
過年度評価対象地区の事業完了後の報告

　

H20 H24

○受益面積 204ha　○受益戸数 27戸
○整備工種
・区画整理 37ha
・暗きょ排水 141ha
・用水路 3,289m
・排水路 1,600m

1,060

H20 H24

○受益面積 213ha　○受益戸数 26戸
○整備工種
・区画整理 35.1ha
・暗きょ排水 160.4ha
・客土　123.3ha
・用水路 6,606m
・排水路 1,870m

1,080

H20 H29

○受益面積 228ha　○受益戸数 25戸
○整備工種
・区画整理 147.6ha
・暗きょ排水 70.7ha
・客土　50.9ha
・用水路 7,438m

1,636

H21 H25

○受益面積 334ha ○受益戸数 36戸
○整備工種
・区画整理Ａ＝125ha
・用水路Ｌ＝5,510m
・排水路Ｌ＝4,150m
・暗きょ排水Ａ＝70ha

1,550

H21 H26

○受益面積 338ha ○受益戸数 35戸
○整備工種
・区画整理A=182.2ha
・用水路L=6,507m
・排水路L=2,101m
・暗きょ排水A=50.4ha

1,890

H21 H29

○受益面積 341ha ○受益戸数 34戸
○整備工種
・区画整理A=267.8ha
・用水路L=4,494m
・排水路L=2,348m
・暗きょ排水A=8.4ha

2,679

摘　要総事業費
(百万円)

上段：事前評価時 　　　　　　　   

（細目様式３）　       　　【資料１】

下段：事業完了時    　　　　　　　
中段：事業採択時又は直近の再評価時

※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

1 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備）

※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

2 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 晩翠

ばんすい
南幌町

【事業内容の変更理由】
・離農により受益戸数が35戸から34戸に減少した。
・営農計画の変更により、大型機械が利用できる効率的な区画に整備する要望があり、区画
整理面積が増加した。
・深水かんがいに対応できるよう畦畔を築立する要望があったほ場について、暗きょ排水工
種から区画整理工種へ変更した。

【総事業費の変更】
・区画整理の事業量が増加したことにより、事業費が789百万円増加した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　1.54　→　最終　1.18
      ・総事業費の増による総費用の増。
　　　・時点の変化による諸係数・単価の変更等により、各効果項目の効果額が変更とな
　　　った。

　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前　73.3％　→　事業完了後　93.9％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積による経営規模の拡大やほ場条件の改
　　　　善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている。

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・水稲、小麦等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多かった
　　　・排水性が改善され、輪作が可能になった、収量が増加したとの意見があった。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かったが、それ以上軽減され
　　　たとの回答もあった。
　　　・排水性が改善され、降雨後の作業がすぐに行えるようになったとの意見があった

整理
番号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

【事業内容の変更理由】
・離農により受益戸数が26戸から25戸に減少した。
・深水かんがいに対応できるよう畦畔を築立する要望があったほ場について、暗きょ排水又
は客土工種から区画整理工種へ変更した。
・用水路について、漏水等が確認されたため整備要望があり事業量が増加した。
・道路側溝と兼用施設の排水路について、道路管理者が維持補修することとなったため、整
備を取りやめた。

【総事業費の変更】
・区画整理と用水路の事業量が増加したことにより、事業費が556百万円増加した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　1.17　→　最終　1.39
　　　・効果の算定手法が投資効率から総費用総便益比に変更になった。

　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前　89.2％　→　事業完了後　89.8％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積が維持され、経営規模の拡大やほ場条件
　　　　の改善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている。

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・水稲、小麦等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多かった
　　　・客土によって作物の生育が良好になったという意見があった。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・区画の拡大が図られ、農作業の効率が上がったとの意見があった

事 業
着 手
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容 成果・効果　等

西高倉
にしたかくら 当別町

新篠津村
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過年度評価対象地区の事業完了後の報告

　

摘　要総事業費
(百万円)

上段：事前評価時 　　　　　　　   

（細目様式３）　       　　【資料１】

下段：事業完了時    　　　　　　　
中段：事業採択時又は直近の再評価時

整理
番号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
着 手
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容 成果・効果　等

H21 H25

○受益面積 560ha ○受益戸数 40戸
○整備工種
・区画整理A=109ha
・用水路L=22,700m
・排水路L=15,300m
・暗きょ排水A=204ha
・客土A=174ha

2,900

H21 H26

○受益面積 443ha ○受益戸数 44戸
○整備工種
・区画整理A=104.0ha
・用水路L=33,360m
・排水路L=7,438m
・暗きょ排水A=122.5ha
・客土A=75.0ha

2,750

H21 H29

○受益面積 432ha ○受益戸数 41戸
○整備工種
・区画整理A=167.5ha
・用水路L=34,018m
・排水路L=6,504m
・暗きょ排水A=68.4ha
・客土A=39.1ha

3,471

H21 H26

○受益面積 681ha ○受益戸数 64戸
○整備工種
・区画整理A=121ha
・用水路L=7,750m
・排水路L=3,080m
・農道L=560m

1,096

H21 H26

○受益面積 289ha ○受益戸数 57戸
○整備工種
・区画整理A=132.3ha
・暗きょ排水A=87.8ha
・客土A=4.8ha
・用水路L=10,022m
・排水路L=739m

1,470

H21 H29

○受益面積 354ha ○受益戸数 56戸
○整備工種
・区画整理A=217.3ha
・用水路L=12,709m
・排水路L=924m

2,050

【事業内容の変更理由】
・離農により受益戸数が57戸から56戸に減少した。
・深水かんがいに対応できるよう畦畔を築立する要望があったほ場について、暗きょ排水工
種から区画整理工種へ変更した。
・用水路について、漏水等が確認されたため整備要望があり事業量が増加した。

【総事業費の変更】
・用排水路の事業量が増加したことにより、事業費が580百万円増加した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　2.59　→　最終　1.24
　　　・総事業費の増、また関連施設である国営事業の事業費が増になったことによる
　　　総費用の増。
　　　・時点の変化による諸係数・単価の変更等により各効果項目の効果額が変更とな
　　　った。

　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前 81.9％　→　事業完了後　93.6％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積による経営規模の拡大やほ場条件の
　　　　改善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている。

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・水稲、小麦等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多かっ
　　　た。
　　　・水稲において、深水かんがいの実施により冷害対策ができたとの意見があった

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かったが、３，４割との意
　　　見もあった。
　　　・作業効率の向上、水管理が容易になった等の意見があった。

※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

3 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備事業） 恵

え

岱
たい

別
べつ

雨竜町

【事業内容の変更理由】
・離農及び営農計画の変更により受益戸数が44戸から41戸に減少した。
・深水かんがいに対応できるよう畦畔を築立する要望があったほ場について、暗きょ排水又
は客土工種から区画整理工種へ変更した。
・用水路について、漏水等が確認されたため整備要望があり事業量が増加した。

【総事業費の変更】
・区画整理と用水路の事業量が増加したことにより、事業費が721百万円増加した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　1.21　→　最終　1.43
　　　・総事業費の増による総費用の増。
　　　・時点の変化による諸係数・単価の変更、用水受益の増等により各効果項目の効
　　　果額が変更及び増となり、総便益額が増となった。
　
　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前　73.3％　→　事業完了後　93.9％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積による経営規模の拡大やほ場条件の
　　　　改善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている。

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・水稲、小麦等の作物において、収量は１割程度増収したとの意見が多かった。
　　　・客土や排水性の改善により、収量品質が向上したとの意見があった。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・区画拡大により効率が上がり、余剰労働力で6次化への取組ができたとの意見も
　　　あった。

※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

4 農政部
道営土地改良事業費
（地域水田農業再編緊急整備） 新

しん

南部
なんぶ

新十津川町
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過年度評価対象地区の事業完了後の報告

　

摘　要総事業費
(百万円)

上段：事前評価時 　　　　　　　   

（細目様式３）　       　　【資料１】

下段：事業完了時    　　　　　　　
中段：事業採択時又は直近の再評価時

整理
番号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
着 手
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容 成果・効果　等

H22 H27

○受益面積 433ha ○受益戸数 79戸
○整備工種
・区画整理A=165ha
・用水路L=19,900m
・排水路L= 9,110m
・暗きょ排水A=147ha

2,830

H22 H27

○受益面積 240ha ○受益戸数 48戸
○整備工種
・区画整理A= 83.3ha
・用水路L= 6,140m
・排水路L=   460m
・暗きょ排水A= 51.0ha

1,480

H22 H29

○受益面積 241ha ○受益戸数 40戸
○整備工種
・区画整理A= 115.6ha
・用水路L= 7,850m
・排水路L=  865m
・暗きょ排水A= 49.1ha

2,044

H22 H27

○受益面積1,416ha ○受益戸数104戸
○整備工種
・区画整理 A= 49ha
・畑地かんがい A=1,007ha
・排水路 L=550m
・暗きょ排水 A=319ha
・土層改良 A=241ha

1,800

H22 H27

○受益面積1,423ha ○受益戸数105戸
○整備工種
・区画整理 A= 63ha
・畑地かんがい A=1,014ha
・排水路 L=255m
・暗きょ排水 A=329ha
・土層改良 A=202ha

1,800

H22 H29

○受益面積1,307ha ○受益戸数101戸
○整備工種
・区画整理 A= 72ha
・畑地かんがい A=889ha
・排水路 L=260m
・暗きょ排水 A=321ha
・土層改良 A=183ha

1,831

【事業内容の変更理由】
・営農計画の見直しにより、受益戸数が105戸から101戸に変更となった。
・畑地かんがい及び土層改良について、営農計画の見直しにより整備を取り止めたため、受
益面積が減となった。
　
【総事業費の変更】
・畑地かんがいの工法変更(埋め戻し土を現地発生土から購入土)などにより、事業費が31百
万円増加した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　1.60　→　最終　1.41
　　　・時点変動による諸元及び単価等が変更となったため。
　　　・受益面積の減(畑地かんがい、客土)により、効果額(総便益)の減少
　　　・事業費の増(畑地かんがい)による、総費用の増加

　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前　94.10％　→　事業完了後　97.28％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積による経営規模の拡大やほ場条件の
　　　　改善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている。

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・小麦、馬鈴薯等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多か
　　　った。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・暗渠排水においては、降雨後の作業の取りかかりに大きな差が見られる。

※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

【事業内容の変更理由】
・離農及び営農計画の変更により受益戸数が48戸から40戸に減少した。
・農地の流動化及び営農計画の変更により、大型機械が利用できる効率的な区画に整備する
要望があり、区画整理面積が増加した。
・農地の流動化により整備するほ場に併せて、用排水路の整備が必要であり事業量が増加し
た。

【総事業費の変更】
・区画整理と用排水路の事業量が増加したことにより、事業費が564百万円増加した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　1.32　→　最終　1.49
　　　・総事業費の増による総費用の増。
　　　・面整備の増、時点の変化による諸係数・単価の変更等により各効果項目の効果
　　　額が変更及び増となり、総便益額が増となった。
　
　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前　81.9％　→　事業完了後　93.6％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積による経営規模の拡大やほ場条件の
　　　　改善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている。

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・水稲、小麦等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多かっ
　　　た。
　　　・排水性の改善により、収量品質が向上したとの意見があった。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・降雨後でも適期作業が可能となったとの意見があった。

※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

6 農政部
道営土地改良事業費
（畑地帯総合整備） 大正

たいしょう

南
みなみ

帯広市

5 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 江部乙北

えべおつきた
滝川市
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過年度評価対象地区の事業完了後の報告

　

摘　要総事業費
(百万円)

上段：事前評価時 　　　　　　　   

（細目様式３）　       　　【資料１】

下段：事業完了時    　　　　　　　
中段：事業採択時又は直近の再評価時

整理
番号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
着 手
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容 成果・効果　等

H23 H28

○受益面積　584ha
○受益戸数　 92戸
○整備工種
・区画整理　 A=151ha
・暗きょ排水 A=256ha
・土層改良　 A=279ha

1,530

H23 H28

○受益面積　728ha
○受益戸数　 97戸
○整備工種
・区画整理　 A=77ha
・暗きょ排水 A=256ha
・客土　　   A=294ha
・除礫　　　 A=19ha
・排水路　L=550m

1,686

H23 H29

○受益面積　919ha
○受益戸数　108戸
○整備工種
・区画整理　 A=136ha
・暗きょ排水 A=227ha
・客土　　   A=258ha
・除礫　　　 A=12ha
・排水路　L=5267m

1,809

H23 H28

○受益面積 547ha
○受益戸数 47戸
○整備工種
・暗きょ排水 A=547ha

1,090

H23 H28

○受益面積 547ha
○受益戸数 47戸
○整備工種
・暗きょ排水 A=547ha

1,090

H23 H29

○受益面積 540ha
○受益戸数 47戸
○整備工種
・区画整理 A=32ha
・暗きょ排水 A=508ha

939

農政部

【事業内容の変更理由】
・排水路増に伴い全体の受益戸数が97戸から108戸に、受益面積が728haから919haに変更と
なった。
・窪地があり整地工の要望があったほ場について、暗きょ排水工種から区画整理工種へ変更
した。
・客土、除礫について、営農計画の見直しにより整備を取り止めたため、受益面積が減と
なった。
・局地的な集中豪雨等、近年の異常気象により農地湛水被害が頻繁に発生したため排水対策
が急務となった。(排水路の増4717m)

【総事業費の変更】
・排水路の事業量が増加したことなどにより、事業費が123百万円増加した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　2.00　→　最終　1.86
　　　・時点変動による諸元及び単価等が変更となったため。
　　　・新たな排水路の追加に伴う総費用の増加

　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前　99.40％　→　事業完了後　99.88％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積が高水準で維持され、経営規模の拡大や
　　　　ほ場条件の改善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・小麦、馬鈴薯等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多か
　　　った。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・暗渠排水や排水路の整備により、ほ場の乾燥が促進され、作業がスムーズに行
　　　える。

川西
かわにし

中央
ちゅうおう

帯広市
※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

【事業内容の変更理由】
・窪地があり整地工の要望があったほ場について、暗きょ排水工種から区画整理工種へ変更
した。

【総事業費の変更】
・暗きょ排水において、土質調査の結果から掘削時にスリムバケットによる施工が可能と
なったことから、事業費が151百万円減少した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　1.57　→　最終　2.20
　　　・時点変動による諸元及び単価等が変更となったため。
　　　・暗きょ排水から区画整理への移行による効果額(総便益)の増。
　　　・事業費の減少に伴う総費用の減。

　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前　100％　→　事業完了後　100％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積が高水準で維持され、経営規模の拡大や
　　　　ほ場条件の改善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・小麦、馬鈴薯等の作物において、収量は１～３割程度増収したとの意見が多か
　　　った。
　　　・排水性の改善により、病害虫の被害が減少し、品質も向上した。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・降雨後の作業がスムーズに行えるようになった。

※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

7
道営土地改良事業費
（畑地帯総合整備事業）

8 農政部
道営土地改良事業費
(農地整備事業(畑地帯担い手支援型)) 二宮

にのみや
豊頃町

4



過年度評価対象地区の事業完了後の報告

　

摘　要総事業費
(百万円)

上段：事前評価時 　　　　　　　   

（細目様式３）　       　　【資料１】

下段：事業完了時    　　　　　　　
中段：事業採択時又は直近の再評価時

整理
番号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
着 手
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容 成果・効果　等

H24 H29

○受益面積 600ha
○受益戸数 53戸
○整備工種
・区画整理 A=110ha
・暗きょ排水 A=520ha
・排水路 L=300m

1,500

H24 H32

○受益面積 550ha
○受益戸数 56戸
○整備工種
・区画整理 A=110ha
・暗きょ排水 A=414ha
・客土 A=8ha
・除礫 A=5ha
・排水路 L=311m

1,360

H24 H29

○受益面積 444ha
○受益戸数 49戸
○整備工種
・区画整理 A=103ha
・暗きょ排水 A=311ha
・除礫 A=2ha
・排水路 L=311m

910

H20 H25

○受益面積 430ha　○受益戸数 150戸
○整備工種
・ほ場整備 20ha
・暗きょ排水 150ha
・客土 50ha
・用水路 3km
・排水路 6km
・農地防災 5ha
・農用地の改良又は保全 50ha

1,400

H20 H25

○受益面積 404.5ha　○受益戸数 124戸
○整備工種
・ほ場整備 17.4ha
・暗きょ排水 180.6ha
・客土 23.9ha
・用水路 750m
・排水路 2,824m
・農用地の改良又は保全 76.9ha

1,120

H20 H29

○受益面積 424.7ha　○受益戸数 108戸
○整備工種
・ほ場整備 115.5ha
・暗きょ排水 134.5ha
・用水路 753m
・排水路 2,402m
・農用地の改良又は保全 76.6ha

1,194

9 農政部
道営土地改良事業費
(農地整備事業(畑地帯担い手育成型)) 勇

ゆう

足
たり

本別町

厚沢部
あっさぶ

厚沢部町

【事業内容の変更理由】
・馬鈴薯などの野菜を取り入れた新たな営農体系の構築を図るため、地元や関係機関等と協
議し農地整備の事業量を変更。

【総事業費の変更】
・暗きょ排水及び客土がほ場整備に移行したことによる事業量の変更；74百万円増加

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初  1.50　→　最終　2.51
　　　・時点の変更に伴う諸係数や単価等の変更
　　　・農地整備の事業量の変更に伴う総便益の増
　　　・農地整備等の事業費の増に伴う総費用の増

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・馬鈴薯、大豆等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多か
　　　った。
　　　・暗渠の実施により、排水性が改善され、馬鈴薯、大豆などの収量が増加した。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１～２割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・除礫の実施により、石拾いの作業時間が減少し、機械の損傷も少なくなった。

10 農政部
道営農村総合整備事業費
（中山間地域総合整備）

【事業内容の変更理由】
・営農計画の見直しにより受益戸数が56戸から49戸に変更となった。
・暗きょ排水、客土、除礫について、営農計画の見直しにより整備を取り止めたため、受益
面積が減となった。
　
【総事業費の変更】
・暗きょ排水の事業量が減少したことなどにより、事業費が450百万円減少した。

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　1.41　→　最終　1.79
　　　・時点変動による諸元及び単価等が変更となったため。
　　　・事業量、事業費の減により、総便益及び総費用は減少。
　　　・工期を見直した結果、早期効果発現となりB/Cは増加。

　○　担い手農地利用集積率
　　　・事業実施前　100％　→　事業完了後　100％
　　　　　本事業の実施により担い手への農地集積が高水準で維持され、経営規模の拡大や
　　　　ほ場条件の改善が図られ担い手農家の効率的かつ安定的な農業経営に繫がっている

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・小麦、馬鈴薯等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多か
　　　った。
　　　・排水性の改善により、病害虫の発生が減少し、品質も向上した。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、１割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・ほ場の勾配が緩和され、作業中の転落･転倒の心配がなくなった。

※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
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過年度評価対象地区の事業完了後の報告

　

摘　要総事業費
(百万円)

上段：事前評価時 　　　　　　　   

（細目様式３）　       　　【資料１】

下段：事業完了時    　　　　　　　
中段：事業採択時又は直近の再評価時

整理
番号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
着 手
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容 成果・効果　等

H21 H26

○受益面積 256ha ○受益戸数 60戸
○整備工種
・農道L=4.600m
・客土A=12ha
・暗きょ排水A=66ha
・農用地の改良A=28ha
・鳥獣侵入防止施設整備L=100km
・市民農園等整備A=9ha

1,700

H21 H26

○受益面積 971ha ○受益戸数 70戸
○整備工種
・農道L=4.624m
・客土A=11.2ha
・暗きょ排水A=83.3ha
・農用地の改良A=29.8ha
・鳥獣侵入防止施設整備L=114km
・市民農園等整備A=2.6ha

1,700

H21 H29

○受益面積 995ha ○受益戸数 57戸
○整備工種
・農道L=4.680m
・客土A=15.2ha
・暗きょ排水A=165.4ha
・農用地の改良A=61.5ha
・鳥獣侵入防止施設整備L=103km
・市民農園等整備A=1.7ha

2,280

【事業内容の変更理由】
・ポテトチップス工場の建設に伴い、加工用馬鈴薯の生産拡大を図るため、地元や関係機関
等との協議により、農地整備の事業量を変更。
・農道法面の湧水処理など詳細な調査及び設計に伴う工法変更。

【総事業費の変更】
・暗渠排水及び農用地改良保全の取込みによる増；417百万円
・農道法面に確認された湧水等への対応による増；163百万円

【成果・効果】
　○　Ｂ／Ｃ　当初　1.72　→　最終　2.24
　　　・時点の変更に伴う諸係数や単価等の変更
　　　・農地整備の事業量の変更に伴う総便益の増
　　　・農地整備等の事業費の増に伴う総費用の増

　○　主要作物の収量【農家へのアンケート調査】
　　　・小麦、馬鈴薯等の作物において、収量は１～２割程度増収したとの意見が多か
　　　った。
　　　・暗渠の実施により排水性が改善され、小麦の収量が増えた。

　○　作業時間【農家へのアンケート調査】
　　　・作業時間は、２割程度軽減されたとの意見が多かった。
　　　・暗渠の実施により、湿田の水はけや作業効率が向上した。

　○　鳥獣被害の軽減【町からの聞き取り調査による】
　　　・鳥獣による農作物の被害額は約９割程度減少。
　
　○　市民農園の利用者数【町からの聞き取り調査による】
　　　・平成３０年度より供用開始し、平成３０年度の利用件数は５２件。

11 農政部
道営農村総合整備事業費
（中山間地域総合整備） かなやま湖畔

こはん
南富良野町

6


