの単価の単位は、円/本、花木の単価の単位は、円/鉢である

出典：計画時点は事業計画書、評価時点は関係JA聞き取り等を基に整理
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（２）営農経費節減効果

営農経費節減効果は、事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかり

せば）の労働費、機械経費等の増減の比較により年効果額を算定している。

畑における主要作物の年間労働時間について、計画と評価時点を比較すると、今後、関連事業の

実施が予定されている畑があることなどから計画まで節減されていないものの、畑全体では、防除

用水等の運搬に要する時間の軽減等による労働時間の節減が図られている。

【労働時間の変化<畑の主要作物>】 （単位：hr/10ａ/年）

計画時点(平成16年) 評価時点 増 減

作 物 名 現 況 計 画 (平成30年)

① ② ②－①

小麦 24.3 4.6 9.4 4.8

イタリアンライグラス 9.9 10.5 10.3 △ 0.2

青刈りとうもろこし 2.5 2.2 2.3 0.1

だいこん 72.2 48.6 54.4 5.8

やまのいも 189.9 120.0 136.9 16.9

はくさい 105.3 58.0 69.5 11.5

キャベツ 240.8 108.2 140.3 32.1

ほうれんそう 248.6 211.0 220.1 9.1

ねぎ 400.6 303.9 327.3 23.4

なす 1,475.4 1,085,9 1,180.0 94.1

スイートコーン 120.3 58.7 73.6 14.9

ブロッコリー 119.5 106.1 109.4 3.3

日本なし 114.8 80.8 89.0 8.2

出典：計画時点は事業計画書、評価時点は関東農政局調べ
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（３）維持管理費節減効果

維持管理費節減効果は、事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なか

りせば）の維持管理費用の増減の比較により年効果額を算定している。

本事業及び関連事業で整備された施設の維持管理費について計画と評価時点を比較すると、計画

の63,303千円に対し、本事業における施設の改修及び小水力発電、太陽光発電の売電収入（維持管

理費の約19％を節減）により維持管理費が軽減され、評価時点では42,022千円となっており、計画

を下回っている。

【維持管理費の変化】 （単位：千円/年）

計画時点(平成16年) 評価時点 備 考

現 況 計 画 (平成30年)

59,963 63,303 42,022 51,848(維持管理費)－9,826(売電収入)＝42,022

出典：計画時点は事業計画書、評価時点は関係土地改良区総代会資料及び関係土地改良区聞き取り等を

基に整理（平成24年度から平成28年度までの５ヶ年平均）
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４ 事業効果の発現状況

（１）農業用水の安定供給

① 本地区農業水利施設の機能維持及び水需要の変化等への対応

本事業実施前の神流川頭首工を始めとする農業水利施設は、前歴事業等の完了から約30年が経過

し、老朽化に伴う機能低下と維持管理に多大な費用と労力を費やしていた。

このため、本事業により、老朽化した施設を改修し機能の回復を図り、幹線水路（管水路）を一

部新設し機能を増強するとともに、用水管理システムによる管理利用の合理化及び高度化を図り、

畑地かんがい用水の需要の増大など営農実態に即した適切な用水の供給を可能としている。

また、本地区では、末端のほ場における水利用の変化が各調整池の水位に敏感に反映されるパイ

プラインによる水利系統の特質を活かし、調整池の水位変動データ等から農業用水の需要を先読み

した配水を行うなど、多様な畑作物を栽培する本地区経営体の複雑な水需要の変化に対応した農業

水利の運用が行われている。

② 農業用水の安定供給に対する受益農家の意向

事業実施前後の変化について、受益農家を対象に実施したアンケート調査結果（以下、「アンケ

ート結果」という。）によると、「事業により老朽化した施設を改修しました。どんな効果があった

と思いますか。」との設問のうち、「農業用水を安定して使えるようになった」とする効果について、

田、畑ともに、経営者の約９割が「思う」または「やや思う」と回答している。

また、同設問のうち、「渇水時、農業用水の心配がなくなった」とする効果について、田、畑と

もに、経営者の約８割が「思う」または「やや思う」と回答している。

【「農業用水を安定して使えるようになった」とする効果への回答結果（田・畑経営者）】

【渇水時、農業用水の心配がなくなった」とする効果への回答結果（田・畑経営者）】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査
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③ 本地区における畑地かんがいへの取り組みと受益農家の意向

本地区の関連事業として県営かんがい排水事業、県営畑地帯総合整備事業、農村地域防災減災事

業（農業用河川工作物等応急対策）、県営農業水利施設保全合理化事業が計画され、田の用水改良

並びに畑への用水補給が計画されている。

このうち、事後評価時点においては、関連事業に着手されていないことから今後の事業着手、進

捗に伴って効果の発現する区域が存在する。

このような区域においては、関係団体による地元への事業参加意欲の啓発など、事業推進に係る

継続的な取り組みが行われており、事後評価時点において、事業参加意欲の高まりが見られる区域

が形成されている。

今後は、このような事業化に向け取り組みの着実な推進の下、本事業の計画どおりの効果が発現

する区域の拡大が見込まれる状況となっている。

なお、近年の事業参加意欲の醸成においては、自らの農業経営基盤の強化の観点からよりも、

「所有農地を次代に引き継いでもらいたいが未整備農地では耕作して頂ける方はいない、そのため

条件整備が必要である。」との意識もあり、同様の課題を有する周辺地域においても啓発の一つの

方向性として意識されている。

以上より、今後の効果発現を見込む区域においては、事業実施主体等関係団体により、地元の状

況等を踏まえながら順次事業を実施することとされている。

出典：関東農政局調べ

また、アンケート結果によると、畑で用水を使用していない受益農家への「畑で用水を使用して

いない理由は何ですか。」との設問について、「用水があれば使う（ないから使えない）」への回答

数が最も多く、「後継者がいない」への回答数が次に多かった。



- 41 -

【「畑で用水を使用していない理由は何ですか。」との設問への回答結果】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査

（２）農業生産の維持と農業経営の安定

関係市町では、都市化の進展や農業構造の変化に伴い、事業実施前に比べて耕地面積や農家戸数、

農業産出額等は減少しているものの、本地域においては、本事業及び関連事業の実施により農業用

水の安定的な供給がなされ、水稲を中心に小麦、ねぎ、なす、ブロッコリー、スイートコーン、ほ

うれんそうなどの露地野菜やきゅうり、トマト、レタスなどの施設野菜の他、花卉や梨等が栽培さ

れ、農業生産が維持されるとともに、産地収益力の強化や担い手の体質強化により、農業経営の安

定化に寄与している。

① 産地収益力の強化

ア 本地区を主体とする地域における 産地収益力の強化

群馬県の耕地面積は71,900ha（平成27年）で47都道府県中18位となっており、畑が62％を占め

ており畑作物の生産が盛んで、野菜の産出額は1,035億円（平成27年、県農業産出額の42%）で

47都道府県中５位となっている。

また、埼玉県の耕地面積は76,300ha（平成27年）で47都道府県中16位となっており、水田が

55％を占めているが畑作物の生産が盛んで、野菜の産出額は1,003億円（平成27年、県農業産出

額の52%）で47都道府県中７位となっている。

このような背景から、埼玉県は荒川水系や利根川水系、群馬県は利根川水系の豊富な水資源を

活かし、多彩な農産物の生産が行われており東京から100km圏内に位置することからも首都圏の

食料供給基地となっている。

本地域においては、水稲を中心に小麦、なす、ブロッコリーの他、花卉等が栽培されており、

これらの農産物の生産は、豊富な水資源と農業水利施設により維持されており、本事業により農

業水利施設の整備を行い安定的な用水が確保されたことは、地域の産地収益力の強化に大きく貢

献している。

イ 産地収益力の強化に資する農産物のブランド化推進の取り組み

水稲における取り組み事例

水稲については、群馬県は全国33位（平成30年産）、埼玉県は全国19位（平成30年産）の

生産量であり、神流川の良質な水を活かした地域のブランド米「神流清流米」が栽培されて

おり、化学肥料と化学農薬の使用量を慣行栽培の50％以下とした埼玉県の特別栽培農産物の
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認証を受け、「JA埼玉ひびきの」の各直売所で販売されている。

【「かんな清流米」のほ場】 【埼玉県特別栽培農産物認証マーク】

出典：平成30年度本庄農林振興ｾﾝﾀｰ要覧 出典：埼玉県ホームページ

小麦における取り組み事例

小麦については、群馬県は全国５位（平成30年産）、埼玉県は全国６位（平成30年産）の

生産量であり、全国屈指の種子小麦産地である上里町をはじめ、本地区内で品質の高い優良

な小麦を生産している。上里町の種子小麦は、生産量日本一で県内外に出荷されている。

【小麦ほ場とJA埼玉ひびきの上里カントリーエレベーター】

出典：平成30年度 本庄農林振興センター要覧（本庄農林振興センター）

野菜における取り組み事例

野菜については、群馬県は「「野菜王国・ぐんま」推進計画」（群馬県農政部H28年３月）

において、県内で幅広く栽培されている８品目（きゅうり、とまと、なす、いちご、きゃべ

つ、ほうれんそう、レタス、ねぎ）を重点８品目と位置づけ、県域で戦略的かつ総合的に推

進し野菜産地の更なる発展を目指すこととしている。

また、埼玉県では「埼玉農林業・農山村振興ビジョン」（埼玉県H28年６月）において、県

の主力である野菜は、ねぎ、こまつな、さといも、ほうれんそうなど多くの品目において全

国トップクラスの産出額を誇っており、省力化や高品質化に必要な機械・施設整備の支援な

ど産地強化の取り組みにより生産拡大や高付加価値化など収益性の高い農業の確立に向け生

産者の取り組みを支援していくこととしている。さらに、埼玉県では「埼玉農産物ブランド

化戦略会議」を設置し、推進品目の選定や生産対策の検討等に取り組んでおり、現在48品目

を推進品目としている。

本地域においては、ねぎ、なす、ブロッコリー、スイートコーン、ほうれんそうなどの露

地野菜やきゅうり、トマト、レタスなどの収益性の高い施設野菜を生産している。レタスを

除くこれらの野菜は埼玉県で選定する「埼玉ブランド農産物推進品目」となっており、ねぎ

は「本庄美人」・「深谷ねぎ」、トマトは「うまかんべェー」とのブランド名で販売されてい

る。
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【地域で栽培されている主な野菜】

ね ぎ な す ブロッコリー スイートコーン

ほうれんそう きゅうり トマト レタス

出典：群馬県ホームページ及び埼玉県ホームページ

【施設野菜団地】 【埼玉ブランド農産物PRロゴ】

出典：埼玉県ホームページ

出典：平成30年度 本庄農林振興センター要覧

花きにおける取り組み事例

花き類については、鉢物や宿根アスター（クジャクソウ）を栽培する大規模経営体も存在

し、特に神川町は全国有数のクジャクソウの切り花産地となっている。

【宿根アスター（クジャクソウ）】

出典：平成30年度 本庄農林振興センター要覧（本庄農林振興センター）
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果実における取り組み事例

果実類については、神川町、上里町で梨（幸水、豊水、彩玉等）の栽培が盛んであり、栽

培の歴史は古く江戸時代後期に始まったとされている。近年では多くの生産者が自宅の庭先

等で直売所を開設し梨を販売している。また、両町とも直売所マップを作り、町ホームペー

ジで公表している。

【梨】

神川町

http://www.kamikawa-kanko.com/omiyage/nashi/

上里町

http://www.town.kamisato.saitama.jp/kankou/

出典：上里町ホームページ

以上のように、農作物のブランド化が進められている中で、安心安全や食味を保証するための

ブランドの定義（誰が、どのような基準に基づいて、どのように生産、調整、出荷した等）や、

ブランドそのものの維持及び育成など、一層のブランドの強化が期待されている。

なお、本地区に隣接する地域には、有機大豆の仕入れ先を否応なく県外に求める加工業者が存

在するなど、今後地区農産物のブランド化を図る上では、このような周辺企業との連携も模索さ

れることが期待されている。

ウ 農業用水の安定供給が叶える産地収益力の強化

本地区では、キャベツや特産品であるネギ・ブロッコリーの栽培法に関して、かん水した場合

と慣行的に無かん水の場合の生産性を比較する目的で平成21年から23年までの３年間にわたり実

証調査を行っている。品目別の結果は以下の通り。

さといも

土壌水分を多く必要とする作物であるため、かん水区と無かん水区では収量に大きな差が生

じた。特に差の大きい平成22年では、かん水区の収量は3,873kg/10a、上物収量（Ｌ・２Ｌ・

３Ｌ）は829kg/10aであり、無かん水区の収量は1,367kg/10a、上物収量（Ｌ・２Ｌ・３Ｌ）は

28kg/10aであり、かん水により収量増加と品質向上への効果が認められた。

【さといものかんがい効果(収穫量)】 【かん水区(左)と無かん水区(右)の様子】

出典：Let’s農業30号（関東農政局農村振興部農地整備課）
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【サトイモ「土垂」かん水の有無と規格別収量】 （単位：kg／10ａ）

規 格 10ａ当たり収量

試 験 区 3L 2L Ｌ Ｍ Ｓ 2L Ｌ Ａ Ｂ

かん水区 3,873 66 469 294 120 68 1,129 308 1,161 258

無かん水区 1,367 28 13 33 194 579 342 178

注１）3L：160g以上、2L：100g以上、Ｌ：60g以上、Ｍ：40g以上、Ｓ：20g以上、2L：100g以上子頭、

Ｌ：60g以上子頭、Ａ：60g以上変形、Ｂ：40g以上変形

注２）収穫日：平成22年11月10日

出典：営農計画管理調査（関東農政局農村振興部農地整備課）

ねぎ

収量については、平成21年のかん水区は無かん水区に比べて5％多く、平成22年の猛暑・少

雨だったこともあってかん水区が13％多くなった。平成23年は夏場の雨が多く、12月上旬から

収穫期まで降雨がなかったため、収穫量に差は生じなかった。

【ねぎのかんがい効果(収穫量)】 【ねぎのかんがい効果(規格別収穫量)】

出典：「技術誌」、Let’s農業30号（関東農政局農村振興部農地整備課）

ブロッコリー

活着率については、定植直後とその３日後に各10mmかん水したところ、定植17日後の活着率

は無かん水区に比べて８ポイント上回った。

収穫量調査では、収穫箱数はかん水区が無かん水区を上回り、２L規格箱個数は、無かん水

区の1.8倍の箱数となった。

【ブロッコリーのかんがい効果(活着率(H21)と規格別収穫量(H23))】

（単位：％、cm、ｇ）

活着率 生育状況

花蕾経 花蕾重

かん水区 96 10.2 336.2

無かん水区 88 7.3 277.3

出典：営農計画管理調査（関東農政局農村振興部農地整備課）
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キャベツ

キャベツについては、平成22年に収穫量調査を実施した。定植直後にかん水を行うことによ

り、かん水区は活着が早く、初期生育に差が生じた。12 月23日から２月８日にかけて降雨が

全くなく、冬期の干ばつが発生した。その間２回かん水を行ったところ、全収穫量ではかん水

区が７％多かった。また、かん水区はＭとＬ規格が主で、無かん水区はＳとＭ規格のみとなり、

かん水区の方が大きくなった。

【キャベツのかんがい効果(規格別収穫量(H22))】

出典：営農計画管理調査（関東農政局農村振興部農地整備課）

以上、いずれの作物においても、かん水により単収が増える効果や品質が向上する効果が認め

られている。本地区北部の畑地帯については、既に畑地かんがい施設が整備されている畑が多い

ため、本事業により老朽化した農業用施設を更新することは、これら畑地かんがいにより増収す

る効果等の維持に大きく貢献していると考えられる。

エ 産地収益力の強化に対する農家意識

受益農家を対象に実施したアンケート結果によると、「事業により老朽化した施設を改修しま

した。どんな効果があったと思いますか。」との設問のうち、「農作物の安定的な収量が確保でき

た」とする効果について、田、畑ともに、経営者の約７割が「思う」または「やや思う」と回答

している。

また、同設問のうち、「農作物の安定的な品質が確保できた」とする効果について、田、畑の

経営者の約７割が「思う」または「やや思う」と回答している。

【「農作物の安定的な収量が確保できた」とする効果への回答結果（田・畑経営者）】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査
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【「農作物の安定的な品質が確保できた」とする効果への回答結果（田・畑経営者）】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査

さらに、アンケート結果によると、「事業（埼玉北部事業を含む）を実施する前と比べてどの

ように変化しましたか。」との設問のうち、「安心して農業が継続出来るようになった」とする効

果について、約６割の経営者が「思う」または「やや思う」と回答している。

【「安心して農業が継続出来るようになった」とする効果への回答結果（全経営者）】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査

② 担い手の体質強化

本事業及び関連事業の実施により、農業水利施設を改修し、施設機能の回復及び改善が図られた

ことにより、干ばつ等による経営リスクの回避が継続して発揮されるとともに、担い手等の経営体

において安心して農地の流動化による経営規模の拡大が進められるなど担い手の体質強化に寄与し

ている。

なお、本地域における借入耕地面積を事業実施前後で比較すると、平成12年の1,748haから平成

27年の2,730haで1.6倍に増加しており、戸当たり借入れ耕地面積も、平成12年の0.6haから平成27

年の1.2haで２倍に増加している。
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【農地の流動化（借入耕地面積）の推移】 【戸当たり借入耕地面積の推移】

出典：農林業センサス

また、アンケート結果によると、「事業を実施する前と比べてどのように変化しましたか。（あな

たの地域の農業にどのような変化がありましたか。）」との設問のうち、「農作業の受委託、農地の

貸し借りが進んだ」とする効果について、５割以上の経営者が「思う」または「やや思う」と回答

しており、農地の流動化が促進されたと実感している。

【「農作業の受委託、農地の貸し借りが進んだ」とする効果への回答結果】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査

③ 担い手の育成・確保

関係県における認定農業者は平成14年の6,067経営体から平成29年の9,841経営体へ162％と大き

く増加している。関係市町においても平成14年の967経営体から平成29年の1,165経営体と121%に増

加している。

関係県の担い手対策としては農地中間管理機構の活用、法人化の促進、研修会の実施、６次産業

化の取組促進等以下の通り推進されており、本地域内においても、後述の事例の通り多様な担い手

が活躍している。

【認定農業者数の推移（再掲）】
（単位：経営体）

区 分 平成14年ａ 平成19年 平成24年 平成29年ｂ ａ～ｂ増減率
関係市町 967 1,247 1,314 1,165 20.5
関 係 県 6,067 9,266 9,565 9,841 62.2

出展：関東農政局調べ
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ア 関係県の取り組み

「群馬県農業農村振興計画2016～2019」における担い手対策
「競争力のある力強い経営体の育成」

対象等： 農業経営の発展を積極的に図ろうとする担い手
内 容：・法人化の普及啓発等による法人化の推進

・担い手不足が見込まれる地域等での新たな集落営農の設立支援
「新たな担い手の確保・育成」

対象等： 農家子弟や新規就農希望者
内 容： 就農相談会やセミナー等の開催、農外からの企業参入の促進

「地域で輝く女性農業者の育成」
対象等： 女性農業者の経営参画の促進
内 容：・家族経営協定の締結推進や認定農業者申請支援

・女性農業者の起業活動の支援
・女性農業者を中心とした新たなネットワークの構築等個性や能力を発揮できる環境づ
くりを推進

「農地利用の最適化の促進」
対象等： 「人・農地プラン」の定期的見直し、担い手の経営規模拡大等支援
内 容： 農地中間管理機構等が行う農地利用調整活動を推進

【新規栽培者現地研修会】

出典：群馬県農業農村振興計画（群馬県H28年３月）

「埼玉県の埼玉農林業・農山村振興ビジョン」における担い手対策
「農地中間管理機構の活用」

・担い手への農地を集積・集約化するとともに、法人化等を支援
「意欲ある農業経営体の経営力向上」

・担い手への高度な技術の導入、農業雇用の拡大、農業経営の基礎となる取組の強化
「新規就農者の確保」

・農業大学校を活用した新規就農者の育成
・農家の子弟に加え農外からの意欲ある若者や団塊の世代、定年退職者も含めた幅広い新規就農
希望者への支援

「地域農業を支える多様な担い手の育成」
・女性農業者の資質向上や農業の６次産業化など経営発展に向けた取組の支援
・地域に貢献する高齢者の活動促進、地域農業の新たな担い手となる企業やＮＰＯ法人などの農
業参入の促進

【活躍する若手農業者】

出典：埼玉農林業・農山村振興ビジョン（埼玉県H28年２月）
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イ 農地地中間管理事業の取組（事例）

美里町「広木・駒衣地区」では、錯綜した農地利用の解消のため、農業委員会が主体となって

担い手に農地を集積した。

・対象面積は78ha

・農作業の効率化に向けて、錯綜した農地を交換するための地域の話し合いを複数回実施。

・45.5haを機構が借受け、10名の担い手農家と麦作の１法人（裏作のみ）に配分。

・担い手数はこれまでと同様だが、農地の集約ができたことにより作業効率は格段にアップ。

・地域集積協力金を活用し、共同で使用する農業機械の購入を検討。

出典：県内における農地中間管理事業の取組について（埼玉県農地中間管理機構 H28.7）

ウ 地域における担い手の育成･確保支援策

関係県出先機関における担い手対策として、

・地域の農業者を対象とした研修会の開催

・営農指導等を通じた法人化や高度な技術指導による経営力向上の支援

・新規参入希望者を対象とした就農、定着のための支援

の取り組みを実施している。

【農業者研修会】 【新規就農者研修会】

出典：平成30年度 本庄農林振興センター要覧（本庄農林振興センター）

エ 担い手の育成･確保に資する農業生産基盤整備の状況と農地中間管理機構への期待の高まり

関係市町において、30a程度以上の区画に整備された田は79.7％を占め、群馬県全体の58.0％、

埼玉県全体の51.4％に対して突出して高い状況にある。

一方、１ha程度以上の区画に整備された田では2.4％となり、群馬県全体（1.4％）に対して１

ポイント高く、埼玉県全体（6.7％）に対しては４ポイント以上低い。

畑の場合は、農道整備率（73.5％）において10ポイント以上、畑かん整備率（50.9％）にあっ
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てはほぼ２倍、関係県（群馬県全体<農道61.8％、畑かん26.2％>、埼玉県全体<農道61.4％、畑

かん24.5％>）を上回っている。

【農地の整備状況】 （単位：ha、％）

区 分 田 30ａ程度以上(区画整形) １ha程度以上(区画整形)

面 積 整備率 面 積 整備率

関係市町 4,880 3,888 79.7 116 2.4

群 馬 県 26,800 15,542 58.0 368 1.4

埼 玉 県 42,000 21,595 51.4 2,794 6.7

区 分 畑 農道整備済み 畑かん整備済み

面 積 整備率 面 積 整備率

関係市町 7,930 5,829 73.5 4,034 50.9

群 馬 県 44,100 27,257 61.8 11,542 26.2

埼 玉 県 33,800 20,750 61.4 8,295 24.5

出典：関東農政局調べ

基盤が整備された農地では、農作業の受委託や農地の貸し借りが未整備農地に対して相対的に

進む傾向にあり、本事業の実施前後の状況を聞いたアンケート結果においても、「事業を実施す

る前と比べてどのように変化しましたか。（あなたの地域の農業にどのような変化がありました

か。）」との設問のうち、「農作業の受委託、農地の貸し借りが進んだ」とする効果について、５

割を超える経営者が、「思う」または「やや思う」と回答し、農地の流動化が進んだと実感して

いる。

【「農作業の受委託、農地の貸し借りが進んだ」の問いに対する回答結果】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査

なお、農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約は、平成27年の関係市町の借入耕地面積

2,730haに対して、関係市町における農地中間管理機構の転貸面積は65haとなっており、更なる

農地中間管理機構を介した農地の流動化の促進が期待されている。

オ 担い手に集積される優良農地の確保

関係市町の田畑における整備率は、関係県に比べて高いものとなっており、関係市町の農地集

積率は、最近４カ年で関係県の集積率を４から５ポイント上回り、４カ年間の増加ポイントにお
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いても関係県を上回っている。また、農地の流動化がアンケート対象農家の半数において実感さ

れているなど、本事業及び関連事業の実施は、本地区における担い手に集積・集約されるべき優

良農地の確保に寄与している。

【担い手への農地集積率の推移】 （単位：％）

区 分 平成26年ａ 平成27年 平成28年 平成29年ｂ 増加ﾎﾟｲﾝﾄ

(b-a)

関係市町A 31.0 32.3 33.4 36.2 5.2

関 係 県B 27.1 27.9 28.7 31.0 3.9

ﾎﾟｲﾝﾄ差 3.9 4.4 4.7 5.2 1.3

(A-B)

出展：関東農政局調べ

カ 担い手育成確保に資する営農の合理化及び労働強度の低減

本事業により、畑作物への安定的な用水供給が確保されることで、計画的な生産・出荷や新た

な作物の導入が可能となるとともに、防除用水等を運搬する労力が削減され、経営の安定化につ

ながっている。

【畑地かんがいの状況】

出典：関東農政局調べ

アンケート結果によると、「事業により老朽化した施設を改修しました。どんな効果があった

と思いますか。」との設問のうち、「天候に左右されず計画的な生産・出荷が可能になった」とす

る効果について、畑経営者の約７割が「思う」または「やや思う」と回答している。

【「天候に左右されず計画的な生産・出荷が可能になった」とする効果への回答結果（畑経営者）】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査
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また、同設問のうち「防除用水を自宅から運搬する手間がなくなった」とする効果について、

畑経営者の約６割が「思う」または「やや思う」と回答している。

【「防除用水を自宅から運搬する手間がなくなった」とする効果への回答結果（畑経営者）】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査

さらに、同設問のうち、「野菜産地の維持に寄与している」とする効果について、畑経営者の

約７割が「思う」または「やや思う」と回答している。

【「野菜産地の維持に寄与している」とする効果への回答結果（畑経営者）】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査
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④ 先導的な農業経営の実例と事業効果

ア 高品質米の生産促進

安定的な農業用水を活用したブランドの確立 ～生産団体～

経営体の概要

取組の経緯と経営転換のポイント等

国営事業により水利施設が整備され、清流四万十川に匹敵する水質である神流川を水源とした用

水の安定供給が図られたことを契機に、水稲の高品質化を目指し、ＪＡ埼玉ひびきのかんな清流米

部会を立ち上げ、減農薬、減化学肥料のブランド米「かんな清流米（特別栽培米）」の生産を始め

た。

営農改善のポイント 【かんな清流米の生産と販売状況】

① ブランドの確立

二毛作地帯のため、産地銘柄米と競合することを避

け、低価格でも高品質な米「かんな清流米」として差

別化を図り、ＪＡ５か所の直売所で販売している。

② 品質向上の取組

県の特別栽培農産物認証制度の認証を受けた特別栽

培米として販売している。

生産基準や施肥防除など肥培管理については、毎年

ＪＡと生産者で取り交わす「覚書」と「確約書」に基

づき行われ、食味値75以上、かつ、上位等級米とされ

たもののみが「かんな清流米」とされる。

③ 販売拡大の取組

消費者の購入動向を直売所の販売データを基に予測

して作付品種と面積を定めるなど、ニーズに合った米

作りを実行している。

また、「かんな清流米」100％の麺等の加工品の開発

・販売に加え、老人福祉施設や保育園等と連携するな

ど販路の拡大に取り組んでおり、販売額を堅調に伸ば

している。

出典：平成28年優良経営事例調査（関東農政局農村振興部農村環境課）

平成24年

基幹作物：水稲（キヌヒカリ、彩のかが

やき、彩のほほえみ）

経営面積：21.7ha（22戸計）

平成28年

基幹作物：水稲（キヌヒカリ、彩のかが

やき、彩のきずな、コ

シヒカリ）

経営面積：35.0ha（26戸計）
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イ 野菜経営の大規模化の促進

野菜の多品目栽培によるリスク分散経営 ～個人経営～

経営体の概要

取組の経緯と経営転換のポイント等

前歴国営事業により農業用水の安定供給が図られる状況となったことから、経営上の基幹作物

を、収益性が高く出荷期間の拡大を図ることができる「葉しょうが」の施設栽培に取り組んだ。

さらに、年間を通して収入が得られるよう野菜の多品目化と契約栽培に取組みながら規模拡大を

進め、経営の安定化を図っている。

営農改善のポイント 【営農状況及び後継者】

① 作物の変化

需要の見込まれるレタス、ブロッコリー等を取り入

れ多品目化するとともに、不作時の収入減少リスクの

緩和と繁忙期の作業量を分散化した。これにより年間

を通して安定した雇用が可能となった。また、地域の

耕作放棄地を借受けることによりほ場が分散し管理コ

ストは増大したが、局地化する気象災害や病害虫によ

る大きな被害は回避が図られている。

② 契約栽培の取組

価格変動を考慮して計画的に出荷できるよう、レタ

スは作付けの半分は契約栽培に取り組んでいる。ブロ 【葉しょうが栽培状況】

ッコリーでも契約栽培に取り組んでおり、今後も順次

拡大し系統出荷と契約栽培のバランスを重視し、経営

の安定化を進めていくこととしている。

③ 地域ブランド化の取組

生産物の付加価値化による売上げ増大を図るため、

地域の営農研究会を組織し、「本庄トキメキ野菜」のブ

ランド名で販売を行っている。消費者へ栽培履歴等の

情報を発信し、信頼確保に努めている。

出典：平成28年優良経営事例調査（関東農政局農村振興部農村環境課）

昭和55年頃

施設野菜：0.05ha（温室メロン）

露地野菜：1.7ha（ブロッコリー、ねぎ）

水稲 ：0.5ha

平成28年

施設野菜： 4.0ha（葉しょうが、レタス）

露地野菜：10.6ha（ブロッコリー、ねぎ）

水稲 ： 1.5ha
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ウ 特産花卉生産の周年出荷体制に寄与

花卉周年出荷体制の確立（全国有数の生産量を誇るクジャクソウの生産地に発展） ～生産組合～

経営体の概要

平成28年

基幹作物：クジャクソウ（宿根アスター）

作付面積：8.5ha（約240万本／平成28年度出荷実績）

組合員 ：10戸

取組の経緯と経営転換のポイント等

昭和50年に養蚕地域にあった５戸の生産者がきく（切り花）の栽培を開始し、昭和52年には市場

性や規模拡大が有望なクジャクソウの栽培を開始した。

先進事例が少ない上、未経験だったクジャクソウの周年出荷が可能となる栽培技術を一から確立

し、さらに、前歴国営事業を契機に組合員数・面積とも拡大を図り、全国有数の産地へと発展し

た。

営農改善のポイント

① 栽培技術の確立 【荷造り状況及び組合員】

収穫時期分散のため、遮光処理による促成栽培、電

照処理による抑制栽培及び苗冷蔵貯蔵技術の開発とあ

わせ、3月～12月の長期にわたる周年出荷体制を確立し

た。栽培品種は、消費者ニーズに応じた組合オリジナ

ル品種を順次育成し、市場から高い評価を得ている。

② 組織運営の工夫

生産組合は、①販売部、②技術部、③資材･文化部、

④婦人部の４部会制をとり、構成員各自が運営に関わ

ることにより組織強化と営農上の課題改善に資してい

る。

また、ＪＡや県などの関係団体と連携しブランドの 【クジャクソウの栽培状況】

維持に取り組んでいる。

③ 流通販売の工夫

クジャクソウの出荷にあたっては、生産組合構成員

間の栽培協定を結ぶとともに他産地に比べ厳しい出荷

規格を定めて品質を維持することにより、市場からの

高い評価を得ている。

また、消費者ニーズに即した品種を確保するため、

毎年共同育種に取り組み、高評価品種の商標登録を行

っている。

出典：平成28年優良経営事例調査（関東農政局農村振興部農村環境課）
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エ 計画栽培を背景に首都圏近郊農業における企業連携を実践

加工・業務用野菜の需要に対応した企業連携と担い手の育成 ～法人経営～

経営体の概要

取組の経緯と経営転換のポイント等

特別栽培の研究会を立上げ無化学肥料の栽培技術確立を契機に法人化。前歴国営事業により計画栽培が可能

として、加工・業務用野菜の製造企業との連携を進めるとともに、地域農業の担い手育成に取り組んでいる。

営農改善のポイント

① 加工・業務用野菜を核とした農商工連携

企業と連携した生産地加工出荷による計画生産と経営の安定、企業は効率的な加工野菜の調達を実現。

② コスト削減の取組

企業と農家間において労働力を相互提供、大型農機具の相互利用で農作業を効率化、栽培技術

等をデータベース化し共有する経営支援システム構築に取り組み、経験の少ない農業者の計画栽

培や経営管理の支援による次世代への経営継承や新規参入が促進が期待されている。

③ 担い手確保の取組

農業経営者育成カリキュラムで知識や技術の習得を支援、独立後の販売先確保、大型農機具の

貸出し、資金支援等の体制を整備。

出典：平成28年優良経営事例調査（関東農政局農村振興部農村環境課）

設立経過：

平成９年 前身の栽培研究会発足

平成11年 会社設立

平成17年 自社生産開始

平成28年

事業内容：企業連携、会員農家の受委託販売等

自社生産：71.7ha（キャベツ、レタス、ねぎ等）

資本金 ：７千万円（平成27年）

構成員 ：雇用30名、認定農業者等会員農家26名
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オ みず菜栽培の生産性の向上に寄与

みず菜の周年供給体制の確立と市場開拓に貢献 ～個人経営～

取組の経緯と経営転換のポイント等

前歴国営事業によって農業用水の安定的な利用が可能になったことを契機に、施設きゅうりの栽

培を始め、市場動向を見ながら、平成10年にはみぶ菜、平成13年からみず菜の栽培に切り替え。

営農改善のポイント

① マルチングの工夫

みず菜は夏場の水の管理が重要な作物で、かん水のタイ

ミングを間違うと軟腐病が発生するため、夏場は、地温上

昇、泥はね、雑草を防ぐ白いマルチの使用、冬場は地温を

上げる透明マルチを使う工夫や、かん水のタイミングの習

得などにより、収益性の高い、安定的な経営を実現。

② かん水労力の節減

従来、周年供給のみず菜ハウスにおいて用いた畝間冠水

よる「かん水」の度のチューブの設置・撤収の手間を省力

化するため、小型で移動に便利な水稲育苗用スプリンクラ

ーを導入。

スプリンクラーは１列設置すると、５畝一度にかん水で

きるため、従来に比べ、かん水労力が大幅に削減。

③ 市場開拓と経営改善への先導的取組

サラダ等に欠かせない野菜となったみず菜は、栽培が難

しい夏場も需要が増え、ＪＡ埼玉ひびきのみず菜部会にお

いて研修を重ね、夏場の栽培技術を習得、各戸に予冷庫を

設置し、収穫調製後、即予冷した後、農協に出荷するなど

品質管理を徹底。

これらの努力の結果、周年供給体制と品質の良さが市場

に認められ、JA管内で生産されるみず菜の中でも、上里町分

は別の包材を用いてブランド化し、京浜地域を中心に有利

販売を実現。

整備された基盤を活用した営農の確立、家族経営協定を

締結するなど地域農業の先導的役割を担う。

出典：関東農政局ホームページ

⑤ 少雨・高温時における農作物への影響抑制

一般に水稲の高温障害は、籾登熟期の初中期高温障害による乳白粒、後期高温障害による背白粒

や基部未熟粒が原因となり、一等米比率を低下（落等）させるものとされ、登熟の不揃いは食味の

低下にも影響する。

神流川沿岸地区においては、平成22年夏期の猛暑による水稲の高温障害に対し、神流川頭首工に

おける取水調整及び整備された用水系統の運用により、農作物被害を未然に防止することができた。

また、当該年のほかにおいても、高温障害に対して、パプライン化された用水が取水地点の温度

を維持したまま末端ほ場に到達するメリットが活かされ、高温障害が発生しづらい状況にあること

が農家において実感されている。
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【平成22年取水調整等の概要】

当時の取水調整等の概要は以下のとおり、なお、平成30年度においても高温・小雨による農作物への

影響回避のため同様の調整が図られている。

○ 平成22年８月27日、気象庁から農作物の管理等に引き続き注意が必要と発表された。

○ この年の本地区では、この時期、水稲の「出穂期」及び「登熟期」を迎え、花卉（クジャクソウ

等）やブロッコリーの作付け、日本なしの収穫が始まっていた。このため、例年にないかんがい用

水を必要としていた。

○ 本地区の場合、上里幹線と並行して新設した上里幹線付帯水路（バイパス機能）を利用すること

ができ、上里幹線と併せて送水することができたため、急激な水需要の変動（増大）にも対応する

ことができた。

○ このため、本地区を含むJA埼玉ひびきの管内の高温障害による 水稲の規格外比率は、埼玉県の

77％を大きく下回る20％となった。

（出展：事業誌）
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（３）再生可能エネルギーの活用

太陽光、水力、風力、地熱等のエネルギー資源は、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる

CO2をほとんど排出しないという優れた特徴を有しており、これらの資源を変換して作られるエネ

ルギーは「再生可能エネルギー」と呼ばれている。本地区では「ひびきの」スマートビレッジ構想

を策定し、小水力発電施設と太陽光発電施設を整備した。

これら再生可能エネルギーの売電収入により、本事業により整備した農業水利施設の維持管理費

の一部を賄うことで維持管理費の節減が図られている。

小水力発電所（１箇所）

太陽光発電設備（４箇所）

出典：「技術誌」

① 「ひびきの」スマートビレッジ構想

本地区では、こうした地域の再生可能エネルギーの活用により農業・農村の振興を図るため、平

成23年7月、「「ひびきの」スマートビレッジ構想」が有識者と地域関係者を交えた議論を踏まえて

策定された。本構想では、地域全体の農業・農業用施設に係る再生可能エネルギーの賦存量や再生

可能エネルギーによる発電可能箇所を確認するとともに、土地改良施設や農業用ハウス、植物工場、

電気自動車用スタンド等の電力供給先が示されている。本構想に基づき、小水力発電施設である

「神流川沿岸発電所」、太陽光発電施設が整備された。

② 小水力発電施設

神流川頭首工で取水され、新神流川幹線及び青柳分水工を通じ上里幹線呑口調整池に至った農業

用水は、調整池から約9.5km下流の調圧水槽までパイプラインにより流下する。

小水力発電施設（神流川沿岸発電所）は、この流下区間の水位差（総落差35.5m）を利用した19

9kWの発電（年間発電量52.2万kWh/年≒約160世帯の年間消費電力）が可能な施設として平成24年９

月より稼働しており、発電した電力を全量売電の上、売電収入を農業水利施設の維持管理費に充て

ている。（管理・運営：埼玉北部土地改良区連合）

なお、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ）は、本事業の完了年でもある平成24年

度に再生可能エネルギーの対象を拡大しており、本事業の小水力発電施設（199kW）は、同等規模

の小水力発電施設として全国初のＦＩＴ事業計画の認定を受けている。

このため、本事業完了後より取り組んでいる事業地区視察の受け入れにおいては、受け入れ開始

後の３カ年において突出して高く、特に事業完了年の平成24年度には37団体769名もの視察を受け

入れるなど、土地改良事業におけるＦＩＴ制度下での小水力発電活用の先導的事例としての役割を

果たしている。
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【小水力発電所外観】 【発電所内の発電用水車】 【上里幹線

調圧水槽】

出典：「技術誌」等

③ 太陽光発電施設

本地区は、関東平野の北西部に位置し、比較的勾配のある神流川扇状地に基幹的水利施設が張り

巡らされ、年間の日照時間は2,100時間と多いことから、既存の農業水利施設敷地等を有効に活用

し、農業用水管理所、新児玉幹線呑口調整池、上里幹線呑口調整池、羽根倉幹線付帯機場の４箇所

に太陽光発電施設を設置した。施設の発電規模は、隣接する農業水利施設の出力と同水準とした。

【太陽光発電（新児玉幹線呑口調整池）】 【太陽光発電(農業用水管理所)】

出典：「技術誌」等

アンケート結果によると、「事業により小水力発電や太陽光発電施設を整備して、発電された電

力は農業施設で利用される他、余剰電力の売電により農業施設の維持費の軽減に繋がっています。

このことをあなたはどう思いますか。」との設問について、「自然エネルギーを利用する地球環境に

やさしい良い取り組みだと思う」の回答数が最も多く、「農業施設の電気代が軽減できるので良い

と思う」「農家以外の地域住民にもっとPRすべきだと思う」の順に回答数が多かった。

【「事業により小水力発電や太陽光発電施設を整備して、発電された電力は農業施設で利用される他、余

剰電力の売電により農業施設の維持費の軽減に繋がっています。このことをあなたはどう思います

か。」の問いに対する回答結果】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査
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（４）事業による波及効果

① 地域活動の取組

本地区内では17組織が「多面的機能支払交付金」を活用し、草刈り、水路の泥上げ等の地域資源

の基礎的活動（農地維持支払）や、水路や農道脇などへの花の植栽等の良好な農村環境の保全活動

（資源向上支払）に取り組んでいる。

【多面的機能支払交付金の活動状況（平成30年度時点）】 （単位：ha）

都 県 市町村 活動組織名 取組面積

藤岡市 道中郷地域環境保全協議会 21.0

藤岡市 藤岡南部環境保全・赤とんぼの会 80.3

群馬県 藤岡市 下戸塚地域環境保全協議会 29.2

藤岡市 神流・小野南部地域環境保全協議会 107.2

藤岡市 下栗須地域環境保全協議会 39.2

本庄市 本庄市広域農村環境保全協議会 516.7

本庄市 児玉広域農地保全協議会 404.7

本庄市 金屋地域農地保全協議会 103.0

深谷市 山崎地区環境保全会 30.7

深谷市 西田地区環境保全会 12.1

埼玉県 美里町 美里町環境保全広域協定 735.1

神川町 神川地域農地・水・環境保全管理協定 400.0

神川町 新里農村環境保全協議会 47.4

神川町 小浜環境保全協議会 21.4

上里町 上里町農地環境保全広域協定 893.0

上里町 大御堂農地環境保全会 32.8

上里町 長浜農地環境保全会 47.3

出典：関東農政局調べ

【農道の砂利敷き】 【景観形成活動】 【水路の草刈り】

（下栗須地域環境保全協議会） （金屋地域農地保全協議会） （山崎地区環境保全会）

【道路の草刈り】 【水路での生き物調査】 【排水路の泥上げ】

（美里町環境保全広域協定） （ 神 川 地 域 農 地 ･ 水 ･ 環 境 保 全 管 理 協 定 ） （上里町農地環境保全広域協定）

出典：関東農政局調べ
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② ６次産業化の取組

関係市町において、農業所得の増大や雇用の創出に資する６次産業化へのの取り組みが見られる。

ア 自家生産トマトを使った加工品の製造・販売（藤岡市 松本さんの取組み）

藤岡市松本さんは、夫婦でトマトを栽培しており、

ジュースやジャム・ドライトマトなどの加工品をイン

ターネット（ＳＮＳ）でＰＲし販売している。今後は

ギフト需要の掘り起こしやカフェ、雑貨店など取扱店

を増やすことを目指したいとしている。また、松本さ

んは、女性農業者がその存在やアイデアを全国に発信

しつつ、企業と連携して新しいビジネスを生み出そう

という農林水産省提唱の「農業女子プロジェクト」の

メンバーの一人として活躍している。

イ 自家生産野菜を使った漬け物の製造・販売（本庄市 サトルファームの取組み）

本庄市サトルファームでは、自家でなす、ねぎ、ブ

ロッコリー、はくさい等を栽培し、大塚代表の就農と

ほぼ同時期に整備した加工施設を活用し、自家生産の

野菜を材料に漬け物の製造・販売を行っている。これ

らの加工品は地域の直売所等で販売している。今後

は、野菜生産を拡大し加工品の品目数を増やしたいと

している。

６次産業化
農業者が農産物の生産（１次産業）に加え、加工（２次産業）や流通・販売（３次産業）にも主体

的にかかわり、農業経営に新たな付加価値を取り込むこと。

③ 地産地消の推進

本事業をはじめとする農業生産基盤の整備の進展に伴い、地区内では多様な農産物の生産が行わ

れ、生産された農産物は、中央市場等に出荷されるとともに、関係市町及び周辺地域における消費

需要にも応じている。

地産地消（地域生産地域消費）
「地域で生産された農林産物を地域で消費する」、また「地域で必要とする農林産物は地域
で生産する」こと。

ア 本庄市における取り組み事例

本庄市立児玉中学校では、農家や農協の協力により旬の地場産野菜を学校給食に使用し地産地

消給食が提供されている。

【トマトジャムとトマトジュース】

出典：とまとやとまとフェイスブック

【青なすシリーズ（なら漬、みそ漬、コン

ポート）】

出典：埼玉県農業の６次産業化取組事例集
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【地産地消イベントの様子】

出典：本庄市ホームページ

イ 深谷市における取り組み事例

深谷市では、地場産農産物を販売する農産物直売所で販売されるほか、多くの小売店で地場産

コーナーを設置している。また、学校給食に地場産の農産物を使用するなど積極的に地産地消を

推進している。

ウ 群馬県における推進施策

群馬県では、農産物直売所相互の連携により、消費者が周年にわたって新鮮で安全・安心な研

鑽農産物を手に入れられる体制づくりを進めることによる農産物直売所の機能強化を図るととも

に、旬の県産農産物情報の提供を行い、旅館・飲食店での活用を推進するとともに、「ぐんま地

産地消推進店」等の更なる認定などにより県産農産物の利用を促進し地産地消を推進することと

している。

エ 埼玉県における推進施策

埼玉県では、大消費地の中の農業県という強みを生かして「近いがうまい埼玉産」をキャッチ

フレーズに量販店への県産農産物コーナーの設置推進や、県産農産物を積極的に取扱う県産農産

物サポート店の登録を推進するなどの地産地消に取り組んでいる。

オ 農産物直売施設における地消の推進と販売チャネルの拡大

本地区及び本地域において栽培される多種多様な農作物は農産物及び農産物加工品として本地

域の農産物直売所で販売され、地域住民における地産地消意識の醸成に寄与している。

また、ＪＡ直営による大規模な農産物直売所は、休日には地域内外からの多くの利用者で賑わ

いをみせるなど、ＪＡ埼玉ひびきの管内の５つの直売所において年間約93万人の顧客が訪れ、年

間売り上げは約12億円に至るなど、周辺農家にとっての重要な販売チャネルの一つとなり、所得

機会の拡大に寄与している。
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【関係市町の農産物直売所一覧】

番号 市町名 施 設 名 開設年

① 藤岡市 アグリプラザ藤岡農産物直売所 平成11年

② JAグリーン藤岡農産物直売所 平成 7年

③ 本庄市 JA埼玉ひびきの あおぞら館直売所 平成17年

④ JA埼玉ひびきの こだま館直売所 平成19年

⑤ 本庄市観光農業センター生産物直売所 平成20年

⑥ 深谷市 道の駅おかべ農産物直売所 平成 9年

⑦ 美里町 JA埼玉ひびきの 美里万葉の里直売所 平成17年

⑧ 神川町 JA埼玉ひびきの かみかわ館直売所 平成17年

⑨ 上里町 JA埼玉ひびきの アグリパーク上里 平成29年

出典：関東農政局調べ
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【①アグリプラザ藤岡農産物直売所】 【②JAたのふじ JAグリーン藤岡農産物直売所】

(藤岡市中1060-8ﾊｲｳｴｲｱｵｼｽ｢ららん藤岡｣内) （藤岡市本動堂226-1）

出典：藤岡市ホームページ 出典：ＪＡたのふじホームページ

【③JA 埼玉ひびきの あおぞら館直売所】 【④JA 埼玉ひびきの こだま館直売所】

（本庄市643-2） （本庄市児玉町蛭川223-1）

出典：ＪＡ埼玉ひびきのホームページ 出典：ＪＡ埼玉ひびきのホームページ

【⑤本庄市観光農業センター生産物直売所】 【⑥深谷市 道の駅おかべ農産物直売所】

（本庄市児玉町小平653） （深谷市岡688-1）

出典：埼玉県ホームページ 出典：深谷市観光協会

【⑦JA埼玉ひびきの 美里万葉の里直売所】 【⑧JA埼玉ひびきの かみかわ館直売所】

（美里町猪俣2321-1） （神川町八日市10-1）

出典：ＪＡ埼玉ひびきのホームページ 出典：ＪＡ埼玉ひびきのホームページ
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【⑨JA埼玉ひびきの アグリパーク上里】

（上里町勅使河原1000-7）

出典：ＪＡ埼玉ひびきのホームページ

④ 学習の場の提供

本事業で整備した農業水利施設を管理する埼玉北部土地改良区連合では、地区内外の学生を対象

に、農業水利施設の役割、地域とのかかわり、水を守ることの大切さ等について理解を深めてもら

うことを目的とした農業水利施設の見学会等を開催している。

また、多くの企業や団体も小水力発電所等の視察に訪れている。

【学習の場としての利用状況の推移】

学校関係 企業・団体等 計

校数 人数 企業等数 人数 組織数 人数

Ｈ２４ 3 82 37 769 40 851

Ｈ２５ 5 77 29 623 34 701

Ｈ２６ 7 107 17 426 24 533

Ｈ２７ 4 19 8 125 12 144

Ｈ２８ 3 10 0 0 3 10

Ｈ２９ 3 41 5 36 8 77

Ｈ３０ 4 63 4 77 8 140

【主な参加学校等及び学習等の内容】

年月日 学校名 人数 取組内容・見学施設等

Ｈ24. 5.30 藤岡市立美九里東小学校 30 神流川頭首工

Ｈ24.12. 5 上里町立賀美小学校 42 出前授業 神流川沿岸発電所

Ｈ25. 1.30 早稲田大学本庄高等学院学生 10 神流川沿岸発電所

Ｈ25. 5.28 藤岡市立美九里西小学校 19 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ25. 6. 4 藤岡市立美九里東小学校 28 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ25. 6.19 神川町青柳小学校３年生 7 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ25.11.22 東京農業大学 地域資源利用工学研 23 管理所、呑口調整池太陽光、神流

究室 川沿岸発電所

Ｈ26. 5.20 おにし青少年活動センター 17 管理所、頭首工、沈砂池

美九里西小学校４年生

Ｈ26. 6. 3 おにし青少年活動センター 34 管理事務所、頭首工、沈砂池

美九里東小学校４年生

Ｈ26. 6. 6 東京大学大学院農学生命科学研究科 24 管理事務所、呑口調整池太陽光、

小水力発電所



- 68 -

Ｈ26. 6.24 神川町青柳小学校３年生 8 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ26.10. 9 彩の国環境大学修了生の会 20 小水力発電所

Ｈ27. 6.16 神川町青柳小学校３年生 11 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ28. 6. 9 神川町青柳小学校３年生 4 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ28. 6. 9 群馬県立藤岡北高校 環境工学コー 2 管理所、頭首工

ス

Ｈ28. 7. 4 神川町丹荘小学校６年生 4 管理所、頭首工

Ｈ29. 6.14 神川町青柳小学校３年生 5 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ29. 9.24 第４４回利根川研修会 東京大学農 35 農業用水利施設の維持管理につい

学部水利環境工学研究室 て、小水力発電所

Ｈ30. 6. 7 神川町青柳小学校３年生 6 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ30. 8.22 本庄第一高校 生徒８名 教員１名 9 管理所、頭首工、沈砂池、分水

工、呑口調整池、小水力発電所

Ｈ30.10.12 神川町青柳小学校４年生 40 管理所、頭首工、九郷用水の歴史

Ｈ31. 3. 5 群馬工業高等専門学校 生徒５名 8 施設見学

教員３名

出典：埼玉北部土地改良区連合

【地域学習等の様子】

地 元 小 学 生 地 元 高 校 生

（用水の歴史を学習） （お礼の手紙） （施設見学）

大 学 生

（施設概要の説明） （小水力発電施設の視察） （水管理システム<操作室>の見学）

出展：埼玉北部土地改良区連合
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【地域学習等の拠点】

神流川沿岸農業用水管理所一階会議室説明パネル

学校関係者への見学希望申し入れホームページ

学校関係者への見学希望申し入れホームページ

http://kamnagawa.jp/kamnagawa2/contents_05_01.html
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【地域学習用資料等】

地区の農業用施設の概要リーフレット等（以下は一例）を地域学習に活用している。
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（５）事後評価時点における費用対効果分析の結果

費用対効果分析の算出基礎となった要因の変化、効果の発現状況を踏まえ、事後評価時点の各種

算定基礎データを基に総費用総便益比を算定した結果、以下のとおりとなった。

総便益 161,656百万円

総費用 79,711百万円

総費用総便益比 2.02

【効果算定項目一覧】

効果項目 事業計画時 事後評価時

作物生産効果 ○ ○

品質向上効果 － ○

営農経費節減効果 ○ ○

維持管理費節減効果 ○ ○

更新効果 ○

公共施設保全効果 ○

地域用水効果（防火） ○ －

水辺環境効果

（現：景観・環境保全効果） ○ ○

廃用損失 ○

国産農産物安定供給効果 ○
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５ 事業実施による環境の変化

（１）生活環境

本地区の幹線用水路の一部は開水路となっており、老朽化の著しい防護柵については、幹線用水

路の改修と合わせて更新整備した。

幹線用水路沿いの道路は通学をはじめとする近隣住民の生活道路としても利用されており、防護

柵が更新整備されたことにより、水路への転落事故を未然に防止する等、近隣住民における生活上

の安全確保に寄与している。

なお、防護柵は周辺景観に溶け込む暗色系（ダークブラウン）を採用している。

【旧神流川幹線（寄島分水工）の防護柵】 【新神流川幹線の防護柵】

【羽根倉幹線（羽根倉池）の防護柵】 【上里幹線の防護柵】

出典：関東農政局調べ

アンケート結果によると、「水路等の整備にあたっては景観や環境に配慮した整備を実施してい

ますが、あなたの地域の生活環境（安全性、利便性、快適性など）は、事業実施前と比べてどのよ

うな変化があったと思いますか。」との設問のうち「ため池や水路沿いの防護柵の整備により、安

全性が向上した」とする効果について、約４割が「思う」または「やや思う」と回答している。

【「ため池や水路沿いの防護柵の整備により、安全性が向上した」とする効果への回答結果】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査
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（２）自然環境

本地区における農業水利施設の整備に際しては、地域が有する周辺の「景観」及び「生態系」と

いった地域資源の保全等に配慮したものとしている。

① 景観配慮施設

【神流川頭首工】

≪周辺伝統家屋の意匠を採用≫

本地域は養蚕業が盛んな地域で

あったため、養蚕業を営む際に使

われた伝統的な三連高窓式住居の

家屋が各地に残されている。

神流川頭首工の土砂吐操作室の

上屋は、地域の歴史的背景及び周

辺景観に配慮し、伝統的住居の意

匠を取り入れた外観としている。

出典：関東農政局

【沈砂池（旧神流川幹線）】

≪景観に配慮した水路≫

旧神流川幹線の沈砂池には、完

成当時の記念碑や桜が植樹されて

いる。

改修にあたっては、機能性、経

済性、歴史・文化的価値を勘案し

当時の姿を残した改修とするとと

もに、護岸に地域特産の青緑系の

三波石（さんばせき）を用い、安

全柵に間伐材を利用し、周回遊歩

道は弁柄で着色する等により、地

域住民の憩いの場となっている。

出典：関東農政局
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② 生態系配慮施設

【神流川頭首工】

≪河川生態系への配慮≫

神流川における生物の生息環境

に配慮し、神流川頭首工に魚類や

水生生物の遡上・下降を可能にす

るハーフコーン型の魚道を設置し、

頭首工の上下流における生息の連

続性を確保した。

また、護床工の改修に際して、

旧堰のブロックを再利用し環境へ

の負荷を軽減するとともに、変化

に富んだ流況や魚類等の隠れ場所

を提供するなど、魚類等の生息環

境の確保に配慮した。

出典：関東農政局

【羽根倉池】

≪ため池生態系への配慮≫

羽根倉池の整備にあたっては、

ワークショップによる住民参加の

下、整備構想の立案と合意形成を

図り、野鳥の生息・営巣場所、魚

類の隠れ場であるヨシ原の減少を

代償（ミティゲーション）する人

工浮島を設置した。

出典：関東農政局
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アンケート結果によると、「水路等の整備にあたっては景観や環境に配慮した整備を実施してい

ますが、あなたの地域の生活環境（安全性、利便性、快適性など）は、事業実施前と比べてどのよ

うな変化があったと思いますか。」との設問のうち、「ため池や頭首工、水路周辺の景観が良くなっ

た」とする効果について、約５割が「思う」または「やや思う」と回答している。

【「ため池や頭首工、水路周辺の景観が良くなった」とする効果への回答結果】

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 事後評価アンケート調査

参考：景観・環境保全効果
神流川頭首工及び幹線水路等においては、周辺景観や生態系に配慮した整備により、景観や自然環

境が保全・創造される効果を発揮しており、本効果は、アンケート調査を通じて地域住民に支払意

思額（ある財やサービスに対して支払っても良いと考える金額）を尋ね、その価値を直接的に評価

する手法であるＣＶＭ（仮想市場法）により測定した。

１ アンケート設問要旨

仮想支払形態を「負担金」として設定した。設問要旨は以下のとおり。

頭首工や調整池等の整備に際しては、生態系や周辺景観に配慮したものとしています。

仮に「これら施設の維持費を地域住民の協力金によってまかなう」とした場合を想定の上

でお聞きします。

この維持費として、あなたのお宅では、１世帯当たり年間○○○円（設定金額は、1,000

円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円の５種類）を負担しても良いと思いますか。

２ 配布・回収数及び年効果額

配布数 回収数 回収率

600部 506部 84％

アンケート調査は、神川町の地域住民を対象に無作為に配布した。

区分 世帯当たりのＷＴＰ 受益世帯数 ＣＶＭによる効果額
① ② ③＝①×②

年効果額 円／世帯・年 世帯 千円
2,008 1,264 2,538

出典：平成30年度 神流川沿岸地区 地域の景観・環境に配慮した農業水利施設の価値に

関するアンケート調査
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６ 今後の課題

本事業及び関連事業の実施により、農業用水が安定的に供給されている農地においては、農業経営

の安定と生産性の維持の効果が認められる。

一方で、関連事業が未実施で用水が利用できない農地では、事業効果が発現していない状況にある。

このため、今後は以下の課題について対応していくことが必要である。

（１）基幹農業水利施設等の適切な管理・計画的な更新

受益農家が今後とも安定的な農業経営を維持するためには、本事業及び関連事業で整備した農業

水利施設について、今後とも関係機関が連携して適切な管理と計画的な更新を行い、長期にわたり

施設機能を維持し、農業用水の安定的供給を行うことが重要である。

（２）畑地かんがいの推進

本地区では、本事業及び関連事業で確保された農業用水を有効に利用した水稲作が盛んであるほ

か、畑地かんがい施設を活用したブロッコリー、ねぎ、なす、きゅうり、花卉等の栽培も盛んであ

り、産地が形成されている。

一方で、農業者の高齢化及び後継者不足等により、関連事業が未実施のため、事業効果の発現が

今後見込まれることとなる区域もある。

このような区域の一部では、関係団体の事業推進の取り組みにより、事業参加意欲の高まりを見

せる地区が形成されつつあることから、当該取り組みの推進を継続して図るとともに、農家の営農

意欲の増進に資する先導的経営の事例を充実し、関連事業の着実な推進を図ることが重要である。

なお、関連事業の着実な推進に際しては、地元関係機関で構成する神流川沿岸地域国営関連事業

等連絡会を受け皿とした事業推進に関する連絡調整に努めるとともに、高齢化の進展とともに営農

の継続が困難となる農家等の出し手意識を踏まえた啓発のあり方にも配慮することが重要である。

（３）地域農業の担い手の育成・確保

本地区では、都市近郊の立地条件を活かし、多様な農作物が生産されている一方で、農業従事者

の減少・高齢化が進み、後継者も不足していることから、将来的に農業生産を支える担い手の育成

・確保が必要とされている。

個々の農家・集落営農組織・農業生産法人等の意欲ある担い手の育成・確保を積極的に推進する

ほか、新規就農者の確保・育成が必要である。

特に、基盤整備が未整備な農地や、一次整備は了したものの区画形状が30アールに満たない田の

経営においては、今後の土地利用型農業経営の進展及び地域農業の担い手等次世代への経営の円滑

な継承のために農地の集積・集約に資するさらなる大区画化が必要との意識もあることから、この

点からも関連事業の着実な推進を図るとともに、田においても計画的に再整備を進めていくことが

重要とである。
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第３章 総合評価

本事業及び関連事業により、地区内の農業用水の安定的な利用が可能となっており、以下に挙げる事

業効果の発現が認められる。

（１）農業用水の安定供給
本事業により神流川頭首工、幹線用水路及び畑地かんがい施設を新設・改修することにより、施

設機能の改善が図られ、地区内の営農実態に即した適切な用水配分が図られている。なお、本地区
の関連事業計画では、畑への用水供給が計画されているが未実施の地区もある。未実施の地区につ
いては地元の状況等を踏まえながら順次事業を実施することとしている。

（２）農業生産の維持と農業経営の安定
関係市町では、都市化の進展や農業構造の変化に伴い、事業実施前に比べて耕地面積や農家戸数、

農業産出額等は減少しているものの、本地区においては、本事業及び関連事業の実施により農業用
水の安定的な供給がなされ、水稲を中心に小麦、露地野菜、施設野菜の他、花卉や梨等が栽培され、
農業生産が維持されるとともに、産地収益力の強化や担い手の体質強化により、農業経営の安定化
に寄与している。

（３）再生可能エネルギーの活用
本地区では、小水力発電施設と太陽光発電施設を整備した。これら再生可能エネルギーの売電収

入は本地区の農業水利施設の維持管理費に充当され、土地改良施設の維持管理費の節減に寄与して
いる。

（４）事業による波及効果
本地区内では「多面的機能支払交付金」を活用し、草刈り、水路の泥上げ等の地域資源の基礎的

活動（農地維持支払）や、水路や農道脇などへの花の植栽等の良好な農村環境の保全活動（資源向
上支払）に取り組んでいる。
本地区内において、多種多様な農産物が栽培されており、これらの農産物に加え、農産物加工品

が農産物直売所で販売されるなど地産地消の推進が図られている。特にＪＡ直営の農産物直売所は、
県内外からの多くの利用者で賑わいをみせている。
また、本事業で整備した農業水利施設を管理する埼玉北部土地改良区連合では、地区内外の学生

を対象に、農業水利施設の役割、地域とのかかわり、水を守ることの大切さ等について理解を深め
てもらうことを目的とした農業水利施設の見学会等を開催している。更に、多くの企業や団体も小
水力発電所等の視察に訪れている。

（５）事業実施による環境の変化
本地区の開水路の防護柵は老朽化が著しかったため、水路改修とともに整備した。水路沿いの道

路は通学等の生活道として利用されている部分もあり、防護柵は水路への転落事故を未然に防止す
る等、近隣住民の安全性の向上に寄与している。
また、本地区では、農業水利施設が従前から有する「景観」及び「生態系」など地域資源の保全

に配慮した整備を行うことにより、地域用水機能の増進が図られている。

（６）今後の課題
一方、農業者の高齢化及び後継者不足等から関連事業が未実施の地区もあり、畑地かんがい施設

が未整備の所は、事業計画通りの作物の導入には至っていない状況にある。
このため、地元関係機関で構成する神流川沿岸地域国営関連事業等連絡会において、事業推進に

関する連絡調整等を行い、畑地かんがいの推進を行っている。
今後も引き続き、これらの取組を推進するとともに、関連事業の計画的な実施により、事業効果

の更なる発現を図っていく必要がある。



- 79 -

【参考】神流川沿岸地区事後評価アンケートについて

（１）目的

受益農家と地域住民を対象に、事業効果の発現状況を把握することを目的に実施した。

（２）調査対象者

① 受益農家：関係土地改良区の協力のもと、組合員の中から400戸を抽出した。

② 地域住民：神川町の協力のもと、住民の中から600戸を抽出した。

（３）実施時期

① 受益農家：平成30年８月29日～９月25日

② 地域住民：平成30年８月29日～９月25日

（４）配布・回収方法

調査票は、受益農家用と地域住民用の２種類を作成し、受益農家用は関係土地改良区（一部郵

送）にて配布・回収、地域住民用は神川町にて配布・回収を行った。

（５）配布数・回答数等

① 受益農家

土地改良区名 配布数 回答数 回収率

神流川用水土地改良区 20 20 100％

九郷阿保領用水土地改良区 100 7 79％

金屋土地改良区 20 12 60％

神川町土地改良区 20 20 100％

美児沢用水土地改良区 90 79 88％

上里幹線土地改良区 150 104 69％

計 400 314 79％

② 地域住民

町 名 配布数 回答数 回収率

神川町 600 506 84％


