
(様式－１)

　　　平成２９年山形県公共事業評価（平成３０年度新規事業地区）結果一覧表　　<農林水産部>

統一事業名：かんがい排水事業

担当課 事業名 地区名 市町村名 事業期間 事業内容
全　体
事業費
(千円)

主な事業効果

総合評価

農村計画課
水利施設整備事業
（基幹水利施設保全型） 両

リョウ

堰
ゼキ

川西町 H30～H32 頭首工 １箇所 120,000
●既存施設の更新整備により、受益地域内の作物の生産が維持される。
○水管理の省力化、維持管理の低減、施設の安全性の向上が図られる。

妥当

農村計画課
水利施設整備事業
（基幹水利施設保全型） 米

ヨネ

沢
ザワ

１
米沢市
高畠町

H30～H34 用水路工 12,552m 366,000
●既存施設の補修・更新整備により、受益地域内の作物の生産が維持される。
○水管理の省力化、維持管理の低減、施設の安全性の向上が図られる。

妥当

農村計画課
水利施設整備事業
（基幹水利施設保全型） 南

ミナミ

幹 線
カン           セン

酒田市 H30～H32 揚水機場　１箇所 393,000
●既存施設の補修・更新整備により、受益地域内の作物の生産が維持される。
○水管理の省力化、維持管理の低減、施設の安全性の向上が図られる。

妥当

農村計画課 農業水利施設保全高度化事業 峯
ミネ

岸
ギシ

尾花沢市 H30～H35
頭首工　1箇所
用排水路工　1.6km

255,000
●既存施設の更新整備により、受益地域内の作物の生産が維持される。
○水管理の省力化、維持管理の低減、施設の安全性の向上が図られる。
○水管理の省力化により、担い手への農地集積の促進が図られる。

妥当

統一事業名：ほ場整備事業

担当課 事業名 地区名 市町村名 事業期間 事業内容
全　体
事業費
(千円)

主な事業効果

総合評価

農村計画課
農業競争力強化農地整備事業
（中山間地域型） 髙

タカ

壇
ダン

新庄市 H30～H37 区画整理 19.7ha 383,000

●作業性の良い大区画ほ場の整備により、作物生産性の向上、営農経費の節減が図られる。
●ほ場の排水性や用排水路の改良により、高収益作物（ねぎ等）の作付けが拡大し、農業生産
額の増加が図られる。
○農地集積・集約化が図られ、経営規模が拡大し担い手の育成が促進される。

妥当

農村計画課
農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型） 円

エン

能
ノウ

寺
ジ

・ 沖
オキ

酒田市 H30～H39
区画整理 24.3ha
用水路工  1.6km

666,000

●作業性の良い大区画ほ場の整備により、作物生産性の向上、営農経費の節減が図られる。
●ほ場の排水性や用排水路の改良により、高収益作物（ねぎ、かぼちゃ、アスパラガス等）の
作付けが拡大し、農業生産額の増加が図られる。
○農地集積・集約化が図られ、経営規模が拡大し担い手の育成が促進される。

妥当

農村計画課
農業競争力強化農地整備事業
（耕作放棄地型） 松 沢

マツ                              ザワ
上山市 H30～H39 区画整理　43.3ha 886,000

●作業性の良い大区画ほ場の整備により、作物生産性の向上、営農経費の節減が図られる。
●ほ場の排水性や用排水路の改良により、高収益作物（おうとう、西洋ナシ等）の作付けが拡
大し、農業生産額の増加が図られる。
●農地集積・集約化が図られ、耕作放棄地の解消が図られる。

妥当

農村計画課
農地中間管理機構関連農地整
備事業 上

カミ

郷
ゴウ

飯豊町 H30～H37 区画整理 29.1ha 663,000

●作業性の良い大区画ほ場の整備により、作物生産性の向上、営農経費の節減が図られる。
●ほ場の排水性や用排水路の改良により、高収益作物（えだまめ、アスパラガス等）の作付け
が拡大し、農業生産額の増加が図られる。
○農地集積・集約化が図られ、経営規模が拡大し担い手の育成が促進される。

妥当

農村計画課
農地中間管理機構関連農地整
備事業 杉 沢

スギサワ

前 田
マエタ

遊佐町 H30～H39 区画整理 40.9ha 948,000

●作業性の良い大区画ほ場の整備により、作物生産性の向上、営農経費の節減が図られる。
●ほ場の排水性や用排水路の改良により、高収益作物（アスパラガス、うるい等）の作付けが
拡大し、農業生産額の増加が図られる。

妥当

農村計画課
農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型） 中 田

ナカ                                タ
村山市 H30～H32 区画整理　A=24.3ha 108,000

●作業性の良い大区画ほ場の整備により、作物生産性の向上、営農経費の節減が図られる。
○農地集積・集約化が図られ、経営規模の拡大が促進される。

妥当

農村計画課
農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型） 高 田

タカ             ダ

麦
ムギ

庄内町 H30～H32 区画整理　Ａ=31.6ha 239,000

●作業性の良い大区画ほ場の整備により、作物生産性の向上、営農経費の節減が図られる。
●ほ場の排水性や用排水路の改良により、高収益作物（えだまめ等）の作付けが拡大し、農業
生産額の増加が図られる。

妥当

● 貨幣換算し、費用便益分析における便益（B）に計上している事業効果
○ 貨幣換算する手法が確立されていないものの、事業により得られる効果

● 貨幣換算し、費用便益分析における便益（B）に計上している事業効果
○ 貨幣換算する手法が確立されていないものの、事業により得られる効果



統一事業名：農地等保全管理事業

担当課 事業名 地区名 市町村名 事業期間 事業内容
全　体
事業費
(千円)

主な事業効果

総合評価

農村計画課 ため池整備事業 清 水
シ　　　　  　　　                             ズ

村山市 H30～H34 ため池改修　１箇所 370,000
●施設の改修整備により、人家及び農地等の被害が防止される。
●農業用水の安定供給が可能となり、作物の生産が維持される。

妥当

農村計画課 ため池整備事業 飯 豊
イイ デ

飯豊町 H30～H39 ため池改修 2箇所 940,000
●施設の改修整備により、人家及び農地等の被害が防止される。
●農業用水の安定供給が可能となり、作物の生産が維持される。

妥当

農村計画課 用排水施設等整備事業 南
ミナミ

山 形
ヤマ　　　　　　　ガタ

山形市 H30～H34 用排水路工　L=2,146ｍ 360,000
●施設の改修整備により、人家及び農地等の被害が防止される。
●農業用水の安定供給が可能となり、作物の生産が維持される。

妥当

農村計画課 用排水施設等整備事業 大 谷 地
オオ　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　チ 南陽市

高畠町
H30～H34 排水路工 L=1,033m 840,000

●施設の改修整備により、人家及び農地等の被害が防止される。
●農業用水の安定供給が可能となり、作物の生産が維持される。

妥当

農村計画課
農業用河川工作物等応急対策
事業 諏 訪

ス　　ワ

堰
ゼキ

２ 期
キ 長井市

白鷹町
H30～H34 頭首工 1箇所 500,000

●施設の改修整備により、人家及び農地等の被害が防止される。
●農業用水の安定供給が可能となり、作物の生産が維持される。

妥当

● 貨幣換算し、費用便益分析における便益（B）に計上している事業効果
○ 貨幣換算する手法が確立されていないものの、事業により得られる効果


