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山形農山漁村元気再生計画

平成２２年度　～　平成２６年度　（５年間）

　

　

そのほか関連する事業
（Ｄ４）

 2,232 百万円 Ｂ４

　－　 百万円

　－　 百万円 Ｃ４ 　－　 百万円

合計
（A+B+C+D）

 7,864 百万円

Ａ：基幹事業
Ｂ：関連事業
Ｃ：効果促進事業
Ｄ：そのほか関連する事業

４．農業集落排水施設整
備計画

合計
（A+B+C+D）

 3,115 百万円 Ａ４

　 464 百万円

　－　 百万円 Ｃ３
そのほか関連する事業

（Ｄ３）
3,482 百万円

　－　 百万円
そのほか関連する事業

（Ｄ２）
1,442 百万円

　883 百万円

３．安全安心な地域社会
形成支援計画

Ｂ２

Ａ３  4,382 百万円 Ｂ３

　－　 百万円 Ｃ２

山形県、鶴岡市、酒田市、寒河江市、尾花沢市、南陽市、西川町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大
蔵村、鮭川村、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、山形県土地改良事業団体連合会、（財）やまがた農業支
援センター、村山市西部土地改良区、村山東根土地改良区、村山北部土地改良区、寒河江川土地改良区、上
山市土地改良区、最上川中流土地改良区、富並川伊蔵堰土地改良区、天童土地改良区、東根市土地改良区、
西川町土地改良区、新庄土地改良区、戸沢村土地改良区、舟形町土地改良区、米沢平野土地改良区、白川土
地改良区、野川土地改良区、白鷹町土地改良区、西郷土地改良区、最上川土地改良区、庄内赤川土地改良
区、日向川土地改良区、やまがた農業協同組合、ＪＡ山形おきたま

１．農業用水を安定確保する水利施設の整備
　　ストックマネジメント等の施策により、農業水利施設への安定的な用水供給機能等を確保し、食料供給基地やまがたの食料供給力の強化を図る。
２．農業の持続性を確保する農地基盤の整備
　　持続的な農業の発展を支える競争力の高い経営体の育成・支援及び優良農用地の維持保全を推進すると共に、農産物の円滑な流通を図る農道整備を実施し、“食料供給基地やまがた”の足腰の強化を図る。
３．安心安全な地域社会形成のための施設整備
　　老朽化した農業用ため池や山腹水路等の農業施設の計画的な防災対策と併せ、減災の観点から農業災害の防止による安全・安心な地域社会の形成へ貢献する。
４．農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備
　　農業集落排水施設の新設及び更新により快適な暮らしを支える環境整備の推進を図る。

１．農業用水を安定確保する水利施設の整備
　1-1 農業水利施設の補修・更新により、安定的な用水供給面積を本来供給している7,562.1haに復元する。また、突発的な事故に対し応急的な対策を行い、農地等への被害防止・回復を図る。
　1-2 幹線排水路の改修により地下水低下を図り、汎用耕地71.6haを確保する。
　1-3 農業水利施設に小水力発電施設１ヶ所を整備し、再生可能エネルギーの活用を促進する。
２．農業の持続性を確保する農地基盤の整備
　2-1 区画整理実施エリアにおいて、担い手への面的集積を575.4ha(H22時点)から927.8ha（H26）に352.4ha増大させる。また、担い手への農地集積を促進するため、区画整理15地区を含む計22地区で土地利用調整
の取組を進める。
　　　あわせて、地域の実情に応じた迅速かつきめ細やかな農地・農業水利施設等の整備を18地区行う。
　2-2 整備実施エリアにおいて、耕作放棄地面積を当該事業の実施により9.8ha(H22時点)から9.5ha（H26）に減少させる。
　2-3 農道の整備により円滑な農産物流通が可能となる農地面積を1,395ha確保する。
　2-4 通作条件が改善される農地面積を0ha(H22時点)から57.2ha（H26）に増大させる。
　2-5 平成23年度以降の計画的な事業実施を図るために、新規着手を予定している農地基盤の整備に係る事業38箇所の計画を策定する。
　2-6 ほ場整備事業による生産基盤と農業用機械・施設を一体的に整備するとともに暗渠排水等の排水対策の強化を行うことにより畑作園芸作物等の作付面積を320.6ha確保する。
　2-7 草地造成改良及び家畜保護施設等の整備により、飼料自給率の向上及び畜産経営の低コスト化と規模拡大を図り、公共牧場の周年預託頭数を0頭（H22時点）から200頭(H26)に増加させる。
３．安心安全な地域社会形成のための施設整備
　3-1 防災・減災対策により、1,798.7haの被害想定面積の解消を図る。
　3-2 石綿管の撤去・更新により、石綿に起因する影響を未然に防止し、安定的な用水供給面積を2.4ha増大する。
　3-3 平成23年度以降の計画的な事業実施を図るために、新規着手を予定している農村災害対策整備事業等15箇所の計画を策定する。
　3-4 水利施設統合により水利施設12カ所を撤去し、農業用水管理の適正化を図る。
４．農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備
　4-1 農業集落排水施設の新設及び更新により、5地区で処理水質をBOD20mg/l以下かつSS50mg/l以下に抑える。
　4-2 平成25年度以降の計画的な事業実施を図るために、農業集落排水事業7箇所の調査・診断業務を行う。

１．水利施設整備計画
合計

（A+B+C+D）
 9,521 百万円 Ａ１  9,057 百万円 Ｂ１

そのほか関連する事業
（Ｄ２）

　－　 百万円

合計
（A+B+C+D）

25,837 百万円 Ａ２ 24,395 百万円

40,066 百万円Ａ46,337 百万円

２．経営体育成支援計画

当初現況値

全体事業費 Ｂ 　－　 百万円Ｃ　－　 百万円
合計

（A+B+C+D）

　－　 百万円

－

交付対象

計画の目標

定量的指標の現況値及び目標値　　定量的指標の定義及び算定式

 農山漁村地域整備計画  事後評価書

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

そのほか関連する事業
（Ｄ）

中間目標値

Ｃ１

計画の名称

備考
最終目標値

6,271 百万円

－ －

該当なし
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○事後評価の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　山形農山漁村元気再生計画関係事業

事業実施期間（年度）

H22 H23 H24 H25 H26

A１　水利施設整備計画関係事業

1-1-01 207

1-1-02 202

1-1-03 100

1-1-04 336

1-1-05 276

1-1-06 84

1-1-07 288

1-1-08 562

1-1-09 263

1-1-10 530

1-1-11 485

1-1-12 794

1-1-13 264

1-1-14 93

1-1-15 392

1-1-16 117

1-1-17 389

1-1-18 987

1-1-19 15

1-1-20 561

1-1-21 6

1-1-22 53

1-1-23 50

1-1-24 485

1-1-25 90

1-1-26 57

1-1-27 306

1-1-28 93

1-1-29 44

1-1-30 32

1-1-31 53

1-1-32 37

1-1-33 20

1-3-01 422

1-3-02 58

1-3-03 32

1-3-04 163

1-3-05 81

1-3-06 35

（小計） 9,057

新庄市 用排水路L=8,178m

基幹水利施設保全型

水利施設整備事業

事業内容

水利施設整備事業 基幹水利施設整備型 上堰・八ヶ村堰 山形県 鶴岡市、庄内町 用水路工　L=850m

水利施設整備事業 水利区域内農地集積促進型

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

番号

塩野 山形県

事業箇所名
（地区名）

交付対象
（事業実施主体）

交付対象事業

事業型

泉田川１ 山形県 新庄市、金山町、真室川町、鮭川村

事業名 備考

新庄市、大蔵村、鮭川村 揚水機場1式、頭首工1箇所、幹線用水路1式

水利区域内農地集積促進型 上堰下流

事　後　評　価

全体事業費
（百万円）

　整備計画期間の翌年度

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

　ホームページによる公表

新庄１ 山形県

関係市町村名

山形県 鶴岡市、庄内町 用水路工　L=720m

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型

取水ｹﾞｰﾄ・水管理設備・幹線用水路 1式水利施設整備事業

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 三光堰１ 山形県 新庄市、舟形町、大蔵村 幹線用水路 1式、余水吐ｹﾞｰﾄ 8箇所

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 淞郷堰 山形県 南陽市 揚水機場　2箇所

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 上山 山形県 上山市 ダム管理設備・水管理ｼｽﾃﾑ 1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 新山寺 山形県 大石田町 揚水機場1箇所、送水管1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 千座川 山形県 村山市 揚水機場 3箇所、水管理ｼｽﾃﾑ 1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 東郷堰 山形県 鶴岡市、三川町 揚水機場 4箇所、幹線用水路 1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 京田・栄 山形県 鶴岡市、三川町 揚水機場・幹線用水路 1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 八栄島 山形県 鶴岡市 揚水機場　2箇所

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 山形２ 山形県 県内全域 計画策定　1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 最上川中流 山形県 山形市、上山市、天童市、山辺町 揚水機場・頭首工・幹線用水路 1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 天童 山形県 天童市、河北町 頭首工・送水管・幹線用水路 1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 谷地堰 山形県 河北町 管水路・分水工　1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 日向川 山形県 酒田市、遊佐町 頭首工1箇所・揚水機場・水管理ｼｽﾃﾑ・幹線用水路 1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 野川 山形県 長井市 幹線用水路　1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 大泉 山形県 鶴岡市 揚水機場・幹線用水路　1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 諏訪堰 山形県 長井市、白鷹町 測量試験　1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 青龍寺川 山形県 鶴岡市、三川町 揚水機場　1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 山形 改良区等 県内全域 突発事故対策　1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 三郷堰 山形県 山形市、天童市 頭首工 1箇所、水管理ｼｽﾃﾑ 1式

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 三郷堰 山形県 山形市、天童市 頭首工 1箇所

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 稲下 村山市西部土地改良区 村山市 頭首工 1箇所、水路工 1式

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 村山東根３ 村山東根土地改良区 村山市、東根市 揚水機場 6箇所、水路工 1式

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 寒河江川大堰 寒河江川
土地改良区 寒河江市、村山市、河北町 水路工　1式

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 上山 上山市
土地改良区 上山市 揚水機場　1式

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 西部１ 最上川中流土地改良区 山辺町 水路工　1式

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 西部２ 最上川中流土地改良区 山形市 水路工　1式

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 長崎 西郷土地改良区 鶴岡市 揚水機場　1式

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 白川 白川土地改良区 川西町 揚水機場・水路工 1式

地域用水環境整備事業 野川 山形県 長井市、飯豊町 小水力発電施設　1箇所

地域用水環境整備事業 大井沢 山形県 西川町 小水力発電施設　1式

地域用水環境整備事業 白川 山形県 飯豊町 小水力発電施設　1式

地域用水環境整備事業 日向川 山形県 酒田市 小水力発電施設　1式

地域用水環境整備事業 月光川 山形県 遊佐町 小水力発電施設　1式

地域用水環境整備事業 庄内赤川 山形県 鶴岡市 小水力発電施設　1式
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A2　経営体育成支援計画関係事業

2-1-01 1,205

2-1-02 714

2-1-03 6,263

2-1-04 1,363

2-1-05 2,290

2-1-06 366

2-1-07 490

2-1-08 557

2-1-09 1,164

2-1-10 360

2-1-11 1,208

2-1-12 313

2-1-13 387

2-1-14 940

2-1-15 421

2-1-16 771

2-1-17 767

2-1-18 213

2-1-19 33

2-1-20 77

2-1-21 395

2-1-22 51

2-1-23 5

2-1-24 35

2-1-25 83

2-1-26 24

2-1-27 25

2-1-28 22

2-1-29 2

2-1-30 2

2-1-31 27

2-1-32 2

2-1-33 1

2-1-34 1

2-1-35 12

2-1-36 16

2-1-37 35

2-1-38 77

2-1-39 6

2-1-40 60

2-1-41 189

2-1-42 21

2-1-43 5

2-1-44 5

2-1-45 21

2-1-46 23

2-1-47 26

2-1-48 2

2-1-49 88

2-1-50 7

2-2-01 399

2-3-01 213

2-3-02 256

農地整備事業 経営体育成型 上野 山形県 新庄市 区画整理 54.8ha、暗渠排水 52.6ha

農地整備事業 経営体育成型 下九野本 山形県 長井市 区画整理 46.1ha、暗渠排水 45.5ha

農地整備事業 経営体育成型 西郷北部 山形県 鶴岡市、酒田市、三川町 区画整理 302.8ha、暗渠排水 21.9ha

農地整備事業 経営体育成型 こうずく 山形県 川西町 区画整理 93.4ha

農地整備事業 経営体育成型 戸沢 山形県 戸沢村 区画整理 95.9ha

農地整備事業 経営体育成型 浅立 山形県 白鷹町 区画整理 22.8ha、客土工 15.3ha

農地整備事業 経営体育成型 福寿野 山形県 舟形町 区画整理 20.7ha、暗渠排水 10.6ha

農地整備事業 経営体育成型 新西 山形県 村山市 区画整理 32.0ha、暗渠排水 1.7ha

農地整備事業 経営体育成型 西郷名取 山形県 村山市 区画整理 67.6ha、暗渠排水 1.0ha

農地整備事業 経営体育成型 上新田 山形県 米沢市 区画整理 31.2ha、客土工 31.2ha

農地整備事業 経営体育成型 高山 山形県 川西町 区画整理 83.9ha

農地整備事業 経営体育成型 長島 山形県 村山市 区画整理 24.4ha

農地整備事業 経営体育成型 横山第一 山形県 大石田町 用排水路工　9.1km

農地整備事業 経営体育成型 赤松通り 山形県 大蔵村 区画整理 63.1ha

農地整備事業 経営体育成型 宇津森 山形県 鮭川村 揚水機 1式、区画整理 6.6ha

農地整備事業 経営体育成型 山王原 山形県 飯豊町 揚水機 1式、用水路工 0.5km

農地整備事業 経営体育成型 広野 山形県 酒田市 用排水路工　6.1km

農地整備事業 農業経営高度化支援 鮭川左岸 県・鮭川村 鮭川村 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 鷺畑 県・最上川土地改良区 鶴岡市 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 上野 県・新庄土地改良区 新庄市 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 西郷北部 県・西郷土地改良区 鶴岡市 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 下九野本 県・野川土地改良区 長井市 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 戸沢 県・戸沢村土地改良区 戸沢村 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 蔵岡 山形県 戸沢村 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 豊里 山形県 長井市、飯豊町 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 浅立 県・白鷹町土地改良区 白鷹町 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 福寿野 県・舟形町
土地改良区 舟形町 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 新西 県・富並川伊蔵堰土地改良区 村山市 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 長島 県・村山東根土地改良区 村山市 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 横山第一 県・富並川伊蔵堰土地改良区 大石田町 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 赤松通り 県・大蔵村 大蔵村 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 宇津森 県・鮭川村 鮭川村 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 山王原 県・野川土地改良区 飯豊町 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 萩野 県・白鷹町 白鷹町 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農業基盤整備促進事業 八鍬東 寒河江市 寒河江市 農作業道舗装　300m

農業基盤整備促進事業 酒田市 酒田市 酒田市 ため池施設改修 1箇所、農道舗装0.8km

農業基盤整備促進事業 天童 天童土地改良区 天童市 用排水路改修　2.2km

農業基盤整備促進事業 村山東根 村山東根土地改良区 村山市、東根市 用水路改修　2.59km

農業基盤整備促進事業 西川 西川町土地改良区 西川町 用排水路改修　0.433km

農業基盤整備促進事業 野川 野川土地改良区 長井市、飯豊町 用排水路改修 1.7km、揚水機 2箇所

農業基盤整備促進事業 庄内赤川 庄内赤川土地改良区 鶴岡市、酒田市、三川町 農道改修　6.8km、用・排水路改修 5.6km

農業基盤整備促進事業 最上川 最上川土地改良区 庄内町、鶴岡市 用排水路改修　1,710m

農業基盤整備促進事業 鶴岡市羽黒 鶴岡市 鶴岡市 流量観測装置 1式、用水路改修 0.1km

農業基盤整備促進事業 真室川２ 真室川町 真室川町 揚水機場　　　

農業基盤整備促進事業 三郷堰高擶 山形県 天童市 排水路改修　1.0km

農業基盤整備促進事業 飯豊 飯豊町 飯豊町 用排水路改修　0.05km

農業基盤整備促進事業 村山北部 村山北部土地改良区 尾花沢市、大石田町 用排水路改修　9.8km

農業基盤整備促進事業 小白川 飯豊町 飯豊町 田法面復旧 0.03km

農業基盤整備促進事業 白鷹２ 山形県 白鷹町 ため池復旧　2箇所

農業基盤整備促進事業 山形 南陽市 南陽市 法面安定工　2箇所

農地整備事業 耕作放棄地型 萩野 山形県 白鷹町 区画整理工　18.7ha

農道整備事業 寒河江中央 山形県 寒河江市 舗装工 982m、農道橋 2橋

農道整備事業 飽海中央 山形県 酒田市 舗装工 701.5m、路盤工 221.5m
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2-4-01 344

2-4-02 215

2-4-03 103

2-5-01 11

2-5-02 9

2-5-03 12

2-5-04 12

2-5-05 1

2-5-06 2

2-5-07 2

2-5-08 2

2-5-09 3

2-5-10 2

2-5-11 3

2-5-12 2

2-5-13 2

2-5-14 2

2-5-15 2

2-5-16 2

2-5-17 2

2-5-18 2

2-6-01 128

2-6-02 316

2-6-03 98

2-6-04 160

2-6-05 108

2-6-06 31

2-6-07 37

2-6-08 25

2-6-09 6

2-6-10 5

2-6-11 16

2-6-12 9

2-6-13 3

2-6-14 12

2-6-15 59

2-6-16 3

2-6-17 3

2-6-18 11

2-6-19 27

2-6-20 3

2-6-21 33

2-6-22 2

2-6-23 15

2-6-24 8

2-6-25 17

2-6-26 19

2-7-01 306

2-7-02 164

（小計） 24,395

A3　安全安心な地域社会形成支援計画関係事業

3-1-01 28

3-1-02 287

3-1-03 593

農地防災事業 防災ダム事業 銀山川 山形県 尾花沢市

農地防災事業

農地防災事業 ため池等整備事業 通越

防災ダム改修　1式

草地畜産整備事業 おきたま 公益財団法人やまがた農業支援センター 飯豊町 草地造成整備　50ha

草地畜産整備事業 秋山梅の里 （財）やまがた農業支援センター 真室川町 草地造成改良1.5ha家畜保護施設整備等2棟

農業基盤整備促進事業 最上町16 最上町 最上町 暗渠排水　3.7ha

農業基盤整備促進事業 大井沢 西川町 西川町 地下かんがい施設　3.0ha

山形県 酒田市 ため池改修　1式

農地整備事業 通作条件整備型 荻野戸 山形県 天童市・山形市 一般農道（樹園地等型）舗装工2,543m

農地整備事業 通作条件整備型 中向東 山形県 寒河江市 一般農道（樹園地等型）舗装工974m農道橋2基

農地整備事業 通作条件整備型 栗山2期 山形県 鶴岡市 一般農道（樹園地等型）舗装工　722m

農地整備事業 実施計画型 長島 山形県 村山市 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 横山第一 山形県 大石田町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 赤松通り 山形県 大蔵村 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 宇津森 山形県 鮭川村 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 西山形 土地連 山形市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 大井沢 土地連 西川町 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 大泉上郷 土地連 鶴岡市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 鶴岡南部 土地連 鶴岡市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 鶴岡東部 土地連 鶴岡市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 羽黒 土地連 鶴岡市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 大山西郷 土地連 鶴岡市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 八幡 土地連 酒田市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 三川 土地連 三川町 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 西田 土地連 庄内町 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 藤井 土地連 遊佐町 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 酒田北部 土地連 酒田市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 酒田南部 土地連 酒田市 調査計画　１地区

農業農村整備実施計画策定事業 酒田東部 土地連 酒田市 調査計画　１地区

農業基盤整備促進事業 大郷 最上川中流土地改良区 山形市 暗渠排水　28.7ha

農業基盤整備促進事業 京田栄南部 山形県 鶴岡市 地下かんがい施設　79.9ha

農業基盤整備促進事業 三ヶ沢 山形県 庄内町 地下かんがい施設　27.7ha

農業基盤整備促進事業 中島生繰沢 山形県 庄内町 地下かんがい施設　24.2ha

農業基盤整備促進事業 廿六木 山形県 庄内町 地下かんがい施設　31.1ha

農業基盤整備促進事業 亀岡二期 米沢平野土地改良区 高畠町 暗渠排水　11.7ha

農業基盤整備促進事業 下村 日向川土地改良区 酒田市 暗渠排水　9.3ha

農業基盤整備促進事業 島田 最上川土地改良区 庄内町 暗渠排水　6.5ha

農業基盤整備促進事業 村木沢 やまがた農業協同組合 山形市 暗渠排水　1.5ha

農業基盤整備促進事業 下中田 金山町 金山町 暗渠排水　1.7ha

農業基盤整備促進事業 最上町１５ 最上町 最上町 暗渠排水　3.9ha

農業基盤整備促進事業 鮭川２ 鮭川村 鮭川村 暗渠排水　2.8ha

農業基盤整備促進事業 鶴岡中部 山形県 鶴岡市 地下かんがい施設　設計１式

農業基盤整備促進事業 鶴岡西部 山形県 鶴岡市 地下かんがい施設　2.8ha

農業基盤整備促進事業 鶴岡北部 山形県 鶴岡市 地下かんがい施設　17.2ha

農業基盤整備促進事業 鶴岡東部 山形県 鶴岡市 地下かんがい施設　設計１式

農業基盤整備促進事業 鶴岡南部 山形県 鶴岡市 地下かんがい施設　設計１式

農業基盤整備促進事業 八幡 山形県 酒田市 地下かんがい施設　2.4ha

農業基盤整備促進事業 西田 山形県 庄内町 地下かんがい施設　7.2ha

農業基盤整備促進事業 藤井 山形県 遊佐町 地下かんがい施設　設計１式

農業基盤整備促進事業 西山形 山形県 山形市 地下かんがい施設　8.0ha

農業基盤整備促進事業 三川 山形県 三川町 地下かんがい施設　設計１式

農業基盤整備促進事業 中津川 飯豊町 飯豊町 地下かんがい施設　1.1ha

農業基盤整備促進事業 村木沢2 やまがた農業協同組合 山形市 地下かんがい施設　1.6ha

ため池等整備事業 堤沢 山形県 新庄市 ため池改修　1式
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3-1-04 190

3-1-05 356

3-1-06 360

3-1-07 291

3-1-08 122

3-1-09 1,389

3-1-10 34

3-1-11 74

3-2-01 598

3-4-01 61

（小計） 4,382

A4　農業集落排水施設整備計画関係事業

4-1-01 48

4-1-02 392

4-1-03 1,230

4-1-04 231

4-1-05 192

4-1-06 93

4-1-07 7

4-2-01 8

4-2-02 14

4-2-03 11

4-2-04 5

（小計） 2,232

合計 40,066

その他関連する事業

A'１　水利施設整備計画関係事業

事業実施期間（年度）

H22 H23 H24 H25 H26

1-1-01 33

1-1-02 42

1-1-03 32

1-1-04 44

1-1-05 112

1-1-06 82

1-2-01 120

（小計） 464

A'2　経営体育成支援計画関係事業

2-1-01 300

2-1-02 684

2-1-03 152

2-1-04 4

2-1-05 19

2-1-06 2

2-1-07 3

2-1-08 1

2-5-01 16

2-5-02 15

2-5-03 10

2-5-04 3

2-5-05 2

2-5-06 2

2-5-07 2

全体事業費
（百万円） 備考事業型

事業箇所名
（地区名）

事業実施主体番号 事業名 関係市町村名 事業内容

舟形町 揚水機場　1箇所

二ツ筒

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 大平 舟形町

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 寒河江川 寒河江川土地改良区

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 最上川中流土地改良区 山形市、山辺町 水路工　1式

寒河江市 水路工　1式

水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 大久保 村山市西部土地改良区 村山市 揚水機場 2箇所、ため池 1式

農山漁村活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援交付金 小田島 東根市土地改良区 東根市 用排水路　L=5,767m

農山漁村活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援交付金 大富北 東根市土地改良区 東根市 用排水路　L=4,343m

水利施設整備事業 排水対策特別型 打越 山形県 米沢市 排水路工 L=964m（A=71.6ha）

農地整備事業 経営体育成型 鮭川左岸 山形県 鮭川村 区画整理付帯工　1式

農地整備事業 経営体育成型 鮭川左岸２期 山形県 鮭川村 暗渠排水　36.4ha

農地整備事業 経営体育成型 鷺畑 山形県 鶴岡市 暗渠排水　25.4ha

農地整備事業 農業経営高度化支援 西郷名取 県・村山東根土地改良区 村山市 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 一本杉福地 山形県 舟形町 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 小松原田 舟形町 舟形町 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 烏川赤松 大蔵村 大蔵村 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 農業経営高度化支援 たらのきだい 庄内赤川土地改良区 鶴岡市 土地利用調整・集積に向けた促進支援

農地整備事業 実施計画型 更生堰 山形県 天童市・河北町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 山王原 山形県 飯豊町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 鎌田 山形県 鶴岡市 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 大郷 最上川中流土地改良区 山形市 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 大山三字 庄内赤川土地改良区 鶴岡市 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 押切新田 三川町 三川町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 猪子 三川町 三川町 調査計画　１地区

農地防災事業 ため池等整備事業 高安 山形県 高畠町 ため池改修　1式

農地防災事業 ため池等整備事業 萩生 山形県 飯豊町 排水路工　L=770m

農地防災事業 ため池等整備事業 越中堰3期 山形県 鶴岡市 用水路工　474m、トンネル工　537m

農地防災事業 湛水防除事業 梨郷 山形県 南陽市・川西町 排水機場　2ヵ所

農地防災事業 農業用河川工作物応急対策事業 北村 山形県 村山市・東根市 取水ｹﾞｰﾄ　1式

農地防災事業 農業用河川工作物応急対策事業 諏訪堰 山形県 長井市・白鷹町 頭首工補修　1式

農地防災事業 農村災害対策整備事業 八沢 山形県 鶴岡市 ため池改修　1式

農地防災事業 農村災害対策整備事業 玉川中里 山形県 小国町 用水路工　274m

農地防災事業 農村地域環境保全整備事業 小田島 山形県 東根市 石綿管振替工　3,282m

広域農業用水適正管理対策事業 新庄 山形県 新庄市 旧堰撤去　10箇所

農業集落排水事業 大川渡 酒田市 酒田市 管路施設、中継ポンプ施設　1式

農業集落排水事業 上郷 鶴岡市 鶴岡市 処理施設、管路施設、中継ポンプ施設　1式

農業集落排水事業 羽黒中央 鶴岡市 鶴岡市 処理施設、管路施設、中継ポンプ施設　1式

農業集落排水事業 南部 酒田市 酒田市 処理施設、管路施設、中継ポンプ施設　1式

農業集落排水事業 八幡南部 酒田市 酒田市 処理施設、管路施設、中継ポンプ施設　1式

農業集落排水事業 上野曽根・刈穂城輪 酒田市 酒田市 処理施設、管路施設、中継ポンプ施設　1式

農業集落排水事業 郡境・飛鳥砂越 酒田市 酒田市 処理施設、管路施設、中継ポンプ施設　1式

農業集落排水事業 升田 酒田市 酒田市 調査・診断業務

酒田市 酒田市 調査・診断業務

農業集落排水事業 本宮備畑 酒田市 酒田市 調査・診断業務

農業集落排水事業 関

農業集落排水事業 成興野 酒田市 酒田市 調査・診断業務
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2-5-08 9

2-5-09 12

2-5-10 11

2-5-11 2

2-5-12 2

2-5-13 2

2-5-14 2

2-5-15 2

2-5-16 2

2-5-17 2

2-5-18 2

2-5-19 2

2-5-20 2

2-6-01 53

2-6-02 49

2-6-03 59

2-6-04 23

（小計） 1,442

A'3　安全安心な地域社会形成支援計画関係事業

3-1-01 84

3-1-02 405

3-1-03 81

3-1-04 300

3-1-05 135

3-1-06 200

3-1-07 275

3-1-08 776

3-1-09 247

3-1-10 212

3-1-11 218

3-1-12 163

3-2-01 119

3-3-01 11

3-3-02 24

3-3-03 4

3-3-04 26

3-3-05 15

3-3-06 14

3-3-07 5

3-3-08 5

3-3-09 7

3-3-10 13

3-3-11 87

3-3-12 15

3-3-13 7

3-3-14 5

3-3-15 26

3-4-01 2

（小計） 3,482

A'4　農業集落排水施設整備計画関係事業

4-1-01 194

4-1-02 216

4-1-03 420

4-1-04 9

農地防災事業 農村災害対策整備事業 寒河江南部 寒河江市

農地防災事業 添川 飯豊町

農地防災事業

寒河江市 調査計画　１地区

農村災害対策整備事業

農地防災事業 地域ため池整備事業 川戸・金剛 山形県 白鷹町 調査計画　１地区

農地防災事業 地域ため池整備事業 中郷 山形県 朝日町 調査計画　１地区

農地防災事業 地域ため池整備事業 蛭沢 山形県 高畠町 調査計画　１地区

農地防災事業 地域ため池整備事業 御影 山形県 白鷹町 調査計画　１地区

農地防災事業 地域ため池整備事業 袖崎 山形県 村山市 調査計画　１地区

農地防災事業 地域ため池整備事業 飯坂 山形県 川西町 調査計画　１地区

農地防災事業 農村地域環境保全整備事業 蔵王上野 山形県 山形市 石綿管振替工　1,148m

農地防災事業 農村災害対策整備事業 添川・椿 山形県 飯豊町 排水路工　　　530m

農地防災事業 農村災害対策整備事業 鮎貝 山形県 白鷹町 排水機場　1式

農地防災事業 農村災害対策整備事業 和合 山形県 朝日町 用水路工　320m

農地防災事業 農村災害対策整備事業 滝ノ沢 山形県 村山市 ため池改修　1式

農地防災事業 農村災害対策整備事業 松沢 山形県 上山市 ため池改修　1式

農地防災事業 農業用河川工作物応急対策事業 最上堰 山形県 中山町、山辺町、寒河江市、山形市、天童市、大江町 法面工　1式

農地防災事業 ため池等整備事業 川樋 山形県 南陽市 ため池改修　1式

用水路工　362m、トンネル工　368m

農地防災事業 ため池等整備事業 水頭 山形県 白鷹町 ため池改修　1式

ため池等整備事業 赤松2期 山形県 大蔵村 用水路工　10m、トンネル工　105m

農地防災事業 ため池等整備事業 赤松3期 山形県 大蔵村

農地防災事業

農地整備事業 実施計画型 たらのきだい 山形県 鶴岡市 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 烏川赤松 山形県 大蔵村 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 小松原田 山形県 舟形町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 亀岡2期 米沢平野土地改良区 高畠町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 京田 庄内赤川土地改良区 鶴岡市 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 播磨 庄内赤川土地改良区 鶴岡市 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 中島生繰沢 庄内町 庄内町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 島田 庄内町 庄内町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 三ヶ沢 庄内町 庄内町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 廿六木 庄内町 庄内町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 横川 三川町 三川町 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 下村 酒田市 酒田市 調査計画　１地区

農地整備事業 実施計画型 二階田 酒田市 酒田市 調査計画　１地区

農山漁村活性化対策整備事業 大山三字 庄内赤川土地改良区 鶴岡市 暗渠排水　12.7ha

農山漁村活性化対策整備事業 押切新田 庄内赤川土地改良区 三川町 暗渠排水　14.2ha

農山漁村活性化対策整備事業 猪子 庄内赤川土地改良区 三川町 暗渠排水　18.7ha

農山漁村活性化対策整備事業 かわにし ＪＡ山形おきたま 川西町 貯蔵施設　1ヶ所

農地防災事業 ため池等整備事業 小松原大沼 山形県 山形市 ため池改修　1式

農地防災事業 ため池等整備事業 上野新田3期 山形県 鶴岡市 トンネル工　  584m

飯豊町 調査計画　１地区

農地防災事業 農村災害対策整備事業 椿 飯豊町 飯豊町 調査計画　１地区

農村災害対策整備事業 大川堰 鶴岡市 鶴岡市 調査計画　１地区

農地防災事業 農村災害対策整備事業 庄内砂丘 山形県 鶴岡市・酒田市 調査計画　１地区

農地防災事業 農村災害対策整備事業 鶴沢 尾花沢市 尾花沢市 調査計画　１地区

農地防災事業 農村災害対策整備事業 富田 舟形町 舟形町 調査計画　１地区

農地防災事業 農村災害対策整備事業 釜淵 真室川町 真室川町 調査計画　１地区

農地防災事業 農村災害対策整備事業 京田川 山形県 酒田市・鶴岡市・三川町 調査計画　１地区

広域農業用水適正管理対策事業 白川 山形県 川西町 旧堰撤去　2箇所

宮内 酒田市 酒田市 処理施設、管路施設、中継ポンプ施設　1式

農業集落排水事業 山谷円道 酒田市 酒田市 処理施設、管路施設、中継ポンプ施設　1式

酒田市 酒田市 調査・診断業務

農業集落排水事業 添川 飯豊町 飯豊町 処理施設、管路施設　1式

農業集落排水事業 上野曽根

農業集落排水事業
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4-1-05 15

4-1-06 29

（小計） 883

合計 6,271

Ａ' Ｂ' Ｃ'

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況 　　１．農業用水を安定確保する水利施設の整備

　　２．農業の持続性を確保する農地基盤の整備

　　３．安心安全な地域社会形成のための施設整備

　　４．農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備

Ⅱ定量的指標の達成状況 最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

最終目標値 カ所 目標値と実績値

最終実績値 カ所 に差が出た要因

最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

最終目標値 地区 目標値と実績値

最終実績値 地区 に差が出た要因

最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

最終目標値 頭 目標値と実績値

最終実績値 頭 に差が出た要因

最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。

200

200

1,798.7

1,639.1

57.2

57.2

38

38

320.6

320.6

9.5

9.2

1,395.0

1,395.0

927.8

1,010.3

7,562.1

7,562.1

71.6

71.6

1

1

目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。

１地区において、道路・上下水道等の他官庁協議に時間を要
し、事業の進捗に遅れが生じた。

農業水利施設の補修・更新により、安定的
な用水供給面積を7,562.1haに復元。

幹線排水路の改修により、地下水低下を図
り、汎用耕地71.6haを確保。

農業水利施設に小水力発電施設１ヶ所を整
備。

区画整理実施エリアにおいて、担い手への
面的集積を927.8haに増大。

整備実施地区において、耕作放棄地面積を
9.8haから9.5haに減少させる。

農道の整備により、円滑な農産物流通が可
能となる農地面積を1,395ha確保。

通作条件が改善される農地面積を57.2haに
増大。

指標2-5

指標2-6

指標2-7

新規事業着手を予定している農地基盤整備
に係る事業38箇所の計画を策定。

排水対策を行う畑作園芸作物等の作付面積
を320.6ha確保。

事業実施公共牧場の周年預託頭数を200頭に
増加。

指標3-1

指標2-3

指標2-4

指標2-1

防災・減災対策により、1,798.7haの被害想
定面積を解消。

指標1-3

指標2-2

指標1-1

6,271  百万円 － －－ (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))

指標1-2

農業用水利施設の補修・更新を行ったことにより、用水の安定供給が確保されたほか、農業用水路を利用した小水力発電施設を整備し再生可能エネルギーの活
用が図られた。

ほ場整備など農業生産基盤の整備により、生産性の高い優良農地が創出されたことと合わせて、担い手への農地集積を進めたことで農業経営基盤の強化が図ら
れた。また、農道の整備により、農地の通作条件が改善され、農産物の荷傷み防止と流通の円滑化が図られた。

ため池、農業用用排水施設等の防災・減災対策を実施したことにより、災害の発生の未然防止と軽減が図られ、農業経営の安定と人命・財産・県土の保全が図
られた。

汚水処理施設、管路設備等の農業集落排水施設の新設や更新を行ったことにより、農業用水の水質の保全と生活環境の改善が図られた。

酒田市 酒田市 調査・診断業務

農業集落排水事業 郡鏡 酒田市 酒田市 調査・診断業務

農業集落排水事業 飛鳥砂越
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最終目標値 ha 目標値と実績値

最終実績値 ha に差が出た要因

最終目標値 地区 目標値と実績値

最終実績値 地区 に差が出た要因

最終目標値 カ所 目標値と実績値

最終実績値 カ所 に差が出た要因

最終目標値 地区 目標値と実績値

最終実績値 地区 に差が出た要因

最終目標値 地区 目標値と実績値

最終実績値 地区 に差が出た要因

３．特記事項（今後の方針等）

7

7

15

15

12

12

5

5

2.4

2.4
目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。

目標値を達成した。指標4-2

指標3-3

指標3-4

指標4-1

石綿管の撤去・更新により安定的な用水供
給面積を2.4ha増大。

新規事業着手を予定している農村災害対策
整備に係る事業15箇所の計画を策定。

水利施設統合による水利施設12カ所を撤
去。

 農業集落排水施設の新設及び更新により、
5地区において処理水質をBOD20mg/l以下か
つSS50mg/l以下に抑える。

指標3-2

農業集落排水事業7箇所の調査・診断業務を
実施。

　整備計画の目標を実現するため、県内全域において計画的に事業を実施したことにより、指標に掲げた目標値を概ね達成し、事業効果の発現が図られた。目標が達成されなかった地区においては、地元への丁寧な説明に
配慮しながら、引き続き事業の円滑な実施に努めて参りたい。

【目標ごとの今後の方針】
１．農業用水を安定確保する水利施設の整備
　農業水利施設の安定的な機能を確保するため、農業水利施設機能保全計画に基づき適切な補修・更新を実施していくほか、施設を利用した小水力発電施設の整備を進め、維持管理費の節減と再生可能エネルギーの活用に
努めていく。
２．農業の持続性を確保する農地基盤の整備
　農業競争力の強化を図るため、農地の区画整理や樹園地農道等の生産基盤の整備と担い手への農地集積を進めていくほか、水田転作における畑作物の収量増・品質向上を図るため、排水対策と地下かんがい施設等の整備
に努めていく。
３．安心安全な地域社会形成のための施設整備
　県民の安心安全な暮らしを支えるため、老朽化したため池や農業用用排水路等の改修を進めていくほか、石綿管の撤去・更新を進め安定的な用水供給に努めていく。
４．農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備
　農業用水の水質保全と生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設の機能強化に向けた整備を行い、住民の快適な暮らしを支える環境整備に努めていく。
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