
策定日：平成２９年３月１５日

①対象事業

事業型 地区名

経営体育成型 養賀原 雲南市 雲南市 農業経営高度化促進事業1式 Ｈ27 4,980

通作条件整備 飯石 島根県 飯南町 法面対策6箇所、雪崩対策1箇所等 H27～H31 181,000

通作条件整備 益田 島根県 益田市 橋梁補強2箇所 H27～H30 183,794

通作条件整備 簸川西 島根県 出雲市 歩道整備1式 H27～H31 497,000

通作条件整備 飯石・斐伊 島根県 雲南市 法面対策8箇所、雪崩対策4箇所等 H27～H31 527,000

通作条件整備 大田・邑智 島根県 大田市外 舗装補修1式、除草工1式 H27 80,000

通作条件整備 邑南 島根県 邑南町 法面対策3箇所、舗装修繕1式 H27 60,000

通作条件整備 島根県農道施設 島根県 松江市外 点検診断67箇所 H29～H31 74,400

基幹水利施設保全型 湖岸荘原 島根県 出雲市 排水機場1箇所 H27 91,000

排水対策特別型 入南南 島根県 出雲市 排水機場1箇所、排水路120ｍ等 H27 81,000

排水対策特別型 山王 島根県 出雲市 排水路2,122m、附帯工1式 H27～H31 1,023,100

阿宮 出雲市 出雲市 処理施設2式、管路159m、ポンプ施設4箇所 H27～H28 145,700

横田・安富 益田市 益田市 機能強化対策1式 H27～H30 148,900

安来 安来市 安来市 機能強化対策1式 H27～H31 287,300

雲南 雲南市 雲南市 機能強化対策1式 H28～H30 74,500

安城 浜田市 浜田市 機能強化対策1式 H29～H30 31,000

奥出雲 奥出雲町 奥出雲町 最適整備構想策定1式 H27～H28 20,000

八神 飯南町 飯南町 最適整備構想策定1式 H27 2,000

松江 松江市 松江市 最適整備構想策定1式 H27～H29 44,000

江津 江津市 江津市 最適整備構想策定1式 H29～H30 8,000

浜田 浜田市 浜田市 最適整備構想策定1式 H29～H30 15,300

高津川 島根県 吉賀町外 用排水路4.6km、ほ場整備5.2ha等 H27～H30 419,700

高津川 島根県 吉賀町外 農地保全施設整備852m H27～H30 11,800

益田 島根県 益田市 用排水路2.7km、暗渠排水18.5ha等 H27～H30 571,000

雲南北 島根県 雲南市 ほ場整備14.5ha、農用地保全19.0km等 H27～H30 704,500

佐田 島根県 出雲市 用排水路6.2km、暗渠排水12.8ha等 H27～H30 451,700

邑南 島根県 邑南町 用排水路9.8km、ほ場整備13.2ha等 H27～H31 1,167,100

飯南 島根県 飯南町 ほ場整備9.1ha、暗渠排水18.9ha等 H27～H31 1,236,473

浜田東部 島根県 浜田市 用排水路1.1km、ほ場整備10ha等 H27～H31 1,885,000

丹波 島根県 奥出雲町 用排水路0.2km H27 12,500

東平原 島根県 浜田市 用排水路5.3km、農道整備3.9km等 H27～H30 262,700

東平原 島根県 浜田市 末端水利施設1式 H27～H30 96,700

計画期間内の事業内容 工　期
事業実施
主　　 体

関　係
市町村

事　　　業　　　名

農地環境整備事業

農地環境整備事業

　効果促進事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

水利施設整備事業

農地整備事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農地整備事業

水利施設整備事業

水利施設整備事業

計 画 の 目 標

定 量 的 指 標

生産条件の不利な中山間地域等が多い島根県内陸部の実情にあった農業農村整備事業を進めることにより、「豊かな自然、文化、歴史の中で、
県民誰もが誇りと自信を持てる、活力ある島根」（島根県総合発展計画）、「持続的に発展する島根の農林水産業・農山漁村の実現！」（新たな農
林水産業・農山漁村活性化計画）、といった県上位計画の実現を図り、「活力ある島根の農業・農村づくり」（しまね農業農村整備指針）の実現を目
指す。

・生産基盤の整備を契機とした農用地の流動化を進め、約1haの農地を担い手へ利用集積する。

・水稲と畑作物の選択的作付けを可能とする基盤整備の実施により、乾田化される農用地の延べ面積を約43ha増やす。

・地域農業の動向を踏まえた産地形成に必要な条件整備を行い、約966haの農地について農産物の輸送の合理化を図る。

・橋梁補強・補修18箇所と隧道補修1箇所、法面対策67箇所、安全対策3路線及び点検診断67箇所を行 い、農産物の輸送路の維持保全及び安

全性を確保する。

・農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境条件を確保するための農業集落

排水施設の整備を5地区について行い、処理人口370人の増加を図る。

・老朽化等に伴い、緊急に対策を要する農業用水利施設の整備を行い、約157haの湛水被害を未然に防止する。

・既存施設の有効活用を図り効率的な機能保全対策を推進するため、5市町の農業集落排水施設の機能保全計画の策定を行う。

・中山間地域において、立地条件に応じた区画整理、農業用用排水施設の整備を行い、約880ha の優良農地を確保する。

・再生可能エネルギーを活用した発電施設を整備し、その売電収入により1地域の農家の負担金軽減を図る。

（単位：千円）

計画期間内
の総事業費

備考

計画策定主体

対 象 市 町 村

計 画 の 期 間

農地整備事業

農地整備事業

第２期しまね農業農村整備活性化プラン

島根県

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町

平成２７年度～平成３１年度（５年間）

農業集落排水事業

中山間地域総合整備事業

　効果促進事業

農　山　漁　村　地　域　整　備　計　画

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

計画の名称

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業
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事業型 地区名

八神・太田 島根県 江津市 ほ場整備7.5ha、鳥獣害防止4.2km H27～H30 223,000

福光 島根県 大田市 ほ場整備13.8ha、頭首工改修1箇所等 H27～H31 329,000

立河内 島根県 吉賀町 ほ場整備12.1ha、鳥獣害防止2.9km H27～H31 312,700

和田3期 島根県 大田市 農道整備713m H27～H30 373,334

はまだ中央 島根県 浜田市 農道整備3,175m H27～H31 212,351

櫟田原 島根県 浜田市 農道整備2,164m、橋梁50m H27～H31 292,348

通作条件整備 上三所中村 島根県 奥出雲町 農道整備870m H27～H31 269,100

通作条件整備 幡屋 島根県 雲南市 農道整備2,090m、橋梁100m H27～H31 669,692

通作条件整備 田原 島根県 浜田市 農道整備735m、橋梁15m H27～H31 293,500

通作条件整備 和田 島根県 邑南町 農道整備1式、橋梁62m H27～H31 543,000

通作条件整備 大郷 島根県 安来市 農道整備1式 H28～H31 580,000

通作条件整備 佐世 島根県 雲南市 農道整備1式 H28～H31 495,000

通作条件整備 真木・張戸 島根県 飯南町 農道整備1式 H28～H31 295,000

通作条件整備 掛合川上 島根県 雲南市 農道整備1式 H29～H31 288,000 事業効果1.09

雲南 雲南市 雲南市 調査・計画1式 H27 2,400

弥栄 浜田市 浜田市 調査・計画1式 H27 2,000

松江第一 松江市 松江市 調査・計画1式 Ｈ29 9,000

小寄 島根県 奥出雲町 客土1.7ha、暗渠排水2.0ha等 Ｈ27 23,000

北の郷 島根県 邑南町 用排水路0.3km、暗渠排水4.8ha等 Ｈ27～H28 49,000

坂本 島根県 雲南市 用排水路0.8km、暗渠排水2.5ha等 Ｈ27～H28 35,400

伊木 島根県 浜田市 用排水路1.0km、農用地保全1式等 Ｈ27～H28 48,000

柳瀬 島根県 大田市 揚水ポンプ１式 Ｈ28～H29 75,000

市原 島根県 益田市 頭首工１式 Ｈ29～H30 160,000

阿井 奥出雲町 奥出雲町 小水力発電施設整備1式 Ｈ27～H28 401,400

16,380,372

※対象事業を示した図面を添付

②関連事業

事業型 地区名

はまだ中央 島根県 浜田市 農道整備1式 H27 132,000

はまだ中央２期 島根県 浜田市 農道整備1式 H28 143,000

櫟田原 島根県 浜田市 農道整備1式 H27 91,477

櫟田原２期 島根県 浜田市 農道整備1式 H28 63,000

飯石・斐伊 島根県 雲南市 舗装修繕1式 H27～H28 73,000

幡屋 島根県 雲南市 農道整備1式 H28 111,000

土地改良施設耐震対策事業 飯石中央 島根県 雲南市 橋梁補強６橋 H27～H30 195,400

佐見 島根県 飯南町 営農飲雑用水2.9km H28 330,000

元谷 島根県 浜田市 ほ場整備12.2ha H28 440,000

東平原 島根県 浜田市 用排水路1.7km、農道整備0.9km H28 110,000

広域農道保全対策 大邑線（美郷町） 島根県 美郷町 舗装修繕1式、法面対策８箇所等 H28～H31 100,000

広域農道保全対策
大邑線（大田
市、川本町）

島根県 大田市外 橋梁補修2箇所、法面対策23箇所等 H28～H31 407,956

広域農道保全対策 邑南線 島根県 邑南町 橋梁補修8箇所、法面対策24箇所等 H28～H31 623,000

入南南 島根県 出雲市 排水路141ｍ、付帯工１式 H27 35,000

山王 島根県 出雲市 排水路352m H27～H28 236,400

3,091,233

計画期間内
の総事業費

中山間地域所得向上支援事業

中山間地域所得向上支援事業

中山間地域所得向上支援事業

計画期間内
の総事業費

ふるさと農道整備事業

ふるさと農道整備事業

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業

備考

備考

計画期間内の事業内容

計画期間内の事業内容

工　期

工　期

（単位：千円）

（単位：千円）

地方創生道整備推進交付金

事業実施
主　　 体

事業実施
主　　 体

関　係
市町村

関　係
市町村

事　　　業　　　名

ふるさと農道整備事業

合計（全体事業費）

事　　　業　　　名

基幹水利施設整備事業

基幹水利施設整備事業

ふるさと農道整備事業

地方創生道整備推進交付金

ふるさと農道整備事業

ふるさと農道整備事業

農村地域防災減災事業

地域用水環境整備事業

合計（全体事業費）

農業基盤整備促進事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農業集落排水事業

農道整備事業

農道整備事業

農道整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農地整備事業

農地環境整備事業

農地環境整備事業

農地環境整備事業

地方創生道整備推進交付金

農業集落排水事業

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業

農業集落排水事業
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第２期しまね農業農村整備活性化プラン 位置図
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農地整備事業（経営体育成型） 養賀原 1
農地整備事業（通作条件整備） 飯石 2
農地整備事業（通作条件整備） 益田 3
農地整備事業（通作条件整備） 簸川西 4
農地整備事業（通作条件整備） 飯石・斐伊 5
農地整備事業（通作条件整備） 大田・邑智 6
農地整備事業（通作条件整備） 邑南 7
水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 湖岸荘原 8
水利施設整備事業（排水対策特別型） 入南南 9
水利施設整備事業（排水対策特別型） 山王 10
農業集落排水事業 阿宮 11
農業集落排水事業 横田安富 12
農業集落排水事業 安来 13
農業集落排水事業 奥出雲 14
農業集落排水事業 八神 15
農業集落排水事業 松江 16
中山間地域総合整備事業
　効果促進事業
中山間地域総合整備事業 益田 18
中山間地域総合整備事業 雲南北 19
中山間地域総合整備事業 佐田 20
中山間地域総合整備事業 邑南 21
中山間地域総合整備事業 飯南 22
中山間地域総合整備事業 浜田東部 23
農地環境整備事業 丹波 24
農地環境整備事業
　効果促進事業
農地環境整備事業 八神・太田 26
農地環境整備事業 福光 28
農地環境整備事業 立河内 29
農道整備事業 和田3期 30
農道整備事業 はまだ中央 31
農道整備事業 櫟田原 32
農地整備事業（通作条件整備） 上三所中村 33
農地整備事業（通作条件整備） 幡屋 34
農地整備事業（通作条件整備） 田原 35
農地整備事業（通作条件整備） 和田 36
農業集落排水事業 雲南 37
農業集落排水事業 弥栄 38
農業基盤整備促進事業 小寄 39
農業基盤整備促進事業 北の郷 40
農業基盤整備促進事業 坂本 41
農業基盤整備促進事業 伊木 42
地域用水環境整備事業 阿井 43
農地整備事業（通作条件整備） 大郷 44
農地整備事業（通作条件整備） 佐世 45
農地整備事業（通作条件整備） 真木・張戸 46
農業集落排水事業 雲南 47
農業基盤整備促進事業 柳瀬 48
農業基盤整備促進事業 市原 49
農地整備事業（通作条件整備） 掛合川上 50
農地整備事業（通作条件整備） 島根県農道施設 51
農業集落排水事業 安城 52
農業集落排水事業 江津 53
農業集落排水事業 浜田 54
農業集落排水事業 松江第一 55

事　　　業　　　名 地区名

高津川

東平原

図面
番号
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55


