
農山漁村地域整備計画 事後評価書計画の名称
奈良県農業農村整備計画計画策定主体
奈良県対象市町村 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、葛城市、宇陀市、山添村、田原本町、御杖村、明日香村、大淀町計画の期間

平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間）計画の目標奈良県農業の重点課題である地域振興と地域農業のバランスの取れた農地を有効活用した持続的農業を展開するための農業農村整備を推進する。・営農や地域の特性に応じ生産性の向上を図る農業生産基盤整備・農村地域の生活環境向上、耕作放棄地発生防止などを図る農村基盤整備と資源の有効活用・地域の安全、安心の確保を図る、ため池など農業水利施設の調査や整備定量的指標①農地整備事業により23haの区画整理及び17haの農業用用排水施設整備を行い、担い手へ15haの農作業 の集約化を図る。②農地環境整備を143ｈａ実施することにより、19集落で持続的な営農を実施。③農道整備により、20集落での通作条件の改善や農産物輸送の効率化を図る。④農業集落排水の管路を25km整備することにより、奈良市内の農業集落排水整備率78％が90％となり生活環境が向上。⑤ため池を５地区、農業用井堰を4地区改修することにより85ｈａの湛水被害を防止。⑥保全対策により705haの農地への農業用水の安定供給を図る。⑦農山漁村活性化対策整備により、5haの農地で持続的な営農を実施すると共に、5haの農地への用水の安定供給と排水の効率化を図る。⑧農業関連施設の維持管理費の低減及び温室効果ガス排出量削減を図るため、小水力発電施設及び太陽光発電施設（年間44万kwhの発電）を整備。⑨農業用排水路1.5㎞整備することにより31haの農地への用水の安定供給と排水の効率化を図る。交付対象事業及び関連事業の進捗状況①担い手への農作業の集約化を図る事業事業型 事業箇所名（地区名）田原北 奈良県 奈良市 整備工 1式 H22 6,008 対象事業経営体育成型 山陰 奈良県 五條市 区画整理　A=19.5ha H22～H26 385,700 対象事業田原南 奈良県 奈良市 区画整理　A=13.1ha H22～H25 458,996 対象事業農業競争力強化基盤整備事業 月ヶ瀬桃香野 奈良県 奈良市 農業用用排水　A=16ha H23～H25 391,014 関連事業1,241,718
備考事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容（工種及び数量） 工期農地整備事業事業名 計画期間内の総事業費（千円）

②集落で持続的な営農を実施する事業事業型 事業箇所名（地区名）農地環境整備事業 御杖 奈良県 御杖村 区画整理　A=3.8ha H22～H25 164,647 対象事業山添 奈良県 山添村 区画整理　A=10.7ha H22～H26 312,768 対象事業明日香 奈良県 明日香村 区画整理　A=3.9ha、鳥獣害防護柵　L=12.9Km H22～H26 337,293 対象事業地域自主戦略交付金【中山間地域総合整備事業】 五條 五條市 五條市 用排水路　L=1,014m H22～H23 27,240 関連事業841,948
計画期間内の事業内容（工種及び数量）関係市町村 工期 計画期間内の総事業費（千円） 備考事業名 事業実施主体



事業効果の発現状況①「担い手への農作業の集約化を図る事業」農地整備事業により33haの区画整理及び16haの農業用用排水施設整備を行い、担い手へ15haの農作業の集約化が図られた。②「集落で持続的な営農を実施する事業」農地環境整備を229ｈａ実施することにより、19集落で持続的な営農が実施出来た。③「通作条件の改善や農産物輸送の効率化を図る事業」農道整備により、20集落での通作条件の改善や農産物輸送の効率化が図られた。

③通作条件の改善や農産物輸送の効率化を図る事業事業型 事業箇所名（地区名）笠仁興 奈良県 天理市・桜井市 道路附帯工　1式 H22 15,750 対象事業笠仁興２期 奈良県 天理市・桜井市 道路附帯工　1式 H22 26,250 対象事業大淀御所２期 奈良県 御所市・大淀町 道路附帯工　1式 H22 93,450 対象事業大淀御所４期 奈良県 御所市・大淀町 道路附帯工　1式 H22 7,350 対象事業西吉野賀北２期 奈良県 五條市 道路工　附帯工一式 H22～H26 27,560 対象事業大野向渕２期 奈良県 宇陀市 道路工　附帯工一式 H22～H26 75,032 対象事業地域再生基盤強化交付金（道整備交付金） 奈良東部 奈良県 奈良市 道路工　L=2.2km H22～H26 2,689,860 関連事業2,935,252農道整備事業事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容（工種及び数量） 工期 計画期間内の総事業費（千円） 備考
④農業集落排水整備率が高くなり生活環境が向上する事業事業型 事業箇所名（地区名）地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金） 東部第２－２ 奈良市 奈良市 下水道施設　L=22.3km H22～H25 1,305,332 関連事業事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容（工種及び数量） 工期 計画期間内の総事業費（千円） 備考⑤湛水被害の防止を図る事業 事業型 事業箇所名（地区名）下ノ池・桐が池 奈良県 奈良市 堤体工1式取水施設、余水吐 H22～H25 123,521 関連事業中町新池 奈良県 五條市 堤体工1式取水施設、余水吐 H22～H23 68,445 関連事業野田谷池 奈良県 葛城市 堤体工1式取水施設、余水吐 H22～H26 109,217 関連事業白土下池 奈良県 大和郡山市 堤体工1式取水施設、余水吐 H23～H26 133,901 関連事業暮ヶ谷池 奈良県 五條市 堤体工1式取水施設、余水吐 H24～H26 22,769 関連事業東中大（北） 大和高田市 大和高田市 井堰改修　1式 H22～H23 59,616 関連事業疋田井堰 葛城市 葛城市 井堰改修　1式 H24 22,770 関連事業慈明寺 奈良県 橿原市 井堰改修　1式 H24～H26 167,355 関連事業八嶋樋 奈良市 奈良市 井堰改修　1式 H24 41,000 関連事業748,594農村地域防災減災事業

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容（工種及び数量） 工期 計画期間内の総事業費（千円） 備考
⑥農業用水の安定供給を図る事業事業型 事業箇所名（地区名）水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 倉橋 奈良県 橿原市・桜井市・田原本町 用水路改修　L=3.0km H23～H26 238,501 対象事業水利施設整備事業 地域農業水利施設保全型 金剛寺 田原本町 田原本町 井堰改修　１式 H24～H26 65,910 対象事業水利施設整備事業 実施計画策定型 金剛寺井堰 奈良県土地改良事業団体連合会 田原本町 実施計画策定　１式 H24 2,000 関連事業倉橋 田原本町 田原本町 機能診断　1式 H24 15,000 関連事業奈良 奈良県 桜井市 調査検討　1式 H24 9,990 関連事業331,401地域自主戦略交付金【効果促進事業】

計画期間内の事業内容（工種及び数量） 工期 計画期間内の総事業費（千円） 備考事業名 事業実施主体 関係市町村
⑦農山漁村活性化対策整備により、持続的な営農の実施及び用水の安定供給と排水の効率化を図る事業事業型 事業箇所名（地区名）阪田 明日香村 明日香村 整備工　1式 H24 20,100 関連事業法花寺 橿原市 橿原市 用水路改修　L=223m H23～H25 10,000 関連事業30,100農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容（工種及び数量） 工期 計画期間内の総事業費（千円） 備考⑧施設の維持管理費低減及び温室効果ガス排出量削減を図るための発電施設整備を行う事業事業型 事業箇所名（地区名）地域用水環境整備事業 上津 大和高原北部土地改良区 山添村 小水力発電施設整備　１式 H25 186,778 対象事業倉橋 倉橋ため池土地改良区 桜井市 太陽光発電施設整備　１式 H25 11,456 関連事業大和平野 大和平野土地改良区 天理市 太陽光発電施設整備　１式 H26 21,171 関連事業219,405

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容（工種及び数量）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 工期 計画期間内の総事業費（千円） 備考
⑨用水の安定供給と排水の効率化を図るための事業事業型 事業箇所名（地区名）農業水利施設保全合理化事業 十市・大福 奈良県 橿原市・桜井市 用排水路改修　L=1.5㎞ H26 10,500 関連事業計画期間内の総事業費（千円） 備考事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容（工種及び数量） 工期



④「農業集落排水整備率が高くなり、生活環境が向上する事業」農業集落排水の管路を22km整備することにより、奈良市内の農業集落排水整備率78％が100％となり生活環境が向上し た。⑤「湛水被害を防止する事業」ため池を５地区、農業用井堰を4地区改修することにより85ｈａの湛水被害が防止出来た。⑥「農業用水の安定供給を図る事業」保全対策により705haの農地への農業用水の安定供給が図られた。⑦「農山漁村活性化対策整備により、持続的な営農の実施及び用水の安定供給と排水の効率化を図る事業」農山漁村活性化対策整備により、5haの農地で持続的な営農を実施すると共に、5haの農地への用水の安定供給と排水の効率化が図られた。⑦「施設の維持管理費の低減及び温室効果ガス排出量削減を図るための発電施設整備を行う事業」農業関連施設の維持管理費の低減及び温室効果ガス排出量削減を図るため、小水力発電施設及び太陽光発電施設（年間44万kwhの発電）を整備した。⑧「用水の安定供給と排水の効率化を図る事業」農業用排水路1.5㎞整備することにより31haの農地への用水の安定供給と排水の効率化を図る。

今後の方針マーケティング・コスト戦略に基づく農業の振興を図るため、農村資源の持続的な活用に向けて、引き続き計画的に農業農村整備事業を推進する。

◯定量的指標の達成状況定量的指標 達成率 備考目標値 15ha実績値 15ha目標値 19集落実績値 19集落目標値 20集落実績値 20集落目標値 90％実績値 100％目標値 85ha実績値 85ha目標値 705ha実績値 705ha目標値 10ha実績値 10ha目標値 44万kwh実績値 44万kwh目標値 31ha実績値 31ha
100%100%100%

ため池を５地区、農業用井堰を4地区改修することにより湛水被害を防止。保全対策により農地への農業用水の安定供給を図る。農山漁村活性化対策整備により、持続的な営農を実施すると共に、農地への用水の安定供給と排水の効率化を図る。農業関連施設の維持管理費の低減及び温室効果ガス排出量削減を図るため、小水力発電施設及び太陽光発電施設を整備。農業用排水路1.5㎞整備することにより農地への用水の安定供給と排水の効率化を図る。

100%100%100%100%100%

目標値／実績値農地整備事業により33haの区画整理及び16haの農業用用排水施設整備を行い、担い手への農作業の集約化を図る。 100%農地環境整備を229ｈａ実施することにより、集落で持続的な営農を実施農道整備により、集落での通作条件の改善や農産物輸送の効率化を図る。農業集落排水の管路を22km整備することにより、奈良市内の農業集落排水整備率が上がり生活環境が向上。


