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農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 東北農政局

都道府県名 青森県 関係市町村名 五所川原市（旧五所川原市）
ご し よ が わ ら し

事 業 名 かんがい排水事業 地 区 名 二本柳
に ほんやなぎ

事業主体名 青森県 事業完了年度 平成24年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、五所川原市の南部、岩木川水系一級河川十川の右岸に位置し、低平地水

いわきがわ と が わ

田地帯における水稲、小麦及び大豆を主体とした土地利用型の営農が行われている。
しかし、県営浪岡川下流地区かんがい排水事業（昭和48年～同61年）で整備された

軽量鋼矢板による二面装工水路の老朽化に伴い、背面盛土が破損部から水路内へ流入
するなど、頻繁な土砂の堆積が水路の排水能力の低下並びに円滑な農地排水を困難に
するなど、農業生産上の支障が生じていた。
このため、本事業により排水路を整備することにより、農業経営の安定及び維持管

理の負担低減を図るものである。
受益面積：292ha
受益者数：318人
主要工事：排水路 4.7km
総事業費：1,066百万円
工 期：平成19年度～平成24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

本地区を含む五所川原市（本地区に近似となる大字<水野尾、唐笠柳、七ツ館、俵元、羽
野木沢、浅井>の範囲、以下「本地域」という。）の総人口について、平成17年と平成27年を
比較すると、ほぼ横ばいとなっており、９％の減少率を示す県全体と比較して人口の減少が
抑制されている。
【人口、世帯数】

区分 平成17年 平成27年 増減率
総人口 3,086人 3,093人 ０％
総世帯数 966戸 1,035戸 ７％

（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25％から平成27年の20％に減
少しているものの、平成27年の県全体の割合12％と比較して８ポイント高く、農業を主体と
する第１次産業が本地域において主要な産業として位置付けられている。
【産業別就業人口】

区分 平成17年 平成27年
割合 割合

第１次産業 376人 25％ 318人 20％
第２次産業 345人 23％ 336人 21％
第３次産業 749人 50％ 927人 57％

（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、耕地面積は11％、農家戸数は26％、農業就業人口は27

％減少、65歳以上の農業就業人口については19％減少している。
一方、農家１戸当たりの経営面積は21％増加している。
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認定農業者数は、H22年度：37人、H27年度:66人と５年間で29人増加している。

区分 平成17年 平成27年 増減率
耕地面積 579ha 518ha △11％
農家戸数 222戸 164戸 △26％
農業就業人口 436人 315人 △27％
うち65歳以上 199人 160人 △19％

戸当たり経営面積 2.61ha/戸 3.16ha/戸 21％
認定農業者数 37人 66人 78％

(259人) (855人) (230％)
（出典：農林業センサス上の販売農家、平成17年の認定農業者数については、センサス上
の数値が存在しないため、平成22年の数値を記載。）
※ 認定農業者数の括弧書きは、五所川原市全体（市調べ）

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排水路は、五所川原市南部土地改良区により、定期的な巡回及び

点検が行われるなど適切に維持管理されている。
また、水路の草刈りや非かんがい期に行う土砂上げは、本地区の農家や土地改良区の下部

組織である地区維持管理委員会により行われている。
なお、豪雨後の堆積土砂の撤去については、「国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体

制整備型）」を活用して対応している。

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
① 作付け面積
ア 米の作付け面積の拡大

本地区の作付け面積は、１ha減少すると計画した水稲（以下、「主食用米」という。）
では、作付け面積を７割まで減らしたものの、「加工用米」及び「飼料用米」といった新
規需要米の作付け拡大に伴い米全体としては14％の拡大となっている。
新規需要米拡大の背景としては、主食用米生産で培った栽培技術や機械装備等を有効活

用した経営が可能であったこと、主食用米（「つがるロマン」及び「まっしぐら」）の加
工用米需要の増大と、飼料用米多収品種「みなゆたか」（障害型耐冷性が極強）の作付け
が伸びたこととともに、水田フル活用を狙いとした交付金制度によるところが大きい。

イ 「そば」及び「小麦」からの転換
粗放的栽培が見られた「そば」及び単収が低位にあった「小麦」の面積74haについて

は、52haが他の作物へ転換し22haが残る計画としていたが、新規需要米及び「大豆」とい
った作付け面積が計画以上に拡大した作物がある一方で、計画に対して７割の「ばれいし
ょ」、同３割前後の「かぼちゃ」及び「トマト」など作付けの拡大が低調な野菜類もあっ
たことから46haが転換され28haが残存している。
直接の要因としては、前述した新規需要米の拡大の外に、「大豆」新品種の栽培技術の

確立、一定規模の「小麦」の作付けの維持によるものであるが、その背景には、水田フル
活用における戦略対象作物が農業経営上選択されているといった実態がある。

ウ 今後の作付けの見とおし
今後は、低平地水田地帯に適合した多様化した稲作等土地利用型作物の作付けの拡大が

見込まれるとともに、ＪＡによる播種・収穫用機械リースが行われている「ばれいし
ょ」、低コスト耐候性ハウス導入支援やＪＡによる選果機の導入が行われ新規就農者のニ
ーズも高い「トマト」及び直売所や地元スーパー等での取扱いが増えている「かぼちゃ」
等、野菜類においての作付けの拡大が期待されている。

② 生産額
生産額は、土地利用型作物はいずれも現況から減少し、「トマト」、「ばれいしょ」、「かぼ

ちゃ」といった野菜類は堅調に現況から増加している。特に、「ばれいしょ」については、
計画を上回る生産額となっている。
【作付面積】 （単位：ha）

事業計画（平成18年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成29年）
（平成18年）
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水稲（主食用米） 191.6 190.6 137.0
新 規 加工用米 － － 60.6
需要米 飼料用米 － － 20.2
トマト 1.8 16.0 5.5
ばれいしょ 2.8 11.8 8.3
かぼちゃ 1.8 26.0 6.4
大豆 14.1 18.9 19.7
そば 45.7 9.1 3.5
小麦 28.1 13.0 24.2

（出典：事業計画書、五所川原市南部土地改良区聞き取り）

【生産量】 （単位：ｔ）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成29年）

（平成18年）
水稲（主食用米） 1,172.6 1,166.5 837.1
新 規 加工用米 － － 370.3
需要米 飼料用米 － － 128.5
トマト 120.3 1,069.8 254.3
ばれいしょ 53.6 226.0 180.3
かぼちゃ 26.8 387.1 90.5
大豆 22.1 29.7 27.6
そば 3.7 0.7 0.7
小麦 54.2 25.1 47.9
（出典：事業計画書、五所川原市南部土地改良区聞き取り）

【生産額】 （単位：百万円）
事業計画（平成18年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成29年）

（平成18年）
水稲（主食用米） 289.6 288.1 170.8
新 規 加工用米 － － 53.7
需要米 飼料用米 － － 24.4
トマト 34.9 310.2 83.9
ばれいしょ 4.7 19.9 23.4
かぼちゃ 2.8 41.0 11.8
大豆 5.1 6.8 4.4
そば 0.9 0.2 0.1
小麦 7.8 3.6 10.0
（出典：事業計画書、五所川原市南部土地改良区聞き取り）

（２）維持管理費の節減
本事業の実施によりコンクリート３面装工となった排水路では、軽量鋼矢板に見られた腐
食箇所の頻繁な巡回や補修の必要がなくなるとともに、破損箇所に見られた背面土砂の流亡
と排水路内への堆積が解消され土砂上げ作業の大幅な軽減につながっていることから、本地
区における維持管理費は、ほぼ計画どおりに節減されている。
【維持管理費】 （単位：千円/年）

事業計画（平成18年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成29年）
（平成18年）

維持管理費 4,119 3,157 3,160

（出典:事業計画書、五所川原市南部土地改良区聞き取り）

４ 事業効果の発現状況
（１）事業の目的に関する事項
① 農業経営の安定

本事業の実施により、安定的に排水の流下が可能となったことから、降雨時における速



- 4 -

やかな外水位の低下が図られ、内水の排除及び地下水位低下への寄与などほ場の排水条件
が改善されている。
このため、降雨時における支線排水路の溢水による農地の冠水がほぼ見られなくなるな

ど、農業経営上の不安定要素が軽減されている。
具体的には、農業経営上の視点からみると、野菜類、「大豆」及び「小麦」はもちろん

のこと、稲作においても排水不良による機械作業効率の低さなど農業経営上のリスクが緩
和されている。
また、ほ場の排水条件の改善が、作業効率の向上と大型機械化体系への移行を促進し労

働生産性の向上に寄与するとともに、
・主食用米における単収の漸増
・排水対策による作土層の確保が必要となる「ばれいしょ」の単収の増加や、平成28年
頃から作付けされ始めた「つくね芋」が地域の平均単収800kgを確保している

など、土地生産生の向上にも寄与している。
加えて、主食用米並びに粗放的な栽培がみられた「そば」、単収の低位であった「小

麦」を主体とした経営形態から、「大豆」をはじめ、野菜類の作付けが着実に伸びるなど
経営の複合化に向けた取組が進められつつある。
併せて、水田フル活用に係る施策に応じて、経営体が志向する多様な稲作等をしっかり

と行うことが可能となっているなど、農業経営の安定が図られつつある。

② 維持管理費の節減
排水路の整備により、排水路の側面及び底面がコンクリート装工となったことから、腐

食損耗の激しい老朽化した軽量鋼矢板の点検及び補修費用に加え、破損箇所の水路敷法面
の補修が解消されている。
また、鋼矢板の凹凸構造及び土の水路底から、滑らかなコンクリート装工となった水路

では、底部への土砂堆積の抑制にも寄与し土砂上げ費用の節減も図られるなどにより、事
後評価時点では計画と同程度の959千円の年間維持管理費の節減が図られている。
【単収】 （単位：kg/10a）

事業計画（平成18年） 評価時点
区分

現況 計画 （平成29年）
（平成18年）

水稲（主食用米） 612 612 611
新 規 加工用米 － － 611
需要米 飼料用米 － － 636
トマト 6,684 6,684 4,623
ばれいしょ 1,916 1,916 2,172
かぼちゃ 1,489 1,489 1,415
大豆 147 147 140
そば 8 8 20
小麦 193 193 198

（出典：事業計画書、五所川原市聞き取り、農林水産省野菜生産出荷統計）

（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 老朽化や災害リスクに対応した農業水利施設の戦略的な保全管理と機能強化

本事業の実施により整備された排水路は、流下能力の構造上の優位性を確保するととも
に、大幅に軽減された維持管理体系の下において排水の流下能力を維持しうるものとなって
いる。

② 担い手の体質強化
本事業の実施による安定的な農業生産を契機に、二本柳地区内の認定農業者数は平成17年

の19人から評価時点（平成29年）の32人まで増加するとともに、認定農業者一戸当たりの経
営規模が3.5haから5.5haまで拡大するなど担い手の体質強化に貢献しており、地区関係者に
おいても排水条件の改善が担い手への農地集積の促進に寄与していることが実感されてい
る。

③ 産地収益力の向上
主食用米の単収が漸増し、新規需要米及び「大豆」といった戦略作物の作付けが拡大して

いる。
また、単価向上が見られる「ばれいしょ」・「トマト」・「かぼちゃ」等野菜類の作付け拡

大が今後見込まれる状況にある。
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さらに、地区内にある農産物直売施設及びスーパー等の需要が確保されている中で、トマ
ト契約栽培の拡大への取り組みが図られるなど、産地収益力の向上に向けた取り組みが進め
られている。
なお、現況から徐々に拡大しつつあるトマトについてみると、施設栽培農家の経営規模拡

大とともに、平成25年から30年の間において８戸の農家が新たに施設栽培を始めるなど、産
地収益力の向上にむけた取り組みが進みつつある。

（３）事業による波及的効果等
① 安全性の向上

本事業の実施前に見られた、老朽化した軽量鋼矢板の破損、矢板背面となる水路敷盛土の
排水路内への流入、盛土部の部分的陥没による危険な状態は全て解消され、施設利用上の安
全が確保されている。

② 総合学習の場の提供
本地区近隣にある市立松 島小学校では、農家の協力を得て、平成19年度より地区内の水

まつしま

田400㎡において田植えと収穫作業を行い、さらに米の袋詰めから直売所での販売までを一
貫して体験する取り組みを行っており、総合学習の場としての役割も果たしている。
また、農業農村の持つ多面的な役割の理解の促進にも寄与している。

③ 地産地消及び６次産業化への貢献等
本地区で栽培される野菜等については、自家消費を前提とする少量のものから、直売所へ

の出荷や加工業者への契約出荷を前提としたもの等様々であるが、地区内の農産物直売所で
は受益地区内で生産された少量多品目の多様な農産物が販売されており、周辺地域も含めた
スーパーなどの地場産品コーナーにも出荷されている。
また、味噌及び「かぼちゃ」を使った餅並びに小麦の焼き菓子が加工・販売されるなど、

地産地消が進められる中で６次産業化に向けた取り組みの推進にも貢献している。
なお、地産地消の取り組みのなかで消費者や民間企業においても地域農業への理解が深め

られることにより、青森県が推進する環境公共 への理解と参画への寄与も期待されてい※

る。
※ 青森県が全国に誇る農林水産業と農山漁村の環境を次世代に継承していくものとし
て農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備にかかる公共事業の概念と
して定めたもの。（平成20年2月20日策定）
具体的には、農山漁村において、自立した農林水産業が営まれ、地域コミュニティ

が存続することによって、豊かな自然や美しい景観、伝統的な風習・文化などかけが
えのない地域資源を将来に引き継いでいくことが可能となることを踏まえた「農林水
産業を支えることは地域の環境を守ることにつながる」との考え方によるものであ
る。

④ 周辺地域における農業生産基盤整備の啓発・推進
本事業により整備した排水路の上流に接する広田堰土地改良区の範囲は、区画が不整形で

用排水路が土水路となっており、農業生産基盤が未整備の状況にある。
当該土地改良区の担い手農家が、用水、排水及び区画の条件が整った本地区の営農及び施

設維持管理等の状況を見たことにより、排水をはじめとする農業生産基盤の整備に向けたほ
場整備への取り組み意欲を高めており、農業生産基盤の概成を果たした本事業が周辺地域に
おける基盤整備の啓発・推進にも寄与している。

（４）事後評価時点における費用対効果分析の結果
妥当投資額 2,272百万円
総事業費 1,139百万円
投資効率 1.99

（注）投資効率方式により算定。

５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境

本事業により、排水路沿いの管理用道路に転落防止柵を設置したことで、維持管理業務時
の安全確保のみならず、周辺住民の散歩やランニング等の際の安全性が向上している。

（２）自然環境
① 環境配慮機能の発揮

本事業実施前の排水路及びその周辺には、特に希少とされた動植物は確認されなかったも
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のの、市田園環境マスタープランに示す「多様な動植物が生息・生育する環境配慮区域」に
本地区が含まれていたことから、青森県において後述する地元協議会への参画・調整の結果
を踏まえ「生態系への配慮をすべきとした区間」を定めた上で当該区間を環境配慮型水路と
して整備した。
その結果、事業実施後も事業前と変わらない種類の魚類が生息するなど動植物の多様性が

確認され、当該区間の排水路に付加された環境配慮機能の継続的発揮が期待されている。

② 環境教育の場
本事業により整備した排水路へと接続する支線排水路では、二本柳地区環境公共推進協議

会により、平成18年から市立松島小学校など近隣小学校から低学年児童の参加を得て、子供
たちと生き物調査を実施しており、モツゴなどの数多くの在来種とともに、アメリカザリガ
ニやブラックバスなど外来種も確認されている。
さらに、地域住民、子供会を主体とする環境公共協議会を平成18年に立ち上げ、水野尾集

落の子供会や、はるにれ町内会と協力して、
・６月前後の花の植栽
・年２回の町内会に隣接する排水路付近の草刈り
・はるにれ町内会子供会による田んぼの生き物観察
といった活動を毎年行うなど、本事業により整備した排水路及び支線排水路並びに周辺農地
や農道も含め環境教育の場としての役割を果たしている。

６ 今後の課題等
低平地水田地帯にある本地区においては、相対的に排水条件が不利な農地も存在することに

留意した土地利用とすることが重要である。
具体的には、地区内において、稲作を継続的に行っていくことが適当な区域においては、今

後とも稲作の振興を図る。
また、土地利用型畑作物の振興及び、野菜類の作付拡大に供するよう、水田フル活用にかか

る支援施策と調整を図りつつ、生産性を維持するための作付け農地のローテーションを計画的
に進めていくことが重要である。
その上で、地区農業の担い手の主体となっている個別経営体においては、経営規模の拡大、

経営の複合化、労働力の確保による農業生産の維持に取り組むとともに、法人化の推進に際し
ては関係機関が連携して効率的な経営や雇用環境の整備も視野に入れて進めていくことが必要
である。
併せて、経営体における将来展望の裏付けとなる、直売所及び近隣小売店における地消の拡

大及び地域企業との連携並びに新規契約出荷先の確保など、安定的な需要の創出を図ることが
重要である。
また、整備された排水路の管理においては、五所川原市南部土地改良区を主体として地区農

家等の参画、多面的支払い交付金の活用の下で良好に継続していくことが必要である。
その際には、自然環境への配慮なども含めた当該施設の果たす役割を農家をはじめとする地

域住民にＰＲし、地域資産としての認識を深めていただくなど保全管理が地域の取組として強
化されることが重要である。

事 後 評 価 結 果 本事業の実施により、排水条件が改善され、米の作付けの拡大及
び単収の漸増が図られている。
また、「大豆」及び「小麦」の作付けが拡大するとともに野菜類
の作付けの拡大が期待されるなど、施策に応じた多様な稲作等の
展開とともに、地域農業の複合化が進められており、農業経営の
安定が図られつつある。
加えて、排水路の改良による維持管理費の節減といった事業効果
が発現している。
自然環境としては、事業実施後においても動植物の多様性が確認
され、環境配慮機能の継続的発揮とともに、周辺住民の生き物調
査への参画を通じて環境教育や地域資産意識の共有に取り組んで
いる。
今後は、低平地水田地帯に適した稲作の振興を図りつつ、土地利
用型畑作物の振興及び、野菜類の作付拡大を図る土地利用を推進
していく必要がある。
その上で、担い手の経営基盤の強化並びに法人化を関係機関が連

携して進めることが重要である。
施設の維持管理においては、現在の地域参画の下での取組を強化

するため、住民に対する一層の意識啓発が必要である。



- 7 -

第 三 者 の 意 見



かんがい排水事業 二本柳地区 概要図

計　　　画　　　　概　　　　要

着工～完了 受益

面積

水田 畑 その他 計

H19～H24 291.7ha 291.7ha

関係市町村  五所川原市

26年度 27年度以降

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

総事業費 24年度まで 25年度

受益戸数 318戸 10a当り事業費 365千円

事

業

費
1,066 1,066

事業目的
  排水路を整備することにより、農業経営の安定及び

  維持管理の低減を図る。

主要作物   水稲、大豆、そば、小麦、とまと、ばれいしょ、かぼちゃ

主       要       工       事

農業用用排水施設 排水路工 L=4,744m

事業実施前

環境配慮型

事業実施後

-
8
  -
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二本柳地区の事業の効用に関する説明資料 

事業名 かんがい排水事業 都道府県名 青森県 地区名 二本柳 

１．地区の概要 

① 関係市町村：青森県五所川原市（旧五所川原市） 
② 受益面積：292ha 
③ 主要工事：排水路 4.7km 
④ 事業費：1,066 百万円 
⑤ 事業期間：平成 19 年度～平成 24 年度 
⑥ 関連事業：なし 
 

２．投資効率の算定 

（単位：千円） 
区分 算定式 数値 備考 

総事業費 ① 1,138,809  
年総効果額 ② 131,982  
廃用損失額 ③ － 廃止する施設の残存価値 
総合耐用年数 ④ 32 年 当該事業の耐用年数 
還元率×（1＋建
設利息率） 

⑤ 0.0581 総合耐用年数に応じ、年総効果額から
妥当投資額を算定するための係数 

妥当投資額 ⑥＝②÷⑤－③ 2,271,756  
投資効率 ⑦＝⑥÷① 1.99  
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３．年総効果額の総括 
（単位：千円） 

区分 
効果項目 

年総効果額 効果の要因 

農業生産向上効果   
 作物生産効果 46,826 排水施設の整備に伴う排水改良により農作物の

生産量が増減する効果 
農業経営向上効果   
 維持管理費節減効果 1,542 施設の整備により維持管理費が増減する効果 
生産基盤保全効果   
 更新効果 68,939 施設の整備により現況施設の機能及び従前の農

業生産が維持される効果 
生活環境整備効果   
 安全性向上効果 3,751 既設施設の整備に併せ安全施設を設置すること

により施設の安全性が向上する効果 
景観保全効果   
 水辺環境整備効果 2,136 施設整備に当たり周辺環境と調和した整備をす

ることで施設周辺の水辺環境が保全・創造され
る効果 

その他の効果   
 国産農産物安定供給効果 8,795 排水施設の整備により農業生産性の向上や営農

条件等の改善が図られ、国産農産物の安定供給
に寄与する効果 

計 131,989  
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４．効果額の算定方法 

（１）作物生産効果 

○効果の考え方 
排水施設の整備に伴う排水改良により農作物の生産量が増減する効果。 

 
○対象作物 

水稲、トマト、ばれいしょ、かぼちゃ、大豆、そば、小麦 
 
○年効果額算定式 

年効果額＝生産増減量（評価時点の農作物の生産量―事業実施前の現況における農作物の生産量）
×生産物単価×純益率 

 
○年効果額の算定 

 
・農作物生産量 ：現況の農産物生産量は、計画時点の二本柳土地改良事業計画書等に記載された諸

元を基に算定。評価時点の農作物生産量は、農林水産統計等による最近年の平均単
収を基に算定。 

・生産物単価 ：関係 JA 聞き取りによる最近５か年の販売価格に消費者物価指数を反映した価格。 
・純益率   ：「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について」による標準値を使用。 

現況
評価
時点

増減

① ② ③＝②－① ④ ⑤＝③×④ ⑥ ⑦＝⑤×⑥
千円/ｔ 千円 ％ 千円

作付減 1,170.7 837.1 △ 333.6 204 △ 68,054 0 0

単収減 838.4 837.1 △ 1.3 204 △ 265 0 0

作付減 0.0 370.3 370.3 145 53,694 0 0

単収増 0.0 370.3 370.3 145 53,694 68 36,512

作付減 0.0 128.5 128.5 23 2,956 0 0

単収増 0.0 128.5 128.5 23 2,956 0 0

作付増 83.2 254.3 171.1 330 56,463 9 5,082

単収減 367.6 254.3 △ 113.3 330 △ 37,389 0 0

作付増 60.8 180.3 119.5 130 15,535 15 2,330

単収増 159.0 180.3 21.3 130 2,769 82 2,271

作付増 25.5 90.6 65.1 130 8,463 9 762

単収増 95.4 90.6 △ 4.8 130 △ 624 0 0

作付増 19.7 27.6 7.9 161 1,272 0 0

単収減 29.0 27.6 △ 1.4 161 △ 225 0 0

作付減 3.7 0.3 △ 3.4 120 △ 408 48 △ 196

単収増 0.3 0.7 0.4 120 48 85 41

作付減 54.2 46.7 △ 7.5 208 △ 248 0 0

単収増 46.7 47.9 1.2 208 40 61 24

合計 46,826

年効果額

かぼちゃ

大豆

ばれいしょ

生産物
単価

増加
粗収益

作物名
効果
要因

水稲(主食)

トマト

そば

小麦

水稲(加工)

水稲(飼料)

農産物生産量（ｔ）
純益率
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２）維持管理費節減効果 

○効果の考え方 
施設の整備により、施設の維持管理費が増減する効果。 

 
○対象施設 

排水路 
 
○効果算定式 

年効果額＝事業実施前の現況維持管理費－評価時点の維持管理費 
 
○年効果額の算定 

事業実施前の現況維持管理費 
① 

評価時点の維持管理費 
② 

年効果額 
③＝①－② 

千円 
4,702 

千円 
3,160 

千円 
1,542 

 
・事業実施前の現況維持管理費 ：計画時点の二本柳土地改良事業計画書等に記載された現況の維持

管理費を基に算定。 
・評価時点の維持管理費 ：施設の実績維持管理費を基に算定。 
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（３）更新効果 

○効果の考え方 
施設の整備により、現況施設の機能及び従前の農業生産が維持される効果。 

 
○対象施設 

排水路 
 
○効果算定式 

年効果額＝最経済的事業費×還元率 
 
○年効果額の算定 

対象施設 最経済的事業費 
① 

還元率 
② 

年効果額 
③＝①×② 

備考 

排水路 千円 
1,050,902 

 
0.0656 

千円 
68,939 

残耐用年数 24 年 
 

計   68,939  

・最経済的事業費 ：現況施設と同じ機能を有する施設を再建設する場合の事業費。 
・還元率 ：施設が有している総効果額を耐用年数期間における年効果額に換算するための係数。 
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（４）安全性向上効果 

○効果の考え方 
既設の施設の整備に併せ安全施設を設置することにより、事故等が未然に防止され安全性が向上

する効果。 
 
○算定対象 

排水路（転落防止柵） 
 
○効果算定式 

年効果額＝（安全性確保投資額×還元率）－維持管理費 
 
○年効果額の算定 

対象施設 安全性確保 
投資額 

① 

還元率 
 

② 

維持管理費 
 

③ 

年効果額 
 

④＝①×②－③ 

備考 

排水路 
(転落防止柵) 

千円 
13,615 

 
0.2755 

千円 
－ 

千円 
3,751 

残耐用年数 4 年 

計  
 

  千円 
3,751 

 

・安全性確保投資額 ：計画時点の二本柳土地改良事業計画書等に記載された各種諸元を基に安全性
を確保するために必要な施設の設置に伴う追加投資額を算定。 

・還元率 ：施設が有している総効果額を耐用年数期間における年効果額に換算するための係数。 
・維持管理費 ：施設の管理団体からの聞き取りによる維持管理費用の実績等を基に算定。 
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（５）水辺環境整備効果 

○効果の考え方 
施設の整備に当たり、周辺環境と調和した整備をすることによって施設周辺の水辺環境が保全さ

れる効果。 
 
○対象施設 

排水路 
 
○効果算定式 

年効果額＝環境に配慮した機能を付加するために要する追加投資額×還元率 
 
○年効果額の算定 

対象施設 投資額 
① 

還元率 
② 

年効果額 
③＝①×② 

備考 

排水路 千円 
32,567 

 
0.0656 

千円 
2,136 

残耐用年数 24 年 

計  
 

 
 

千円 
2,136 

 

・投資額 ：環境に配慮した機能を付加するために要する追加投資に係わる経費を算定。 
・還元率 ：施設が有している総効果額を耐用年数期間における年効果額に換算するための係数。 
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（６）国産農産物安定供給効果 
○効果の考え方 

排水施設等の整備による水利条件の改良等に伴い、維持・向上するとみなされる国産農産物の安定
供給に対して国民が感じる安心感の効果。 
 
○対象作物 

水稲、トマト、ばれいしょ、かぼちゃ、大豆、そば、小麦 
 
○年効果額算定式 

年効果額＝年増加粗収益額×単位食料生産額当たり効果額（原単位） 
 
○年効果額の算定 

増加粗収益額 
 
 

① 

単位食料生産額当たり効果額 
（効果額/食糧生産額） 

 
② 

当該土地改良事業
における効果額 

 
③＝①×② 

備考 

千円 
90,674 

円／千円 
97 

千円 
8,795 

 

・増加粗収益額 ：作物生産効果の算定過程で整理した作物生産量を基に算定。 
・単位食料生産額当たり効果額 ：『「国産農産物安定供給効果」について（平成 27 年 3 月 27 日付

け農村振興局整備部長通知）』で定められた「97 円／千円」を使用。 
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５．評価に使用した資料 
【共通】 
・農林水産省構造改善局計画部監修（1988）「[改訂]解説土地改良の経済効果」大成出版社 
・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成 19 年 3 月 28 日農林水産省農村振

興局企画部長通知）（平成 30 年 3 月 28 日一部改正） 
・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（平成 30 年 3 月 28 日付け農村振興局

整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡） 
 
【費用】 
・費用算定に必要な各種諸元については、青森県農林水産部農村整備課調べ 
 
【便益】 
・青森県（平成 18 年）「二本柳地区土地改良事業計画書」 
・東北農政局「農林水産統計年報（農林編）」 
・農林水産省大臣官房統計部（平成 27 年）「農林業センサス」 
・「国産農産物安定供給効果」について（平成 27 年 3 月 27 日付け農村振興局整備部長通知） 
・便益算定に必要な各種諸元については、青森県農林水産部農村整備課調べ 
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農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 東北農政局

都道府県名 岩手県 関係市町村名 二戸郡 一 戸町、九戸郡九戸
にの へ ぐんいちの へ まち くの へ ぐんくの へ

村
むら

事 業 名 草地畜産基盤整備事業 地 区 名 二戸広域第２
にの へ こういきだい に

（戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業）

事業主体名 （公社）岩手県農業公社 事業完了年度 平成24年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、岩手県の北部に位置し、古くから畜産と野菜の生産が盛んな地域であ

る。酪農及び肉用牛生産は、飼養頭数、産出額において県内有数の地位にあり地域
農業の振興上重要な役割を担っている。しかし、本地区の畜産における生産基盤整
備の遅れと飼料生産基盤の不足から規模拡大が図れず、経営の低コスト化が図られ
ていない状況にあった。このため、本事業により、飼料生産基盤の整備及び農業用
施設の整備を一体的に行い、大規模経営による経営の安定と低コスト化を図る。

受益面積：42ha
受益者数：17人
主要工事：草地造成８ha、草地整備32ha、飼料畑造成１ha、家畜保護施設整備10棟、家畜排せ

つ物処理施設３棟
総事業費：1,425百万円
工 期：平成20年度～平成24年度（計画変更：平成24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

本地区を含む一戸町及び九戸村（以下「本地域」という。）の総人口は、平成17年と平成
27年を比較すると17％低下し、県全体の減少率8％を上回っている。

【人口、世帯数】
区分 平成17年 平成27年 増減率

総人口 22,523人 18,784人 △17％
総世帯数 7,453戸 6,834 戸 △8％

（出典：国勢調査）

本地域の産業別就業人口は、第１次産業の割合が平成17年の28％から平成27年は24％に
減少しているものの、１次産業が依然として基幹産業となっている。

【産業別就業人口】
区分 平成17年 平成27年

割合 割合
第１次産業 3,259人 28％ 2,225人 24％
第２次産業 3,193人 28％ 2,307人 25％
第３次産業 5,042人 44％ 4,638人 51％

（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21％、農家戸数は23％、農業就

業人口は38％減少しており、65歳以上の農業就業人口についても38％減少している。
一方、農家１戸当たりの経営面積は３％増加している。
認定農業者数は本地域の農家戸数が減少する中、維持が図られている。
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区分 平成17年 平成27年 増減率
耕地面積 3,505ha 2,737ha △22％
農家戸数 1,892戸 1,268戸 △33％
農業就業人口 3,544人 2,189人 △38％
うち65歳以上 1,099人 679人 △38％

戸当たり経営面積 185a/戸 220a/戸 19％
認定農業者数 395人 395人 0％
（出典：農林業センサス、認定農業者数は岩手県調べ）
注：認定農業者数以外は販売農家の値。

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草地及び飼料畑は、事業参加者による適切な肥培管理の下、畜産

経営上不可欠な飼料生産基盤として適切に維持管理されている。また、家畜保護施設等の農
業用施設についても、事業参加者により効率的に運営され、適切に維持管理されている。
（出典：（公社）岩手県農業公社より聞き取り）

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
① 作付面積

牧草及び飼料作物のいずれにおいても、本事業を契機に事業参加農家や公共牧場におい
て、飼料生産基盤の強化や離農跡地の集積等を進めた結果、合計で25％、牧草では41％計
画を上回っている。

【事業参加者の作付面積】 （単位：ha）
事業計画（平成24年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成29年）

（平成18年）
牧草 250 323 454
飼料作物 120 246 258
合計 370 569 712

（出典：事業計画書(最終計画）、九戸村、一戸町聞き取り）

② 飼養頭数
事業参加者の飼養頭数は、全体では計画を上回っているが、畜種別に見ると、乳用牛の
飼養頭数は堅調に増加している一方、肉用牛の飼養頭数は、現況からは増加しているもの
の計画には至っていない。
これは、性判別受精卵の活用等受精卵移植技術が普及段階に移行し、乳用育成牛の確保
や乳用牛を借り腹とした肉用子牛生産が効率的にできるようになったことにより、当初計
画していた繁殖雌牛の飼養計画の見直しが行われたこと等によるものである。

【事業参加者の飼養頭数】 （単位：頭)
事業計画（平成24年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成29年）

（平成18年）
肉用牛 905 1,286 1,009
乳 用 牛（う 1,698 2,640 2,827
ち経産牛） (1,205) (1,865) (2,023)
（出典：事業計画書(最終計画）、九戸村、一戸町聞き取り）

（２）営農経費の節減
① 労働時間の節減と生産費の抑制

本事業の実施により、整備された飼料生産基盤を最大限活用した牧草及び飼料作物の
生産が行われ、購入粗飼料から自給飼料への転換が推進されるとともに、本事業を契機
とした機械化体系の下での効率的な飼料生産と相まって飼料収穫作業体系の効率化が図
られた結果、自給飼料の生産費は抑制されている。
肥育経営では、肥育期間の短縮化や自家育成に取り組んだ結果、生産費（全体）は、

現況の80万円弱から70万円中盤になるとした計画を大きく下回る50万円強まで低減され
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ている。
酪農経営では、家畜保護施設等農業用施設の整備とともに、搾乳ロボットやミルキン

グパーラー、キャリロボを導入し、搾乳に係る労働時間の短縮及び労働の負担の低減に
もつながっている。
さらに、配合飼料価格や初妊牛（初めて妊娠し分娩前の牛）価格が平成18年に比べ上

昇しており、生産費（全体）は平成18年の70円/kgから平成29年は101円/kgと増加傾向に
あることから、地域での耕畜連携による飼料用米活用の取組や、乳用後継牛の自家育成
を増やす取組等コスト低減に向けた取組が始まっている。

※搾乳ロボット：入室してきた乳牛の搾乳を機械で行うBOX型のロボット。
※ミルキングパーラー：１カ所に牛を集めて搾乳を行う施設。搾乳作業を立った状態で

行え、人の移動も少なくなることから搾乳時間、労働の質も改
善される。

※キャリロボ：レールを用いて搾乳ユニットを自動で搬送するシステム。

【生産費】 （単位：円/kg）
事業計画（平成24年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成29年）

（平成18年）
生乳生産費 70 69 101
肥育牛生産費 － － －
（出典:事業計画書（最終計画）、九戸村、一戸町聞き取り）
※生産費には事業計画上の整理に準じて家族労働費を含めていない。

（３）畜産物の価格
計画段階の畜産物販売価格は現状程度を見込んでいたが、生乳販売価格、肥育牛販売価

格が上昇し計画を上回っている。

【畜産物販売価格】 （単位：円／kg、円／頭）
事業計画（平成24年） 評価時点

区分
現況 計画 （平成29年）

（平成18年）
生乳 80.6 80.6 110
肥育牛 550,000 650,000 800,000
（出典:事業計画書（最終計画）、九戸村、一戸町聞き取り）

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が整備されたこと、その後に農地の集積が図られたこと、ラ
イ麦とデントコーンの二毛作の取組等により、牧草及び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、安定的に良質な飼料の供給が可能となったため、
酪農経営においては事業参加者の１戸当たり飼養頭数が増加しており、生乳生産量も増加
している。

【飼料作物及び畜産物の生産量】 （単位:ｔ,頭）
事業計画時現況 評価時点

区分
（平成18年） （平成29年）

牧草 6,751 17,530
飼料作物 5,402 11,574
生乳 9,038 20,278
肥育牛 532 450
（出典:事業計画書（最終計画）、九戸村、一戸町聞き取り）

② 飼料自給率の向上
本事業による草地・飼料畑の造成・整備に加え、事業実施後の草地及び飼料畑の集積、
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ライ麦とデントコーンの二毛作の取組等により、自給粗飼料の増加や品質向上が図られ、
飼料自給率も向上している。
また、ＴＭＲセンターでは、本事業により効率的な飼料収穫・調製体系が整備されたこと

により、事業実施後の飼料畑の集積が図られ、自給率の向上に繋がっている。

※ TMR（total mixed rations:混合飼料）：家畜の養分要求量に合うように粗飼料、濃厚
飼料、ミネラル、ビタミンなどをすべて混合し、自動給餌させる方式。
TMRは一般的に、乳量が多くなる、乳脂肪率が高くなる、消化障害が少ないと言われて

いる。

【事業参加者全体の飼料自給率】 （単位：％）
区分 事業計画時現況 評価時点

（平成18年） （平成29年）
飼料自給率 22.8 43.9
（出典：事業計画書(最終計画)、岩手県調べ）

③ 担い手農家の育成
飼料生産基盤整備及び家畜保護施設等農業用施設の整備により、自給飼料生産基盤に立
脚した持続的な畜産経営が可能となったことで、本事業参加者に占める認定農業者数が事
業実施前の６名から８名に増加しており、本地区における持続的な畜産経営の実現に向け
た担い手の確保につながっている。
また、法人化されている事業参加者においては、意欲ある若い従業員の確保を進めるな
ど、次代への継承に向けた担い手の育成にも取り組まれている。

【事業参加者の認定農業者数】 （単位：人）
区分 事業計画時現況 評価時点

（平成18年） （平成29年）
認定農業者数 6 8
（出典：岩手県調べ）

（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

岩手県の酪農経営における１戸当たり飼料作物作付面積は14.1haと都府県平均（7.9ha）
に比べ飼料作物作付面積が確保されている地域である（平成30年畜産統計）。このような地
域の中にあって、本地区では、飼料基盤の整備等を契機に、事業参加者への更なる農地の
集積が進んでおり、参加農家１戸当たりの飼料作付面積が増加し、規模拡大による酪農経
営の体質強化が図られている。

【事業参加者１経営体当たりの飼料作付面積】 （単位：ha）
事業計画時現況 評価時点

区分 （平成18年） （平成29年）
事業参加者１
経営体当りの 24.4 57.8
飼料作付面積
（出典:事業計画書（最終計画）、九戸村、一戸町聞き取り）

（３）事業による波及的効果等
本事業により事業参加者の経営規模拡大が図られ、作業の分業化が進んでおり、コント

ラクター等の外部支援組織の育成にも寄与している。
本地区の事業参加者であるＴＭＲセンターの取組を参考事例として、当該地区内で新た
なTMRセンター設立の機運の高まりが見られる。
本事業により、搾乳ロボット等の新たな搾乳システムの導入を図った事業参加者もおり、

労力の軽減や乳量の増加（ロボットの場合、導入前１日２回搾乳→導入後１日３回搾乳が可
能となる。）等の効果から、事業実施後、他地域での導入も見られる。
法人化されている事業参加者においては、意欲ある若い従業員の確保が進められており、

地域の就業機会の確保にも寄与している。
生産された堆肥は牧草地等への還元のほか、地域の耕種園芸農家（レタス、アスパラガス

等）へ供給され、資源循環の取組が行われている。
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（４）事後評価時点における費用対効果分析の結果
妥当投資額 2,204百万円
総事業費 1,482百万円
投資効率 1.48

（注）投資効率方式により算定。

５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境

家畜排せつ物処理施設の整備を行い、家畜ふん尿の堆肥化等適切な処理が行われている
ことから、悪臭の発生が抑制されている。

（２）自然環境
事業実施後、地域の離農跡地の集積等により、新たに飼料作物12ha、牧草地90haが確保

されており、これらの耕作放棄地化を防止したことにより、農村景観が保全されている。

６ 今後の課題等
本事業の実施を契機に、事業参加者への農地の利用集積は進んでいるものの、１経営体当

たりの農地は点在していることから、農地の面的集積・大区画化による自給飼料生産のより一
層の効率化・低コスト化が課題となっている。
また、本事業の事業参加者である公共牧場（一戸町）は、家畜の夏期放牧及び自給飼料の

供給等により、地域の畜産農家の労働負担の低減と飼養頭数の維持拡大に大きな役割を担っ
ており、今後より一層の労働負担の低減及び規模拡大を図っていくためには公共牧場の有効
活用が必要となる。
公共牧場の利用草地面積は現在191haと事業実施前（150ha）に比べて拡大している一方、

子牛価格の高騰等により預託頭数は減少傾向にあり、今後、預託頭数の回復が課題となってい
る。なお、余剰牧草は地域の畜産農家へ販売するなど、効率的な利用は図られている。
このことから、畜産農家への一層の活用促進に向けた理解醸成とサービス向上に向けた検

討が必要である。
今後、畜産物生産のより一層の生産工程の効率化や、安全性確保を図るために、農場HACCP

やGAPの取組を推進していく必要がある。

事 後 評 価 結 果 本事業により、飼料生産基盤及び農業用施設が整備され、事業参
加者の規模拡大や労働時間、労働の負担の低減が図られている。加
えて、事業実施を契機として、離農跡地の集積、ライ麦とデントコ
ーンの二毛作の取組等が進められており、飼料自給率の向上が図ら
れている。
また、生乳等の畜産物の生産量が増加しており、畜産物の安定供給
に繋がっている。

第 三 者 の 意 見



草地畜産基盤整備事業 二戸広域第２地区 概要図

-
2
3
 -



（別紙様式３）

１．地区の概要
（１）地 域 ：岩手県二戸郡一戸町、九戸郡九戸村

（２）受 益 面 積 ：４２ha

（３）主 要 工 事

（４）総 事 業 費 ：1,425百万円

（５）事 業 期 間 ：平成20年度～平成24年度（計画変更：平成24年度）

（６）関 連 事 業 ：なし

２．投資効率の算定

総事業費

年総効果額

廃用損失額 廃止する施設の残存価値

総合耐用年数 13年 当該事業の耐用年数

妥当投資額

投資効率

３．年総効果額の総括

区分

効果項目

農業生産向上効果

作物生産効果

環境改善効果

畜産環境の保全・向上効果

廃用損失額

二戸広域第２地区の事業の効用に関する説明資料

年総効果額

2,204,237

②

③

④

①

：草地造成8ha、草地整備32ha、飼料は他造成1ha、家畜保護施設整備10棟、家
畜排せつ物処理施設3棟

還元率×(1+建設利息率)

計 226,375

区　　　　　　　分

総合耐用年数に応じ、年総効果額から妥当
投資額を算定するための係数（T=4年）

備　　　考

1.48

算定式

17,300

17,300

効 果 の 要 因

（ 千 円 ）

209,075

209,075 草地の造成・整備、家畜保護施設の整備等により
飼料作物及び畜産物の生産量が増加する効果

家畜排せつ物処理施設の整備等により環境が改善
される効果。

0

数値（千円）

1,482,374

226,375

0

0.1027

⑦＝⑥÷①

⑤

⑥＝②÷⑤－③

－２４－



４．効果額の算定方法

（１）作物生産効果

○効果の考え方

○対象作物
　牛乳、肉用牛、飼料作物

○年効果額算定式

○年効果額の算定
①牛乳・肉用牛

年効果額

（千円）
③=①-②

事業実施前 1,622,115 1,328,535 293,580

事業実施後 2,917,264 2,446,713 470,551

差額 176,971

②飼料作物

年効果額

（千円）
⑤=③-④

飼料作物 作付増 70,097 37,993 32,104

計 32,104

209,075

　草地の造成・整備、家畜保護施設の整備等により飼料作物及び畜産物の生産量が増加
する効果。

作物名

　年効果額＝増加粗収益－年経費（又は×純益率）

牛乳・及
び肉用牛

合計①＋②

粗収益① 年経費②

作物名 増加粗収益③ 年経費④

－２５－



（２）畜産環境改善効果

○効果の考え方

手法Ａ

手法Ｂ

手法Ｃ

手法Ａ
⑰=⑪-⑯ 83,338 千円

手法Ｂ
⑳=⑥＋⑩＋⑲ 164,657 千円

手法Ｃ
環境関係事業費 ① 143,808 千円
還元率×(1+建設利息率) ② 0.1203
年総効果額 ③=①×② 17,300 千円

　手法Ａ～Ｃにより算定を行い、最も投資効率の小さい手法を採用。

処理施設の整備により畜産環境が改善され、畜産経営が継続されることによる生産額の維持額及び処理施
設で生産される堆肥等が供給される効果。

処理施設の整備に代わる他の方法により処理する場合に必要となる費用。

処理施設の整備による経営の継続を選択する以上、事業効果は事業費を償うと解釈し、処理施設等の事業
費に総合耐用年数に応じた還元率を乗じて得た額。

年総効果額

年総効果額
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５．評価に使用した資料

【共通】

【費用】

【便益】

・便益算定に必要な各種諸元については、岩手県農林水産部部畜産課調べ（平成29
年度）

・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年３月28日農林
水産省農村振興局企画部長通知（平成30年３月28日一部改正））

・費用算定に必要な各種諸元については、岩手県農林水産部畜産課調べ（平成29年
度）

・岩手県（平成24年10月）「戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業実施計画書」

・草地開発整備事業計画設計基準（平成26年2月21日農林水産省生産局長通知）
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