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事業主体名 （公財）鹿児島県地域振興公社 事業完了年度 平成 25 年度

〔事業内容〕

事業目的： 本地区は、鹿児島県薩摩半島の北西部から中央部に位置し、１市１町(薩摩川内市、

さつま町）で構成されている。 

本地区は畜産が農業の基幹をなしており、大家畜農家の経営改善意欲が高いもの

の、地域には遊休農地・低利用地が多く存在していた。 

このため、飼料基盤の開発整備や農業用施設等の整備を行い、大家畜農家の中核

となる経営体の育成を図る。

受益面積： 16ha

受益者数： 20 人 

主要工事： 草地造成 10ha、施設用地造成５ha、家畜保護施設 17 箇所、 

家畜排せつ物処理施設 14 箇所 

総事業費： 1,406 百万円

工  期： 平成 19 年度～平成 25 年度（計画変更：平成 25 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 17 年と平成 27 年を比較すると８％低下し、鹿児島県全体

の減少率６％を上回っている(鹿児島県全体は平成 17 年:1,753,179 人、平成 27 年 1,648,177

人)。 

   【人口、世帯数】 

区分 平成 17 年 平成 27 年 増減率 

総人口 128,058 人 118,476 人 △8％ 

総世帯数 51,421 戸 50,376 戸 △2％ 

   （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 17 年の 12％から平成 27 年の９％に

減少しており、平成 27 年の鹿児島県全体の割合 10％に比べて低い状況となっている。 

     【産業別就業人口】 

平成 17 年 平成 27 年 鹿児島県 平成 27 年 

 割合  割合  割合 

第１次産業 7,256 人 12％ 4,825 人 9％ 70,249 人 10％ 

第２次産業 17,449 人 29％ 16,073 人 29％ 143,838 人 19％ 

第３次産業 35,259 人 59％ 34,565 人 62％ 525,606 人 71％ 

   （出典：国勢調査） 



（２）地域農業の動向 

   平成 17 年と平成 27 年を比較すると、耕地面積については 13％、農家戸数は 31％、農業就

業人口は 39％減少しており、65 歳以上の農業就業人口についても 24％減少している。 

   一方、農家１戸当たりの経営面積は 26％、認定農業者数は９％増加している。  

区分 平成 17 年 平成 27 年 増減率 

耕地面積 5,423ha 4,744ha △13％ 

農家戸数 5,135 戸 3,533 戸 △31％ 

農業就業人口 8,017 人 4,868 人 △39％ 

うち 65 歳以上 4,206 人 3,193 人 △24％ 

戸当たり経営面積 1.06ha/戸 1.34ha/戸 26％ 

認定農業者数 384 人 418 人 9％ 

 （出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は鹿児島県調べ） 

注１：認定農業者数は、平成 18 年３月及び平成 29 年３月の値 

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家畜保護施設や家畜排せつ物処理施設は、事業参加者により適正に

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 

   事業参加農家の飼料作物作付面積については、本事業で草地造成や施設整備を実施したこと

により経営が安定するとともに、事業実施後の子牛価格が堅調に推移し、更なる規模拡大への

意欲が高まったことから、飼料増産のための借地等による集積がなされ計画を上回っている。

  【事業参加農家の作付面積】                  （単位：ha） 

区分 

事業計画（平成 25 年） 
評価時点 

（平成 30 年） 現況 

（平成 18 年） 
計画 

飼料作物 108 201 413

  （出典：事業計画書、事業参加農家聞き取り） 

  肉用牛飼養頭数については、事業参加者毎に差があるものの、地区として、繁殖牛、肥育牛

ともに計画を上回っている。 

 【事業参加農家の飼養頭数】                                 （単位：頭） 

区分 

事業計画（平成 25 年） 
評価時点 

（平成 30 年） 現況 

（平成 18 年） 
計画 

繁殖牛 615 1,569 1,710 

肥育牛 520 3,193 3,553 

（出典：事業計画書、事業参加農家聞き取り） 



（２）畜産物の価格 

   子牛価格については、高齢化等による農家戸数の減少に伴い繁殖雌牛頭数が減少しているこ

とが影響し、事業計画に比べ 43 千円/頭上昇している。 

   【価格】                                                （単位：千円/頭） 

区分 

事業計画（平成 25 年） 
評価時点 

（平成 30 年） 現況 

（平成 18 年） 
計画 

肉用子牛 481 618 661

  （出典：事業計画書、農業経営統計調査（畜産物生産費）） 

４ 事業効果の発現状況 

（１）事業の目的に関する事項 

 ① 畜産経営の生産性向上 

   本事業により飼料生産基盤や家畜保護施設等が整備されたことにより、大規模経営となった

ことから飼料畑の集積も計画以上に行われ、飼料作物の生産量は、事業実施前と比較して大幅

に増加している。また、参加農家１戸当たりの飼養頭数が繁殖牛では 29 頭から 90 頭へ、肥育

牛では 104 頭から 711 頭へそれぞれ 61 頭、607 頭増加しており、経営の規模拡大が図られて

いる。 

  【飼料作物の生産量】               （単位：ｔ） 

区分 
事業計画時現況

（平成 18 年） 

評価時点 

（平成 30 年） 

飼料作物 656 2,932

  （出典：事業計画書、事業参加農家聞き取り） 

  【事業参加農家１戸当たりの飼養頭数】     （単位：頭/戸） 

区分 
事業計画時現況

（平成 18 年） 

評価時点 

（平成 30 年） 

繁殖牛 29 90

肥育牛 104 711

  （出典：事業計画書、事業参加農家聞き取り） 

 ② 飼料自給率の向上 

   飼料基盤の整備や、ほ場の集積等により、自給粗飼料の増加や品質向上が図られたことで、

飼料自給率も向上している。 

【事業参加農家全体の飼料自給率】         （単位：％） 

区分 
事業計画時現況

（平成 18 年） 

評価時点 

（平成 30 年） 

飼料自給率 17 26

  （出典：事業計画書、事業参加農家聞き取り） 



③ 担い手農家の育成 

  事業実施前において農業協同組合を除く全ての事業参加農家が認定農業者であったものの

経営規模が小さく生産基盤は脆弱であったが、飼料基盤や家畜保護施設等の整備により、経営

規模拡大が図られたことにより、意欲ある後継者の育成がなされた。 

 また、農業協同組合の直営農場においても、意欲ある若い従業員の確保を進めるなど、次代

の後継者の育成に取り組まれている。 

  【事業参加農家の認定農業者数】           （単位：人） 

区分 
事業計画時現況

（平成 18 年） 

評価時点 

（平成 30 年） 

認定農業者 19 19

  （出典：事業計画書、事業参加農家聞き取り） 

（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 

農村地域においては、担い手農家の減少、農家の高齢化による耕作者の減少、耕作放棄地の

増加が課題となっているが、本事業活用による飼料基盤の整備等を契機に、事業参加農家への

農地の集積が進んでおり、参加農家１戸当たりの飼料作付面積は 1 戸あたり５ha から 21ha へ

増加しており、規模拡大による畜産経営の体質強化が図られている。 

事業参加者１戸当たりの飼料作付面積    （単位：ha/戸） 

区分 
事業計画時現況

（平成 18 年） 

評価時点 

（平成 30 年） 

１戸当たり 

飼料作付面積 
5 21

  （出典：事業計画書、事業参加農家聞き取り） 

（３）事業による波及的効果等 

 ① 環境保全型農業の取組 

   本事業による規模拡大により、堆肥生産量が増加したが、水稲や WCS 稲を作付する水田へ

堆肥を投入する等、耕畜連携の取組みが進んだ。 

（４）事後評価時点における費用対効果分析の結果 

      総便益 8,157 百万円 

      総費用 1,663 百万円 

      総費用総便益比 4.90 

   （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 

    家畜保護施設と一体的に家畜排せつ物処理施設を整備しており、家畜糞尿については、適

正に処理されている。 

    家畜糞尿の堆肥化により、水田への堆肥還元等、地域内耕種農家との連携強化の一助とな

っている。  



（２）自然環境 

地区内の耕作放棄地や休耕田を飼料生産基盤として活用したため、荒廃した耕作放棄地の

解消が図られ里山景観の保全に貢献している。 

また、本事業による担い手農家の育成により、事業参加者へ農地利用の集積が増える等、

耕作放棄地解消の一助となっている。 

６ 今後の課題等 

  農村地域においては、担い手農家の減少、農家の高齢化による耕作者の減少、耕作放棄地の増

加が課題となっているが、本事業活用による飼料基盤の整備等を契機に、事業参加者への農地集

積が進む等耕作放棄地の解消の一助となっているが、新たに集積するほ場について、条件不利地

（面積が小さい，排水不良等）が多く、今後も基盤整備の推進が必要である。 

さらに、造成整備した飼料畑においても、一部に鳥獣被害が発生していることから、市町の鳥

獣被害防止計画に基づく対応等を着実に進め、安定的な飼料生産を確保していく必要がある。

事後評価結果 本事業による飼料生産基盤の整備と農業用施設整備を契機に担い手農家の

経営規模の拡大が図られるとともに、自給飼料の増産により、経営の安定に寄

与している。 

第三者の意見 事業の実施により、畜産経営の体質強化が図られ、飼養頭数、飼料作物の生

産量が拡大し、肉用子牛の安定供給に貢献しており、後継者も育成されてい

る。また、地域への波及効果として、農地集積が進むことにより耕作放棄地が

再生され、里山景観保全に貢献しているとともに、耕畜連携が機能し、環境保

全型農業の推進にも寄与していることは高く評価できる。 

地域農業の安定化のためには地域関係者が一体となった鳥獣害被害防止対

策への取り組みが必要である。 


