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１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１）公共事業事前評価対象地区の事前報告について[１地区] 

 

「道路改築事業費 きたひろしま総合運動公園線（仮称）」 

 

【建設部道路課】 

 事業の目的・概要は、「きたひろしま総合運動公園」の整備に伴い、国道 274 号をはじ

めとした周辺道路では交通量の増加により、交通渋滞が発生し地域の生活や円滑な物流な

どに支障を来たすことが懸念されるため、当事業により「きたひろしま総合運動公園」へ

連絡する道路を整備することにより、周辺道路の交通分散を図り安全で円滑な道路交通を

確保するとともに、公園へのアクセス性向上を図るもの。計画の概要は、北広島市共栄、

市道共栄南１号支線を起点とし、北広島市西の里、市道大曲椴山線を終点とする延⾧ 2.8

㎞の区間である。２車線の道路を想定しており、幅員は路肩を含めて９ｍの道路となる。

全体事業費は 63 億を想定しており、事業期間は 2020 年度から 2022 年度を予定してい

る。 

現在、実施している環境調査については、計画している道路周辺に国有林野や野幌原始林

が存在していることもあり、周辺の自然環境を把握し、整備に伴う自然環境への影響を最小

限にする保全を検討する目的で、北広島市が調査を実施している。調査期間は、昨年の７月

から今年の７月 10 日までの１年間を予定している。 

 

【内田委員⾧】 

 次回以降の委員会で改めて、事業概要の説明及び審議を行いたい。 

 なお、該当地区の審議の時期については、事務局と相談の上、委員の皆様にお知らせした

い。 

 

（２）公共事業事前評価対象地区の審議について[25 地区] 

 

《 建設部所管事業について 》 

 

○中津川委員担当地区（審議地区） 

「08-04 広域河川改修事業費 旧途別川」 

 

【中津川委員】 

 猿別川という直轄河川に合流している支川を改修する計画。計画区間は 7.2 ㎞、工事内容
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は主に築堤工と掘削工であり、特に合流点付近の盛土が高くなっているが、これは本川の水

位が上がるとその影響で支川の水位も上がるバックウォーター現象の影響を受けて浸水被

害が起こったため、それに対する対策である。 

従来は支川の水位が先に上がり、その後本川の水位が上がり、本川の洪水が逆流してくる

場合には水門を閉めて本川の影響を排除するという考え方だったが、今回は本川も支川も

ほぼ同時に洪水のピークを迎えた上、バックウォーターの影響も受けて浸水被害が起こっ

たことから、対応しなければならないという考え方である。 

このことを皆さんにもご理解いただきたいと考えたことと、堤防を高くする考え方が妥

当かどうかということをご判断いただきたいと思っている。 

また、平成 28 年８月の洪水により氾濫が起きた実績があるほか、地元からの改修要望

も受けて、このような事業を計画していることについて、Ｂ／Ｃなども参考にしながら、

皆さんにご判断いただきたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【渡部委員】 

 今のご説明で大体わかったが、猿別川本川の堤防などについては、平成 28 年の水害の時

に問題はなかったため計画高を見直さず、それに合わせた水準に旧途別川の方をしっかり

と対応していこうという理解でよろしいか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 本川の猿別川では、洪水が堤防を越水したことによる被害がなく、旧途別川で被害があっ

たということで、旧途別川の対策をする。 

 

【渡部委員】 

 わかりました。質問の意図は、猿別川と旧途別川の管理者が違うため、今後、猿別川の堤

防高が上がってしまうのであれば、バックウォーターの影響による被害が解消されないと

思った。しっかりと対応したものであるならば、それについてはよい。 

 

【野呂委員】 

 今回の河川改修事業は、平成８年度までに改修工事が行われており、平成 28 年の洪水

で被害が発生したということで行うが、バックウォーター現象というのは、旧途別川が特

殊なものなのか、他の地域でも起こっているものなのか、それとも最近の雨の降り方によ
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り出てきている現象なのか、その辺りがわからない。 

 

【建設部河川砂防課】 

 ある程度本川の高い水位を見込んで支川の改修を実施していく場合ももちろんあるが、

この地区については、本川に比べて支川の規模が小さいため水門で処理することになって

おり、他の地域とはやや違う状況と考えている。 

 

【野呂委員】 

 過去の整備の時には想定していなかったような被害が起こり、それに対応した河川整備

を行うことは他の地域でもあるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 バックウォーターの影響を考慮した河川整備については、今のところ他の河川では予定

していない。 

 

【野呂委員】 

 わかりました。旧途別川については、被害の規模も非常に深刻なため、事業は重要なこと

だと思う。ここがもし特殊なケースということであれば、他の地域の可能性も含めて、今後

検討を進めていただきたい。 

 

【中津川委員】 

 補足させていただくが、旧途別川の今までの計画は、流域面積の違いなどを踏まえた上で、

本川と支川の水位の上がり方に時間差があるという考え方で作られてきた。 

先ほど説明したように、従前は最初に支川の水位が上がり、洪水がスムーズに流れて水位

が低下した後、本川の水位が上がったら水門を閉めればいいという考え方だったが、平成 28

年の洪水はほぼ同時に水位が上がった。 

今まではそのようなことがなかったが、昨年の西日本豪雨で大きな被害が出たというこ

とで、渡部先生が言われるように、これからかなりこのような問題が起きてくる可能性はあ

る。本川と支川で管理者が異なる場合、本川はレベルの高い計画をしているが、合流点のと

ころで本川の影響を受けると、支川で被害が出るということに対して、そこの整合性を取る

ような話がこれから出てくると思うので、今回審議地区とした。 

 

【内田委員⾧】 

 本川の水門を閉めると本川の方で問題は出ないのか。ある程度支川に洪水が流れていっ

たので本川は被害が起こらなかったと考えた時に、支川を閉めると本川側で被害が起こる

のでは。 
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【建設部河川砂防課】 

 洪水が本川から支川に逆流する時に水門を閉める計画となっている。 

 

【内田委員⾧】 

 平成 28 年に支川で被害が出たのは、本川から洪水が逆流したというバックウォーター

の影響もあったと理解すると、逆流した分が本川で処理できる能力があれば水門を閉めて

も問題ないと思うが、閉めたことで今度は本川で影響が出るようであれば、本川での対策

などが必要になると思う。 

 

【建設部河川砂防課】 

 平成 28 年の時は本川が計画高水位まで上がっておらず余裕があった。 

 

【内田委員⾧】 

 わかりました。 

 

【中津川委員】 

 今の話だが、そこはやはり考えなければいけないと思う。委員⾧がおっしゃられたよう

に、逆流を止めた時に平成 28 年の時は大丈夫だったが、計画規模の場合は当然そこを考

慮しなければいけない。これは道というよりは国の話かもしれないので、ここは上手く調

整しないといけないと思う。 

 

【玉堀委員】 

 やはり本川の処理能力がどれくらいあるのかというのを、この区間に限らず、あらかじめ

国等の他の団体と調整していく必要性をすごく感じる事案だと思う。 

 

【野呂委員】 

 今回、道路橋を１橋だけ架替える計画になっているが、資料では他にも２橋ある。こちら

は河川を拡幅しても、橋梁の架替えをしなくても良いということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 橋梁の架替えは１橋だけであり、残りの２橋は架替えしない計画である。 

 

【野呂委員】 

 わかりました。 

 

【渡部委員】 
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 先ほどの話と少し関連するが、今回整備する地域では洪水のピークにタイムラグがあっ

たとの事であるが、猿別川の流域は旧途別川の流域に比べ流域面積がはるかに大きいとい

うことか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 猿別川本川の水門がある地点から上流の流域面積は 446 ㎢あり、旧途別川の流域は 36

㎢。 

 

【渡部委員】 

 流域面積が全然違うので、従来は雨が降っても同時に水位が上がるのではなくタイムラ

グがあるという整備だったということか。平成 28 年に同時に水位が上がったということ

は、そういうことも起こり得るということを理解の下に対応するわけか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

 当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○中津川委員担当地区（専決地区） 

「08-02 広域河川改修事業 置杵牛川」 

「08-03 広域河川改修事業 小町川」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

 当該２地区の対処方針については「事業要望を行なうことは妥当」と認める。 

 

《 農政部所管事業について 》 

 

○全員評価地区 
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「06-07 農地整備事業 新光西地区」 

 

【農政部農村計画課】 

(事業概要等について資料に基づき、パワーポイント等にて説明) 

 

《 質 疑 》 

 

【渡部委員】 

 暗渠排水で整備した集中管理孔の活用状況に関するアンケート結果の中で、洗浄に活用

したことがないという回答は、どう理解したらよいか。 

 

【農政部農村計画課】 

 少し前の調査だが、整備後間もないため実施してない方もいると思われる。効果的に活用

しているアンケート結果等を通じて、整備効果の認識が広がれば、皆さんに活用していただ

けると考えている。 

 

【渡部委員】 

 整備したものが無駄にならないようしっかり使ってもらうために、フォローアップが必

要だと思う。 

暗渠管に水を溜めて洗浄する時に、畑や田んぼの土が入って内部浸食のようなことは起

こらないのか。それに対する対策は。 

 

【農政部農村計画課】 

 洗浄の場合は一気に溜めて流すが、地下かんがいの場合は水を溜めて徐々に地下から水

を上げるという使い方。溜めてキャップを開けて水を落とした時は、水みちを通じて流すた

め、新たに土が管の中に入ることはない。 

 

【渡部委員】 

 周りに不織布を蒔くなど、何か対策を取っているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 過去には稲わらなどで被覆していたが、今の暗渠排水はビリ砂利という細かい砂利を疎

水材として使い、水の出入りを速やかにできる構造になっている。 

 

【野呂委員】 

 アンケート結果の 23％（洗浄への活用なし）をどう理解したらいいか。整備したけれど
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も使えてないものがあれば、改善しなければいけない。今後も調査を継続して、⾧く使う

ために何が効果的か調べ、広めていってほしい。 

 

【農政部農村計画課】 

 アンケートで未実施の回答があったので、ＰＲ・普及啓発の資料等を用いて農家にその後

のフォローをしているところ。北海道としては、地下かんがいの効果を試験研究の協力を得

ながら検証し、その成果を受益農家の方々に説明、勉強会を開くなどして有効活用してもら

おうと取り組んでいる。 

疎水材タイプの暗渠に切り替えてから 15 年は経っているが、農家の方々からは好評で

非常に⾧持ちしている。 

 

【中津川委員】 

 Ｂ／Ｃについて、業務単価や資材単価が上がってコストが膨らむと、Ｂ／Ｃが際どいと思

う。コストの上がり方などの変化を見越した見通しはあるか。 

 

【農政部農村計画課】 

 水田整備の中ではＢ／Ｃ1.3 はかなり高い数値。水田整備の場合は通常の畑と比べると

投資コストが非常に高い状況のためＢ／Ｃも低めの数値となっている。このＢ／Ｃの計算

は今後 49 年の評価期間の中で整備の費用も見込んで算定している。 

 

【内田委員⾧】 

このグラフの 23％（洗浄への活用なし）の集計には、整備後間もなくて洗浄自体が必要

ないという回答があったら、それを抜いて出すべき。この 23％が「やるべきなのにやらな

かった」というのと、「やる必要がなかった」というのでは全然違うことになる。 

40 年間ほどの⾧い評価期間での再整備を考えると、この集中管理孔は耐用年数何年くら

いか。 

 

【農政部農村計画課】 

 暗渠排水と一体の施設として 30 年。 

 

【内田委員⾧】 

 適切な維持管理を行わないと耐用年数 30 年であるものが短くなる可能性もある。そう

なると、また税金を使って事業で整備しかねないので、きちんと指導してほしい。 

 途中から他の農家が加わることがないよう、協議や説明会を実施し、今後は事業費が上が

る心配はないと考えて良いか。 
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【農政部農村計画課】 

 そういったことがないように十分打合せをしながら計画を取りまとめている。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○内田委員⾧担当地区(審議地区) 

「06-12 農地整備事業 若松地区」 

 

【内田委員⾧】 

他の事業と比べると事業費が高いにもかかわらず、事業費が半分ほどの事業と施工期間

が変わらず、短い点に不安があり、審議地区とした。 

 

【農政部農村計画課】 

(事業概要等について資料に基づき、パワーポイント等にて説明) 

 

《 質 疑 》 

 

【野呂委員】 

本地区の区画規模があまり大きい面積ではないのは、河川沿いによる地形的な原因なの

か、農家がそこまでの大規模化を求めていないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 河川と山地に囲まれ、耕地利用できる部分が限られた地形になっている。この場合、換地

手法の活用などにより大区画化を図ると、傾斜等により非常に大がかりな土の切り盛りが

生じるため、現況の施設配置なりの土地利用とし、畦畔を除去して大区画化を図った時の大

きさが 1.1ha 程度という区画規模の計画としている。 

 

【野呂委員】 

 農家から整備後にもっと大規模にしたいという話にはならないか。 

 

【農政部農村計画課】 

 地域の方々が望む水準は、約 4 枚を 1 枚にするくらいのもの。例えば 2ha ほどのほ場に

するというような一足飛びの将来計画には中々ならない。 
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【野呂委員】 

他の先行事業の地域を見て、より大区画ほ場がいいとはならないと。動向予測の中で、

農家人口が 20 年間で 48％減少するという点について、地元として行っている農家人口を

減少させないような努力、取組を教えていただきたい。 

 

【農政部農村計画課】 

 地域の基幹産業である農業を守りながら、農家が減らないように地域の方々も頑張って

いる。仮に減っていった時に、次の担い手がスムーズに農地を使えるよう一体的な基盤整備

を行うことは、円滑に農地を流動化していく上でも必要な整備と考えている。 

 

【野呂委員】 

 農地を流動化する時に、この 1.1ha の区画整理は地元の人に限らず他から見ても妥当であ

り、魅力的な整備なのかどうか考えを聞きたい。 

 

【農政部農村計画課】 

 整備に参加する農家の負担も考えて折り合いの付くところでもあるし、平坦な地形であ

れば、大区画化して条件を整えておくことが望ましいことだが、ここの場合は地形的な要素

もあり、そこまでの整備は難しい。1.1ha が妥当なところと考えている。 

 

【渡部委員】 

 計画一般図の右側の上流側は既に整備事業をしたということか。それとも、今回の若松地

区が先行しているもので、上流側は後からということか。 

 

【農政部農村計画課】 

 先行して完了している地区。 

 

【渡部委員】 

 そこも同じような規模の整備をしたということか。 

 

【農政部農村計画課】 

 ほぼ同様の規模。多少平らな部分が大きいので、若干大きくなっている。 

 

【渡部委員】 

 上流側が広くて、下流側が狭くなっていく特徴的な地形だと思うが、工事を計画する上で

何か配慮が必要な部分はあるか。 
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【農政部農村計画課】 

 特段大きな配慮はないが、施設の勾配に気をつけることと、田差があり法面が⾧くなるた

め、保全管理などの施工は注意しなければいけないと思っている。 

 

【内田委員⾧】 

 26 戸の農家しかいないのに、細かく区切られているとに感じる。一区画を平らにしてお

くのが制約となっているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 田差が何メートルもある中で平らな面を大きくするためには上下に大きく法面がつく。

法面が大きいほど事業費がかかってしまう。 

 

【内田委員⾧】 

 それに基づいた農家の要望としてこの大きさが最適になっているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 30 から 40 年先の営農を見据えて整備の内容を確認している。 

 

【中津川委員】 

 農業基盤整備は、施工期間は横並びでやっていくようなものなのか。農業の戦略性を持っ

て基盤整備をしているのかどうか。 

 

【農政部農村計画課】 

 優先して整備されるのは、土地条件が悪い生産性が落ちているところ。地域の農業を守る

ことを考えた時、優先性なり順番はある。 

 

【中津川委員】 

 皆同じような年次で横並びで行っているように見えるが、今までの経緯もあり、横並びで

やらざるを得ないという理解でいいか。 

 

【農政部農村計画課】 

 昭和 40 年代に水田整備をしているため、老朽化や担い手の減少等が全道的に同じよう

な水準で進んでいるため、同じタイミングになってしまうところもある。 

 

【内田委員⾧】 

 新規の担い手に引き継がれるということが重要かと思う。 
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《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○内田委員⾧担当地区（専決地区） 

「06-09 農地整備事業 川南西地区」 

「06-10 農地整備事業 新沼 2 地区」 

「06-11 農地整備事業 西篠津北地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

(事業概要等について資料に基づき、口頭で説明) 

 

【内田委員⾧】 

この 3 地区の事業規模と事業期間は妥当と考えている。それ以外のポイントは、それぞ

れの地区で 5 から 7 回ほど、地元の方と深く議論をしており、現状では事業費が伸びるよ

うなことはないように議論が尽くされている。以上の点を踏まえて専決地区と判断した。 

特別な意見がなければ事業要望を行うことは妥当と認めることでよろしいか。 

 

【玉堀委員】 

 新沼 2 の事業概要について、現況 40a 程度の区画を 80a にすると記載があるが、これも

泥炭地のような特殊な地形のため、小規模にせざるを得ないということでいいか。 

 

【農政部農村計画課】 

 はい。 

 

【玉堀委員】 

泥炭自体は土質改良ができなくて、客土に頼らざるを得ない面があるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 はい。国でも泥炭地開発を⾧く行い、農地として使われていくようになってきた。営農の

中で⾧期間作土が維持できるわけではなく、様々な要因で作土が薄くなり補給が必要にな

るため、客土の要望等はある。泥炭は相当深く、全て改良するわけにはいかないので、都度

必要な整備を行わざるを得ない。 

 

【渡部委員】 
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 06−09 の計画一般図において、受益地の白く抜けているところは何に使われているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 団体営事業や私費によって一定水準の整備が完了している地域、もしくは農地外である

ため、今回の事業の範囲ではない箇所。 

 

【渡部委員】 

 事業に反対している人がいるからではないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 別事業を利用して、今回の整備と同じ水準になっているということ。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該３地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○玉堀委員担当地区(審議地区) 

「06-03 農地整備事業 西南中央３地区」 

 

【玉堀委員】 

 受益戸数 7 戸で総事業費が 10 億円を超えており、1 戸当たりが結構高めに見える点で審

議地区として取り上げた。先週、審議地区も含めて現地調査に行っている。 

 

【農政部農村計画課】 

(事業概要等について資料に基づき、パワーポイント等にて説明) 

 

【内田委員⾧】 

 昭和 40 年代に整備していて 30 年以上経ったという表現だが、これは 40 年以上経って

いるので、きちんと記載された方がいいのかなと。 

 

【中津川委員】 

 計画一般図で今回の地区と他の場所が細切れになっているが、他のところはもう終わっ

たのか。 

 

【農政部農村計画課】 
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 近年、計画的に地区を採択しているところで、どの地区も完了していない。 

 

【中津川委員】 

 大規模地区で計画した方がコスト削減につながるのではないか。大規模地区はお金がか

かるように見えるが、1 戸当たりで考えると安く済むのではないか。なぜ細切れでやるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 基盤整備を必要とする背景はどの地域も同じであり、多くの新規要望をバランス良く計

画的に進めいていくためには、コンパクトな地区を設定し、計画的に採択していくのが今の

新規計画の進め方。 

 

【中津川委員】 

 分け方の基準は何かあるのか。同じくらいの予算でとか、年次とか。非常に受益戸数が少

ないので、もう少し受益戸数を多い形で分けた方がいいのではないか。 

 

【農政部農村計画課】 

 新規地区の計画に踏み切る時の調整として、水掛かりやその地域の一体性のほか、事業費

も考慮し、地区設定を考えながら、計画的に進めている状況。 

 

【中津川委員】 

 総和で考えると、分割することにより余計にコストがかかるため、マクロな分析もいるの

かなという気がした。 

 

【内田委員⾧】 

 固定費や測量を分けてやることを考えると、まとめた方が投資効率性は高まると思う。 

 

【農政部農村計画課】 

 このエリアにある揚水機場の廃止を含め、全体的な地域整備を進めたいという地区の特

徴がある。その中で、事業費の大きい幹線的な用水施設の整備は別事業で採択した。周りの

農地整備については、1 から 3 地区という形で、用水の系統をたてて、順番に採択すること

で進めている。営農を続けながらということもあり、一気に全域で整備する訳にはいかない。

なるべく早く効果を発揮させるように、コンパクトに地区設定した結果。 

 

【野呂委員】 

 受益面積を申請する時細かくしすぎた感じと思った。西南中央地区っていうのを 3 つに

分けるというのは、背景として揚水機場の水路があることや集落的な考え方があって、地区



- 16 - 

 

を分けたということなのか。 

 水利施設の西南地区Ｈ29 新規は整備されているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 既に着工して、整備しているところ。 

 

【野呂委員】 

 前回整備からかなり時間が経過していて、抜本的な整備が必要な地区という中で、全部整

備しようとすると非常に大きな事業費になるので分割したということか。 

 

【農政部農村計画課】 

 全体だと非常に大規模な事業区域で、事業費も相当大きい。揚水機場統廃合などは別事業

で整備し、農地の部分はコンパクトな地区に設定し、順序立てて計画的に進めてきている結

果、最後に本地区で 60 ha の事業区域が残った。 

 

【渡部委員】 

 全部で 7 戸だが、大規模な受益者又は法人は 7 戸のうち何戸ぐらいが大規模に相当し、

60ha の内どのぐらいを占めているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 20ha 位を経営されている方が 1 戸。経営の中心地がほぼこの区域内に収まっている。 

 

【渡部委員】 

 その方が、既に大規模な区画となっていることはないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 農地の基盤自体は小区画のままで、多くのほ場で営農している。 

 

【渡部委員】 

整備の中で抜けている地区は既に整備している所もあったが、ここは自ら田んぼを整備

しておらず、経営だけが大規模ということか。 

 

【農政部農村計画課】 

 はい。 

 

【渡部委員】 
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 地区面積 60ha の内の 20ha ということは、その方のためにやっているように見える。 

 

【農政部農村計画課】 

 地域として計画的に取り組んでいるので、ここの 60 ha の中では少ない面積でも、周り

の地域で経営する面積をもっている方がいるので、不公平感はない。 

 

【渡部委員】 

 不公平感が出ていないのであればいい。 

 

【内田委員⾧】 

 農協や市と打合せをしているので問題ないことを確認しているというが根拠は何か。 

 

【農政部農村計画課】 

 受益者に確認をした上で、農協や市と打合せを行い、様々な部分を含めて、問題はないか

確認し、負担することが可能であるか聞いている。 

 

【内田委員⾧】 

 その根拠を聞いている。もう少しわかりやすく説明してほしい。 

 

【農政部農村計画課】 

 事業の負担の可能性を確認するために、所得に対する償還ができるかということの算定

をする項目があり、農家の収益に対して負担率が 4 割以下であるという指標があるのだが

それを確認した上で、市や農協に問合せをして、総合的な負担について問題はないと判断す

る。 

 

【内田委員⾧】 

 この地区はその面積の約 3 分の 1 を占めるような農家がいて、そこに高額な金額が投資

されることになるのだが、不公平感がなく問題ないと判断できるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 西南のエリア自体が細かくやっているが、このエリアで面積を持っている方が別のエリ

アで持っていたり、他のエリアで面積を持っている方がこのエリアで持っていたり、地域

として 15 ha から 20 ha の経営をしている農家が非常に多い。持ち分の場所がたまたま 20 

ha 固まっているだけ。60 ha の内 20 ha と見ると多く見えるが、特段問題はないと感じて

いる。 
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【野呂委員】 

 事業費が 12 億 2000 万円で、7 戸あるので 1 億 7400 万円と記載してあるが、これは 1

戸当たりが支払う事業費ではないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 総事業費となっている。 

 

【野呂委員】 

 自分たちがいくら払うのかに対して農協や市と協議したというが、実際いくらぐらい払

うのかというと、約 2000 万円ということか。その点に触れて欲しい。 

 

【農政部農村計画課】 

 農家の負担割合は総事業費の 11.2％。それを受益農家 7 戸が参加面積に応じて負担する

形になっている。１戸当たり 1900 万円くらいの負担。 

 

【野呂委員】 

 大規模経営もしているし、経営が悪化して払えなさそうな状況ではないということか。 

 

【農政部農村計画課】 

 確認しながら進めている。 

 

【野呂委員】 

 元々地区を分ける時に受益戸数が 7 戸だったのか。地区を 3 つに分けた際に、今回の地

区が結果として 1 番最後になったので、その間に統合が進み 7 戸になったという形なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 1 戸の法人が 3 戸からなる法人。よって、9 戸はいる。最初の構想時点から変化している

かどうかは把握していない。 

 

【野呂委員】 

構想の時点では戸数とかではなく、事業費の大きさで分けたのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 事業費もそうだが、用水の部分等でエリアの整備の順番として妥当かという所もある。 

 面整備の地元負担に関しては、各農家の整備面積分となっているので、特定の農家 1 戸

が損をしているということはなく、不公平感はないと考えている。 
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【中津川委員】 

 揚水機場は別事業といっていたが、負担はどのくらいか。先ほど話に出た 1 千 9 百万に

プラスして揚水機場の負担がかかるということか。どれくらいか。 

 

【農政部農村計画課】 

 揚水機場の事業量はこの場ではわからない。 

 

【中津川委員】 

 プラスされることも含めて合意されている。 

 

【農政部農村計画課】 

 はい。トータルとしてこの地区で負担していただく形で問題はない。 

 

【内田委員⾧】 

 この事業だけではないが、地区設定を事業費というくくりでやると、不自然な結果が出て

くる。柔軟な考えがあってもいいと思う。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○玉堀委員担当地区（専決地区） 

「06-04 農地整備事業 北納内 2 地区」 

「06-05 農地整備事業 日進第 1 地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 (事業概要等について資料に基づき、口頭で説明) 

 

【玉堀委員】 

 昭和 40 年～50 年位の用水路についても非常に大事に使っている。集中管理孔も大事に

管理してくれるのではないかということで、この地区に事業費を投入することについては

問題ない。推進していただきたい。 

 

【野呂委員】 

 日進第 1 地区について、整備地区が離れているように見えるが。 
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【農政部農村計画課】 

 離れていても両方に農地を持っている農家もいるので、一体的な地区として整備してい

る。 

 

【野呂委員】 

 元々それは一体的な地区なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 はい。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該２地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○渡部委員担当地区（専決地区） 

「06-13 農地整備事業 二股第 2 北地区」 

「06-14 農地整備事業 永山西第 1 地区」 

「06-15 農地整備事業 鷹栖南地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 (事業概要等について資料に基づき、口頭で説明) 

 

【渡部委員】 

 いずれの地区も老朽化した施設、大規模化への対応という点で共通している。06-13 の地

区については、本地区の上流側の地区が同様の整備を行っていることから重要性も理解で

き、Ｂ／Ｃも確保できていることから審議地区とする必要はないと判断した。06-14 は隣接

する、大規模な地区も区画整理を行っているので、あえて審議地区にする必要はない。06-

15 は 06-14 と類似の事例となることから審議地区にする必要はない。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該３地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○野呂委員担当地区（専決地区） 
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「06-08 農地整備事業 篠津 2 地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

(事業概要等について資料に基づき、口頭で説明) 

 

【野呂委員】 

 地域として積極的にブランド化に取り組んでいる。事業の内容としても、他の事例と比較

して問題なく進んでいけると思う。これらの点から特に議論する必要はないと思う。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○山本副委員⾧担当地区（専決地区） 

「06-01 農地整備事業 砂浜東第 2 地区」 

「06-02 農地整備事業 豊葦 1 地区」 

「06-06 農地整備事業 中部西地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 評価のポイントは、①事業着手の必要性、②それらを実現するための各工種は適切であ

り十分なアウトカムが見込まれるか、③事業費の妥当性といった点。3 地区について、現

況のほ場区画が 40 から 50a 程度と，近年の労働生産性の観点からは決して大きくないも

のを 1.4 から 1.9ha 規模に再整備することは事業目的の農作業効率の向上を達成するため

には必要なことと判断できる。暗渠排水整備による湿害対策も可能で、土地生産性、労働

生産性の向上も望める。また、受益地も分散されていなく、区画整理により水管理の合理

化も図られる。事業費についても、工種の違いによって、若干の増減はあるが、農家１戸

あたり・単位受益面積あたりの負担額も大きく異なっていないことから妥当であると判断

した。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該３地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○野呂委員担当地区(審議地区) 
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「06-19 水利施設等保全高度化事業 網走南部西第２地区」 

 

【野呂委員】 

審議の論点１点目は、工事費の内訳の農作業準備休憩施設２棟について。営農集団の仕組

みや取り組みを委員の方々に理解してもらいたい。２点目は、環境配慮の方針について。本

地区はラムサール条約にも登録されている濤沸湖に隣接する地域ということで、施工時の

環境配慮について説明してほしい。 

 

【農政部農村計画課】 

(事業概要等について資料に基づき、パワーポイント等にて説明) 

 

《 質 疑 》 

 

【渡部委員】 

沈砂池はどの程度の雨まで対応可能なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

災害規模の雨には対応できないが、日雨量で 10mm から 20mm 程度の雨であれば沈砂池

で対応は可能。漁協との協議調整の中で今の規模で合意し、事業完了後も残置する。 

 

【渡部委員】 

畑の砂自体を改善する方法はあるか。 

 

【農政部農村計画課】 

技術的には可能だが、ほ場の面積が広く事業費が大きくなることから、現実的ではない。 

 

【中津川委員】 

沈砂池が事業費の中に含まれるとのことだが、環境を悪化させないという部分で生じる

経済効果はどのようなものがあるか。 

 

【農政部農村計画課】 

便益は発生するが、数値として定量化する手法がまだ確立されていない。費用には算入し

ているが、便益としては不確定な数字を算入することはできない。 

 

【野呂委員】 

二つ目の論点の環境対策について、濤沸湖にはオオジシギ、タンチョウ等の繁殖も確認さ
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れているため、施工時期や作業方法を関係各所と連絡を取りながら進めてほしい。 

 

【農政部農村計画課】 

 わかりました。 

 

【内田委員⾧】 

現況の農作業準備休憩施設のある土地の所有者と費用の負担は。 

 

【農政部農村計画課】 

網走市の所有する土地に市の財産として施設がある。維持管理に係る費用は営農集団が

負担。 

 

【内田委員⾧】 

農作業準備休憩施設２棟で 8600 万とのことだが、規模は。 

 

【農政部農村計画課】 

一棟約 200 平米のものが 2 棟。面積の半分が農機具や肥料などの一時保管庫であり、残

り半分を休憩に利用する。休憩部分は 60～80 平米程度で必要最小限の計画で進めてい

る。 

 

【内田委員⾧】 

(地区の整備概要のパワーポイントについて) 

相当広いところに畑が点在し、２カ所の施設に様々なところで働いている人が休憩しに

来ているということか。 

 

【農政部農村計画課】 

はい。本地区の営農集団は９戸と 10 戸で形成されている２つ。それぞれの拠点として

ひとつの準備休憩施設を利用していくと考えている。施設の周辺にそれぞれの集団の農地

が集まっている。 

 

【内田委員⾧】 

農作業準備休憩施設の建設費は受益者が負担するのか。 

 

【農政部農村計画課】 

網走市が負担。ランニングコストは受益者が負担。 
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【内田委員⾧】 

様式３の受益者負担が他の事業と比べて高いのは何故か。 

 

【農政部農村計画課】 

経営体育成型と畑地帯担い手育成型の事業の制度の違い。本地区は国が 52％、道が

28％、残りが地元負担。今回 0.8％となっているのが農作業準備休憩施設分の市の負担。 

 

【野呂委員】 

過疎指定などがあれば補助率が変わると聞いた。 

 

【農政部農村計画課】 

中山間指定や過疎山村指定等があると 55％まで国の比率が上がるが、本地区は指定がな

い。 

 

【内田委員⾧】 

農作業準備休憩施設２棟で 8600 万円の費用は高いのでは。 

 

【農政部農村計画課】 

農家約 10 戸が共同で使用するため、調理場等の施設は一般家屋より規模が大きくな

る。一般家屋の上物の建設費を 1500 から 2000 万円程度と考えた時、農作業準備休憩施設

１棟が約 4000 万円というのは妥当な金額だと考えている。また、農業の事業で整備する

建物の平米単価の基準を下回っているのを確認している。 

 

【内田委員⾧】 

農作業準備休憩施設は、一般的に受益者負担はないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

今回は市が負担をするということで当初から打合せの中で確認している。 

 

【中津川委員】 

営農集団とはどのような組織なのか。公のものなのか。網走市における位置づけは。費用

負担無く公共事業で施設を作ってもらえるのは何故か。 

 

【農政部農村計画課】 

営農集団は昭和 30 年代頃、農業機械の共同購入や共同作業を目的として、農家が自主

的に組織した私的な集団。現在は自分たちの営農だけではなく、新規就農者への技術支援
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や大学の営農授業への協力等、多様な取組を行っている。網走市は営農集団を支援するこ

とが地域の農業を支えるものであると位置づけ、準備休憩施設の費用を負担すると聞いて

いる。 

 

【中津川委員】 

農家が勝手に集団を作って活動しているわけではなく、市が公式にこのような団体を作

ることを推奨して、それが認められているような枠組みになっているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

はい。元々は農家の発意で始まったもの。 

 

【中津川委員】 

営農集団に加入していない農家は。 

 

【農政部農村計画課】 

営農集団への参加は農家の自由意志による。営農集団の取組みや技術共有等に理解を示

した農家が、営農集団の厳しいルールのなかで自主的に活動している。 

 

【玉堀委員】 

営農集団が優遇されているという感じは否めない。市が所有する土地や建物を一つの集

団が使っていると、固定資産税はどうなのか。入らない人から見ればここだけ優遇されてい

るという思いはあるだろう。営農集団に入っていない人の妬みを生まないためにも、指導監

督を行いながら、地域に貢献できるような取組を行う集団であり続けてほしい。 

 

【農政部農村計画課】 

わかりました。 

 

【中津川委員】 

土地改良区などはないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

畑地帯においては、土地改良区は基本的にはない。用水路の管理などの土地改良区として

やるべきことが非常に希薄であるため、代わりに農協と市が行っている。 

 

【内田委員⾧】 

公共財的な性質を持つ休憩施設が、集団に入ってないと使えないというのは筋が通らな
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いのでは。 

 

【農政部農村計画課】 

今までの利用は営農集団がほぼ 100％の利用だが、市の施設なので農家が使いたいと言

っても営農集団が断ることはならない。 

 

【内田委員⾧】 

利用意思があれば全農家が使えるが、現状の実態としてはほぼ営農集団のみによる利用

とのこと。税金を投入して作られるものが、そういう実態ではよろしくないというのが委員

からの意見。営農集団であってもなくても、公共施設である以上は同じように利用できるよ

うにすべき。 

 

【農政部農村計画課】 

公共事業で作った施設ということを事業実施主体である道・振興局からも指導し、公共性

の高い利用が行われるよう努めたい。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

公共財としての性質をきちんと担保できるような取組を進めていただきたいという意見

を付ける方向で「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○野呂委員担当地区(専決地区) 

「06-18 水利施設等保全高度化事業 常呂第 3 土佐地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

(事業概要等について資料に基づき、口頭で説明) 

 

【野呂委員】 

受益戸数が多く、地区としての体制も担保されていて、具体的な事業についても妥当であ

る。特段問題はないと考え、専決地区とした。 

 

《質疑なし》 

 

《 当該地区の対処方針 》 
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【内田委員⾧】 

当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○山本副委員⾧担当地区(審議地区) 

「06-17 水利施設等保全高度化事業 士幌川西西地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 農地造成の計画は，大規模化をはかるのならば、できるだけ連続したほ場となるべき造成

を行うことが望まれるが，今回の計画では，造成地の間に林地が残置されるような計画とな

っている。造成をするのであれば生産空間の連続性と自然生態系の保全を考慮した配置を

考えるべき。 

 暗渠排水整備において保全管理型暗渠排水整備という従来の暗渠に接続する無材暗渠の

施工を考えているが、こちらは農家個人で実際に行っている農家もあるとのことであり，そ

れを事業で行うことの妥当性について議論すべきかと判断した。確かに農家個人の所有す

るトラクターの大きさによって、できる作業に制限のあることは理解できるが、すでに個人

で実施した人と事業で行いたい人とで負担に差があるのはいかがなものか。事業負担への

公平性を考えると、大型トラクターを有する農家にそれらを所有しない農家が個別で委託

して施工することも考えられるのではないか。 

この２点以外の整備については要望することは妥当と考えている。 

 

【農政部農村計画課】 

(事業概要等について、資料に基づき、パワーポイント等にて説明) 

 

《 質 疑 》 

 

【内田委員⾧】 

 (最後のパワーポイントについて)真ん中のような状態になっている場合（暗渠排水の上部

に耕盤層が形成された状態）には農家では何ともできないということか。 

 

【農政部農村計画課】 

通常のトラクターでは 30 ㎝が限界。耕盤層は水分、土質、上からの荷重によって形成

される深さが異なり、耕盤層が浅い場合は農家の通常の営農で対応可能。深い場合は対応

不可能。大きな機械を持つ一部の農家は、40 ㎝の深さまで対応可能なことがある。 

 

【内田委員⾧】 

公平性の問題は一部の大きい農家を入れて考えた場合にはあると。 
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【農政部農村計画課】 

今回の保全管理型暗渠に関しては、事業でしか行えないものであり、営農における耕盤層

の破壊とは異なるもの。営農において自ら耕盤層を破壊した、破壊しなかったことで、不公

平だということにはならない。 

 

【玉堀委員】 

自力で耕盤層を破壊できる農家は事業で保全管理型暗渠排水は整備しないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

自分の営農の中で深い位置の耕盤層も破壊できるとなれば手が挙がらないこともある。 

 

【野呂委員】 

保全管理型暗渠排水をすることのどういったところが不公平なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

事業で行う保全管理型暗渠排水の整備が、大きな機械を持った農家が行う 40 ㎝まで届く

営農管理と同じこととして、山本副委員⾧に伝わったと思われる。このため、事業で整備し

てもらえる農家と、営農の範疇で自ら耕盤層を破壊している農家で負担額に差が出るのは

不公平ではというご指摘をいただいた。 

 

【野呂委員】 

保全管理型暗渠排水の整備の有無により、既設暗渠排水が早く傷むということはないか。 

 

【農政部農村計画課】 

ない。機能的にも十分同様の効果を発揮している。 

保全管理型暗渠排水は既設の暗渠排水に対し、直交して新たに疎水材を投入することで、

水の通りを良くするもの。 

 

【内田委員⾧】 

山本副委員⾧が挙げた論点は「大型トラクターを買った農家は、事業をするとわかってい

たら買わなかったのでは。この点について公平性に問題ないか。」ということでは。このこ

とについて農家からの意見はないか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのような意見は聞いていない。大型トラクターは営農における様々な作業に用いられ

るものであり、耕盤層を破壊するのを主たる目的に購入するものではない。 
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【渡部委員】 

保全管理型暗渠排水の整備によって疎水材の深さが浅くなるのは、営農において問題は

ないのか。掘り返してしまっても問題ない材質の疎水材を投入するのか。 

 

【農政部農村計画課】 

保全管理型暗渠排水で疎水材を投入する 30 ㎝というのは、通常の営農で支障ない高

さ。 

疎水材の材料はその地域で入手できる最も経済的なもので、機能的に問題がないものを

用いている。本地区はビリ砂利を投入する。 

 

【渡部委員】 

大型の機械ならば 30 ㎝より深く爪が入ると聞いたが、大丈夫なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

問題ない。農家は自分のほ場の疎水材が入っている場所を把握しており、疎水材の深さ

に応じた営農を行っている。 

 

【野呂委員】 

（論点１のパワーポイント（２枚目）について） 

造成地の周辺にも、林地に見える場所が結構あるが、ここ（赤線で囲っているところ）以

外は林地ではないということか。 

 

【農政部農村計画課】 

澱粉工場周辺の林など、一部赤く囲っていない箇所もあるが、それ以外は全て囲っている。

主に飼料作物が作付けされているほ場は、衛星写真で濃い緑色に写るため、林地と見分けが

つきにくい。 

 

【野呂委員】 

造成予定地の中にハイタカやオオタカの営巣が確認されたというわけではないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

営巣が確認されたのは、鹿追町側の山林の中だと聞いている。事業を行う際には、造成予

定地も含め、改めて確認していきたい。 

 

《 当該地区の対処方針 》 
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【内田委員⾧】 

当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○渡部委員担当地区(専決地区) 

「06-16 水利施設等保全高度化事業 老節布地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

(事業概要等について資料に基づき、口頭で説明) 

 

【渡部委員】 

当該地区は、急勾配などに対応するため、排水性の良い土地にし、さらに土の厚さの不足

を補う造成を行う。それにより老朽化した排水施設を改善し、大規模農作業への対応をする。

地域全域で協同して全面的に事業に賛成していることや、大規模な事業であるけれどもＢ

／Ｃをきちんと得られていることから、地元のしっかりと農業を営む実態も見えており、事

業については特に問題はないと判断し専決地区とした。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 

当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○庄子委員担当地区(専決地区) 

「06-20 水利施設等保全高度化事業 中央美和地区」 

「06-21 水利施設等保全高度化事業 小清水南第 2 地区」 

「06-22 水利施設等保全高度化事業 女満別東部高台 2 地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

(事業概要等について資料に基づき、口頭で説明) 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

農政部所管３地区は、他地域の同事業と比較しても、必要性は劣らず高いものであり、計

画されている内容等について問題はないと判断し、専決地区とした。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員⾧】 
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当該３地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 今回審議した 25 地区については、すべて事業要望を行うことは妥当と認めることとす

るが、網走南部西第２地区については、二つの農作業準備休憩施設の公共財としての性質

を担保できる取組みをお願いするという方向で付帯意見を付ける。 

 

《全体を通した意見》 

○事業地域の設定に当たっては、事業費規模だけではなく、事業の効率性や地域性などを踏

まえ、柔軟に検討すること。 

○暗渠排水の清掃等に利用する集中管理孔については、十分な利活用が図られるよう、さら

に農業者等に普及啓発すること。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

本日の審議結果は、第１回政策評価委員会において報告する。きたひろしま総合運動公園

線の審議日程は、後ほど調整する。 

以上で令和元年度第１回公共事業評価専門委員会を閉会いたします。どうもありがとう

ございました。 


