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土地改良事業計画について

1土地改良事業計画書

第1章　　目　的

効率的な農業生産基盤を確立して，意欲ある担い手の育成及び新規就農者の支援と

新ブランド農産物（オリーブ）による地域産業の振興を図るため，農用地の造成及び

農業施設用地を整備する。

第2章　地域の所在及び現況

1．地域の所在及び地積

［単位：ha］

所　在 �江田島市大柿町深江 

地　積 �田 �畑 �山林 �原野 �その他 �5条7項 �5条6項 �計 
0．1 �0．5 �4．4 �7．9 �0．1 �－ �0．5 �13．5 

2．地域の現況

（1）　地形

本地区は，江田島市大柿町の南端に位置する小起伏丘陵地帯である。

（2）　土質及び土壌

地質は主に花崗岩質岩石であり，土壌は粗粒残性未熟土壌である。

（3）　気象

広島県南部に位置するため瀬戸内海気候に属し，年間平均気温16．0℃と温暖で

年間平均降水量は1418．6mmである。

（4）　水利状況

該当なし。
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（5）営農状況

本区域の土地は全て江田島市の所有となっており，造成後に法人及び企業が参入し

て営農予定。

区　分 �農家 戸数 �農家 人口 �内　　訳 ��一戸当たり ��備　考 専業 �兼業 �田 �畑 

（戸） �（人） �（戸） �（戸） �（ha） �（ha） 

注田島 市 �1142 �1213 �225 �170 �0．2 �0．18 � 

受益地 �1 �－ �－ �－ �－ �－ � 

（6）地域環境の概況

本地域には保全すべき生物等の生息は確認されていないが，注田島市田国環境整

備マスタープランにおいて，「環境配慮区域」に指定されており，下流水路及び湿地

には様々な動植物及び魚類が生息し，多様な生態系を構成している。

第3章　　基本計画

1．工事計画の内容

地区名 �工　　　　種 �数量及び規模 �備考 

深江 �造　成　工 �12．Oha � 

道　路　工 �しこ1．3km　W＝3．0～4．0m � 

用水路工 �しこ1．5km　VP50 � 

排水路工 �しこ0．2km　DFlOOO‡1000 � 

2．環境配慮にかかる計画

（1）　工事施行時には，下流河川の水質悪化や周囲の動植物に影響を与えない様に考慮

する。

（2）　貴重な植物等については，置替えなど環境に配慮して施行する。

第4章　工事又は管理の要領

事業により創設される各施設の維持管理は江田島市が行う。
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第5章　換地計画の要領

1．換地計画樹立の必要性

農用地の集団化，公平な配分及び権利の確定を行うため。

2．換地計画樹立の基本方針

（1）従前の地積の基準

換地交付の基準とする従前の土地の地積は国土調査法による地籍調査に基づく登

記が完了している土地については土地改良事業計画決定の日の登記簿地積とし、分筆

して地区内となる土地は事業主体の行う実測地積とする。

（2）農用地集団化の方法

区分 工区名 �地帯別，グループ 別団地の指定 �個人別換地の方法 

位置の選択 �i一戸当り・ 目標団地数i �区画瞳畔i の取扱 

深　江 �営農グループ別 �母地集団化方式 �1 �固定蛙畔 原則として 標準区画を単 位‾に交付す る。 

（3）非農用地換地の方法

区分 �種　類 �非農用地区域 �面　積 �換地の手法 �その他 

工区名 ��の位置の概略 �　2 m 

深江 計 �農機具・資材 　】 ・庫の用地 �計画図の位置 �1，200 �共同減歩 見合いの 創設換地 � 

1，200 � � 

（1）　清算の方法

権利者が1人のため金銭による清算は行わない

3．換地区を設定する理由

全換地区
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4．土地改良法第5条6項に規定する国有地等の編入承認に係わる地積

［単位：五］

換地区 �区分 種類 �公　用　公　共　用　地 ����一般 国有地 �合　計 
国有地 �県有地 �市有地 �計 

深　江 �道　　路 � � �3，768．90 �3，768．90 � �3，768．90 

水　路 � � �862．30 �862．30 � �862．30 

合　計 � � � �4，631．20 �4，631．20 � �4，631．20 

第6章　　費用の概算

￥　257，000，000－（内地方事務費　芋12，000，000を含む）

第7章　　効用
［単位：千円］

区分 効果項目 �年総効果（便益）額 �年増加農業所得額 �備　考 

作物生産効果 �55，606 �55，606 � 

営農経費節誠効果 � � � 

維持管理節減効果 �△　　1“18 �△　　118 � 

耕作放棄防止効果 � � � 

計 �55，488 �55，488 � 

第8章　　他の事業との関係

非農用地区域は農業施設等用地整備により整地，舗装を行う。

第9章　　計画概要図

別紙の通り
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事業費の負担の予定基準

負　　　　担　　　　区　　　　分 ����備　　　考 

輔　i助　　　金 ��地　元　負　担　金 

国　　学 �県　　　　費 �市　町　一翼 �賦　課　金 

％ 50 �％ 15 �％ 35 �％ �地方事務費は除 く 
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2　土地改良事業の概要と法手続きのスケジュール

（1）土地改良事業の概要

①．事業名：農山漁村地域整備交付金

②事業期間：平成23年度～平成26年度（タと碑）

③費用対効果：1品7　1幽

（2）法手続きのスケジュール

［平成23年3月議会議決］⇒　計画概要公告（3月）⇒　県へ施行協議申請

書提出（4月）⇒　適否決定通知　⇒　事業計画書の県報公告，縦覧（5月）
⇒　施行同意・県報公告（6月）⇒［7月事業着手（補助金申請）］

3　オリーブ振興の取り組み

（1）取り組み状況

①市民へ取り組みの周知，及び意見聞き取り

自治会連合会，まちづくり協議会，女性会等への説明

②講演会の開催

第1回1月30日（日）（参加者130人）

③苗木の配布（助成）

約2，300本，約170人　→羽的排和子定

刑七

謀計

無塵沌碕擁
璃尿

：二亭々ム

④栽培研修会の開催

第1回　3月7日（月）「植え方」（柿浦小学校）予定

⑤展示園の設置

能美町中町坪崎，小用港等（3月中旬完成予定）

⑥推進組織の設立

江田島市オリーブ振興協議会の設立（市，県，JA，参入企業，農家等）予定

（2）取り組み計画

3年間を重点期間として集中的に取り組む。

①市民へ取り組みの広報活動。

②講演会等の研修会開催（1回以上／年）

③苗木の配布（1，50，0本程度／年）　乙千444
’④栽培研修会の開催（3回以上／年）
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ォリーブ植栽により，2ha／年の耕作放棄地解消　⊂心弱誘潟

（2）オリーブ栽培の目標と試算数値

【表1】耕作放棄地解消面積の目標と試算数値 

目標年度 �耕作放棄地 �オリーブ �オリーブ �収穫量 �粗生産額 解消面積 �栽培面積 �植栽本数 �（2－6kg �（700円 

（2ha／年） �（＋7＋2ha） �（600本／ha） �／本） �・／墾 

平成30年度 �16ha �25ha �1万5千本 �30　t �21百万F 

平成40年度 �36ha �45ha �’2万7千本 �162t �11”3・百万 

【図2】オリーブ栽培の目標と試算数値推移
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判読離Iン融

5　基幹となる販路・流通形態の構築計画

（1）販路構築

オリーブは市場等で扱っていないため，販路の確保が必要。

基幹となる販路は深江地区で栽培・加工・販売する参入企 が担う。

す参入企業が独自の加工・販路を確立するまでは，業務提携している小豆島の企業
に委託加工，販売する。
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5　基幹となる販路・流通形態の構築計画

（1）販路構築

オリーブは市場等で扱っていないため，販路の確保が必要。

基幹となる販路は深紅地区で栽培・加工・販売する参入企業が担う。

参入企業が独自の加工・販路を確立するまでは，業務提携している小豆島の企業

に委託加工，販売する。

また，基幹とはならないが，6次産業（地産地消）的な市民による商品開発，販

売も広がりが期待できる。

（2）流通形態の構築

栽培農家　⇒JA　⇒　参入企業

6　基幹となる参入企業の経営

（1）オリーブ栽培の企業経営計画

オリーブは一定の収穫量が得られるまで相当の期間を要するため，多大な先行

投資が必要。計画書では投資額1億7千万円，収支はH33に経常黒字化。

（2）経営基盤の確保

経営規模は栽培面積7ha程度のまとまった優良農地が必要な計画であり，2

haは自社確保し，残る5haは市の農地造成地を借地する。

土地使用料は園内道路を含む園地を対象に市費負担額の40年償還に相当

する24円／壷，契約期間は20年間でその毎に更新とするが，ある程度の収益

が見込まれるまで据え置き，使用料の発生は平成30年度からとする。

7　栽培農家の経営

現時点で目指す姿としては，オリーブ専作農家ではなく，また，既存作物からの転

換を図るものでもなく，あくまでも耕作放棄地への新たな作付けを想定しだ栽培

面積が30a～50a程度までの兼業農家，或いは兼業農家的な新規就農を想定し

ている。i反～∫友
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【表2】栽培農家の経営目標と試算数値

栽培面積 �植栽本数 �目標年度 �収穫量 （5－10 kg／本） �粗生産額 �所得 

（a） �（60本／10a） ���（700円／kg） �（所得率60％） 

30云 �180本 �H30 �0．9　t �630千円 �378千円 
H40 �1．8t． �1，260千円． �756千円 

50a �300本 �H30 �1．5　t �1，050千円 �630千円 
H40 �3．O　t �2，800千円 �1，680千円 
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