
別記参考様式第１号

計画の名称

農業生産基盤と農村環境の一体的整備による「あきた」の元気な農村づくり

計画策定主体

秋田県

対象市町村
鹿角市、小坂町、北秋田市、大館市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、藤里町、秋田市、潟上市、
男鹿市、井川町、大潟村、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町

計画の期間

平成２２年度　～　平成２６年度　（５年間）

計画の目標
生産性の高い農地の整備、安定的な農業用水の確保、安全で快適な地域環境の整備等を一体的に実施する
ことにより、生産基盤及び農村環境の向上を図り、秋田県の農業・農村の持続的発展を目指します。

定量的指標

対象事業

事業名

事業型
事業課所名
（地区名）

農地整備事業 赤平 秋田県 秋田市 補完工１式、促進費１式 H22 ～ H25 137,440

経営体育成型 大浦沼 秋田県 大仙市 促進費 1式 H22 ～ H24 1,600

糸流川 秋田県 三種町 促進費 1式 H22 ～ H23 540

大沢 秋田県 秋田市 促進費 1式 H22 ～ H23 1,478

男鹿浦田 秋田県 男鹿市 補完工 1式、促進費 1式 H22 ～ H26 41,000

若美中央 秋田県 男鹿市 暗渠排水 14.4ha、補完工 1式 H22 ～ H26 534,000

常盤本郷 秋田県 能代市 暗渠排水 10.0ha H22 ～ H26 203,000

地先干拓 秋田県 三種町 暗渠排水 82.1ha、用排水路 0.5km H22 ～ H26 367,000

大館沼館 秋田県 大館市 区画整理 14.9ha、暗渠排水 37.6ha H22 ～ H26 471,400

天塩 秋田県 潟上市 区画整理 118.8ha、暗渠排水 118.8ha H22 ～ H26 1,656,000

陣場岱 秋田県 北秋田市 用排水路　5.4km H23 ～ H26 821,000

銅屋 秋田県 秋田市 補完工 1式 H22 ～ H24 85,000

小種 秋田県 大仙市 促進費 1式 H22 ～ H24 6,923

草木 秋田県 鹿角市 促進費 1式 H22 ～ H24 7,900

藤琴 秋田県 藤里町 補完工 1式、促進費 1式 H22 ～ H26 106,000

左手子 秋田県 秋田市 補完工１式、促進費１式 H22 ～ H25 56,700

高屋 秋田県 鹿角市 補完工 1式、促進費 1式 H22 ～ H26 59,000

神岡西部 秋田県 大仙市 暗渠排水　95.2ha H22 ～ H26 561,000

強首 秋田県 大仙市 区画整理 84.9ha、暗渠排水 352.1ha H22 ～ H26 1,881,000

⑥排水整備により、汎用農地を83ha確保する。

⑦中山間地域の総合的整備により、34集落を維持保全する。

⑧農地整備事業について、23地区でほ場整備等の実施に向けた計画策定を行う。

⑨農村地域の総合的整備により、70集落を維持保全する。

⑩農山漁村活性化対策整備に関する事業において、ほ場整備事業の導入に向けて4地区で地形図作成、7地区で農用地等集団
化事業を行うとともに、地域の活性化を図るため1地区で農道0.04kmを整備を行う。

計画期間内
の事業内容

(工種及び数量)

事業実施
主体

備考
関係市町

村
工期

計画期間内
の総事業費

(千円)

農山漁村地域整備計画

①ほ場整備事業を契機とした新たな農業生産法人を23法人設立させるとともに、40地区で法人育成に資する取組を進める。

②農業水利施設の補修・更新により、31,367haの受益面積における用水の安定供給を図るとともに、6地区で保全計画を策定す
る。

③災害に備えた改修により、想定被害面積を3,609ha低減させる。

④豊かな水辺環境を1地域で創出するとともに、再生エネルギーの導入を図るため、1地区で小水力発電の施設整備を行う。

⑤農業集落排水施設の整備・強化により、計画処理人口17,890人の安定処理を図るとともに、6地区で機能診断、2地区で整備構
想策定、2地区で実施設計を行う。



下岩川 秋田県 三種町 暗渠排水 26.4ha H22 ～ H26 202,000

泉八日 秋田県 三種町 区画整理 27.2ha、暗渠排水 108.5ha H22 ～ H26 323,000

強首２期 秋田県 大仙市 区画整理 92.6ha、暗渠排水 218.5ha H22 ～ H26 1,507,000

皆別当 秋田県 大仙市 暗渠排水　42.0ha H22 ～ H26 214,000

南外中央 秋田県 大仙市 区画整理　15.8ha、暗渠排水　78.5ha H22 ～ H26 787,000

万谷 秋田県 小坂町 区画整理　46.5ha、暗渠排水　46.5ha H22 ～ H26 684,000

上井河 秋田県 井川町 区画整理 47.4ha、暗渠排水 47.4ha H22 ～ H26 913,000

本城 秋田県 北秋田市 区画整理　59.6ha、暗渠排水　40.0ha H23 ～ H26 806,000

吉田 秋田県 北秋田市 区画整理 20.0ha H25 ～ H26 461,000

下田平 秋田県 能代市 区画整理 35.0ha H25 ～ H26 720,000

平沢 秋田県 秋田市 区画整理 62.5ha  暗渠排水 3.0ha H25 ～ H26 1,022,540

柴野 秋田県 由利本荘市 区画整理 22.8ha H25 ～ H26 301,000

平根 秋田県 由利本荘市 区画整理 56.1ha H25 ～ H26 654,690

高屋敷 秋田県 大仙市 区画整理 36.0ha H25 ～ H26 469,000

轟 秋田県 能代市 区画整理　１式、暗渠排水 23.0ha H26 ～ H26 65,000

実施計画型 カラムシ岱 秋田県 北秋田市 ほ場整備計画策定　１式 H23 3,000

吉田 秋田県 北秋田市 ほ場整備計画策定　１式 H23 1,500

平沢 秋田県 秋田市 ほ場整備計画策定　１式 H23 5,000

柴野 秋田県 由利本荘市 ほ場整備計画策定　１式 H23 2,000

平根 秋田県 由利本荘市 ほ場整備計画策定　１式 H23 4,000

下田平 秋田県 能代市 ほ場整備計画策定　１式 H24 8,000

芦崎 秋田県 三種町 ほ場整備計画策定　１式 H24 4,000

高屋敷 秋田県 大仙市 ほ場整備計画策定　１式 H24 7,000

三条川原 秋田県 大仙市 ほ場整備計画策定　１式 H24 8,000

山谷 秋田県 大仙市 ほ場整備計画策定　１式 H24 4,000

潟野十二峠 秋田県 仙北市 ほ場整備計画策定　１式 H24 5,000

末広 秋田県 鹿角市 ほ場整備計画策定　１式 H25 9,000

上川沿 秋田県 大館市 ほ場整備計画策定　１式 H25 11,800

荷上場 秋田県 能代市 ほ場整備計画策定　１式 H25 6,000

下淀川 秋田県 大仙市 ほ場整備計画策定　１式 H25 5,000

豊岡南部 秋田県 大仙市 ほ場整備計画策定　１式 H25 6,300

六合 秋田県 大仙市 ほ場整備計画策定　１式 H25 8,600

三ツ屋岱 秋田県 北秋田市 ほ場整備計画策定　１式 H26 6,100

小掛・鬼神 秋田県 能代市 ほ場整備計画策定　１式 H26 4,300

東雲原 秋田県 能代市 ほ場整備計画策定　１式 H26 10,800

畑 秋田県 にかほ市 ほ場整備計画策定　１式 H26 10,000

生保内南 秋田県 仙北市 ほ場整備計画策定　１式 H26 6,100

的場 由利本荘市 由利本荘市 整備計画策定　１式 H26 4,000

水利施設整備事業 十日町 秋田県 横手市 排水路 2.0km H23 ～ H24 58,100

排水対策特別型 大谷 秋田県 由利本荘市 排水路 0.4km H23 ～ H24 55,000

（うち全国防災） 排水路 0.1km H23 ～ H24 (30,000)

農業農村整備実施計画策定事業



基幹水利施設保全型 八ヶ村堰１期 秋田県 北秋田市 頭首工１式、用水路１式 H22 32,300

羽根川１期 秋田県 三種町 ダム、揚水機１式 H22 30,000

野村 秋田県 潟上市 揚水機2台、用水路1.3km H22 ～ H25 210,619

仁井田 秋田県 秋田市 用水路2.0km H22 ～ H26 252,200

仁井田十八石堰 秋田県 秋田市 用水路１式 H22 ～ H23 65,000

強首１期 秋田県 大仙市 揚水機、用水路１式 H22 ～ H24 152,000

仙北平野Ⅰ１期 秋田県 大仙市・仙北市・美郷町 頭首工１式、用水路１式 H22 ～ H23 125,000

旭川水系１期 秋田県 横手市 用水路　１式 H22 ～ H23 58,500

八郎潟西部 秋田県 男鹿市 揚水機、用水路１式 H22 ～ H25 485,730

山城堰１期 秋田県 横手市 頭首工１式 H23 ～ H26 165,000

稲川１期 秋田県 湯沢市 用水路3.7km、排水路5.4km H23 ～ H26 300,000

野中１期 秋田県 湯沢市・羽後町 用水路9.4km H23 ～ H26 158,000

綴子１期 秋田県 北秋田市 揚水機、用水路１式 H23 ～ H24 59,000

滝川 秋田県 男鹿市 ダム設備１式 H2４ ～ H26 285,000

飯塚１期 秋田県 潟上市 排水機１式 H2４ ～ H25 56,000

三浦堰 秋田県 大館市 保全計画１式、頭首工１式 H23 ～ H26 45,000

鵜川１期 秋田県 三種町 保全計画１式 H23 2,816

開堰 秋田県 横手市 保全計画１式、用水路１式 H23 ～ H26 61,870

皆瀬（１） 秋田県 横手市 保全計画１式、用水路１式 H23 ～ H26 148,388

松岡・床舞 秋田県 湯沢市・羽後町 保全計画１式 H2４ ～ H26 5000

男鹿東1期 秋田県 大潟村 排水路１式 H2４ ～ H25 100,000

皆瀬 秋田県 横手市・大仙市・湯沢市 取水塔１式 H25 ～ H26 100,000

仙北平野 秋田県 大仙市・仙北市・美郷町 用水管理システム１式 H26 ～ 150,000

男鹿東２期 秋田県 大潟村 排水路１式 H26 ～ 200,000

地域農業水利施設保全型 本田 三種町 三種町 水門１式 H23 20,000

男鹿東 大潟村 大潟村 保全計画１式 H23 3,712

基幹水利施設整備型 松倉 秋田県 大仙市 除塵設備１式 H23 40,000

農地防災事業 南外 秋田県 大仙市 防災ダム整備　１式 H22 ～ H24 118,000

防災ダム事業

ため池等整備事業 潟尻 秋田県 美郷町 ため池等整備　１式 H22 ～ H24 156,000

六沢 秋田県 由利本荘市 ため池等整備　１式 H22 2,000

土手ヶ沢 秋田県 羽後町 ため池等整備　１式 H22 2,000

松舘 秋田県 鹿角市 ため池等整備　１式 H22 ～ H23 34,800

岩の沢 秋田県 湯沢市 ため池等整備　１式 H22 ～ H24 28,000

矢崎 秋田県 能代市 ため池等整備　１式 H22 ～ H24 110,000

仁井田堰２期 秋田県 秋田市 用水路整備　１式 H22 ～ H24 337,900

亀田堰 秋田県 横手市 用水路整備　１式 H23 ～ H24 120,900

農業用河川工作物応急対策事業 小勝田 秋田県 仙北市 頭首工改修　１式 H22 ～ H25 355,490

立花 秋田県 大館市 頭首工改修　１式 H23 ～ H25 211,000

特定農業用管水路等特別対策事業 沢尻 秋田県 大館市 用水路　１式 H24 24,400

若松堰 秋田県 仙北市 水辺環境整備　１式 H22 ～ H24 78,600

卒田 秋田県 仙北市 魚道整備　１式 H22 ～ H23 68,000

畑野 秋田県 にかほ市 小水力発電施設１箇所 H26 ～ 41,000

地域用水環境整備事業



農業集落排水事業 三本扇 大仙市 大仙市 処理施設1箇所、管路施設 H22 ～ H23 711,900

由利第五（東鮎川） 由利本荘市 由利本荘市 処理施設機能強化　1式 H22 ～ H23 231,000

百目木 にかほ市 にかほ市 処理施設機能強化　1式 H22 ～ H23 170,500

下岩川 三種町 三種町 処理施設整備　1式 H23 6,000

松岡 湯沢市 湯沢市 管路施設整備　1式 H23 100,000

角間川 大仙市 大仙市 処理施設1箇所、管路施設 H23 ～ H24 250,500

金沢 横手市 横手市 処理施設1箇所、管路施設 H23 ～ H26 838,876

雄和新波 秋田市 秋田市 処理施設機能強化　1式 H23 ～ H24 47,190

餌釣 大館市 大館市 処理施設機能強化　1式 H23 ～ H24 63,650

山館 大館市 大館市 処理施設機能強化　1式 H23 ～ H24 59,750

由利第六 由利本荘市 由利本荘市 処理施設機能強化　1式 H23 ～ H24 61,000

豊川 潟上市 潟上市 処理施設機能強化　1式 H23 13,000

芦崎 三種町 三種町 処理施設機能強化　1式 H23 ～ H24 202,700

外岡・羽立 三種町 三種町 処理施設機能強化　1式 H23 ～ H24 81,900

由利本荘市 由利本荘市 由利本荘市 施設更新構想策定　1式 H23 ～ H26 62,000

横手市 横手市 横手市 施設更新構想策定　1式 H23 ～ H24 19,000

浜浅内 能代市 能代市 処理施設機能強化　1式 H24 20,000

大又 三種町 三種町 処理施設機能強化　1式 H24 12,400

小友第一 由利本荘市 由利本荘市 処理施設機能強化　1式 H24 ～ H25 230,000

由利第七 由利本荘市 由利本荘市 処理施設機能強化　1式 H24 ～ H25 144,000

今泉 横手市 横手市 処理施設機能強化　1式 H24 ～ H25 123,800

にかほ市 にかほ市 にかほ市 施設更新構想策定　1式 H24 ～ H26 21,000

雄和向野 秋田市 秋田市 施設機能診断1式、処理施設機能強化１式 H24 ～ H26 82,348

五里合 男鹿市 男鹿市 施設機能診断1式、処理施設機能強化１式 H24 ～ H26 93,290

伊勢居地 にかほ市 にかほ市 施設機能診断1式、処理施設機能強化１式 H25 ～ H26 243,000

由利第八 由利本荘市 由利本荘市 施設機能診断1式、処理施設機能強化１式 H25 ～ H26 144,000

大仙市 大仙市 大仙市 施設更新構想策定　１式 H25 ～ H26 51,000

西明寺 仙北市 仙北市 処理施設機能強化１式、実施設計１式 H25 ～ H26 6,000

山田中央 湯沢市 湯沢市 施設機能診断1式 H25 2,500

吉沢 由利本荘市 由利本荘市 処理施設機能強化１式、実施設計１式 H26 ～ 4,000

沢尻 大館市 大館市 施設機能診断1式 H26 2,000

寒川 秋田市 秋田市 施設機能診断2式 H26 2,000

仙北市 仙北市 仙北市 施設更新構想策定　１式 H26 ～ 14,000

集落基盤整備事業 合川 北秋田市 北秋田市 農用排0.8km,農道0.6km H23 37,800

平鹿 横手市 横手市 農用排0.6km,集落農園1式 H23 ～ H24 60,200

中山間地域総合整備事業 山瀬 大館市 大館市 農用排0.2km,農道1.6km H23 ～ H24 42,000

上小阿仁 上小阿仁村 上小阿仁村 農用排1.2km、防災安全1基 H23 ～ H24 46,000

下田平 能代市 能代市 地形図作成　1式 H24 3,621

基盤整備事業・地形図作成 芦崎 三種町 三種町 地形図作成　1式 H24 2,314

三条川原 大仙市 大仙市 地形図作成　1式 H24 3,214

潟野十二峠 仙北市 仙北市 地形図作成　1式 H24 1,570

基盤整備事業・農用地等集団化 下田平 二ツ井町土地改良区 能代市 換地設計基準作成等　１式 H24 3,317

芦崎 三種町浜口土地改良区 三種町 換地設計基準作成等　１式 H24 1,707

小神成太田 大仙市 大仙市 換地設計基準作成等　１式 H24 5,933

高屋敷 大仙市 大仙市 換地設計基準作成等　１式 H24 1,531

三条川原 大仙市 大仙市 換地設計基準作成等　１式 H24 2,608

山谷 大仙市 大仙市 換地設計基準作成等　１式 H24 738

潟野十二峠 仙北市 仙北市 換地設計基準作成等　１式 H24 1,334

基盤整備事業・農業用道路 川口 湯沢市 湯沢市 農道0.04km H24 45,764

合　　　計 150地区 25,722,991

農山漁村活性化対策整備に関する事業



関連事業

事業名

事業型
事業課所名
（地区名）

農業競争力強化基盤整備事業 中仙南部 秋田県 大仙市 補完工 1式 H24 ～ H26 117,000

経営体育成型 沼館 秋田県 横手市 補完工 1式、促進費 1式 H24 ～ H26 97,975

仙北西 秋田県 大仙市 補完工 1式 H24 ～ H26 72,000

会塚 秋田県 横手市 補完工 1式、促進費 1式 H24 ～ H26 69,000

本堂城回 秋田県 美郷町・大仙市 用排水路3.5km H24 ～ H26 1,135,000

国見 秋田県 大仙市 補完工 1式、促進費 1式 H24 ～ H25 65,979

鶯野 秋田県 大仙市 補完工 1式、促進費 1式 H24 ～ H26 116,370

羽貫谷地 秋田県 美郷町 暗渠排水　53.9ha H24 ～ H26 230,000

宮田 秋田県 横手市 区画整理　28.4ha、暗渠排水　49.6ha H24 ～ H26 615,000

大畑 秋田県 美郷町 区画整理　30.4ha、暗渠排水　57.4ha H24 ～ H26 585,000

下郷 秋田県 横手市 区画整理　24.6ha、暗渠排水　24.6ha H24 ～ H26 415,000

東今泉 秋田県 大仙市 区画整理　52.6ha、暗渠排水　52.6ha H24 ～ H26 627,000

清水町 秋田県 横手市 区画整理　66.9ha、暗渠排水　66.9ha H24 ～ H26 882,000

中仙中央 秋田県 大仙市 区画整理 200.6ha、暗渠排水 100.0ha H24 ～ H26 2,008,000

栄南部 秋田県 横手市 区画整理 53.5ha、暗渠排水 34.5ha H24 ～ H26 812,000

金屋 秋田県 横手市 区画整理 44.3ha、暗渠排水 35.4ha H24 ～ H26 546,000

小神成太田 秋田県 大仙市 区画整理 76.0ha H25 ～ H26 683,000

芦田子 秋田県 大館市 区画整理 49.0ha、暗渠排水 10.0ha H24 ～ H26 640,000

福米沢本内 秋田県 男鹿市 区画整理 65.5ha、暗渠排水 10.0ha H24 ～ H26 812,000

薮台 秋田県 大仙市 区画整理 126.5ha H24 ～ H26 1,483,000

轟 秋田県 能代市 区画整理 68.0ha、暗渠排水 35.0ha H24 ～ H26 806,000

昭和豊川 秋田県 潟上市 区画整理103.5ha、暗渠排水 66.4ha H24 ～ H26 1,571,000

五城目杉沢 秋田県 五城目町 区画整理 32.6ha、暗渠排水 15.0ha H24 ～ H26 571,000

芦崎 秋田県 三種町 実施設計　１式 H26 ～ 110,000

三条川原 秋田県 大仙市 実施設計　１式 H26 ～ 118,000

山谷 秋田県 大仙市 実施設計　１式 H26 ～ 80,000

潟野十二峠 秋田県 仙北市 実施設計　１式 H26 ～ 123,000

基幹水利施設保全型 秋田北部３ 秋田県 大潟村 取水口、用水路１式 H23 ～ H24 282,500

基幹水利施設整備型 平鹿平野(二期) 秋田県 横手市・大仙市 用水路4.7km H2４ ～ H26 793,900

農村地域防災減災事業 新堤 秋田県 由利本荘市 ため池等整備　１式 H22 ～ H26 385,000

ため池等整備事業 樽沢大堤 秋田県 男鹿市 ため池等整備　１式 H22 ～ H25 72,000

山王沢 秋田県 男鹿市 ため池等整備　１式 H22 ～ H25 59,584

皿ヶ台 秋田県 羽後町 ため池等整備　１式 H22 ～ H26 172,600

釜ヶ沢 秋田県 秋田市 ため池等整備　１式 H22 ～ H26 173,918

ガバ沢沼 秋田県 横手市 ため池等整備　１式 H22 ～ H26 242,898

杉沢 秋田県 秋田市 ため池等整備　１式 H23 ～ H25 72,000

もぐら沢 秋田県 由利本荘市 ため池等整備　１式 H23 ～ H26 116,700

二ツ橋 秋田県 羽後町 ため池等整備　１式 H23 ～ H26 146,312

岩木 秋田県 由利本荘市 ため池等整備　１式 H24 ～ H26 92,000

ジョゴモリ 秋田県 三種町 ため池等整備　１式 H24 ～ H26 30,000

沢口 秋田県 大館市 ため池等整備　１式 H24 ～ H26 123,000

一ノ目潟 秋田県 男鹿市 用水路整備　１式 H23 ～ H26 267,000

一ノ目潟２期 秋田県 男鹿市 用水路整備　１式 H23 ～ H26 15,000

寝耳沢 秋田県 羽後町 ため池等整備　１式 H25 ～ H26 21,000

穴堰 秋田県 秋田市 用水路整備　１式 H25 ～ H26 190,000

第１槻沢 秋田県 湯沢市 ため池等整備　１式 H26 ～ 15,000

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

計画期間内
の総事業費

(千円)



農業用河川工作物応急対策事業 芝野 秋田県 秋田市 頭首工改修　１式 H22 ～ H26 436,500

町田 秋田県 男鹿市 頭首工改修　１式 H23 ～ H26 38,000

寺田 秋田県 秋田市 頭首工改修　１式 H24 ～ H26 353,000

李岱 秋田県 北秋田市 頭首工改修　１式 H23 ～ H26 172,700

新処堰 秋田県 湯沢市 頭首工改修　１式 H23 ～ H26 213,300

松原 秋田県 秋田市 頭首工改修　１式 H26 ～ 9,000

宮田 秋田県 仙北市 頭首工改修　１式 H26 ～ 12,000

防災ダム事業 水沢山 秋田県 八峰町 防災ダム整備　１式 H22 ～ H26 455,000

特定農業用管水路等特別対策事業 戸鳥内 秋田県 北秋田市 用水路　１式 H24 ～ H25 43,000

床舞 秋田県 羽後町 用水路　１式 H26 ～ 9,000

合　　　計 56地区 20,402,236


