
国 道

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。

事業目的
・目標

●土地条件の不利な中山間地域の活性化
のため、生産基盤の整備による農作物の
生産振興及び経営の改善などを図る。
●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

浦河町西部の二級河川元浦川沿いに拓けた農業地域であ
る。未整備の農業用用排水施設の整備、大型機械体系に
対応するための勾配修正などの区画整理を行い、併せて
排水改良のための暗渠排水、表土を確保するための客土
を総合的に実施し、生産性の向上、農業経営の安定化を
図る。

２.適切性

総合計画で
の位置付け

３.代替案
　 の検討

●区画整理等の整備を一体的に実施することとしており、地域の一体性（集落）や、整備水準を踏まえると代替性の
ある対策は見当たらない。

関連する指標

Ⅱ　評　　価

１.必要性

●本地区は、畑作が主体であるが、稲作も行われている地域である。海洋性気候の影響で夏は涼しく、排水不良土で
ある灰色低地土や泥炭土などが広く分布し、傾斜地が多い。
●本地域では、これまでも道営事業により農業用排水、区画整理、暗渠、客土等が整備されたが、依然として未整備
のほ場や用排水路が多く存在しているため、作物収量や作業効率の悪化など生産性の低下により、営農に支障を来し
ている。
●農業用用排水は、未整備の土水路であり、法崩れによる断面閉塞等が生じているため、コンクリート装工を行うこ
とにより、通水断面の確保、維持管理労力の軽減などを図る必要がある。
●区画整理は、窪地修正や勾配修正などを行うことにより、ほ場内の窪地に起因する湿害の解消や傾斜による作業効
率悪化の改善などを図る必要がある。
●暗渠排水は、降雨後の停滞水を速やかに排除するため、疎水材型暗渠を整備し、湿害の解消を図る必要がある。
●客土は、表土が不足しているほ場に土砂を搬入し、表土厚を確保することにより、作物収量の改善を図る必要があ
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」、第7次浦河町総合計画 政策Ⅲ「活力をうみ
だすまちづくり」の施策①農業の振興 に位置づけられている。
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総合計画：中項目

1,410 775

●当町は、特定農山村、過疎及び山村の地域指定を受けた中山間地域である。
●実施にあたり関係機関との協議調整や高度な技術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(受益面積20ha以上)を具備しており、北海道が事業主体
となる。
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市町村

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

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

423 51

食料自給率（カロリーベース）
平成37年度　目標値：258％

【アウトカム】
●整備により牧草の平均収量は現況の
3,660kg/10aから4,407kg/10aへ向上
が見込まれ、これまで町外から購入して
いた牧草について、町内での生産の増加
により補えることから、農業経営の安定
化とともに地域経済の活性化に資する。

工事費内訳

○受益面積 508ha 受益戸数 72戸
○用水路　  L=    960 m
○排水路　  L=  1,943 m
○区画整理  A=  231ha
（整地、暗渠排水、客土）
○暗渠排水  A=   83 ha
○客土　　  A= 140 ha
○測量設計費
○用地補償費　　　電柱移設等

施策名

31 完了 38地区名 浦河
うらかわせいぶ

西部 市町村名 浦河町 事業期間

4% その他 11%

(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 06-16 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 農村計画G            　（内） 27-421

施策目標

事業費
百万円

負担割合
55% 30%

Ⅰ　基本事項
事業種別 道営土地改良事業費（中山間地域総合整備事業（生産基盤型））

着手



北海道総合計画、第5期北海道農業・農村振興推進計画、第7次浦河町総合計画

作物生産効果 区画整理

品質向上効果 農業用用排水施設

営農経費節減効果 暗渠排水

維持管理費節減効果 客土

国産農産物安定供給効果 関連施設

Ⅲ　今後の対処方針

   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

８.事業特性に
   よる特記事項

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

【事業関係手続き】
・H30年9月 土地改良法に基づき事業申請予定

【コスト縮減】
・客土の区域測量について、コスト縮減を図るため、既存図
面を活用することを検討する。（縮減額：100千円/ha）

その他

【地域の動向等】
・H25年6月 浦河町作成「事業管理計画」に登載。
・H28年1月 浦河町土地改良区による事業対象区域
説明。
・H28年10月 受益者説明会・整備要望聴き取り。
・H29年1月 土地改良区理事会説明
・H29年8月 用水路・排水路の町負担率協議。

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

７.事業効果

経済効果の内訳(百万円) 費用の内訳(百万円)

・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。

936

合　計（Ｂ） 合　計（Ｃ） 2,174

備　　　考

△ 27
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34

1,844
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４.緊急性
　・優先性

●地区内には、未整備のほ場や用排水路など農業生産に不利な条件の箇所が存在し、湿害等の被害による作物の生育
不良や作業機械の走行性不良が著しいことから、早急に基盤整備を行う必要があり、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
示しており、食料の安定供給に寄与する本事業の優先度は高い。
●農業従事者数の減少(10年で40%減少)や後継者不足など農業を巡る情勢は厳しく、生産コストの低減など農業経
営の体質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、浦河町が定めた「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。
●本地区内を縦貫する元浦川河口の海域では昆布・鮭などの沿岸漁業が盛んであり、施工にあっては土砂流出の抑制
に努めるなどの配慮を行う。なお、農業農村整備事業環境情報協議会では今後の現地調査の結果を踏まえた検討も予
定している。

378 ・事業効果は、「新たな土地改良の効果算定マ
ニュアル」（H19農林水産省）に基づく。
・総便益、総費用は「整備期間＋事業完了後
40年」の累計で算出し、Ｈ30年度に現在価値
化している。
・農業用用排水施設と接続し、一体的に効果が
発生する施設にかかる費用を「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、現施設の再整備によ
る維持管理費の増減額及び施設がないと想定し
た場合の維持管理費と現施設の維持管理費の差
額の合計で構成し、マイナスとなっている。
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号平29情使、第9号）   


