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国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型） 
 

地区に関するアンケート調査票（地域住民向け） 

 

この調査は、玉名平野土地改良区・横島干拓土地改良区が管理する農業用施設の現

状及び問題点等を広く地域住民の方々のご意見をお聞きし、今後の施設管理の参考にさせて頂

くため実施するものです。 
 この調査の結果は、上記の目的以外に使用したり、個々の調査票を公表することはありませ

んので、ご協力をお願い致します。 
 
 

（ご記入に当って） 
（１）． この調査は、玉名平野．横島干拓土地改良区の組合員以外の方を対象として調査の

実施をお願いするものです。 
 
（２）． 回答のご記入方法は、各項目ごとに該当する番号を○で囲んで下さい。 
 
（３）． 調査票の配布・回収は、総代を通じて行います。 
     お手数ですが、  月  日迄にご記入下さい。 
 
（４）． ご不明な点、ご理解しにくい点等がありましたら、下記にお問い合わせ願います。 
 
 
 

 
平成１４年１１月 

 
 

玉名地域振興局農地整備課 
玉      名     市 
横      島     町 
玉 名 平 野 土 地 改 良 区 
（ T E L） 0 9 6 8 - 7 2 - 3 3 7 4 
横 島 干 拓 土 地 改 良 区 
（ T E L） 0 9 6 8 - 8 4 - 3 4 3 8 



 
 

（１）性別、年齢、職業、居住年数についてお聞かせください。 
問１． あなたの性別をお尋ねします。 

１． 男性 
２． 女性 

 
問２． あなたの年齢をお尋ねします。 

１． 満３０歳 未満 
２． 満３０歳 ～ ３９歳 
３． 満４０歳 ～ ４９歳 
４． 満５０歳 ～ ５９歳 
５． 満６０歳 以上 

 
問３． あなたの職業をお尋ねします。 

１． 自営業 
２． 会社員 
３． 団体職員 
４． 公務員 
５． その他（                       ）                                    

問４． 現在のところに居住されて何年くらいですか。 
１．  １年未満 
２．  １年以上 ～ １０年未満 
３． １０年以上 ～ ２０年未満 
４． ２０年以上 

 

（２）土地改良区についてお聞かせください。 
問５． 土地改良区という団体（名称）をご存じですか。 

１． 知っている 
２． 知らない 

 
問６． 土地改良区がどのような仕事をしているかご存じですか。 

１． 知っている 
２． 知らない 

 
問７． 問６で １．と答えられた方にお尋ねします。 
    次の中から知っているものすべてを選んでください。 

１． ほ場整備（区画整理等）かんがい排水などの土地改良事業の実施や推進 
２． 水路などの基幹施設、揚、排水ポンプなどの共同施設の維持管理 
３． 農業用水の配水調節 
４． 水利権の取得、更新 
５． 賦課金の徴収事務 
６． その他（                         ） 

 



 
 

 （３）．農業用、用・排水路等の農業水利施設についてお聞かせください。 
  問８． 農業水利施設とは、どういうものかご存じですか。 

１． 知っている 

２． 知らない 

 

  問９． 農業水利施設について、以下の施設の中で知っているものを全て選んでください。 

１． ダム          ６．菅水路（パイプライン） 

２． ため池         ７．排水路 

３． 頭首工（白石堰）    ８．用水路 

４． 排水機場（ポンプ）   ９．除塵機（用水路．排水路等におけるゴミ収集機）          

５． 揚水機場（ポンプ）  １０．その他（             ） 

 

 問１０． 農業水利施設は農家にとって大変重要な施設です。あなたはどう思われますか。 

１．  大変重要だと思う 

２．  重要だと思う 

３．  自分には関係ない 

４．  わからない 

 

 問１１． 近隣にある農業用の用水路や排水路を整備し管理することについては、どのよう

にお考えですか。次の中から１つ選んで下さい。 

１． 農村地域の維持・保全のために必要である 

２． 市街地近隣では、将来的にどの程度必要か疑問 

３． 市街地の進展を考えれば、ほとんど必要ない 

４． わからない 

（４）農業用水の汚濁状況について、お聞かせ下さい。 

 問１２． 最近農業用水の水質はどのようですか。 

      次の中から１つ選んで下さい。 

１．  きれい 

２．  まあまあきれい 

３．  やや汚い                    －（問 １３へ） 

４．  汚い                      －（問 １３へ） 

５．  その他（                           ） 

 

問１３． 問１２で ３．４．の（汚い）と答えられた方にお尋ねします。 

     汚濁の原因は何だと思いますか。 

     次の中から、あてはまるものすべて選んで下さい。 

１． 生活排水                    －（問 １４へ） 

２． 浄化水槽廃水                  －（問 １４へ） 

３． ゴミ 

４． その他（                           ） 

 

 



 
 

 問１４． 問１３で１．２．の（生活排水・浄化水槽廃水）と答えられた方にお尋ねします。 

      農業用水路に流入させることについては、どう思いますか。 

      次の中から１つ選んで下さい。 

１． 農業用水路には、入れさせるべきではない 

２． 下水道が整備されるまでは、やむをえない 

３． 汚水処理をしているのであれば、やむをえない 

４． その他（                            ） 

 

 問１５． あなたの家庭の台所やお風呂で使った（ａ）．家庭雑排水、及び（ｂ）．し尿浄化

処理はどのようにしていますか。又、（ｃ）．放流先はどこですか。 

      次の中から１つ選んで下さい。 

 （ａ）．家庭雑排水      （ｂ）．し尿浄化処理        （ｃ）放流先 

 １．公共下水道        １．公共下水道          １．公共下水道 

 ２．合併浄化槽        ２．合併浄化槽          ２．河川 

 ３．処理施設なし       ３．単独浄化槽          ３．生活排水溝 

 ４．その他（        ）４．くみ取り槽          ４．農業用排水路 

                ５．その他（          ）５．その他（     ） 

 

 

（５）． 農業・農業用施設の持つ国土・環境保全の役割についてお聞かせ下さい。 

 （Ⅰ） 土地改良施設の公的機能・国土保全機能 

（洪水防止効果） 

 問１６． 農業用のダムやため池・農地は、大雨の時に雨水を一時的に貯水池等にたくわえ

ることができるので、洪水を抑制する効果があります。 

      あなたは、どう思われますか。 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

    （水源函養効果・土壌浸食防止効果・洪水防止効果） 

 問１７． 農地は、耕されると土が柔らかく水を含みやすくなり、大雨のときには雨水一時
的に土壌中にたくわえることができるので、洪水と土壌浸食を抑制する効果があ

ります。 

さらに、たくわえた雨水を徐々に地下水や河川に放出するので、水源函養効果が

あります。 

あなたは、どう思われますか。 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからな 



 
 

     （土砂崩壊防止効果） 

  問１８． ほ場整備事業を実施した農地では，豪雨時の雨水を排水路等で排水し、地下浸

透を抑制することで、崩壊・地滑りを軽減する効果があります。 

あなたはどう思われますか。 

 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

 

      （大気汚染防止効果） 

  問１９． 農作物や山林等の植生は、二酸化炭素を吸収するなど大気汚染の緩和に効果が

あります。 

あなたはどう思われますか。 

 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

 

（Ⅱ）． 食料供給安定機能 

     （食料の安定供給） 

   問２０． かんがい施設が整備された農地では、作物の拡大や収量の増加が見込める一

方、国民に対する食料の安定的な供給効果があります。 

あなたはどう思われますか。 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

  （Ⅲ）． 地域経済活性化機能 

      （地域経済活性化） 

   問２１． 農業生産の活発化は、農業生産額を高めるだけでなく、財貨や流通等のサー

ビスを通じて地域の各種産業に波及し、地域経済が発展する効果があります。 

あなたは、どう思われますか。 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 



 
 

  （Ⅳ）． 地域用水としての機能 

      （雑用水利用効果） 

   問２２． 地域社会の混住化により農業用水は、飲用以外の雑用水として、利用価値が

大いにあります。又、貴重な上水道の省資源、省エネルギーにも寄与する効

果があります。 

あなたは、どう思われますか。 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

       （防火用水効果） 

   問２３． 農業用水は、本来の用途の他に防火用水としても効果があります。 

あなたは、どう思われますか。 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

   （Ⅴ）． 排水に係わる機能 

      （家庭排水の受入効果） 

  問２４．  農業用の排水路は、農地排水だけでなく自然系の排水、家庭の雑排水も受け

入れています。 

この農業用排水路により生活雑排水は、希釈されつつ排除されます。 

これにより、家庭雑排水の滞留による環境悪化を防止する効果があります。 

あなたは、どう思われますか。 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

       （流域排水効果） 

問２５． 農業用排水路の流域で宅地化が進むと、雨水等の流出量が増加し、下流部  

に洪水被害の恐れがあります。 

農業用排水路の改修、樋門・排水機場等の適切な管理、運転で洪水被害を軽

減しています。 

あなたは、どう思われますか。 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 



 
 

  （Ⅵ）． 農村空間創造機能 

（保健休養効果） 

  問２６． 農業用のダムやため池及び農業用水には、親水空間を提供したり心を和ませる

景観を創り出す効果があります。 

あなたは、どう思われますか。 

 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

 

  問２７． 農村地域には、自然豊かな田園風景が広がり、訪れる人の心を和ませ、安らぎ

を与える効果があります。 

あなたは、どう思われますか。 

 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

 

  問２８． 豊かな自然の残る農村地域は、自然や農業を対象としたレクリエーションの場

として機能しています。 

あなたは、どう思われますか。 

 

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

 

       （農業教育効果） 

  問２９・ 土地改良事業で整備された農地では、多様な農業が展開され、地域の小中学生

に農業体験・学習の場を提供しています。 

又、土地改良区・土地改良施設の歴史的な資料、記念碑等は先人の業績を学習

でき、農業の重要性を広く一般に認識させる効果があります。 

あなたは、どう思われますか。 

  

１． ある 

２． 少しある 

３． ない 

４． わからない 

 



 
 

（公益的機能維持への認識） 
 

 

問３０． 国土・環境保全の役割は、農家の減少、農業者の高齢化に伴い農地や農業用

施設の管理が十分にできなくなることにより、果たせなくなることが心配さ

れています。 

あなたは、このような農業施設の管理は重要だと考えますか。 

次の中から１つ選んで下さい。 

 

１． 大変重要である                －（問 ３１へ） 

２． 重要である                  －（問 ３１へ） 

３． どちらともいえない 

４． あまり重要ではないと思う 

５． 全く重要ではないと思う 

６． わからない 

 

   問３１． 問３０で １．２．の（重要である）と答えられた方にお尋ねします。 

        農地や農業用施設の持つ国土・環境保全の役割は、農家によって営まれる農

業や土地改良区による適切な農業施設の維持管理によって発揮されていま

す。 

今日の農業・農村の状況からして、これらの役割を十分に発揮出来なくなる

可能性があります。 

このような機能を減少させないために、農業用施設の維持管理は、どの様な

方法が良いと思いますか。 

次の中から１つ選んで下さい。 

  

１． 土地改良区が管理する 

２． 国・県市町等の公的支援を受けて管理する 

３． 地域の非農家も含めて管理する         －（問 ３２へ） 

４． わからない 

５． その他（                          ） 

 

  問３２． 問３１で ３．の（非農家も管理）と答えられた方にお尋ねします。 

       親水公園等、農業用水利施設の持つ公益的機能を維持していくためには、地域

住民の方の参加協力が必要です。 

維持管理を農家だけでなく、非農家にも求めることについて、どのようにお考

えですか。 

次の中から１つ選んで下さい。 

 

１． 賛成                      －（問 ３３へ） 

２． 反対 

３． わからない 

４． その他（                           ） 



 
 

  問３３． 問３２で １．の（賛成）と答えられた方にお尋ねします。 

維持管理について、地域住民の方が、参加する方法についてどの様にお考えで

すか。 

次の中から１つ選んで下さい。 

 

１． 管理費の一部負担 

２． 共同作業 

３． わからない 

４． その他（                           ） 

 

 

 

 

 

 


