
国 道

(様式３)

平成２9年度　公共事業（大規模等）事前評価調書 基準年月日 平成30年３月１日

調書番号 06-03 所管部 農政部
作成責任者 農政部農村振興局農村計画課長　坂井　松信

担当ｸﾞﾙｰﾌﾟ 農地計画Ｇ（内） 27-425

Ⅰ　基本事項

事業種別 道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型））

着手 31 完了 39地区名 西南
せいなん

中央
ちゅうおうに

２ 市町村名 滝川市 事業期間

事業費
百万円

負担割合
55% 32.5% － その他 12.5%

2,200 1,210 715 － 275

市町村

事業目的
・目標

●良質米安定生産および転作作物の生産性
向上を図る。
●農作業効率の向上および水管理の合理化
により労働力の省力化を図る。
●換地により農地や農業施設の再編整備を
行い農地の集団化を図る。
●担い手への農地集積を図る。
●事業実施により安全・安心な食の生産を
ささえる。

事業概要

　滝川市江部乙町に位置し、石狩川の左岸に位置する平
坦な地域の本地区において、良質米を生産するため、安
定した用水供給や深水かんがい等の水管理を適切に行え
るよう用水路を整備する。また、区画整理により現況
40a程度の区画を1.6ha程度の規模へ大区画化し、併せ
て、排水改良のために暗渠排水、排水路の改修など総合
整備を行う。

【アウトカム】
●事業実施前（H30）の担い手農地利用集
積率（受益面積のうち担い手が耕作する面
積の割合）は96.5%だが、農家戸数の減少
に伴い、このまま基盤整備を行わない場合
はH40年に48.3％まで低下すると推定さ
れる。
　しかし、本事業を実施することにより事
業完了翌年（H40）に100.0%の高水準
を維持することが可能となる。

工事費内訳

受益面積  111ha　受益戸数10戸
〇区画整理　A=111ha（整地、暗渠排水、
　耕作道、用水路、排水路）
〇測量設計費
〇用地補償費　電柱移設ほか
〇換地費

(百万円)
1,815

321
9

55

関連する指
標

Ⅱ　評　　価

１.必要性

●本地区は、水稲（転作率28％程度）を主体として小麦、大豆に加えトマトなどを組合せた営農を展開している。
特に水稲は、JAたきかわで海外輸出の販路拡大を進めている農薬などの使用を削減した「高度クリーン米」の生産
や、滝川市観光大使である横綱白鵬関が田植え収穫奉納に参加している「横綱白鵬米」の地域ブランド強化に取組
んでいる地域である。
●昭和40年代に道営ほ場整備事業により現在の区画や用排水路等が整備されたが、整備後30年以上が経過した施設
は老朽化に伴い、表面剥離や目地破損等の水路の損傷が著しく、漏水の影響により用水の安定供給が行えないこと
や維持管理費の増加など水管理に苦慮している。加えて、ほ場が小区画であり、大型機械の導入ができないことや
ほ場間移動のロスが生じるなど、作業効率が悪く担い手への農地集積の支障となっていることから、大区画ほ場の
整備が必要である。また、排水不良がほ場の効率的作業や水田の畑利用の妨げにもなっていることから、暗渠排水
及び暗渠排水の落口を確保する排水路の整備を行い、排水不良を改善することが必要である。
●暗渠排水と併せて、集中管理孔を整備し、管内清掃等の維持管理を容易に行うことで長寿命化を図る。
●良質米を安定して生産するために、冷害を回避する深水かんがい用水の確保などを目的とした基幹水利施設が国
営かんがい排水事業北空知地区により整備されているものの、末端用水路は機能低下によって安定した用水供給の
支障となっていることから、早急な整備が必要となっている。
●本事業は、北海道総合計画の第３章の２の(1)「農林水産業の持続的な成長」、第５期北海道農業・農村振興推進
計画Ⅴの5「農業生産を支える基盤づくりと戦略的な技術開発・導入」、滝川市農業振興地域整備計画に位置付けら
れている。

２.適切性

●実施にあたり関係機関との協議調整や専門的な知識が必要とされることから北海道による実施は適切と判断す
る。
●土地改良法及び事業実施要綱等に基づく道営事業の要件（20ha以上）を具備しており北海道が実施主体となる。

総合計画で
の位置付け

施策名 北海道の潜在力を活かす地域経済の循環 総合計画：大項目 経済・産業

総合計画：中項目 農林水産業の持続的な成長 総合計画：小項目
潜在力のフル発揮で地域の経済・社
会を支える農業・農村づくり

施策目標

我が国の食料自給率の向上に貢献するとと
もに、収益性の高い農業経営の確立に向
け、多様な農業経営体がその力をフル発揮
できるよう、ICTを活用したスマート農業
の普及をはじめとした技術の開発・普及と
生産基盤の整備を推進する。

食料自給率（カロリーベース）
平成37年度　目標値：258％

３.代替案
　 の検討

●担い手への農地集積を図るため、作業性及び生産性の向上などに資する区画整理の整備については、代替する対
策などは見当たらない。



北海道総合計画、第5期北海道農業・農村振興推進計画、滝川市農業振興地域整備計画

区画整理

関連施設

滝川市の事業管理計画に位置付けられて
いる。滝川市、空知土地改良区の関係機
関での協議も実施し、受益者の全てから
同意を得ており、地域住民からの反対意
見もない。
関係者農業者による事業期成会の設立

H19.5
H26.6
H29.2
H30.10

滝川市農業農村整備事業管理計画に登載
空知土地改良区から空知総合振興局へ整備要望
滝川市から道営土地改良事業計画策定要望の申請
整備要望を反映した事業計画概要の作成（予定）

空知土地改良区による地元説明会を現在
までに5回実施し、事業制度の説明や整備
要望の取りまとめなどを行っている。

【コスト縮減の取組】
　区画整理による整地工事では、施工費用を大幅に縮減でき
る反転均平工法（縮減額400千円/ha）の検討を行う。

H18～

H19.12

H21～

211

3,540

４.緊急性
　・優先性

●排水不良となっているほ場では湿害による作物の生育不良や品質低下、表土の泥濘化による作業効率の低下が顕
著であり、排水路及び暗渠排水の整備は緊急性が高い。
●用水の安定供給が行えないほ場では、深水かんがい等の水管理に労力を費やしていることから、用水路の整備は
緊急性が高い。
●小区画のほ場は大型機械の導入ができないことやほ場間移動のロスが生じるなど、効率的な農作業の妨げや規模
拡大の支障となっているため、大区画ほ場の整備は緊急性が高い。

●新たな食料・農業・農村基本計画では、食料自給率の向上を目標に掲げ、講ずべき施策として農業生産基盤整備
を位置付けており、食料の安定生産に寄与する本事業の優先性は高い。
●国営かんがい排水事業北空知地区で基幹用排水施設が既に整備されており、これと関連する末端用排水路の整備
を順次行っており優先性が高い。
●高齢化の進展や担い手不足など、農業を巡る情勢は厳しく、生産コストの低減をはじめとする、農業の競争力強
化は喫緊の課題となっている。

５.環境への
　影響･配慮

●本地区は、滝川市が作成した田園環境整備マスタープランにおいて環境配慮区域に位置付けられている。
●本地区の排水流末が接続している河川に生息する魚類や動植物等の生態系及び景観に配慮した環境保全対策につ
いて、空知総合振興局にて開催する環境情報協議会へ提案し意見を求める。
●本地区は試行的に、整備による地球温暖化に与える影響について温室効果ガスの排出量をCO2換算で評価したと
ころ、整備前の4.3万ｔに対し、整備を含む評価期間に発生する温室効果ガスは3.7万tとなり0.6万tの削減が見込ま
れる。

対処方針

農地・農業施設の整備水準の向上に大きく寄与し、地域農業の維持に大きく貢献するとともに国民への食料の安定
供給に資することから要望を行うことは妥当である。

a    a：要望を行うことは妥当　 ｂ：要望にあたって検討を要する　 ｃ：要望を行うことは妥当でない

７.事業効果

経済効果の内訳(百万円) 費用の内訳(百万円) Ｂ／Ｃ

合　計（Ｂ） 合　計（Ｃ） 3,207

備　　　考

1,894

８.事業特性に
   よる特記事項

・基盤整備関連経営体育成等促進計画を作成。（農地集積計画）
・負担割合の「その他」は、農業者の負担割合及び負担金である。
・担い手：農業経営の改善に意欲的で、市町村が認定した地域農業を担う農業経営者。

・「新たな土地改良の効果算定マニュアル」
　（H19農林水産省）に基づき算出
・経済効果の合計と費用の合計は、「工期＋
40年」の累計で算出しH30年度に現在価値化
している。
・区画整理内の用排水路と接続する上位用排水
施設等にかかる費用を「関連施設」として計上
している。
・費用の合計は現在価値化しているため事業費
と異なる。
・維持管理費節減効果は、現施設を再整備する
ことで生じる維持管理費の減少及び、施設がな
いと想定した維持管理費と現施設の維持管理費
の差を表している。なお、新設施設のみの場合
はマイナスとなる。

Ⅲ　今後の対処方針

1,313

６.妥当性

根拠法令等 土地改良法、北海道農業・農村振興条例

地域の動向・意向、事業環境、事業コストの縮減の取組み

【地域の動向等】 【事業関係手続き】

その他

作物生産効果 2,061

1.10

品質向上効果 592

営農経費節減効果 701

維持管理費節減効果 △ 72

災害防止効果 47

国産農産物安定供給効果
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