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【用語解説】

本資料を取りまとめるに当たって用いた「地域を表す用語」の概念は以下のとおり

とした。 

① 「佐賀県」＝佐賀県全体 

② 「関係市町」及び「本地域」＝武雄市
た け お し

（旧杵島
きし ま

郡北方町
きたがたまち

）、杵島郡大町町
おおまちちょう

、 

同郡江北町
こうほくまち

、同郡白石町
しろいしちょう

（旧白石町
しろいしちょう

、旧有明町
ありあけちょう

、旧福富町
ふくどみまち

） 

③ 「本地区」＝筑後川下流白石平野土地改良事業の受益地 

④ 「白石町他２町」＝大町町、江北町及び白石町 

※武雄市の本事業の受益地は旧北方町の一部にあり、同市の耕地面積割合で

7.4％、本地区内の面積割合も 3.0％と小さい。一方、大町町、江北町及び白

石町の受益地は、それぞれ町内での耕地面積割合が 80％以上で、３町の受益

地は本地区内の面積割合で 97％を占める。 

《概念図》

《受益面積の割合》 

《関係市町の合併状況》
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第１章 事業の概要

１ 事業の目的と背景

(１)自然的・社会的立地条件 

① 地形・地勢 

筑後川下流白石平野地区は、佐賀県南部から西部に広がる白石
しろいし

平野
へい や

の中央に位

置しており、武雄市
た け お し

、杵島郡大町町
おおまちちょう

、江北町
こうほくまち

、白石町
しろいしちょう

の１市３町にまたがって

いる。 

１市３町からなるこの地域は、北部と西部が聖岳、鬼ノ鼻山、白岩山、杵

島山など標高 450ｍ未満の低山地で、東南部は日本一の干満差がある有明海に面

しており、中央を一級河川六角川が蛇行しながら西から東に流れ有明海に注いで

いる。 

本地域では、江戸時代に佐賀藩によりため池、堰、用水路などの水利事

業や有明海の干拓事業による地域開発が行われた。干拓はその後も続け

られ、昭和となっても国や県が実施主体となり干拓事業が行われた。 

こうした地域にある本地区は、長い年月を経て有明海の自然陸化と干拓によ

ってつくりあげられた平坦な地形で、「有明粘土」と呼ばれる超軟弱地盤の土地

である。 

図１－１ 有明海上からみた白石平野 



2

② 交通 

本地区には、福岡、佐賀、長崎を結ぶ基幹道路として、国道 34 号線、国道 207

号線、国道 444 号線及び長崎自動車道が走っており、現在は国道 444 号線のバイ

パスとして有明海沿岸道路（地域高規格道路）が整備中である。 

鉄道もＪＲ長崎本線とＪＲ佐世保線が地区内を走り、福岡、佐賀、長崎を結ん

でいる。 

図１－２ 交通概要図 
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(２)事業化の経緯 

① 事業の背景 

本地域は、中心部を一級河川六角川が流れているが、川の上流部まで塩水が遡

上する感潮河川であることから、その流水を農業用水の水源として利用すること

は困難である。そのため、ため池の築造、地区内河川水の反復利用など、従来か

ら種々の技術を駆使して用水の確保に努めてきたが、背後地の谷が浅く水源に乏

しいことなどにより、恒常的な水不足地帯であった。 

これらの水不足を解消するため、昭和初期から地下水開発が始まり、戦後、地

下水は農業用水のみならず、飲用水や工業用水としても盛んに利用されるように

なった。 

このように地下水利用が経年的に行われた結果、地区内農用地の排水不良や、

各種農業用施設の抜け上がりなどの機能障害が引き起こされる等、広域的な地盤

沈下進行の大きな要因の一つとなった。 

このような背景から、安定的な農業用水を供給することにより、恒常的な用水

不足を解消し、農業生産性の向上と農業経営の安定化を図る目的で、昭和 51 年度

に筑後川下流土地改良事業が発足した。 

写真１－１  

写真１－１ 用水不足と地盤沈下 

慢性的な農業用水不足による
地下水の採取

干ばつ時の枯渇したクリーク

地下水採取が主な原因である地盤沈下により
抜け上がった農業倉庫 
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② 事業化の経緯 

1）筑後川下流土地改良事業 

筑後川下流土地改良事業の当初計画は、六角川河口堰（国土交通省により高

潮による浸水被害を防止するために昭和 55 年着工、昭和 58 年 3 月に完工）を

活用し、河口を締め切ることにより淡水湖を造成し、その淡水湖に特定多目的

ダム開嘉瀬川ダムで開発する用水を注水することで、白石平野地区へ農業用水

を供給する計画であった。併せて、関連事業として県営土地改良事業等により

農業生産基盤の整備が計画された。 

2) 筑後川下流白石土地改良事業の分離 

昭和 55 年に筑後川下流土地改良事業の計画変更により、六角川右岸地域にお

ける地下水の汲み上げによる地盤沈下の防止を急ぐため、白石平野の施工済分

を除く白石平野全域及び旧牛津町の一部を分離して、「筑後川下流白石土地改

良事業」を立ち上げた。 

3) 筑後川下流白石平野土地改良事業の発足 

筑後川下流白石土地改良事業計画の前提となる淡水湖利用による利水計画

は、関係者との調整が整わず六角川河口堰利用による農業用水運用ができない

事態となった。 

そのため、平成 11 年、筑後川下流土地改良事業及び筑後川下流白石土地改良

事業において造成された導水施設に連結し、嘉瀬川ダムに確保した農業用水を

直接地区内へ送水する施設を整備する筑後川下流白石平野土地改良事業が新た

に発足した。筑後川下流白石平野土地改良事業では、佐賀西部導水路白石線、

白石導水路、山脚導水路及び白石平野揚水機場の整備が計画された。 

  図１－３ 筑後川下流白石土地改良事業と筑後川下流白石平野土地改良事業の略図 
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図１－４ 事業概要図 
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（３）事業の概要 

（参考）筑後川下流白石土地改良事業（当初～第２回変更計画） 

出典：国営筑後川下流白石平野土地改良事業 事業誌 
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(４) 関連事業について 

本事業の関連事業として、国営では筑後川下流土地改良事業、筑後川下流白石土

地改良事業、国土交通省の嘉瀬川ダム建設事業、佐賀県営の地盤沈下対策事業、ほ

場整備事業、干拓地等農地整備事業、土地改良総合整備事業のほか、旧有明町（現

白石町）の団体営土地改良総合整備事業がある。 

表１－２ 関連事業一覧 

出典：「国営筑後川下流白石平野地区事業計画書」及び「国営かんがい排水事業筑後川下流 

白石平野地区 関連事業の事業管理調書（令和３年度）」 
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第２章 評価項目 

１ 社会経済情勢の変化

（１）人口の動向

① 総人口の動向 

関係市町の総人口は、平成 12 年の 99,548 人から平成 27 年の 89,363 人へ 10％

（10,185 人）減少しており、県全体（平成 12 年：876,654、平成 27 年：832,832 人、

5％(43,822 人)減少）と比較して減少率は、５ポイント高くなっている。 

また、市町毎の耕地面積に占める受益面積の割合が 80％以上あり、受益面積の

97％を占める大町町、江北町及び白石町の３町（以下、「白石町他２町」という。）

の総人口は、平成 12 年の 46,480 人から平成 27 年の 40,301 人へと 13％（6,179 人）

減少しており、県全体と比べて人口減少が進んでいる。

② 総世帯数の動向 

関係市町の総世帯数は、平成 12 年の 28,945 戸から平成 27 年の 29,970 戸へと

４％（1,025 戸）増加しており、県全体（平成 12 年：278,306 戸、平成 27 年：302,109

戸、９％（23,803 戸）増加）と比較して増加率は５ポイント低くなっている。 

白石町他２町は、平成 12 年から平成 22 年までは微増傾向であったが、平成 27 年

からは減少に転じて 12,988 戸となっている。 

図２－１ 総人口・総世帯の動向 
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（２）産業の動向

① 産業別就業人口の動向 

関係市町の産業別就業人口は、平成 12 年の 49,933 人から平成 27 年の 45,375 人

へと９％（4,558 人）減少しており、県全体（平成 12 年：431,457、平成 27 年：

410,237 人、５％(21,220 人)減少）と比較して減少率は４ポイント高くなっている。 

白石町他２町は、平成12年の23,655人から平成27年の20,979人へと11％（2,676

人）減少しており、県全体に比べて就業人口の減少が進んでいる。 

全就業人口に占める第１次産業就業人口の割合についてみると、平成 12 年の

8,679 人から平成 27 年の 5,846 人へと 33％（2,833 人）減少しており、県全体（平

成 12 年：49,601、平成 27 年：34,634 人、30％(14,967 人)減少）と比較して減少率

は３ポイント高くなっている。 

白石町他２町は平成 12 年の 26％（6,158 人）から平成 27 年に 21％（4,374 人）

へと 29％（1,784 人）減少しており、県全体と比べると、第１次産業就業人口の割

合は高いものの同程度で減少が進んでいる。 

図２－２ 産業別就業人口の動向 
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② 産業別生産額の動向 

関係市町の産業別生産額は、平成 12 年の 2,986 億円から平成 27 年には 2,737 億

円と 8.3％（249 億円）減となっている。 

産業別にみると第１次産業が 162 億円から 159 億円、第２次産業が 923 億円から

774 億円、第３次産業が 1,901 億円から 1,804 億円となっており、第１次産業、第

２次産業、第３次産業いずれも減少している。 

また、県全体の第１次産業は、平成 12 年の 1,004 億円から平成 27 年の 859 億円

に減少し、第２次産業は 8,570 億円から 8,466 億円に減少、第３次産業は 20,765 億

円から 19,218 億円に減少し、同じような傾向が見られた。 

白石町他２町の第１次産業は、平成 12 年の 122 億円から平成 27 年の 132 億円に

増加し、第２次産業は 473 億円から 273 億円に減少、第３次産業は 695 億円から 665

億円に減少している。 

総生産額のうち平成 27 年の第１次産業の生産額の割合は、関係市町で 5.8％と県

全体の 3.0％と比べて高く、農業等の第 1次産業への依存度は高い。 

白石町他２町は 12.3％とさらに高くなっている。 

 図２－３ 産業別生産額の動向
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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10,967haから令和２年の10,133haへと7.6％

（834ha）減少しており、平成 12年の 58,200ha から令和２年の 50,800ha へと 12.7％

（7,400ha）減少している県全体と比べて、耕地面積は維持されていている。 

地目別の割合は、平成 27 年で田 91.9％と、白石町他２町の 95.8％より少ないが

県全体の 81.3％より高く、田の割合が多い地域となっている。 

図２－４ 耕地面積の動向 

② 耕作放棄地の動向 

関係市町の耕作放棄率は、平成 12  

年の 1.6％から平成 27 年の 4.2％へと 

増加しており、県全体では、平成 12 

年の 4.4％から平成 27 年の 9.6％へと 

倍増している。 

一方、白石町他２町は県全体と比較 

   して 8.7％低く、1％以下で推移してい 

る。

   図２－５ 耕作放棄地の動向 
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③ 農家数の動向 

関係市町の農家数全体は、平成12年の6,846戸から平成27年の2,331戸へ66.0％

（4,515 戸）減少しており、平成 12 年の 35,198 戸から平成 27 年の 15,819 戸へ

55.1％（19,379 戸）減少している県全体より減少率は高くなっている。 

図２－６ 農家数の動向 

④ 組織経営体の動向 

関係市町の組織経営体は、平成 12 年以降、任意団体の集落営農組織を中心に大幅

に増加しており、その後の法人化により農事組合法人、株式会社等も増加している。

県全体でも、平成 13 年の農地法の改正により法人経営体に株式会社が追加されたこ

と及び平成 21 年の農地の賃貸規制の見直しによる多様な経営体の参入を促進した

こともあり、法人数は増加している。 

組織形態別の動向を見ると、法人格を有しない経営体が多いが、株式会社等の経

営体も平成 12 年では６経営体であったが、平成 27 年には 22 経営体と約３倍となっ

ている。 

同様に県全体の動向を見てみると、株式会社等の経営体は、平成 12 年は 24 経営

体であったが平成 27 年には 151 経営体へと 6.3 倍に増加している。 

図２－７ 組織経営体の動向 
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⑤ 経営規模別経営体数の動向 

関係市町の個人経営を含む経営体数は、平成 17年の 7,563 から平成 27年の 2,583

へと減少し、県全体では平成 12 年の 32,103 から平成 27 年の 17,020 へと減少して

いる。 

平成 27 年では、48％の経営体が１～３ha の経営規模で、５ha 以上は 10％と、54％

の経営体が１ha 未満の経営規模の県全体に比べて経営規模は大きい。経営規模別経

営体の経営耕地面積割合をみると、５ha 以上の経営体が農地の 50％以上を耕作して

おり、農地の利用集積が進んでいる。 

図２－８ 経営規模別経営体数の動向 

※経営規模別経営体の経営耕地面積は、規模別経営体数に当該経営規模の中間値（1ha 未満は

0.5ha、100ha は 100ha）を乗じた面積 

図２－９ 経営規模別経営体の経営耕地面積割合 
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⑥ 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 11,468 人から平成 27 年の 4,334 人へと

62.2％（7,134 人）減少しており、県全体では平成 12 年の 59,374 人から平 27 年の

26,244 人へと 55.8％（33,130 人）減少している。 

65 歳以上の割合は、平成 27 年時点で 54％と県全体の 58％に比べ 4％低く、64 歳

以下の農業就業人口の割合が多い。 

  図２－１０ 農業就業人口の動向 
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⑦ 基幹的農業従事者の動向 

関係市町の基幹的農業従事者数は、平成 12 年の 6,928 人から平成 27 年の 4,091

人へと 41％（2,837 人）減少しており、県全体での平成 12 年の 36,839 人から平成

27 年の 23,966 人への 35％（12,873 人）減少に比べて、減少割合は高い。 

一方、白石町他２町は平成 12 年の 4,785 人から平成 27 年の 3,425 人へと 28％

（1,360 人）の減少にとどまっており、減少割合は低くなっている。 

図２－１１ 基幹的農業従事者数の動向 
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⑧ 認定農業者数の動向 

関係市町の認定農業者数は、平成 22 年の 1,030 経営体が最も多く、令和元年は

779 経営体と減少している。県全体も同様に平成 22 年の 4,714 経営体が最も多く、

令和元年には 3,915 経営体へと減少している。 

図２－１２ 認定農業者数の動向 

⑨ 新規就農者数の動向 

関係市町の新規就農者は、平成 7 年が１人であったのに対し平成 27 年は 47 人と

増加している。県全体も同様に、平成 7年が 69 人であったのに対し平成 27 年は 135

人と増加している。 

図２－１３ 新規就農者数の動向 
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⑩ 農地利用集積の動向 

担い手への農地集積状況を人・農地プラン（令和２年度までに実質化作業を終え

たもの）を基に町別に整理した。 

白石町の農地集積状況は、区域内の農地面積 5,973ha のうち 4,880ha が担い手へ

集積されており農地の集積率は 82％であった。 

江北町では、区域内の農地面積 1,011ha のうち 994 が担い手へ集積されており農

地の集積率は 98％であった。 

両町については、集落営農組織を含めた農地の受け手に８割以上の農地が集積さ

れている。 

表２－１ 担い手への農地集積状況 

⑪ 主要農業機械の所有状況の動向 

関係市町の乗用型トラクターの所有台数は、平成 17 年までは増加していたが、そ

の後は減少しており、平成 12 年の 6,853 台から平成 27 年の 4,667 台へと 31.9％

（2,186 台）減少している。 

県全体では、平成 12年の 31,256 台から平成 27年の 19,535 台へと 37.5％（11,721

台）減少しており、ほぼ同様の傾向となっている。 

農業機械の所有数が減少した要因として、集落営農が進み、個人が所有する機械

の台数が減少したことが考えられる。 

図２－１４ 乗用型トラクターの増減割合と所有台数 

中心経営体 現在の経営面積

集落営農 集落営農

a ｂ ｂ／ａ

武雄市 人・農地ブラン実質化中

大町町 〃

江北町 1,011 61 13 994 680 98% H31.3.29公表時点

白石町 5,973 246 13 4,880 3,663 82% R2.3.23公表時点

担い手へ
の農地集

積率
農地面積

市町名
備考

近い将来の農地の受け手
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⑫ 農業生産の動向 

関係市町の作物類別の作付面積は、平成 12 年から平成 27 年にかけて水稲、野菜

等が緩やかに減少し、麦類が 25.0％、大豆が 13.3%増加している。 

野菜については、キャベツ、きゅうり、たまねぎ、レタスが国の野菜指定産地に

なっている。 

図２－１５ 作物の類別作付面積の推移 

表２－２ 野菜指定産地の状況 

出典：野菜生産出荷安定法の規定に基づく野菜指定産地一覧（令和３年２月４日現在） 

【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、にんじん、ねぎ、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（昭和 41 年法律第 103 号）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。 
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七夕こしひかりの取り組み事例（ＪＡさが） 

白石町で生産される「七夕こしひかり」は減農薬・減化学肥料に取り組み、令和３年

産は生産者328人が栽培し、収穫後は関東、関西、九州を中心に出荷している。 

白石町のたまねぎ生産目標 

白石町では、「さが園芸888運動」の取組を踏まえて、令和10年までにたまねぎの作付面

積（市町村別）全国２位 1,700ha をめざしている 

出典：ＪＡさがホームページ 

出典：水田フル活用日本一のまちを目指して(白石町) 
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２ 事業により整備された施設の管理状況 

（１）施設の概要 

本事業により整備された施設は、揚水機場、導水路、調圧水槽、水管理施設であ

る。 

【揚水機場】 

【導水路】 

【調圧水槽】 
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出典：国営筑後川下流白石平野土地改良事業誌 

写真２－１ 事業で整備した施設等 

（２）施設の管理状況

本事業により造成された基幹水利施設である白石平野揚水機場、佐賀西部導水路白

石線、白石導水路、山脚導水路、水管理施設について、農林水産省から１市３町（武

雄市・大町町・江北町・白石町）に管理委託され、操作業務を受託している白石土地

改良区により適切に維持管理されている。その他の施設は白石土地改良区に管理委託

され、管理規程等に基づき適切に維持管理されている。 
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（３）施設の利用状況 

本地区の水管理については、①大町土地改良区、②筑後川下流土地改良事業江北町

連絡協議会、③白石土地改良区による既存水源の巡視及び用水需要の把握を通じ、杵

島地区連絡協議会へ嘉瀬川ダムへの配水要請量等が集約される。 

その後、当該配水要請の情報については、佐賀県筑後川佐賀西部地域推進連絡協議

会、佐賀土地改良区を経て、嘉瀬川ダム管理支所へ連絡され、これに基づいたダム、

取水施設の操作が行われ、佐賀西部導水路からの分水（自然圧またはポンプ揚水）に

より地区内へ配水されている。 

図２－１６ 水管理体制模式図（佐賀西部） 
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地下水の取水量は、嘉瀬川ダムの運用が開始された平成 24 年を契機に、取水量が

大幅に減少している。白石平野地区が完了した翌年の平成 27 年以降は、327 千 m³を

下回っており、平成 12 年から平成 30 年の間で地下水が最も取水された平成 17 年

（5,375 千 m³）の約６％の取水量となっている。 

図２－１７ ダム取水量の推移と降水量 

0

500

1000

1500

2000

2500

30000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

年間降水量 ダム取水量 地下水取水量

（千ｍ³） （mm/年）

試行

運用

白石平野

地区完了

出典：佐賀西部導水路取水実績（システム管理月報）、

地域別年間降水量（気象庁）、地盤沈下の概況（佐賀県）

降
雨
量

取
水
量



24

３ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 

（１）地区面積の変動 

地区面積は、事業計画時の 8,242ha に対して、有明海沿岸道路関連の整備に伴う

農地転用等の面積減少によって、事後評価調査時点（令和１年）には 8,203ha と 39ha

減少している。農用地面積も事業計画時の 7,209ha に対して、事後評価調査時点（令

和１年）には 7,198ha と 11ha 減少している。 

（２）作物生産効果  

作物生産効果は、本事業及び関連事業を実施することにより受益地内の水利機能

が維持・向上されることによる作物生産の量的増減を捉える効果であり、事業計画

時点を「現況」、事後評価時点を「事業ありせば」、事業計画時点の水利機能が喪失

した場合を「事業なかりせば」として、それぞれの生産量の比較により年効果額を

算定する。 

以下は、事業計画時点から事後評価時点までの作物の量的増減を記載する。 

ア．主要作物の作付面積の変化（事業計画時点と事業評価時点） 

事業計画時点（平成 11 年）と事後評価時点（令和２年）を比較すると、水稲は

大幅に減少しており、事業計画時には作付けされていた「い」は、現在では作付

けされておらず、さといも、メロンもＪＡでの取扱がなくなっている。一方で大

豆、二条大麦、れんこん、レタス、きゅうり、飼料作物のソルゴー、イタリアンラ

イグラスは増加している。 

水稲の需要に応じた生産、担い手への農地集積の進展等の結果、水稲は事業計

画の計画より減少し、大豆、二条大麦等の土地利用型作物は同計画より増加、メ

ロン、さといも、いは、需要に応じてれんこん、レタス、きゅうり等へ移行して

いる。 

なお、きゅうりはハウスにおいて通年栽培されているが、今回の事後評価で扱

うきゅうりは「露地の夏秋きゅうり」としており、ハウスで栽培されるものは事

業計画時と同様に「いちご」に含めた。 

（単位：ha）

事業計画時点 増減

区 分

田 6,920 6,693 6,594 △99

普通畑 567 516 604 88

牧草地

農用地計 7,487 7,209 7,198 △11

農道・用排水路 755 1,033 1,005 △28

合計 8,242 8,242 8,203 △39

出典：事業計画時点　国営筑後川下流白石土地改良事業計画変更説明資料（筑後川下流白石地区）　

　　　事後評価時点　九州農政局北部九州土地改良調査事務所調べ

事後評価時－事業
計画の計画

事後評価時点
現況 計画
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イ．生産量の変化（事業計画時点と事後評価時点） 

事業計画時点と事後評価時点の生産量を比較すると、大豆は作付面積及び単収

の増加により生産量が増加し、同計画の計画量以上になっている。二条大麦、れ

んこん、レタスは、作付面積は増加して生産量は増加しているものの、計画量ま

では増加していない。たまねぎは単収は増加したが作付面積が減少したため、生

産量が減少している。水稲は作付面積の減少により大幅に生産量が減少している。 
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ウ．生産額の変化 

事業計画時点と事後評価時点の生産額を比較すると、大豆、れんこん、レタス

は生産量の増加や単価の上昇により生産額が増加している。たまねぎ、いちごは、

生産量の減少や、単価の低下により生産額が減少している。 
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（３）営農経費節減効果  

営農経費削減効果は、当該事業を実施することにより受益地内の水利機能が維持・

向上されることによる労働費、機械経費等の営農経費の増減を捉える効果であり、事

業計画時点を「現況」、事後評価時点を「事業ありせば」、事業計画時点の水利機能

が喪失した場合を「事業なかりせば」として、それぞれの営農経費の比較により年効

果額を算定する。 

以下は、事業計画時点から事後評価時点までの営農経費の増減を記載する。 

ア．労働時間の変化 

本地区は、関連事業によるほ場の大区画化及び排水性の向上等により営農機械

の大型化が可能となり、計画以上の労働時間の節減が図られている。 

図２－１９ 労働時間の比較 

イ．年間機械経費の変化 

機械経費は、地区内経営体の規模拡大や大規模法人等の増加による経営の合理

化等により水稲、大豆等で大幅に経費が節減されているものの、計画経費までは

至っていない。 

図２－２０ 機械経費の比較 

出典：九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所調べ

出典：九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所調べ
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（４）維持管理費節減効果  

維持管理節減効果は、本事業及び関連事業を実施することにより受益地内の水利

施設等の維持管理にかかる経費の増減を捉える効果であり、事業計画時点を「現況」、

事後評価時点を「事業ありせば」、事業計画時点の水利機能が喪失した場合を「事

業なかりせば」として、それぞれの経費の比較により年効果額を算定する。 

以下は、事業計画時点から事後評価時点までの維持管理費の増減を記載する。 

ア．施設の維持管理費 

本事業及び関連事業により整備された施設は、白石町、白石土地改良区等によ

って適切に管理されている。施設は管理事業等により補修等が行われ、末端の水

路、農道等は地域組織により保全されている。 

事後評価時点の施設の維持管理費は、地域組織による保全活動が活発に行われ

ていることなどから、事業計画時の計画維持管理費を上回っている。 

図２－２１ 施設の維持管理費 

出典：九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所調べ
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（５）災害防止効果 

災害防止効果は、本事業及び関連事業を実施することにより、地盤沈下、洪水等

の災害発生に伴う農作物、農用地等の農業関係資産、一般資産及び公共資産の被害

が防止又は軽減される効果であり、事業計画時点を「現況」、事後評価時点を「事

業ありせば」、事業計画時点の水利機能が喪失した場合を「事業なかりせば」とし

て、それぞれの被害額の比較により年効果額を算定する。 

① 地下水採取量の変化 

本地区では従来から地下水の利用が盛んであり、渇水のたびに取水量が大幅に増

えて地盤沈下が進んでいたが、平成 13 年 4 月に佐賀西部広域水道用水が、平成 24

年度には嘉瀬川ダムが供用を開始し、地下水採取量は大幅に減少している。 

図２－２２  地下水採取量の推移 

図２－２３  地盤沈下量軽減の概念図 

佐賀西部広域水道

用水供用開始
嘉瀬川ダム

供用開始

Ｈ６年渇水

Ｓ５３年渇水

出典：「令和元年度 地盤沈下の概況（佐賀県）」
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４ 事業効果の発現状況

（１）農業生産性の向上 

本事業及び関連事業の実施により、水田の補給用水及び畑地かんがい用水が確保さ

れ、また、これに併せてＪＡ、県等の生産面での指導・支援も行われることで、たま

ねぎ、れんこん等の収量増加や、レタス、きゅうりなどの作付面積の拡大も図られて

いる。受益者へのアンケートや事例調査から、事業実施により用水確保の時間が削減

されたことで、水稲以外の作物への作業時間の振り向けられたとみられる。

① アンケート 

受益者へのアンケート（回答者は農業経営者及び農業に従事していない農地所

有者が対象で 213 名）での、ダムから用水補給できるようになったことで、「作物

の収量が増加したり品質が良くなったか？」、「栽培面積を拡大したり新たな作物

を導入できるようになったか？」及び「水の管理時間が削減できたか？」の設問

では、「水の管理時間が削減できた」で「そう思う」及び「どちからかといえばそ

う思う」への回答が 67％と最も多く、次いで「作物の収量が増加したり品質が良

くなった」が 65％と多くなった。 

図２－２４ ダムからの用水補給について 

また、事業完了前までは恒久的に用水が不足し、大量の地下水のくみ上げによ

って地盤沈下が深刻な状況であったことから、「農業者はクリークや地下水の水量

や水質、下流側の農業者に気を配りながら用水を取水していて精神的な負担もあ

った。」と想定し、「ダムからの用水補給により、あなたへの用水に関わる精神的

な負担はどうなりましたか？」と質問したところ、「かなり負担が軽減した」が40％

と最も多く、次いで「やや負担が軽減した」が 28％と、68％の受益者が「ダムか

らの用水補給により精神的な負担が軽減した。」と回答した。 
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作物の収量が増加したり品質が良くなった

栽培面積を拡大したり新しい作物を導入

できるようになった

水の管理時間が削減できた

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

アンケート調査は、事業による農業経営上の変化を問うことから、調査対象は農業経営体（個

人・法人・営農集落組織）とし、さらに、農地集積の内容も含むため、中心経営体（受け手）と

その他の農業経営体（出し手）を対象とした。 

 配布数は 300 戸とし、市町単位の受益面積割合で偏りがないように配分した。 
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図２－２５ 用水に関わる心への負担について 

②営農事例１（若手生産者：れんこん＋水稲） 

れんこんの作付面積拡大と販路の確立 

概要 

経営形態 個人経営  

所在地 佐賀県杵島郡白石町 

営農類型 れんこん＋水稲 

経営規模 
就農時（平成 29 年） 0.8ha 

現在（令和２年）  2.3ha 

【経緯】 

・平成 29 年に新規就農し、親の経営を一部継承。れんこんを中心に個人経営を展開。 

【経営の概要】 

・現在の経営内容は、水稲（0.7ha）、れんこん（1.6ha）（就農時：れんこん 0.8ha）。

・従事者は本人のみ。 

【販売・流通の特徴】 

・販売・流通は個人で行っており、共同出荷施設等の利用はなし。 

・販売先は、市場５割、スーパー３割（ファーマーズマーケットに委託）、道の駅２

割。その他、ネットによる販売も実施。 

・以前は、泥を落とした「洗いれんこん」も出荷・販売していたが、現在は泥を薄く塗

った「泥付きれんこん」のみ。将来的には「洗いれんこん」も再開する予定。 

・缶詰等の「加工契約」も将来的には行いたい。 

【事業の効果等】 

・用水が安定的に確保できるため、渇水時や水稲と必要な時期が重なる夏場も用水不足

によるれんこんの被害はなかった。

・用水の使用量が増える「流し込み施肥」や収穫時等の時も水が不足することはない。 

・来年はれんこんの作付面積を２～３ha まで拡大したいと考えている。 

・事業実施によって農業用水がダムから取水されるため、水質がよくなったと感じる。 

※「流し込み施肥」 

流し込み施肥（流入施肥）とは、施肥作業の軽労化を目的として実施され、水田の水口から

用水と一緒に液体肥料や専用流し込み肥料などを施用する、省力･低コスト施肥技術。 
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（２）農業生産の維持 

本事業及び関連事業の実施により、実施前に比べて地下水採取量が大幅に減少した

ことで、地盤沈下による農地・農業施設の被害が軽減している。また、近年発生した

豪雨においても、排水施設の機能が向上したことで農作物等の被害が軽減している。

このように機能を発揮している水路等は、多面的直接支払交付金を活用して受益者

を含む地域組織により保全活動が行われている。 

ほ場条件が向上したことで、集落営農組織、担い手への農地集積が進み、水稲、麦、

大豆の土地利用型作物の生産が維持されている。また、県外から白石町内に移住する

就農希望者を対象とした研修制度による新たな担い手も誕生している。 

１）農地・農作物被害の軽減 

① アンケート 

受益者アンケートでの「ダムの水を使うことで地下水を採取しなくなり、地盤沈

下による農地等の被害（不等沈下・地割れ）が少なくなったか？」の設問では、地

区全体で「そう思う」が 38％、「どちらかといえばそう思う」が 40％と、78％が地

盤沈下による農地被害が少なくなったと感じている。 

さらに、地区を地盤沈下が顕著だった六角川の右岸側（白石町）とその他の左岸

側（大町町、江北町）で区別してみると、六角川右岸で「そう思う」と「どちらか

といえばそう思う」への回答は多く、82％が地盤沈下による農地被害が少なくなっ

たと感じている。 

図２－２６ 地盤沈下による農地被害の軽減について 

図２－２７ 湛水被害の軽減について 
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また、「水路や排水機場等の整備により、農地や農作物の湛水被害が少なくなっ

たか？」の設問では、地区全体で「そう思う」が 34％、「どちらかといえばそう思

う」が 37％と、71％は湛水被害が少なくなったと感じている。 

さらに、国営事業で排水施設の整備を行った六角川右岸とその他の左岸に区別

してみると、六角川右岸で「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」への回

答が多く、76％の受益者は湛水被害が少なくなったと感じている。 

② 豪雨時の湛水被害の変化 

本地区では関連事業により、ほ場整備や地盤沈下対策事業によりクリークの再

編整備が実施されている。断面が小さく湾曲しているクリークの再編整備により、

クリークは直線化と有効容量の拡大が行われ、嘉瀬川ダムからの用水の安定供給

により、クリーク水位を田面より１ｍ下げることにより、水田の乾田化・汎用化

とともに、洪水を一時貯留させる洪水調節機能が向上している。 

また、有明排水路及び排水機場等の排水施設整備と、クリーク整備による集水

能力の向上が相まって排水効果が発揮されている。 

令和元年８月の豪雨（総雨量 404mm）による湛水状況は、平成２年の豪雨（総雨

量 338ｍｍ）以上の降雨があったにもかかわらず、湛水範囲・湛水期間ともに大幅

に軽減されている。 

図２－２８ クリーク整備による湛水被害の軽減（白石町）

湛水面積：6,000ha(H2) ⇒ 3,000ha(R1)

湛水期間：４日間(H2)  ⇒ ２日間(R1)

平成２年７月の豪雨（総雨量 338mm） 令和元年８月の豪雨（総雨量 404mm）
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２）地域農業の進展 

① アンケート 

受益アンケートでの、本事業及び関連事業によって水路や農地が整備されたこ

とで「農地の貸借、集落営農の進展につながったか？」及び「水路等の清掃・補

修等の作業が軽減されたか？」の設問では、80％以上が「そう思う」または「ど

ちらかといえばそう思う」と回答した。 

また、「担い手の育成につながたか？」の設問においても、72％が「そう思

う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した。 

図２－２９ 地域農業について 

②営農事例２ （大規模土地利用型農業） 

地区の中核となる法人経営の設立 

概要 

経営形態 法人経営 

所在地 佐賀県杵島郡白石町錦江地区 

営農類型 水稲＋小麦＋大豆 

経営規模 現在（令和元年） 153.5ha 

【経緯】 

・平成 19 年から地域内の集落営農組織の一本化・法人化へ向けた協議がなされ、「地

域の農地を地域全体で守ること・組合員の利益向上を図ること」を目的に、平成 30

年に設立された（ＪＡさが白石地区錦江支所管内で、５つ目の広域法人）。 

【活動の概要】 

・現在は、法人として水稲を 108.8ha、小麦 93.0ha、大豆 45.5ha を管理。 

・法人の構成員は 116 名（設立時）。 

【営農活動】 

・現在、法人としては作業機を所有しておらず、収穫は農協で所有している大豆コン

バイン、自脱型コンバインを利用している。 

・将来的には、法人で大型機械を所有し、農作業の共同化や機械の共同利用により、

作業の効率化と経営費の削減を目指す。 
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【事業の効果等】 

・事業による水源転換により用水が安定供給されるようになったことから、小型ポン

プによる水管理作業が軽減された。また、地盤沈下の被害も減少している。 

・ほ場整備によって排水対策がなされ、田畑輪換や裏作等、農地の効率的利用が可能

となっている。 

・農業生産基盤の整備により、地域内のほ場条件が均一になり、他人の農地でも機械

作業が容易となり、法人経営が成り立っている。 

・離農が増え、離農跡地の継承による経営規模の拡大が進んでいるが、基盤が整備さ

れているほ場の需要は多く、耕作放棄地の発生もない。 

・水路の水質が良くなった。また、水路の管理は泥上げ作業がなくなり、草刈りが年

２回、ごみなどを除去する程度と軽減されている。 

・排水機場の整備により、農地の湛水被害が軽減している。 

③ 担い手・女性農業者の育成 

白石町では、地域農業の担い手確保の取り組みとして、県外からの就農希望者

を研修生として受け入れる「しろいし農業塾」を平成27年から始めており、これ

までに入塾した10名全員が町内に定住している。 

こうした取組もあり、白石町での直近２カ年の新規就農者数は女性16名を含め

52名となっている。 

しろいし農業塾研修生募集要項 

出典：白石町 
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（３）農業経営の安定化 

本地区では、昭和48年度から平成９年度にかけて、筑後川下流事業の関連事業とし

てほ場整備事業が実施されている。水田及び畑の区画拡大し農道が整備され、排水条

件が良くなったことで、作業の機械化、機械の大型化が進み、生産者の作業効率は大

幅に向上している。 

現在では、農業従事者の減少により労働力が不足するなか、高収益作物の導入と併

せてＩＣＴ技術も導入し、作業の効率化が図られている。 

① アンケート 

受益者アンケートでの、関連事業のほ場整備による用水や排水の条件が良くなっ

たことで、「作物の収量が増加したり、品質が良くなったか？」、「用水や排水の条件

が良くなり、栽培面積を拡大したり、新たな作物を導入できるようになったか？」

及び「機械の大型化が進み、作業時間が短縮されたか？」の設問では、「機械の大型

化が進み、作業時間が短縮された」が「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」

とで 83％となり最も多かった。 

「機械の大型化が進み、作業時間が短縮されたか？」について、経営規模別にみ

ると、経営規模が大きくなるほど「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」

への回答は多くなる傾向になった。 

さらに、水稲、麦、大豆の「土地利用型」、これにキャベツ、たまねぎ等を組み合

わせた「土地利用型＋野菜」に区別してみると、「土地利用型＋野菜」で「そう思う」

または「どちらかといえばそう思う」への回答は多くなった。 

図２－３０ ほ場整備について

図２－３１ 機械の大型化による作業時間の短縮について（経営規模別） 
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図２－３２ 機械の大型化による作業時間の短縮について（経営類型別） 

② 高収益作物の生産拡大と農業所得の向上 

地区内のＡ農業法人は、安定した水稲・麦・大豆の生産と併せて、たまねぎや

キャベツ等の高収益作物の生産拡大に取り組み、農業所得を増加させている。 

近年、生産拡大を図る担い手等では農機連動型の圃場・経営管理システムやＧ

ＰＳガイダンスシステム等の導入が進んでいるが、現在、佐賀県農業試験研究セ

ンターが白石町内において、ロボットトラクター、圃場水管理システム、ドロー

ン等のスマート農業技術の実証事業を行っており、スマート農業技術により水稲

作や野菜作での省力化がさらに進むことで、水稲・麦・大豆と併せた高収益作物

の生産も拡大・安定化することが期待される。 

   図２－３３ 高収益作物の安定生産と農業所得向上 
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③営農事例３ （若手生産者：水稲＋高収益作物） 

大型機械とスマート農業の導入による作業効率の向上、野菜作付拡大の実現 

概要 

経営形態 個人経営  

所在地 佐賀県杵島郡白石町 

営農類型 水稲＋たまねぎ＋露地野菜（キャベツ・はくさい） 

経営規模 
事業実施前（平成 12 年頃）10.5ha  

事業実施後（令和２年）   15.0ha 

【経緯】 

・事業実施前は、家族経営により、たまねぎ、小麦を中心に生産。 

・平成 24 年に就農後、規模拡大を進め、たまねぎを中心として、水稲、野菜類を導入

した土地利用型経営を展開。 

【経営の概要】 

・現在の経営内容は、水稲（4.0ha）、WCS（8.0ha）、たまねぎ（14.0ha）、キャベツ

（2.0ha）、はくさい（2.0ha）、なたね（0.5ha）。 

・従事者は４名（本人、妻、父、母）及びパート２名。 

【事業の効果等】 

・水源転換により用水が安定的に確保され、水田への給水作業が軽減された。 

・ほ場整備事業により、区画や農道が拡大され、トラクターやブームスプレーヤなど

の大型作業機械の導入が可能となり、作業時間が節減されている。 

・たまねぎの面積は、事業前の３ha から 14ha に拡大しており、今後も拡大を考えてい

る。 

【スマート農業の取組】 

・大型機械の導入と併せて、農機連動型の圃場・経営管理システムやＧＰＳガイダン

スシステム等のスマート農業を導入。 

・圃場・経営管理システムは、ほ場ごとの収

穫量や経費などが把握でき、ＧＰＳガイダ

ンスシステムはトラクター、ブームスプレ

ーヤ、乗用管理機に導入して、作業の省力

化と効率化、肥料・農薬散布量の減少によ

る経費の節減を図っている。 

・経験の浅い新規就農者や女性でも無理なく

運転できるため、人材（オペレーター等）

の確保を進めている。 

【６次産業化の取組】 

・地域の若手農業者と「菜の花ファーム」を立ち上げ、菜種油への加工は業者に委託

しながら、新たな特産品として販売を行っている。 

また、菜の花祭りの開催など地域の活性化にも積極的に取り組んでいる。 

ブームスプレヤーによるたまねぎの防除
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（４）６次産業化による農家所得の向上 

本地区での６次産業化は、特産品の米、たまねぎ、れんこん等を直売所等で販売す

る形態が多く、次いで、直売所等での直売に加えて食品業者や飲食店に販売・納入し

ている形態が多くなっている。 

そうしたなか、令和元年６月に「道の駅しろいし」がオープンし、地区内で生産さ

れた農産物が販売されており、今後の農業産出額拡大や地域雇用の増加が期待されて

いる。また、コロナ禍で国内向け出荷量が減るなか、れんこんの海外輸出も始まって

いる。 

① アンケート 

受益者アンケートでの、関連事業のほ場整備による用水や排水の条件が良くな

ったことで、「農産物の産地・ブランド化につながったか？」の設問では、「どち

らかといえばそう思う」が最も多く 47％で、「そう思う」と「どちらかといえばそ

う思う」とで 62％となった。 

また、６次産業化に取り組んでいると回答した 38 名の販売形態は、「農産物を

直売所・スーパーで販売している。」が最も多く 53%で、次いで「農産物を直売所・

スーパーで販売するとともに食品業者や飲食店にも納入している。」の 16％とな

った。 

図２－３４ 農産物の産地・ブランド化について 

図２－３５ ６次産業化の形態について 
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直売所,スーパーで

農産物・農産物加工

を販売

8%

全て実施

5%
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② 広がる農作物の直売 

現在、地区内で建設中の有明海沿岸道路の福富ＩＣ（令和３年７月開通予定）

に隣接して、令和元年６月に「道の駅しろいし」がオープンした。 

道の駅には直売所やレストランがあり、直売所は「道の駅しろいし出荷者協議

会」の会員（325名、うち女性162名：令和３年６月時点）が地区内で生産された

新鮮な農作物や、「れんこんチップス」等の加工品を販売し、農業所得の向上につ

なげている。 

   写真２－２ 道の駅しろいし 

白石町のＫ農園は、これまで「白石れんこんをもっと消費者に届けたい」と、

全国の商談会に脚を運んで独自の販売先を開拓し、消費者ニーズに応えていくた

め、グループを結成して安定した出荷量を確保してきた。 

さらに、コロナ禍で主力である関東向けの出荷量が減るなか、昨年に銀行が開

催したウエブ商談会がきっかけとなり、香港の和食料理店向けにレンコンの輸出

も始めている。 
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図２－３６ 特産品をつかった加工品 

てんぺを用いた加工品 

しろいしてんぺ加工協議会は、大豆生

産農家の女性22名で発足した組織で、

白石産の大豆を100％使用した「しろい

してんぺ」の生産、販売、地元の学校、

保育園等の給食への食材供給、消費者

を対象にした食農教育講座や郷土料理

講習などの活動を行っており、『地産地

消』の取り組みによる地域の活性化に

もつながっている。 

たまねぎを用いた加工品 

白石町内の生産者がたまねぎを用い

た加工品を製造し、道の駅しろいしで

販売している。 

出典：ＪＡさがホームページ

出典：道の駅しろいし公式Facebook 

出典：九州農政局ホームページ
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（５）事業による波及効果等 

佐賀県では土地改良施設が担う役割を紹介する副読本を発行し、県内の小学校が

活用されている。本事業及び関連事業についても武雄杵島版の副読本に掲載されて

おり、地域の小学生が、農業と土地改良施設の関係を学ぶきっかけとなっている。 

また、白石町では白石町福富農地・水・環境保全組織管理協定運営委員会により、

農作物の栽培体験等が地域一体で行われている。 

① アンケート      

受益者アンケートでの、本事業及び関連事業の実施により「農産物の生産活動

が盛んになったことで農業関係の雇用の場が増えたか？」の設問では、「そう思う」

と「どちらかといえばそう思う」とで 51％だった。 

また、「整備された農地や水路等は小中学生等が地域の農業を学習する際に役

立っているか？」の設問では「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」とで

60％となった。 

図２－３７ 地域農業の雇用・学習の場について 

② 多面的機能の発揮（学習の場の提供） 

佐賀県では、県内６地域毎に農業の重要性や土地改良施設が果たしている役割

を副読本にして学習教材としている。本地域についてまとめた武雄杵島版の副読

本では、江戸時代から行われてきた干拓事業や水利事業、地下水の採取に起因す

る地盤沈下、そして本事業や関連事業による水利施設や農地の整備についても紹

介されている。地域の小学生は、白石平野から 20km 以上も離れた嘉瀬川ダムの

から農業用水が送水されていることなどを知り、農業と土地改良施設の関係を学

ぶきっかけとなっている。 
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農産物の生産活動が盛んになったことで

農業に関する雇用の場が増えた

整備された農地や水路等は小中学生等が

地域の農業を学習する際に役立っている

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答
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           出典：小学生向け副読本「水と土の声」  佐賀県

図２－３８ 佐賀県が発行する副読本 

旧福富町内で多面的直接支払交付金等を活用しながら農道や水路等の維持管理

を行っているＦ運営委員会は、８月から１１月頃、事務局とＰＴＡを中心となり

小学生のトウモロコシ等の栽培体験を行っており、次世代を担う子供たちに地域

資源及び 農業の大切さを伝える教育の場を提供している。 

なお、Ｆ運営委員会は事務作業の専従職員をおき、構成員の負担軽減を図って

いる。 

図２－３９ Ｆ運営委員会の取り組み事例 

出典：佐賀県農地・水多面的機能推進協議会 
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（６）事後評価時点における費用対効果分析結果 

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－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      1,019,419百万円 

総費用       580,662百万円 

総費用総便益比      1.75 

【効果算定項目一覧】  
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５ 事業実施による環境の変化 

（１）生活環境面の変化 

受益者アンケートでの、本事業及び関連事業が実施されたことによる生活環境面

の変化についての設問では、「地盤沈下による道路や宅地等の被害が少なくなった

か？」及び「水路や排水機場は宅地の湛水被害の軽減に役立っているか？」及び「ほ

場整備により道路が整備されたことで通勤・通学が便利になったか？」で、「そう思

う」と「どちらかといえばそう思う」で 80％程と多くなった。 

また、「地域の環境美化活動が盛んになったか？」の設問でも、「そう思う」と「ど

ちらかといえばそう思う」とが 73％と多くなった。 

図２－４０ 生活環境の変化について 

（２） 自然環境面の変化 

本事業が目的とする地下水から地表水への水源転換は、地域の人々の交流の場に

も効果を及ぼしている。 

佐賀県白石町の西部に位置する「縫ノ池」は、面積 6,000 平方メートルの池であ

り、古くから野菜の洗い場や子供の遊び場であることに加え、下流一帯のかんがい

用水としても貴重な役割を担っていた。 

また、「縫ノ池」の中に位置する厳島神社は、地域の人々が信仰を寄せる場となっ

ていた。 

しかし、白石平野が県内屈指の米産地と

なるにつれ、かんがい用水として使用され

る地下水の需要は増加し続け、深井戸によ

る地下水くみ上げが盛んに行われた。その

結果、昭和 33 年に「縫ノ池」は干上り、

その後地域の人々の交流の場としての姿

は見られなくなった。 
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ダムの水を使うことで地下水を取水しなくな

り地盤沈下による道路や宅地等の被害が少

なくなった

整備された水路や排水機場は宅地等の

湛水被害の軽減に役立っている

ほ場整備により道路が整備されたことで

通勤・通学が便利になった

道路や水路等が整備されたことで地域の

環境美化活動が盛んになった

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

写真：湧水が枯渇した縫ノ池
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「縫ノ池」が干上ってから 40 年が経過した平成 13 年、佐賀西部広域水道用水の

供給開始で上水道の水源が地下水から表流水に転換された後に、厳島神社周辺から

湧水が出始め、40 年前の姿を取り戻した。 

池の水が干上がってから交流の場としての機能を失っていた「縫ノ池」は、現在

では魚釣り大会やお茶会等、200 人規模の催しが行われ、その機能を取り戻してい

る。 

出典：縫ノ池 HP http://www.nuinoike.sakura.ne.jp/yuusui.html 

写真：湧水が復活した縫ノ池

（令和２年 11月撮影）

写真：魚釣り大会の様子 写真：お茶会の様子

写真：水汲みの様子
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（３） 農業生産環境面の変化 

地区内の農道・水路・クリークは、非農家を含む地域住民の組織により保全活動

が行われています。草刈り、空き缶・ゴミ拾のほか、地域住民の憩いの場となるよ

うに道水路敷に花苗の植栽等も行われている。また、地域の防火用水としても利用

している水路も、泥上げが行われることで防火用水としての機能も保全されている。 

また、白石町では、家庭雑排水が原因と考えられる河川・クリークの水質汚濁が

長年の課題となっており、下水道や浄化槽の整備、住民への水質改善の啓発活動等

が進められています。そうしたなか、本事業や関連事業により嘉瀬川の水がクリー

クに流入することになり、水質の改善につながると期待されています。 

受益者アンケートでの、「ダムの水が水路に補給されるようになり、水路の水質が

良くなったか？」の設問では、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」で 66％

程と多くなった。 

図２－４１ 水路の水質について 

写真２－３ 農地・水・環境保全向上対策事業による活動の様子 

出典：白石町ホームページ 

そう思う

29%

どちらかといえば
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37%
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20%
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10%

無回答

4%
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６ 今後の課題等 

（１）水利施設のかんがい機能と防災機能の保全 

本事業及び関連事業で造成された用水施設により、地下水から嘉瀬川ダムからの用

水に転換したことで、かんがい用水としての地下水採取量は大幅に減少し、地盤沈下

の進行が抑えられている。また、関連事業により造成されたクリーク等の水路は、農

家等の協力により、堆積する土砂を除去し、大雨前には水位を下げており、降雨を一

時的に貯留する洪水調整機能を発揮している。 

今後も、施設機能が十分に発揮さえるよう、関係機関が連携して、適正な維持管理

に努める必要がある。 

（２）産地収益力の強化に向けた取組 

地域農業を支えてきた農業従事者の高齢化が進み、担い手の減少が進んでいるが、

集落営農組織と大規模経営農家が担う生産構造ができ、農地の利用集積やれんこん、

レタス等の高収益作物の作付拡大も進んでいる。ただ、米麦の価格が低迷するなかで

は、さらなる省力・低コスト化による経費削減、高収益作物の生産拡大、６次産業化

等による経営強化と担い手の育成が必要となっている。 

（３）農業所得向上を目指すための最新技術の導入 

労働力不足のなかでの規模拡大は、きめ細やかな栽培管理ができないため、生産量、

品質の低下が懸念される。 

そのため、スマート農業技術の導入により、知識・経験に関わらず誰でも取り組み

やすい環境づくり、作業の自動化や作業スピードの向上による省力化・効率化等が重

要である。 


