
九州農政局農業農村整備事業等事後評価資料（案）の訂正 新旧対照表

【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 No.1

資料名 修正後 修正前

【地区別結果書】 【事業概要】 ［略］ 【事業概要】 ［略］
（資料2－1）

【評価項目】 【評価項目】
１．社会経済情勢の変化 ［略］ １．社会経済情勢の変化 ［略］
２．事業により整備された施設の管理状況 ［略］ ２．事業により整備された施設の管理状況 ［略］
（１）～（２）［略］ （１）～（２）［略］
（３）施設利用・管理上の課題等 （３）施設利用・管理上の課題等

本地区の農業用水は、切原ダム及び青鹿ダムから安定的に確保 本地区の農業用水は、宮ヶ原頭首工から取水され、宮ヶ原導水
され、幹線水路５路線を経由して４箇所のファームポンドへ送水 路により切原ダムへ導水し、青鹿ダムと合わせて安定的に確保さ
され、各支線水路10路線のパイプライン（管水路）より地区内に れ、幹線水路５路線を経由して４箇所のファームポンドへ送水さ
配水されている。また、渇水等により農業用水が不足する可能性 れ、各支線水路10路線のパイプライン（管水路）により地区内に

が発生した場合は、切原ダム南側の間接流域に設置された宮ケ原 配水されている。
頭首工から取水し、宮ケ原導水路により切原ダム貯水地へ水を供 本地区への配水は中央管理所にて各施設の監視・制御が行われ
給することができる。 ており、地区内の農業用水の合理的な配分が図られている。
本地区への配水は中央管理所にて各施設の監視・制御が行われ 本事業により造成された施設は、設置後の経過年数が浅いこと

ており、地区内の農業用水の合理的な配分が図られている。 等により、維持管理費は事業完了後５カ年の平均で35百万円と計
本事業により造成された施設は、設置後の経過年数が浅いこと 画（76百万円）を下回っている。

等により、維持管理費は事業完了後５カ年の平均で35百万円と計 今後、老朽化等による維持管理費の増加が見込まれることから、
画（76百万円）を下回っている。 施設の機能診断や継続的な施設監視により施設の状況を的確に把

今後、老朽化等による維持管理費の増加が見込まれることから、 握し、施設の長寿命化に向け、ライフサイクルコストの低減に努

施設の機能診断や継続的な施設監視により施設の状況を的確に把 めた適正な維持管理が必要である。
握し、施設の長寿命化に向け、ライフサイクルコストの低減に努
めた適正な維持管理が必要である。

３．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 ［略］ ３．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 ［略］
（２）営農経費節減効果 （２）営農経費節減効果

畑地かんがい用水の安定供給により、畑地かんがいにかかるか 畑地かんがい用水の安定供給により、畑地かんがいにかかるか
ん水作業が新たに発生し労力経費が増加しているが、防除や土壌 ん水作業が新たに発生し労力経費が増加しているが、防除や土壌

消毒等の作業にかかる用水運搬の経費軽減が図られた他、茶にお 消毒等の作業にかかる用水運搬の経費軽減が図られた他、茶にお
いては、防霜ファン等による防霜から散水による防霜へ移行した いては、防霜ファン等による防霜から散水による防霜へ移行した
ことにより、労力経費の軽減が図られている。 ことにより、労力経費の軽減が図られている。

これらの畑地かんがいに係る作業により、主な作物のha当たり
の年間労働時間は、キャベツでは計画時現況の118.0hrに対し事

後評価時点では33.2hr、かぼちゃ（抑制）では計画時現況の88.0
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価資料（案）の訂正 新旧対照表

【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 No.2

資料名 修正後 修正前

【地区別結果書】 hrに対し事後評価時点では22.4hr、ぶどうでは計画時現況の194.
（資料2－1） 0hrに対し事後評価時点では29.6hr、茶では計画時現況の166.0hr

に対し事後評価時点では38.6hrに節減されている。
ha当たりの年間機械経費等は、キャベツでは計画時現況の15千

円に対し事後評価時点では25千円、かぼちゃ（抑制）では計画時
現況の14千円に対し事後評価時点では24千円、ぶどうでは計画時
点現況の20千円に対し事後評価時点では116千円と増加、茶では

計画時現況の672千円に対し事後評価時点では116千円に減少して
いる。

ha当たりの営農経費は、キャベツでは計画時現況の140千円に
対し事後評価時点では96千円、かぼちゃでは計画時現況の108千

円に対し事後評価時点では68千円、ぶどうでは計画時現況の226
千円に対し事後評価時点では159千円、茶では計画時現況の831千
円に対し事後評価時点では160千円に節減されている。

（３）維持管理費節減効果 （３）維持管理費節減効果
本事業及び関連事業で整備されたダム、頭首工、導水路、幹支 本事業及び関連事業で整備されたダム、頭首工、導水路、幹支

線水路、ファームポンド、末端畑かん施設等の土地改良施設は、 線水路、ファームポンド、末端畑かん施設等の土地改良施設は、
供用開始後の経過年数が浅いこと、管理団体である尾鈴土地改良 管理団体である尾鈴土地改良区連合の適切な運用・管理や小水力
区連合の適切な運用・管理が行われていること、小水力発電施設 発電施設の売電収入により、事後評価時点における維持管理費は

の売電収入により、事後評価時点における維持管理費は35百万円 35百万円と、事業計画時の計画維持管理費（76百万円）を下回っ
と、事業計画時の計画維持管理費（76百万円）を下回っている。 ている。

４．事業効果の発現状況［略］ ４．事業効果の発現状況［略］

（１）～（６）[略] （１）～（６）[略]
（７）地域農産物を活用した様々な活動 （７）地域農産物を活用した様々な活動

本地区受益地の太宗を占める川南町が所属するＪＡ尾鈴管内（ 本地区受益地の太宗を占める川南町が所属するＪＡ尾鈴管内（
川南町・都農町）では、多種多様な農産物が生産されており、こ 川南町・都農町）では、多種多様な農産物が生産されており、こ

れらの地元農産物を活用し、毎月16日を「ひむか地産地消の日」と れらの地元農産物を活用し、毎月16日を「ひむか地産地消の日」と
して学校給食における「食育」と「地産地消」の実践、ＪＡ尾鈴女 して学校給食における「食育」と「地産地消」の実践、ＪＡ尾鈴女
性部による料理教室や農産加工体験の定期開催、小学生の農業体験 性部による料理教室や農産加工体験の定期開催、小学生の農業体験
など様々な活動が行われており、高鍋町では染ヶ岡地区を中心に女 など様々な活動が行われている。
性農業者グループ「農奥」による、料理教室の開催やひまわり祭り

等イベントのＰＲ活動、ひまわり緑肥畑の生産物「ひまわりキャベ
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価資料（案）の訂正 新旧対照表

【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 No.3

資料名 修正後 修正前

【地区別結果書】 ツ」の商標登録販売など、特産キャベツの認知度向上に繋がる活動
（資料2－1） が行われており、地域活力の活性化に繋がっている。

５．事業実施による環境の変化 ［略］ ５．事業実施による環境の変化 ［略］
６．今後の課題 ［略］ ６．今後の課題 ［略］

【総合評価】 【総合評価】

本事業及び関連事業の実施により、畑地かんがい用水の安定供給に (全部記載)
よる農業生産性の向上が図られており、次に挙げる事業効果の発現が
認められる。
（１）農業生産性の向上

農業用水が安定的に供給され、計画的なは種・定植など作物の
生育ステージに応じた適期のかんがいが可能となったことから、
栽培作物の活着率の向上や収量の増加が図られている。

（２）担い手の体質強化

受益地域の大半を占める川南町において担い手の規模拡大及び
法人化が進んでいる。また、エコファーマー及びGAP認証の取得
については畑かんの利用が契機となっている。

（３）高収益作物の拡大
本地域では県内でも有数の園芸地帯であり、キャベツ、はくさ

い、ブロッコリー等の露地野菜や茶の作付けが拡大している。宮
崎県の「みやざきブランド確立戦略構想」をもとにみやざきブラ
ンド品の産地として貢献している。

今後も関係機関が一体となって、機械化一貫体系による省力化、IC
Tの活用による高度な生産技術の導入・普及を進め、新規就労者研修
などを活用し担い手の育成・確保の取り組み、営農試験ほ場「見せる
展示ほ」や先進営農事例のPR・普及などの取り組みを推進し、事業効

果の更なる発現を図っていく必要がある。

【参考】［略］ 【参考】［略］
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価資料（案）の訂正 新旧対照表

【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 No.4

資料名 修正後 修正前

【評価書基礎資料】 【第１章 事業の概要】［略］ 【第１章 事業の概要】［略］
（資料2－2）

【第２章 評価項目】 【第２章 評価項目】
１．社会経済情勢の変化［略］ １．社会経済情勢の変化［略］
２．事業により整備された施設の管理状況［略］ ２．事業により整備された施設の管理状況［略］
３．費用対効果分析の算定の基礎となった要因の変化 ３．費用対効果分析の算定の基礎となった要因の変化
（１）作物生産効果［略］ （１）作物生産効果［略］

（２）営農経費節減効果 （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） 営農経費節減効果は、事業を実施した場合（事業ありせば）

を事後評価時の実績とし、事業を実施しなかった場合（事業な を事後評価時の実績とし、事業を実施しなかった場合（事業な
かりせば）を事業計画時の現況として、かん水作業、防除用水 かりせば）を事業計画時の現況として、かん水作業、防除用水

運搬作業、茶防霜作業、土壌消毒作業に係る労働費や機械経費 運搬作業、茶防霜作業、土壌消毒作業に係る労働費や機械経費
等について比較し、営農経費の増減から年効果額を算定してい 等について比較し、営農経費の増減から年効果額を算定してい
る。 る。

図【効果項目別の営農経費節減の年効果額】［略］ 図【効果項目別の営農経費節減の年効果額】［略］

これらの畑地かんがいに係る作業により、主な作物のha当た
りの年間労働時間は、キャベツでは計画時現況の118.0hrに対
し事後評価時点では33.2hr、かぼちゃ（抑制）では計画時現況
の88.0hrに対し事後評価時点では22.4hr、ぶどうでは計画時現

況の194.0hrに対し事後評価時点では29.6hr、茶では計画時現
況の166.0hrに対し事後評価時点では38.6hrに節減されている。

ha当たりの年間機械経費等は、キャベツでは計画時現況の15
千円に対し事後評価時点では25千円、かぼちゃ（抑制）では計

画時現況の14千円に対し事後評価時点では24千円、ぶどうでは
計画時点現況の20千円に対し事後評価時点では116千円と増加、
茶では計画時現況の672千円に対し事後評価時点では116千円に
減少している。

ha当たりの営農経費は、キャベツでは計画時現況の140千円
に対し事後評価時点では96千円、かぼちゃでは計画時現況の10
8千円に対し事後評価時点では68千円、ぶどうでは計画時現況
の226千円に対し事後評価時点では159千円、茶では計画時現況
の831千円に対し事後評価時点では160千円に節減されている。
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価資料（案）の訂正 新旧対照表

【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 No.5

資料名 修正後 修正前

【評価書基礎資料】
（資料2－2）

（３）維持管理費節減効果 （３）維持管理費節減効果
① 事業により整備された施設の維持管理費 ① 事業により整備された施設の維持管理費

本事業及び関連事業で整備されたダム、頭首工、導水路、幹 本事業及び関連事業で整備されたダム、頭首工、導水路、幹
支線水路、ファームポンド、末端畑かん施設等の土地改良施設 支線水路、ファームポンド、末端畑かん施設等の土地改良施設
は、供用開始後の経過年数が浅いこと、管理団体である尾鈴土 は、管理団体である尾鈴土地改良区連合の適切な運用・管理や
地改良区連合の適切な運用・管理が行われていること、小水力 小水力発電施設の売電収入により、事後評価時点における維持

発電施設の売電収入により、事後評価時点における維持管理費 管理費は35百万円と、事業計画時の計画維持管理費（76百万円）
は35百万円と、事業計画時の計画維持管理費（76百万円）を下 を下回っている。
回っている。

（４）その他効果［略］ （４）その他効果［略］

４．事業効果の発現状況［略］ ４．事業効果の発現状況［略］
（１）～（６）[略] （１）～（６）[略]
（７）地域農産物を活用した様々な活動 [略] （７）地域農産物を活用した様々な活動 [略]

①～④ [略] ①～④ [略]

⑤ 女性農業者グループ「農奥」の活動
染ヶ岡地区を始めとする高鍋町内の女性農業者で構成された

農業者グループ「農奥」では、農家に嫁いだ女性たちが相談で
きる場を作る事を目的に結成され、本地区の特産物であるキャ

ベツをもっと知ってもらいたいという思いから、地域との繋が
りを意識した活動を行っており、キャベツの消費拡大に向けた
料理教室の開催や、キャベツの新たな利用方法の提供、ひまわ
り祭りの広報資料の作成とＳＮＳを活用したＰＲを行うなど、
特産キャベツの認知度向上に大きく貢献しており、ひまわり祭
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価資料（案）の訂正 新旧対照表

【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 No.6

資料名 修正後 修正前

【評価書基礎資料】 り等のイベント活動を通じ、農業分野と商工分野との交流や都
（資料2－2） 市農村交流の活性化にも繋がっている。

また、染ヶ岡地区では「農奥」が中心となって、ひまわり緑
肥使用の畑で収穫されたキャベツのみに適応される「ひまわり
キャベツ」の商標登録を取得しており、他産地との差別化、ブ
ランド化に繋げる取り組みも行っている。

５．事業実施による環境の変化 ［略］ ５．事業実施による環境の変化 ［略］
６．今後の課題［略］ ６．今後の課題［略］
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