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別紙のとおり

農山漁村地域整備計画

「”にぎわい”のあるみやぎの農業・農村」の実現に向けた農業農村整備計画

宮城県

仙台市，石巻市，気仙沼市，白石市，名取市，角田市，登米市，栗原市，東松島市，大崎市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，村
田町，柴田町，川崎町，丸森町，亘理町，山元町，松島町，大郷町，色麻町，加美町，涌谷町，美里町，塩竃市

平成２７年度～令和元年度（５年間）

　宮城県では，みやぎ食と農の県民条例（平成１２年宮城県条例第１１４号）が掲げる目標の実現に向け，同条例第８条に基づき「みやぎ食と農
の県民条例基本計画」（以下，「食農基本計画」という。）を策定している。
【条例に掲げる目標】
　１　県民に安全で安心な食料が安定的に供給されること
　２　次代の農業者を育成しつつ，環境への十分な配慮を図ること等により，将来にわたり農業が持続的に営まれること
　３　県民及び国民へのやすらぎ空間の提供，文化の継承，景観の保全等，農業・農村の有する多面的な機能を十分に発揮すること
　４　多彩で豊かな農産物の生産の場である農村の経済的な発展及び総合的な振興が図られること
　また，食農基本計画に関する農業・農村の基盤整備関係の実施計画として，「みやぎ農業農村整備基本計画」（以下，「NN基本計画」という。）
を策定している。
　NN基本計画は，食農基本計画が掲げている四つの基本方針のうち，農業農村整備分野が直接的に関わる内容を”競争力のある農業の持続
的な発展”及び”農村の振興に関する多面的な機能の発揮と生活環境の整備” の二つに集約し，主体的な取組を具現化し進めることにしてい
る。
　さらに，食農基本計画に関連する畜産の実施計画として，「宮城県酪農・肉用牛生産近代化計画」（以下，「酪近計画」という。）を策定してい
る。
　酪近計画は，食農基本計画と関連させ，”活力のある担い手の確保・育成及び畜産の生産力強化” を重点事項と位置づけ，魅力ある農業の
実現に向け，施策を推進している。
　「みやぎの農山漁村地域整備計画」は，NN基本計画及び酪近計画に定めた整備目標指標等の達成に向けた一つのアクションプランである。

計画 取組の視点（方向）・方針 取組項目

農地の用排水対策面積 ５，１３５ｈａ

機能保全計画の策定施設数 ３８箇所

中山間地域における
農地の整備面積

１００ｈａ

農道整備による農作物等
の安定輸送確保面積

１０，９６１ｈａ

整備した優良農地
の利用集積の促進

担い手への農地集積
増加面積

１，１１３ｈａ

農業集落排水施設の整備，
更新による対象人口

１７，３１０人

農業集落排水施設
の機能診断実施数

３０処理区

農業集落排水施設
の整備構想策定数

１１地区

大規模災害による被害を最小限
にする安全な地域づくり

農地・農業用施設
の総合的な防災対策

防災・減災対策による
被害想定区域の解消面積

４，２４２ｈａ

飼料生産基盤の確立
担い手等を育成する
基盤整備の推進

草地の造成・整備面積 ２ｈａ

畜産環境対策
堆肥センターの処理機能
保全対策

機能保全対策地区数 ２地区

農業水利施設
ストックマネジメントの推進

優良な生産基盤の確保
と有効活用 担い手等を育成する

基盤整備の推進

農村の地域資源の保全管理
と豊かさの提供

農村の生活環境整備の推進
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（別紙）

備考

H27 ～ R1 1.08

H27 ～ R1 1.03

H27 ～ R1 1.11

1.03

H27 ～ R1 1.06

H27 ～ R1 1.05

H27 ～ R1 1.04

H27 ～ R1 1.12

H27 ～ H29 2.35

H27 ～ R1 1.07

H27 ～ R1 1.07

1.04

H27 ～ H30 1.10

H27 ～ R1 1.01

H27 ～ R1 1.03

H27 ～ H28 1.27

H27 ～ H29 1.52

1.23

H27 ～ R1 1.61

H29 ～ R1

H29 ～ R1

の事業内容 工期 の総事業費 費用対効果

（地区名） （工種及び数量） （千円）

農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名 計画期間内 計画期間内

事業型 事業箇所名 事業実施主体 関係市町村

113,849

農地整備 経営体育成型 大里 宮城県 栗原市
区画整理付帯工・測量試験費　一

式，換地費・高度化支援事業　一式
359,753

農地整備 経営体育成型 王沢 宮城県 栗原市
区画整理付帯工・測量試験費　一

式，換地費・高度化支援事業　一式

301,533

農地整備 経営体育成型 米谷 宮城県 登米市 高度化支援事業　一式 H27 7,725

農地整備 経営体育成型 飯島 宮城県 登米市
区画整理付帯工・測量試験費　一

式，換地費・高度化支援事業　一式

農地整備 経営体育成型 円田２期 宮城県 蔵王町
区画整理付帯工 一式，集落道路
0.1km，農村公園 1箇所，測量試験
費・換地費・高度化支援事業　一式

216,916

43,309

農地整備 経営体育成型 大坪 宮城県 大崎市
区画整理付帯工・測量試験費　一

式，換地費・高度化支援事業　一式
92,932

農地整備 経営体育成型 芋埣 宮城県 栗原市
区画整理付帯工・換地費　一式，高

度化支援事業　一式

516,345

農地整備 経営体育成型 青木 宮城県 登米市 高度化支援事業　一式 37,371

農地整備 経営体育成型 高城 宮城県
色麻町，加美

町

区画整理 23.9ha，暗渠排水
67.1ha，測量試験費・換地費・高度

化支援事業　一式

57,363

農地整備 経営体育成型 上富 宮城県 栗原市
暗渠排水 37.2ha，測量試験費　一
式，換地費・高度化支援事業　一式

180,445

農地整備 経営体育成型 城下 宮城県 栗原市
区画整理付帯工･測量試験費　一

式，換地費・高度化支援事業　一式

H27 15,433

農地整備 経営体育成型 鹿島台東部 宮城県 大崎市
区画整理付帯工・測量試験費　一

式，換地費・高度化支援事業　一式
81,984

農地整備 経営体育成型 田尻第２ 宮城県
大崎市，涌谷

町
高度化支援事業　一式

農地整備 経営体育成型 多田川左岸 宮城県
大崎市，加美

町
区画整理付帯工・測量試験費　一

式，換地費・高度化支援事業　一式
115,744

249,675

農地整備 経営体育成型 逢隈西部 宮城県 亘理町 高度化支援事業　一式 70,738

農地整備 経営体育成型 敷玉西部 宮城県 大崎市
区画整理付帯工・測量試験費　一

式，換地費・高度化支援事業　一式

47,437

農地整備
通作条件整備（基幹農道一般
型）

柳田峠２期 宮城県 丸森町 農道工　2.0ｋm 336,000

農地整備 経営体育成型 中田南部 宮城県 登米市 高度化支援事業　一式

農地整備 経営体育成型 広長３期 宮城県 大崎市 区画整理付帯工　一式 R1 23,000

69,090
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

H30 2,600
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

H28 3,355
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

藤株山 宮城県 川崎町 路面改良　2.6km 276,254

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

藤株山 宮城県 川崎町 点検診断　一式

土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備 実施計画策定事業 古関 川崎町 川崎町 地形図作成　一式

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

小斎 宮城県 丸森町 法面改良　２箇所

1,800
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 倉内・大針 仙台市 仙台市 地形図作成　一式 H30 9,800
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 小沢 川崎町 川崎町 地形図作成　一式 H30

農地整備 実施計画策定事業 上畑岡 栗原市 栗原市 地形図作成　一式 H30 22,600
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

H30 18,800
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 沼崎・大平 登米市 登米市 地形図作成　一式 H30

農地整備 実施計画策定事業 小野田東部 加美町 加美町 地形図作成　一式

12,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 上下堤 東松島市 東松島市 地形図作成　一式 H30 17,200
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 野尻 仙台市 仙台市 地形図作成　一式 H30 6,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

H30 4,400
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 尾袋川東 角田市 角田市 地形図作成　一式



190.10

H29 ～ R1 1.63

H27 ～ H28 1.02

H27 ～ H29 1.09

H27 ～ R1 1.09

H27 ～ R1 1.06

H27 ～ H29

H27 ～ R1 2.85

H28 ～ R1 1.56

H28 ～ R1 1.22

1.06

H29 ～ R1

H29 ～ H30

H29 ～ H30

H29 ～ R1

H27 ～ H29

H28 ～ H29

農地整備 実施計画策定事業 関場 村田町 村田町 地形図作成　一式 H30 8,500
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 下余田２期 名取市 名取市 地形図作成　一式 R1 6,200
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 高田・萱場 角田市 角田市 地形図作成　一式 R1 1,100
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

R1 8,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業
下福田・高松・
新田

東松島市 東松島市 地形図作成　一式 R1

農地整備 実施計画策定事業 米川 登米市 登米市 地形図作成　一式

13,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 下真山 大崎市 大崎市 地形図作成　一式 R1 10,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備 実施計画策定事業 前川 大郷町 大郷町 地形図作成　一式 R1 49,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

R1 4,500
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農地整備
草地整備型（公共牧場整備事
業）

加美
（公社）みやぎ
農業振興公社

加美町
草地造成整備　2.0ha，家畜保護施
設　2棟，飼料庫　1棟，農機具導入

6台
H27

農地整備 実施計画策定事業 沼田 村田町 村田町 地形図作成　一式

80,099

農地整備
草地整備型（公共牧場整備事
業）

丸森南山
（公社）みやぎ
農業振興公社

丸森町
実施設計　一式，家畜保護施設　２
棟，家畜排せつ物処理施設　１棟，

飼料調整貯蔵施設　1棟
330,687

15,750

水利施設整備 基幹水利施設保全型 田尻排水機場 宮城県
大崎市，美里

町
排水機場補修　１箇所，緊急補修工

事　１箇所
209,318

水利施設整備 基幹水利施設整備型 大崎西部２期 宮城県 大崎市 揚水機場監視設備　一式

575,889

水利施設整備 基幹水利施設保全型 中谷地・沼尻 宮城県
角田市，丸森

町
排水機場補修　２箇所 826,802

水利施設整備 基幹水利施設保全型 柴田 宮城県 柴田町 頭首工補修　１箇所

125,895
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 基幹水利施設保全型 井内 宮城県 石巻市 排水機場更新・補修　１箇所 193,507

水利施設整備 基幹水利施設保全型 稗田 宮城県 栗原市 排水機場更新・補修　１箇所

157,018

水利施設整備 基幹水利施設保全型 花島 宮城県 角田市 揚水機場更新・補修　１箇所 118,890

水利施設整備 基幹水利施設保全型 坂津田 宮城県 角田市 揚水機場更新・補修　１箇所

164,132
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

H27 3,150
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

R1 294,000

水利施設整備 基幹水利施設保全型 二ツ石 宮城県

大崎市，色麻
町，加美町，
涌谷町，美里
町，松島町，

緊急補修工事　１箇所 H28

水利施設整備 基幹水利施設保全型 宿の沢 宮城県 栗原市 ダム設備更新・補修　一式

3,150
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 基幹水利施設保全型 宿の沢 宮城県
栗原市，登米

市
機能保全計画策定　１箇所

水利施設整備 基幹水利施設保全型 第４旧迫川 宮城県 登米市
排水機場更新・補修　３箇所，揚水

機場更新・補修　２箇所

4,200
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

水利施設整備 基幹水利施設保全型 二間堀 宮城県 美里町 機能保全計画策定　１箇所 4,027
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

水利施設整備 基幹水利施設保全型 山王江 宮城県 大崎市 機能保全計画策定　１箇所 H27

52,118
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

H30 23,814
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

4,534
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

水利施設整備 基幹水利施設保全型 金谷 宮城県 登米市
機能保全計画策定・緊急補修工事

１箇所
H30 78,620

水利施設整備 基幹水利施設保全型 鞍坪 宮城県
美里町，東松

島市
機能保全計画策定　１箇所

調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

水利施設整備 基幹水利施設保全型
田尻川排水機
場

宮城県 登米市 緊急補修工事　１箇所

水利施設整備 基幹水利施設保全型 荒砥沢・小田 宮城県
栗原市，登米

市
対策工事　１箇所

緊急補修工事　１箇所

73,795
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

38,307
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

2,048
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 基幹水利施設保全型 南方 宮城県 登米市 緊急補修工事　１箇所 H30 19,362
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 基幹水利施設保全型 荒川 宮城県 村田町 緊急補修工事　１箇所 H30

水利施設整備 地域農業水利施設保全型 運蔵堰
美里東部

土地改良区
美里町 取水堰更新・補修　１箇所

水利施設整備 地域農業水利施設保全型 黒沢尻
黒沢尻用水路
土地改良区

大河原町，村
田町，蔵王町

頭首工補修　１箇所，揚排水機場補
修　６箇所，水門　２基

土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域農業水利施設保全型 稗田 栗原市 栗原市 緊急補修工事　１箇所 H30 8,551
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域農業水利施設保全型 金谷揚水機場
登米吉田

土地改良区
登米市 緊急補修工事　１箇所 H29 67,068



H27 ～ H28

H27 ～ H29 1.82

H27 ～ R1 1.66

H27 ～ H29 1.42

H27 ～ H30 1.22

H27 ～ R1 1.07

H27 ～ H29

H27 ～ H30

H27 ～ R1

H27 ～ R1

H27 ～ R1

H27 ～ H30

H27 ～ R1

H28 ～ R1

H29 ～ R1

H30 ～ R1 1.80

1.36

H27 ～ H28

H27 ～ H29

H27 ～ H29

H28 ～ H30

H28 ～ H30

H29 ～ R1

H29 ～ H30

H29 ～ H30

H30 15,525
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域農業水利施設保全型
東部揚排水機
場

迫川上流
土地改良区

登米市 緊急補修工事　１箇所 R1

水利施設整備 地域農業水利施設保全型 行井堂堰
鶴田川沿岸
土地改良区

大郷町 緊急補修工事　１箇所

10,300
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域農業水利施設保全型 鶴巻堰頭首工
小山田川沿岸
土地改良区

栗原市 緊急補修工事　１箇所 R1 5,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域農業水利施設保全型 舟堀揚水機場
美里東部

土地改良区
美里町 緊急補修工事　１箇所 R1 5,000

土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

37,800
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

32,560

R1 10,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域農業水利施設保全型 平針揚水機場
江合川沿岸土

地改良区
美里町 緊急補修工事　１箇所 R1

水利施設整備 地域農業水利施設保全型
台ヶ原6号揚水
機場

岩切土地改良
区

仙台市 緊急補修工事　１箇所

3,630
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地防災
農業用河川工作物応急対策等
事業

神取 宮城県 石巻市
測量・設計　一式，揚水機場撤去　１

箇所

水利施設整備
広域農業用水適正管理対策事
業

愛島北目 宮城県 名取市 堰撤去　１箇所，用地補償費　一式

施設の撤去のみを行う
ため未記入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（集落基盤再編型）

中新田 加美町 加美町
農道　0.6km，集落道　0.9km，防雪

柵　1.0km，排水路　0.6km
311,600

農地防災
農業用河川工作物応急対策等
事業

寺崎
石巻市北方
土地改良区

石巻市 揚水機場撤去　１箇所 H29 21,950

81,900

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（生産基盤型事
業））

七ヶ宿２期 宮城県 七ヶ宿町
用水路工　1.2km，付帯工　一式，換

地業務　一式
468,825

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（生産基盤型事
業））

南鹿原 宮城県 加美町
暗渠排水　10.0ha，付帯工　一式，

換地業務　一式

925,656

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

大泉 登米市 登米市 管路・処理施設新設 300,925
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（生産基盤型事
業））

前川 宮城県 川崎町
区画整理　20.6ha，付帯工　一式，
用水路工 2.1km，換地業務　一式

283,436
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

飯川 大崎市 大崎市 管路・処理施設機器更新 186,840
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

西古川 大崎市 大崎市 管路・処理施設機器更新

213,637
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

新田 登米市 登米市 管路・処理施設機器更新 166,484
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

富岡 大崎市 大崎市 管路・処理施設機器更新

86,240
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

桜岡 登米市 登米市 管路・処理施設機器更新 202,347
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

後小路 登米市 登米市 管路・処理施設機器更新

235,465
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

大村 色麻町 色麻町 管路・処理施設機器更新 210,714
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

新小路 登米市 登米市 管路・処理施設機器更新

386,811

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

南郷第3 美里町 美里町 管路・処理施設機器更新 R1 176,300

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

南郷第2 美里町 美里町 管路・処理施設機器更新

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

角田 角田市 角田市 集落排水施設整備構想策定　一式 H27 3,564
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

H27 1,782
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

美里 美里町 美里町
集落排水施設機能診断　４処理区，

整備構想策定　一式
16,000

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

色麻 色麻町 色麻町 集落排水施設整備構想策定　一式

調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

丸森 丸森町 丸森町
集落排水施設機能診断　３処理区，

整備構想策定　一式
11,000

調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

6,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

白石 白石市 白石市
集落排水施設機能診断　２処理区，

整備構想策定　一式
8,000

調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

石巻 石巻市 石巻市
集落排水施設機能診断　３処理区，

整備構想策定　一式

8,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

仙台 仙台市 仙台市
集落排水施設機能診断　１３処理

区，整備構想策定　一式
34,000

調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

涌谷 涌谷町 涌谷町
集落排水施設機能診断　２処理区，

整備構想策定　一式

3,920
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

村田 村田町 村田町
集落排水施設機能診断　１処理区，

整備構想策定　一式
3,720

調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

東松島 東松島市 東松島市
集落排水施設機能診断　１処理区，

整備構想策定　一式



H27 ～ H29 1.08

H27 ～ H28 1.46

1.07

H27 ～ H30 14.05

80,788

R1 7,350
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

R1 2,000
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

農村整備
畜産環境総合整備事業（資源リ
サイクル事業）

豊里
（公社）みやぎ
農業振興公社

登米市 施設整備　一式，機械設備　一式 67,246

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

大郷 大郷町 大郷町
集落排水施設機能診断　１処理区，

整備構想策定　一式

農村整備
畜産環境総合整備事業（資源リ
サイクル事業）

あさひな
（公社）みやぎ
農業振興公社

大郷町 機能保全対策　一式

農村整備
畜産環境総合整備事業（資源リ
サイクル事業）

本吉
（公社）みやぎ
農業振興公社

気仙沼市 施設整備　一式，機械設備　一式

15,750
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

42,000

海岸保全施設整
備＿農地

高潮対策 横須賀 宮城県
亘理町，山元

町
排砂機場工　１箇所 352,270

農村整備
農道整備事業（広域営農団地
農道型）

仙南２期 宮城県
白石市，蔵王
町，川崎町，

七ヶ宿町
道路付帯工　一式 H27

合計
   （全体事業費） 107 地区 11,944,567

H30 15,750
調査及び計画策定等
のソフト整備のため未
記入

海岸保全施設整
備＿農地

海岸堤防等老朽化対策 海岸宮城 宮城県

石巻市，東松
島市，塩竃

市，亘理町，
山元町

調査事業　一式 R1

海岸保全施設整
備＿農地

海岸堤防等老朽化対策 気仙沼 宮城県 気仙沼市 調査事業　一式



事業名 計画期間内
の総事業費

事業型 地区名 （千円）

(4) (8,807,404)
小計 4 地区 8,807,404

(1) (1,357,540)
小計 1 地区 1,357,540

石巻市，美里町
東松島市

美里町，石巻市
東松島市

石巻市，美里町
東松島市

(12) (15,451,477)
小計 12 地区 15,451,477

(20) (13,038,473)
小計 20 地区 13,038,473

(3) (4,185,412)
小計 3 地区 4,185,412

(1) (212,501)
小計 1 地区 212,501

(11) (2,787,528)
小計 11 地区 2,787,528

第２期 みやぎの農山漁村地域整備計画（農業農村整備）関連事業一覧

事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容 工期
(工種及び数量）

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

土 手 外 宮城県 松島町 高度化支援事業　一式 H27 12,006 2.16

R1 3,574,230 1.15

農山漁村地域復興基盤
総合整備事業

水利施設整備事業
（基幹水利施設整備型）

柴 鳥 宮城県 亘理町 排水機場工　１箇所

R1 73,106 1.82

測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式

測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式
農山漁村地域復興基盤

総合整備事業
農地整備事業

（経営体育成型）
北 上 宮城県 石巻市 区画整理 69.0ha，暗渠排水 260.0ha H27 ～

H27 ～ R1 4,826,937 1.04
農山漁村地域復興基盤

総合整備事業
農地整備事業

（経営体育成型）
大 川 宮城県 石巻市 排水機場　２箇所，区画整理付帯工　一式

換地費・高度化支援事業　一式
農山漁村地域復興基盤

総合整備事業
農地整備事業

（経営体育成型）
真 野 大 谷 地 宮城県 石巻市 換地費　一式 H27 51,500

H27 ～ R1 354,737 1.28
農山漁村地域復興基盤

総合整備事業
農地整備事業

（経営体育成型）
飯 野 川 宮城県 石巻市 測量試験費　一式，

2.68

換地費・高度化支援事業　一式
農村地域復興再生基盤

総合整備事業
農地整備事業

（経営体育成型）
下 志 田 宮城県 大崎市，松島町 区画整理付帯工･測量試験費　一式 H27 ～

H27 ～ H28 1,357,540 1.66

1.82～

H27 ～ R1

H27 40,855 1.37

青 木 川 宮城県 区画整理付帯工･測量試験費　一式 H27 ～

区画整理付帯工･測量試験費　一式 H27

R1 212,421

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

蛇 沼 向 宮城県 測量試験費　一式

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

小 川 宮城県 岩沼市，名取市 高度化支援事業　一式

換地費・高度化支援事業　一式
479,680 1.22

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

下 志 田 ２ 期 宮城県 大崎市，松島町

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

1.43
換地費・高度化支援事業　一式

換地費　一式
H30 44,290

154,500 1.43
測量試験費・換地費 一式

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

上 福 田 宮城県
美里町

東松島市

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

青 木 川 ２ 期 宮城県 区画整理付帯工　一式，暗渠排水 6.7ha H27 ～ R1

92,740 1.38

換地費・高度化支援事業　一式
農村地域復興再生基盤

総合整備事業
農地整備事業

（経営体育成型）
河 南 ４ 期 宮城県 石巻市 測量試験費　一式 H27

測量試験費　一式 H27 ～ R1 351,425 1.10

換地費・高度化支援事業　一式
～ H30

宮城県 石巻市 区画整理 493.3ha，暗渠排水 693.3ha

R1 5,267,629 1.02
測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式

換地費・高度化支援事業　一式
R1 302,625 1.11

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

東 小 松 宮城県 東松島市 暗渠排水 18.5ha，測量試験費　一式

農村地域復興再生基盤
総合整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

鹿 又 宮城県 石巻市 区画整理 326.4ha，暗渠排水 507.0ha H27 ～

H27 ～

換地費・高度化支援事業　一式
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

田 尻 西 部 宮城県 大崎市 区画整理 5.9ha，暗渠排水 267.5ha

～ R1 2,085,350 1.11

測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式

農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

江 合 左 岸 宮城県 大崎市 暗渠排水 442.4ha，測量試験費　一式 H27

H27 ～ R1 8,420,200 1.03
農村地域復興再生基盤

総合整備事業
農地整備事業

（経営体育成型）
広 渕 沼

R1 95,300 1.08
換地費・高度化支援事業　一式

測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

田 尻 中 央 宮城県 大崎市 区画整理付帯工・測量試験費　一式 H27 ～

H27 ～ R1 1,535,000 1.02

R1 112,300 1.23
換地費・高度化支援事業　一式

換地費・高度化支援事業　一式
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

広 長 宮城県 大崎市 暗渠排水 6.1ha，測量試験費　一式 H27 ～

H27 ～ R1 927,416 1.08
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

田 尻 中 央 ２ 期 宮城県 大崎市 暗渠排水 174.9ha，測量試験費　一式

R1 642,005 1.39
測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式

換地費・高度化支援事業　一式
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

中 埣 西 部 宮城県 大崎市，美里町 区画整理付帯工　一式，暗渠排水 48.1ha H27 ～

H27 ～ R1 847,500 1.48
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

川 北 宮城県 栗原市 区画整理付帯工・測量試験費　一式

R1 616,987 1.38
換地費・高度化支援事業　一式

換地費・高度化支援事業　一式
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

清 水 川 北 浦 宮城県 美里町，大崎市 暗渠排水 148.0ha，測量試験費　一式 H27 ～

H27 ～ R1 720,143 1.46
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

川 北 ２ 期 宮城県 栗原市，登米市 区画整理付帯工・測量試験費　一式

H29 137,949 1.23
測量試験費・換地費　一式

測量試験費・換地費　一式
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

広 長 ２ 期 宮城県 大崎市 区画整理付帯工 一式，暗渠排水 17.0ha H27 ～

H27 ～ H29 42,000 1.55
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

青 生 ２ 期 宮城県 美里町，大崎市 区画整理付帯工 一式

R1 64,095 1.55
換地費・高度化支援事業　一式

換地費・高度化支援事業　一式
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

青 生 宮城県 美里町，大崎市 区画整理付帯工・測量試験費　一式 H27 ～

H27 ～ H29 28,315 1.08
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

門 沢 小 瀬 宮城県 加美町 区画整理付帯工・測量試験費　一式

農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

桜 場 宮城県 登米市 高度化支援事業　一式 H27 ～ R1

H27 ～ H30 101,327 1.24
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

石 森 宮城県 登米市 高度化支援事業　一式

143,379 1.57

R1 121,706 1.49
高度化支援事業　一式

農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

新 井 田 南 部 宮城県 登米市 区画整理付帯工　一式 H27 ～

H27 ～
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

千 刈 江 宮城県 大崎市 区画整理 9.3ha，暗渠排水 124.0ha
測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式

R1 833,550 1.05

R1 2,242,600 1.66
測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式

測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

蕪 栗 沼 宮城県 大崎市 区画整理 146.5ha,暗渠排水 100.1ha H27 ～

H27 ～ R1 321,584 1.05
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

針 生 前 宮城県 村田町 区画整理 16.9ha，暗渠排水 24.4ha

～ R1 1,207,731 1.07

測量試験費・換地費・高度化支援事業　一式

水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設整備型）
大 崎 西 部 ３ 期 宮城県 大崎市，加美町 用水路工　一式 H27

H27 ～ R1 1,419,967 1.27
農業競争力強化
農地整備事業

農地整備事業
（経営体育成型）

鹿 飼 沼 宮城県 涌谷町，大崎市 区画整理 354.6ha,暗渠排水 380.8ha

2,231,460 1.08
排水路 0.3km

水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設整備型）
五 ヶ 村 堀 宮城県 登米市 排水機場改修　１箇所 H27 ～ R1

H27 ～ R1 746,221 1.04水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設整備型）
銭 神 宮城県 大崎市，松島町 用水路工　一式

R1 667,940 1.32
用水路補修 一式

水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
大 貫 宮城県 大崎市，涌谷町 排水機場機械設備更新・補修　一式 H27 ～

H27 ～ H30 212,501 1.70水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業
（排水対策特別型）

伊 豆 沼 ２ 工 区 宮城県 登米市，栗原市 排水機場改修　１箇所

R1 472,500 1.51

用水路補修　一式

水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
大 谷 地 宮城県 涌谷町 H29 ～

H27 ～ R1 704,571 1.23水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
小 里 宮城県 涌谷町，大崎市 揚排水機場機械設備更新・補修　一式

揚排水機場機械設備更新・補修　一式

R1 186,900 1.84水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
新 小 斎 宮城県 角田市・丸森町 H30 ～

H30 ～ R1 101,430 2.31水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
桜 宮城県 角田市 揚排水機場機械設備更新・補修　一式

揚排水機場機械設備更新・補修　一式

用水路補修　一式
水利施設等保全高度化事業

水利施設整備事業
（基幹水利施設保全型）

中 津 山 宮城県 石巻市・登米市 揚排水機場機械設備更新・補修　一式 H30 ～

H30 ～ R1 115,500 2.07水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
坪 石 宮城県 角田市 揚排水機場機械設備更新・補修　一式

R1 436,417 1.33

水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
荒 砥 沢 ・ 小 田 宮城県 栗原市･登米市 33,781

H30

H30

水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
嘉 太 神 宮城県 大和町

18,270

水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
落 合 宮城県 大和町 10,500

R1

R1

水利施設等保全高度化事業
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
登 米 吉 田 宮城県 登米市

39,719施設計画策定　一式

機能保全計画策定　一式

機能保全計画策定　一式

機能保全計画策定　一式



事業名 計画期間内
の総事業費

事業型 地区名 （千円）

第２期 みやぎの農山漁村地域整備計画（農業農村整備）関連事業一覧

事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容 工期
(工種及び数量）

(3) (977,113)
小計 3 地区 977,113

(12) (821,572)
小計 12 地区 821,572

(1) (31,500)
小計 1 地区 31,500

(1) (46,575)
小計 1 地区 46,575

栗原市，登米市
岩手県一関市

(4) (2,008,431)
小計 4 地区 2,008,431

(2) (284,080)
小計 2 地区 284,080

(1) (69,784)
小計 1 地区 69,784

(1) (30,450)
小計 1 地区 30,450

(3) (1,064,589)
3 1,064,589

(80) (51,174,429)
合計(全体事業費) 80 地区 51,174,429

※１　総事業費は事務費を含む　　　　　※２　小計・合計欄における()は，変更前の数値を表している

宮城県 取水塔付帯工　一式 H27 ～ H30 707,226

303,675 1.92

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

取水施設工　一式

～ R1 687,780 1.30

1.30

農村地域防災減災事業
ため池整備事業

（ため池整備工事）
貝 抜 沢 宮城県 大崎市

堤体護岸工　一式，取水・洪水吐工　一式

農村地域防災減災事業
ため池整備事業

（ため池整備工事）
隈 東 宮城県 角田市 ため池改修　4箇所 H27

用地買収補償費　一式，管理用道路　一式 H27 ～ H29

農村地域防災減災事業
ため池整備事業

（ため池整備工事）
沼 倉 ２ 期

1.18

農村地域防災減災事業
用排水施設等整備事業

（湛水防除事業）
山 王 江 宮城県 大崎市 排水機場工　一式 H30

農村地域防災減災事業
用排水施設等整備事業

（湛水防除事業）
加 々 巻 宮城県 登米市 樋管工　一式 H27 580

H30 ～ R1 309,750 4.34農村地域防災減災事業
ため池整備事業

（ため池整備工事）
嘉 太 神 宮城県 大和町

農村地域防災減災事業
用排水施設等整備事業
（用排水施設整備事業）

上 沼 ３ 期 宮城県 栗原市 水路工 0.1km H27 69,784 1.15

～ R1 30,450 2.26

～ R1 283,500 1.58

農村地域防災減災事業 農村防災施設整備事業 沖 富 宮城県 栗原市 区画整備付帯工 一式 H27 ～ H28 120,455 1.26
換地費・用地補償費 一式

農村地域防災減災事業
農業用河川工作物

応急対策事業
舟 橋 宮城県 大崎市 堰改修　2ヶ所 H30

用地買収補償費　一式

農村地域防災減災事業 農村防災施設整備事業 猿 飛 来 宮城県 栗原市
水路工　1.4km

H27

排水機場工　１箇所，測量・設計・試験費　一式 H27 ～ R1 805,304 1.22

測量・設計・試験費　一式

小計 地区

～ H28 138,830 1.23

農村地域防災減災事業 農村防災施設整備事業 豊 里 宮城県 登米市

水利施設整備事業
（基幹水利施設保全型）

不 来 内 宮城県 大郷町，松島町 H28 ～ R1 637,980

281,383
揚水機場更新・補修　３箇所

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（基幹水利施設保全型）

行 井 堂 堰 宮城県 大郷町
排水機場更新・補修　１箇所

H30 ～ R1 57,750
揚水機場更新・補修　３箇所

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（基幹水利施設保全型）

第 ３ 旧 迫 川 宮城県 登米市
排水機場更新・補修　１箇所

H27 ～ R1

排水機場更新・補修　１箇所

153,814

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

越 河 ・ 斎 川
白石市

土地改良区
白石市 H28 ～ R1 117,576

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

大 倉 ２ 期
仙台市大倉川
土地改良区

仙台市 H28 ～ R1幹線用水路補修　一式

揚水機場更新・補修　２箇所

99,048

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

中 田 １ 期
北上川沿岸中

田
登米市 H30 ～ R1 205,137

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

河 南 １ 期
河南矢本

土地改良区
石巻市 H28 ～ R1揚・排水機場更新・補修　１３箇所

揚水機場更新・補修　４箇所

50,197

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

桃 生 町 西 部
石巻北方

土地改良区
石巻市 H30 ～ R1 29,993揚水機場更新・補修　３箇所

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

河 南 ２ 期
河南矢本

土地改良区
石巻市 H30 ～ R1揚水機場更新・補修　４箇所

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

田 尻 第 １
江合川沿岸
土地改良区

大崎市，涌谷町 H30 ～ R1 103,500揚水機場更新・補修　３箇所

19,665

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

中 埣 北 部
江合川沿岸
土地改良区

大崎市，美里町 32,292

H30

R1

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

山 吉 田
迫川沿岸

土地改良区
登米市

揚水機場更新・補修　３箇所

揚水機場除塵機補修　１箇所

5,175H30
農業用水路等長寿命化・

防災減災事業
水利施設整備事業

（地域農業水利施設保全型）
東 和 １ 期

登米市東和
土地改良区

登米市

3,105

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

美里東部２期
美里東部

土地改良区
美里町 2,070

H30

H30

農業用水路等長寿命化・
防災減災事業

水利施設整備事業
（地域農業水利施設保全型）

江 合 川 ６ 期
江合川沿岸
土地改良区

大崎市

機能保全計画策定　一式

機能保全計画策定　一式

機能保全計画策定　一式

農地耕作条件改善事業 ダム設備更新・補修　一式

46,575揚水機場更新・補修　１箇所農地耕作条件改善事業
水利施設整備事業

（地域農業水利施設保全型）
青 生

美里東部
土地改良区

美里町，大崎市

31,500
水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型）
宿 の 沢 宮城県 栗原市，登米市 H30

H30


