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かんがい排水事業【二本柳地区】

○目 的
本地区は、青森県五所川原市の南部に位置し、一
級河川岩木川(いわきがわ)の右岸に広がる低平地
帯にあり、水稲をはじめとする土地利用型農業が展
開されている。

地区の排水路は、県営浪岡川下流地区かんがい
排水事業（昭和48年～61年）により、軽量鋼矢板２
面装工で整備されたが、軽量鋼矢板の老朽化にとも
ない、矢板の補修及び水路底部の土砂堆積が恒常
化するとともに、施設利用上の安全が確保困難な状
況となっていた。

このため、本事業により排水路をコンクリート３面
装工として整備し、流下能力の確保に伴う水田畑利
用の促進及び維持管理労力の低減を図り、農業経
営の安定に資するとともに、利用上の安全確保と併
せこれまで見られた環境への配慮機能を確保するも
のである。

事業の概要 事業の実施状況と効果

関 係 市：青森県五所川原市（旧五所川原市）
事 業 費：1,066百万円
事業工期：平成19年度～平成24年度
受益面積：292ha
主要工事：排水路4.7km

関連事業 なし

【位置図】

※費用便益比（Ｂ/Ｃ）1.99事業の効果

本事業の実施により、排水条件が改善されたことで加工用米や飼料用米の振興や国策の変化もあり水稲
の単収は年々増加していること、野菜等作物の単収の増加やそばから高収益作物へ計画には及ばないも
のの作付が転換しつつあることなどから、農業生産性が向上しているとともに、維持管理費の節減といった
事業効果が発現している。

○ 農業生産性の向上及び維持管理費の節減

＜事業効果＞農業経営の安定

事業により排水路を整備した
ことで、主食用米の生産を主体
とする農業生産から、加工用米
や飼料用米の生産拡大等が図
られるとともに、野菜類の作付
けも拡大しつつあり、農家所得
の増大が図られ、降雨時の冠
水等収量の抑制要因が解消さ
れたことも相まって農業経営の
安定に寄与している。また、ハ
ウス栽培によるトマトの生産が
拡大しつつあり、高収益型農業
による所得増大への取組につ
ながっている。

○自然環境
二本柳排水路へ接続する支線排水路では、地元
協議会により、近隣小学校から低学年児童の参加
を得て、生物調査を実施しているほか、地域住民、
子供会を主体とする環境公共推進協議会にて水野
尾集落の子供会やはるにれ町内会と協力して毎年
６月前後の花の植栽、
町内会に隣接してい
る排水路付近の草刈
りを年に２回実施し、
子供会による田んぼ
の生き物観察などの
活動を毎年行われ
ている。

二本柳地区

【整備前】 【整備後】
水路法面崩落

環境配慮型水路

幹線排水路

生き物調査

ハウス栽培のトマト

トマトの出荷先

水路内土砂堆積

実施状況
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かんがい排水事業【二本柳地区】

事業の実施状況 受益地の水田畑利用の転作状況

幹線排水路

【整備前】

【整備後】

【大豆転作】

【大豆転作】

【小麦転作】

【小麦転作】

【トマト転作】

【トマト転作】

H25年度台風18号による排水路氾濫による被害状況
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かんがい排水事業【二本柳地区】

松島小学校の総合学習状況

幹線排水路

児童の協力による生き物調査

【田植え状況】 【田植え状況】

【稲の観察会】 【稲の観察会】

【稲刈り状況】 【稲刈り状況】

【米の販売】 【米の販売】
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かんがい排水事業【二本柳地区】

周辺直売所で販売されている野菜

幹線排水路

直売所で販売されている加工品

【ばれいしょ】 【かぼちゃ】

【つくね芋】 【つくね芋保管冷凍庫】

【加工品】

【米粉】

【おもち】
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かんがい排水事業【二本柳地区】

周辺直売所で取り扱いのある品目

幹線排水路

○つくね芋は近年作られるようになり
平成２７年度時点では取扱いなし

○直売所の取扱い品目リストの
最新データは平成27年度版

○現在は、特産品のつくね芋も
販売されている。

【つくね芋】

○多様な野菜が取り扱われている
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かんがい排水事業【二本柳地区】

事業計画時点の作物単価

幹線排水路

評価時点の作物単価
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かんがい排水事業【二本柳地区】 作物の生産量の変化

計画策定時にみられなかった加工用米需要の増大に対応した『つがるロマン』（『』は品種名、以下同じ。）及
び『まっしぐら』並びに飼料用多収品種『みなゆたか』及び稲発酵粗飼料品種『べこごのみ』が作付けされるな
ど、稲作経営が多様化していることに加え、食料･農業・農村基本計画（平成27年３月閣議決定）に示された
飼料用米の生産拡大の方向及びJA全農等における飼料用米等の需要見込み量の提示も相まって、主食用
米は３割程度減っており、事業計画時点では作付けがなかった加工用米及び飼料用米へ移行されている。

幹線排水路

水稲

大豆は、有望品種である『オオスズ』（『』は品種
名、以下同じ。）の安定的な栽培技術の確立とと
もに、土地利用型作物としての機械装備の共用
や近年までの助成制度を背景に計画以上に増
加している。

大豆
小麦は、有望品種『キタカミコムギ』が一定の収益
性を確保しうる経営品目として、現況を若干下回
る規模のまま作付けが持続されている。

小麦

そばについては、計画を下回る規模まで縮小し、
堅調に他の土地利用型作物や、収益性の高い
野菜等への転換を果たしている。

そば
『サンチェリーピュア』及び『桃太郎』等を主体とす
るトマトは、低コスト耐候型ハウスの導入支援や
若齢就農者の選択作物としてのニーズとともに、
JAによる選果機の導入も相まって作付面積が拡
大しつつある。

トマト

ばれいしょは、JAによる機械リース事業を活用し
た播種・収穫等作業の軽減と会員制による直売
所への出荷などにより作付面積が拡大しつつあ
る。

ばれいしょ
『雪化粧』、『栗かぼちゃ』及び『坊ちゃんかぼ
ちゃ』といったかぼちゃは、直売所や地元特産
コーナーを設置する周辺スーパー等での取扱い
が増えており、作付面積が拡大しつつある。

かぼちゃ
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草地畜産基盤整備事業【二戸広域第２地区】

事業の実施状況と効果

実施状況

事業の効果 ※費用便益比（B/C） ： 1.48

作業性の悪い草地 飼料生産基盤の整備

○目 的
本地区は、岩手県の北部に位置し、畜産及

び野菜を主体とした経営が展開されている。
本地区の畜産経営は、古くからの酪農及び

肉用牛の産地として、飼養頭数並びに産出額
ともに県平均を上回るものの、粗飼料基盤の
不足とともに、生産施設の老朽化等から、生
産量の増大と生産費用を節減した収益性の高
い経営に結びついていない状況であった。
このため、本事業により、飼料生産基盤を

整備し飼料自給率の向上を図るとともに、家
畜保護施設等を整備し、飼養頭数の拡大及び
生産の合理化による畜産経営の安定に資する。

○概 要
関係町村：岩手県二戸郡一戸町、九戸郡九戸

村
事 業 費：1,425百万円
事業工期：平成20年度～平成24年度

（計画変更平成24年度)
受益面積：42ha
主要工事：草地造成８ha、草地整備32ha、飼

料畑造成１ha、家畜保護施設10棟
家畜排せつ物処理施設３棟 等

関連事業：なし

【位置図】

事業の概要

○経営規模の拡大（家畜飼養頭数）

生産性の高い家畜保護施設及び飼料生産
基盤等の整備により、経営規模の拡大が図ら
れ事業参加農家の家畜飼養頭数が増加して
いる。

○飼料作物の生産性の向上
飼料生産基盤の整備により、飼料作物の作付け面積
は、事業実施前と比較して大幅に増加している

（事業実施前）

（事業実施後）

生産性の高い畜舎を整備
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＜波及効果＞省力化畜産経営の普及

TMRセンター及び省力化搾乳シ
ステム（搾乳ロボット、ミルキング
パーラー、キャリロボ）導入の先
進事例として地域内外へ情報発
信。－８－



（事業実施前）
作業効率の悪い草地

（事業実施後）
作業効率のよい、生産性の高い飼料生産基盤

（事業実施後）
新たな飼料生産基盤の造成

草地畜産基盤整備事業【二戸広域第２地区】

飼料生産基盤の整備

（事業実施前）
山林原野等未利用地 －９－



〇 フリーストール牛舎＋パーラー（又は搾乳ロボット）

〇 繋ぎ牛舎＋キャリロボ

草地畜産基盤整備事業【二戸広域第２地区】

労力軽減につながる家畜保護施設
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草地畜産基盤整備事業【二戸広域第２地区】

公共牧場

〇 乳用育成牛の放牧預託

〇 牧草の供給事業
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