
過年度評価対象地区の事業完了後報告（様式６）

整理番号 事前評価 事業採択 完 了 事 業 名 地 区 名

1
H20

（2008）
H22

（2010）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（経営体育成基盤整備） 沼西

しょうせい

2
H20

（2008）
H22

（2010）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（経営体育成基盤整備） 沼中

しょうちゅう

3
H20

（2008）
H22

（2010）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（経営体育成基盤整備） 沼東

しょうとう

4
H20

（2008）
H22

（2010）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（経営体育成基盤整備） 若葉南

わかばみなみ

5
H20

（2008）
H22

（2010）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（経営体育成基盤整備） 武田

たけだ

6
H21

（2009）
H23

（2011）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（経営体育成基盤整備） 清幌

きよほろ

7
H21

（2009）
H23

（2011）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（経営体育成基盤整備） 北竜北

ほくりゅうきた

8
H21

（2009）
H23

（2011）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（経営体育成基盤整備） 豊共第１

ほうきょうだいいち

9
H22

（2010）
H24

（2012）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型）） 北竜北西

ほくりゅうほくせい

10
H23

（2011）
H24

（2012）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型）） 繁殖

はんしょく

11
H24

（2012）
H25

（2013）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型）） 渡島東部

おしまとうぶ

12
H24

（2012）
H25

（2013）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（農業水利施設保全合理化事業） 和寒中部

わっさむちゅうぶ

13
H23

（2011）
H25

（2013）
R1

（2019）
道営土地改良事業費（農地整備事業（畑地帯担い手支援型）） 訓子府北西

くんねっぷほくせい

【資料１】



過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 426ha

○受益戸数 91戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が99戸から95戸に減少した。

・区画整理A=221ha 　・深水かんがいに対応できるよう、畦畔を築立する要望のあったほ場について、

・用水路L=6,961m 　　暗渠排水から区画整理工種へ変更した。

・暗渠排水A=205ha    ・水田単作をしていたが、営農計画の見直しにより畑として使用した際に、用水路

　　が漏水していることが判明。また、地域農業者の減少に対応した維持管理の

　　省力化を図るパイプラインによる整備としたことにより用水路延長が増加した。

○受益面積 899ha

○受益戸数 99戸

○整備工種

・区画整理A=383ha 　・上記理由及び資材・労務単価等の上昇により、総事業費が1,344百万円増加した。

・用水路L=9,854m

・暗渠排水A=156ha

○受益面積 952ha

○受益戸数 95戸 　・事業費の増加に伴い、総費用が増加した。

○整備工種 　・受益面積の増により、総便益が増加した。

・区画整理A=427ha 　・効果算定手法が確立された国産農産物安定供給効果の追加により、総便益が増加した。

・用水路L=12,016m 　・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

・暗渠排水A=92ha 　　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
　・用排水施設の老朽化により、維持管理に多大な労力を要している。　・大区画化及び排水性の改善により、大型機械による農作業効率や生産性が 　・本事業の実施により、集積率が向上した。

　・用水の漏水及び暗渠排水機能低下からほ場の乾田化に支障をきた 　　向上した。 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　　し、輪作体系の確立及び転作作物の導入に支障となっている。 　・余剰労力を活用し、6次産業化の取組やブランド化を実施。 　　繋がっている。

　　・アンケート調査等を実施し、５３戸から回答を得た。

　　・水稲や小麦等の作物について、１～２割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、５３戸から回答を得た。

　　・１～２割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・最大で３割軽減されたという意見もあった。

　　・大型機械の導入が可能になり、省力化が図られたという意見があった。

　　・排水性が改善され、適期の作業が可能になったとの意見があった。

　　・大区画化により、ほ場管理が容易となったとの意見があった。

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した70戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した70戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した70戸に配布）

(2010) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　86.9%　→　事業完了後　98.4%○整備前 ○整備後

H22 H27 3,1701 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 沼

しょうせい

西
沼田町
北竜町

H22 H27 2,291

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

【総事業費の変更】

【成果・効果】

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】

(2010) (2015)

(2010) (2015)

　○B/C　当初　1.43　→　最終　1.87

H22 R1 4,514

基

盤

整

備

直播栽培状況

付加価値の高い

農産物の生産

ほ場滞水状況

暗渠排水施工

販売状況写真

みそ販売６次産業化の取組

- 1 / 13 -



過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 334ha

○受益戸数 55戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が58戸から47戸に減少した。

・区画整理A=234ha 　・深水かんがいに対応できるよう、畦畔を築立する要望のあったほ場について、

・用水路L=10,393m 　　暗渠排水から区画整理工種へ変更した。

・排水路L=140m 　・改修予定であった一部の用水路を調査した結果、比較的漏水や取水障害の少ない

・暗渠排水A=97ha 　　区間について、当面は維持管理で対応することとなり、用水路延長が減少した。

　　

○受益面積 556ha

○受益戸数 58戸

○整備工種

・区画整理A=327ha 　・上記理由及び労務・資材単価等の上昇により、総事業費が605百万円増加した。

・用水路L=7,724m

・排水路L=485m

・暗渠排水A=58ha

○受益面積 542ha

○受益戸数 47戸

○整備工種 　・事業費の増加に伴い、総費用が増加した。

・区画整理A=333ha 　・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

・用水路L=7,611m 　　変更となった。

・排水路L=518m

・暗渠排水A=30ha

※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
　・区画規模が小さく、排水不良が生じている未整備ほ場が多く、 　・大区画化及び排水性の改善により、大型機械による農作業効率や生産性が 　・本事業の実施により、集積率が向上した。

　　営農経費節減や農業経営の規模拡大に支障をきたしている。 　　向上した。 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　・余剰労力を活用し、6次産業化の取組やブランド化を実施。 　　繋がっている。

　　・アンケート調査等を実施し、２４戸から回答を得た。

　　・水稲について、０.５～２割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、２４戸から回答を得た。

　　・２～３割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・最大で５割軽減されたという意見もあった。

　　・大型機械の導入が可能になり、省力化が図られたという意見があった。

　　・排水性が改善され、機械経費が節減されたとの意見があった。

　　・用排水施設の整備により、維持管理が容易になったとの意見があった。

○整備前 ○整備後

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した38戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した38戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した38戸に配布）

H22 R1 2,955

　○B/C　当初　1.56　→　最終　1.31

(2010) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　84.8%　→　事業完了後　97.9%

H22 H27 2,350

【総事業費の変更】

(2010) (2015)

【成果・効果】

H22 H27 2,085

【事業内容の変更理由】

(2010) (2015)

2 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 沼

しょうちゅう

中 沼田町

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時
整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

基

盤

整

備
ほ場滞水状況

付加価値の高い

農産物の生産

販売状況写真

みそ販売６次産業化の取組

暗渠排水施工
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過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 317ha

○受益戸数 52戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が50戸から47戸に減少した。

・区画整理A=234ha 　・一部の用水路において、取水位置の見直しによりルートを変更したことに伴い、

・用水路L=3,500m 　　用水路の延長が増加した。

・排水路L=1,405m

・暗渠排水A=85ha

○受益面積 432ha

○受益戸数 50戸

○整備工種 　・上記理由及び資材・労務単価等の上昇により、総事業費が1,385百万円増加した。

・区画整理A=304ha

・用水路L=5,377m

・排水路L=420m

・暗渠排水A=35ha

○受益面積 443ha

○受益戸数 47戸 　・事業費の増加に伴い、総費用が増加した。

○整備工種 　・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

・区画整理A=29５ha 　　変更となった。

・用水路L=6,424m

・排水路L=403m

・暗渠排水A=3８ha

※担い手農地利用集積率

　受益面積のうち担い手が
　・本事業の実施により、集積率が向上した。 　耕作する面積の割合

　・用排水施設の老朽化により、維持管理に多大な労力を要している。　・大区画化及び排水性の改善により、大型機械による農作業効率や生産性が 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　・用水の漏水及び暗渠排水機能低下からほ場の乾田化に支障をきた 　　向上した。 　　繋がっている。

　　し、輪作体系の確立及び転作作物の導入に支障となっている。 　・余剰労力を活用し、6次産業化の取組やブランド化を実施。

　　・アンケート調査等を実施し、２９戸から回答を得た。

　　・水稲について、１～２割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、２９戸から回答を得た。

　　・１～３割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・最大で４割軽減されたという意見もあった。

　　・大型機械の導入が可能になり、省力化が図られたという意見があった。

　　・水稲の水管理が容易になったという意見が多かった。

　　・水管理の改善により、低温被害が解消されたという意見があった。

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した41戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した41戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した41戸に配布）

3,615
(2010) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　96.6%　→　事業完了後　99.9%

○整備前 ○整備後

H22 H27 2,2303 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 沼

しょうとう

東 沼田町

H22 H27 2,075

【総事業費の変更】

(2010) (2015)

【成果・効果】

　○B/C　当初　1.70　→　最終　1.17

H22 R1

【事業内容の変更理由】

(2010) (2015)

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

基

盤

整

備

暗渠排水施工

付加価値の高い

農産物の生産

販売状況写真

みそ販売６次産業化の取組

ほ場滞水状況

- 3 / 13 -



過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 80ha

○受益戸数 18戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が18戸から16戸に減少した。

・区画整理A=80ha 　・排水路について、隣接する整備ほ場の区画形状の変更に伴い、暗渠排水の落口を

・用水路L=40m 　   検討した結果、現況施設により落口が確保されたことにより、取り止めとなった。

・排水路L=1,520m

○受益面積 81ha

○受益戸数 18戸

○整備工種 　・上記理由により、総事業費が122百万円減額した。

・区画整理A=81ha

・排水路L=955m

○受益面積 80.9ha

○受益戸数 16戸 　・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

○整備工種 　　変更となった。

・区画整理A=81ha

※担い手農地利用集積率
　・本事業の実施により、集積率が向上した。 　受益面積のうち担い手が
　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に 　耕作する面積の割合

　・区画規模が小さく、排水不良が生じている未 　　　　　・大区画化及び排水性の改善により、大型機械による農作業効率や生産性が 　　繋がっている。

　　整備ほ場が多く、営農経費節減や農業経営 　　　　　　向上した。

　　の規模拡大に支障をきたしている。 　　　　　・余剰労力を活用し、６次産業化の取組や高収益作物の直売が実施された。

　　・アンケート調査等を実施し、１３戸から回答を得た。

　　・水稲や小麦等の作物について、１～２割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、１３戸から回答を得た。

　　・１～２割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・水管理の省力化が図られたという意見が多かった。

　　・排水性が改善され、品質の向上が図られたとの意見が多かった。

　　・大区画化により、ICT農業への取り組みが可能になったとの意見があった。

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理を実施した16戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理を実施した16戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理を実施した16戸に配布）

978
(2010) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　78.3%　→　事業完了後　99.5%

○整備前 　　　○整備後

H22 H27 1,1004 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 若葉

わ か ば

南
みなみ

当別町

H22 H27 1,020

【総事業費の変更】

(2010) (2015)

【成果・効果】

　○B/C　当初　1.08　→　最終　1.07

H22 R1

【事業内容の変更理由】

(2010) (2015)

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

基

盤

整

備

６次産業化の取組（農産物加工品のブランド化）

・地元主原料加工品の認証ブランド化

制度 ・全国販売促進

●とうべつBrandeli’認証制
度・平成23年度からスター
ト
・地産地消の推進

▼生味噌

天然酵母パン

▼人参ジュース

いちごジャム▲ロゴマーク

高収益作物の直売

●とうべつ軽トラ・マーケット

軽トラ利用の直売開催（隣接近郊市（札幌市）にて）
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過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 330ha

○受益戸数 29戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が22戸から20戸に減少した。

・区画整理A=55ha 　・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

・用水路L=17,400m 　　あり、区画整理面積が増加した。

・排水路L=360m 　・深水かんがいに対応できるよう、畦畔を築立する要望のあったほ場について、

・暗渠排水A=162ha 　　暗渠排水又は客土工種から区画整理工種へ変更した。

・客土A=162ha 　・現況用水路が経年変化により不陸が生じ、ほ場面より用水路底面が低く水量の

○受益面積 331ha 　　確保に苦慮。また、漏水が発生し隣接ほ場に滞水し作物に影響が発生していた

○受益戸数 22戸 　　ことから、パイプラインによる整備としたことにより用水路延長が増加した。

○整備工種

・区画整理A=233ha

・用水路L=17,771m

・排水路L=496m 　・上記理由及び資材・労務単価等の上昇により、総事業費が1,409百万円増加した。

・暗渠排水A=33ha

・客土A=46ha

○受益面積 331ha

○受益戸数 20戸

○整備工種

・区画整理A=296ha 　・事業費の増加に伴い、総費用が増加した。

・用水路L=18,346m 　・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

・排水路L=596m 　　変更となった。

・暗渠排水A=20ha

・客土A=20ha

※担い手農地利用集積率

　受益面積のうち担い手が
　・用水施設の老朽化が進み、漏水が激しく、 　　　　・用水路の整備を行い、区画を大区画化したことで、維持管理労力が 　・本事業の実施により、集積率が向上した。 　耕作する面積の割合

　　水管理や維持補修に多大な労力がかかって 　　　　　軽減され、効率的な農作業が可能となった。 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　　いた。 　　　　・余剰労力を活用し、６次産業化の取組が実施された。 　　繋がっている。

　・区画が狭小であり、効率的な農作業が困難

　　であった。

　　・アンケート調査等を実施し、１６戸から回答を得た。

　　・水稲、小麦等の作物について、１～１.５割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、１６戸から回答を得た。

　　・１～２割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・最大で３割軽減されたという意見もあった。

　　・大型機械の導入が可能となり、省力化が図られたという意見があった。

　　・排水性が改善され、適期作業が可能となったとの意見があった。

　　・暗渠排水の整備により、田畑輪換が可能になったとの意見があった。

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した20戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した20戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した20戸に配布）

　○B/C　当初　1.68　→　最終　1.21

(2010) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　97.2%　→　事業完了後　100.0%○整備前 　　　○整備後

H22 H275 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 武田

た け だ
新篠津村

H22 H27

2,260 【総事業費の変更】
(2010) (2015)

【成果・効果】

H22 R1 3,669

1,943

【事業内容の変更理由】

(2010) (2015)

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

基

盤

整

備

６次産業化の取組（農産物加工品のブランド化）

●有機栽培(オーガニックのむら しんしのつ）

有機栽培による安全で新鮮な野菜の生産、販売や田舎
味噌、有機プリン、ラスク等の加工品の販売。

用水のパイプライン
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過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 536ha

○受益戸数 31戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が26戸から23戸に減少した。

・区画整理A=90ha 　・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

・用水路L=8,900m 　　あり、区画整理面積が増加した。

・排水路L=5,750m 　・詳細調査の結果、既設管路が健全であり、給水栓のみの改修に変更したことに

・暗渠排水A=254ha 　　より、用水路の延長が減少した。

　・排水路の一部において、既設利用が可能であることが判明したことにより、

○受益面積 509ha 　　排水路の延長が減少した。

○受益戸数 26戸

○整備工種

・区画整理A=441ha

・用水路L=12,621m

・排水路L=10,313m 　・上記理由及び資材・労務単価等の上昇により、総事業費が1,023百万円増加した。

○受益面積 509ha

○受益戸数 23戸

○整備工種

・区画整理A=465ha 　・事業費の増加に伴い、総費用が増加した。

・用水路L=11,047m 　・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

・排水路L=8,869m 　　変更となった。

※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
　・用水施設の老朽化が進み、漏水が激しく、水管理や維持補修 　・用水路の整備を行い、区画を大区画化したことで、維持管理労力が軽減され、　・本事業の実施により、集積率が向上した。

　　に多大な労力がかかっていた。 　　効率的な農作業が可能となった。 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　・泥炭土壌であり、排水不良の土壌が分布している地域であるため、　・集中管理孔の整備により、暗渠の長寿命化が可能となり、転作も容易となった。　　繋がっている。

　　湿害が発生し、野菜等の高収益作物の安定生産が難しかった。 　・余剰労力を活用し、６次産業化の取組や高収益作物の直売が実施された。

　　・アンケート調査等を実施し、２１戸から回答を得た。

　　・水稲や小麦等の作物について、１～２.５割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、２１戸から回答を得た。

　　・１～２割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・最大で３割軽減されたという意見もあった。

　　・大雨や干ばつ等の異常気象時の被害が軽減されたとの意見が多かった。

　　・暗渠排水の整備により、田畑輪換が容易になったとの意見があった。

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理を実施した23戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理を実施した23戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理を実施した23戸に配布）

　○B/C　当初　1.52　→　最終　1.28

(2011) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　98.7%　→　事業完了後　99.1%○整備前 ○整備後

H23 H28 2,6206 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 清

きよ

幌
ほろ

南幌町

H23 H28 1,800

【総事業費の変更】
(2011) (2016)

【成果・効果】

H23 R1 3,643

【事業内容の変更理由】

(2011) (2016)

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

基

盤

整

備

ほ場滞水状況

現況施設 末端漏水状況

集中管理孔

名物キャベツキムチ

・ＪＡなんぽろは、特産のキャベツを生かしたキャベツキ

ムチの開発など、付加価値向上にも積極的。

・札幌近郊の立地条件を生かして、コープさっぽろにキャ

ベツ１０玉入りコンテナ約２万箱を出荷した他、ダイエー

東札幌店で「野菜産地直送セール」や「新米キャンペー

ン＆野菜産地フェアー」を実施、大勢の客で列ができる

など、大消費地と直結した安全・安心の農作物を安定的

に供給している
なんぽろ風蔵の直売所の様子
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過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 949ha

○受益戸数 104戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が103戸から98戸に減少した。

・区画整理A=35ha 　・詳細調査の結果、各路線の延長を精査したことにより用水路延長が減少した。

・用水路L=64,163m 　・排水路の一部において、既設利用が可能であることが判明したことにより、

・排水路L=2,500m 　　排水路延長が減少した。

・暗渠排水A=149ha

○受益面積 727ha

○受益戸数 103戸

○整備工種

・区画整理A=196ha 　・上記理由及び資材・労務単価等の上昇により、総事業費が346百万円増加した。

・用水路L=46,978m

・排水路L=1,030m

・暗渠排水A=13ha

○受益面積 733ha

○受益戸数 98戸 　・事業費の増加に伴い、総費用が増加した。

○整備工種 　・効果算定手法が確立された国産農産物安定供給効果の追加により、総便益が増加した。

・区画整理A=194ha 　・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

・用水路L=46,361m 　　変更となった。

・排水路L=942m

・暗渠排水A=6ha

※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
　・泥炭土壌であり、排水不良の土壌が分布している地域 　・大区画化及び排水性の改善により、大型機械による農作業効率や生産性が 　・本事業の実施により、集積率が向上した。

　　であるため、畑作物に湿害が発生し、野菜等の高収益作物 　　向上した。 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　　の安定生産が難しかった。 　・余剰労力を活用し、6次産業化の取組やブランド化を実施。 　　繋がっている。

　・区画が狭小であり、効率的な農作業が困難であった。

　　・アンケート調査等を実施し、３６戸から回答を得た。

　　・水稲、小麦について、１～２割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、３６戸から回答を得た。

　　・２～３割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・最大で５割軽減されたという意見もあった。

　　・大型機械の導入が可能になり、省力化が図られたという意見があった。

　　・排水性が改善され、品質の向上が図られたとの意見があった。

　　・暗渠排水の整備により、地下かんがいが可能になったとの意見があった。

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した57戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した57戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した57戸に配布）

3,188
(2011) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　87.1%　→　事業完了後　96.0%○整備前 ○整備後

H23 H28 2,8427 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 北竜

ほくりゅう

北
きた

北竜町

H23 H28 2,670

【総事業費の変更】

(2011) (2016)

【成果・効果】

　○B/C　当初　1.86　→　最終　1.90

H23 R1

【事業内容の変更理由】

(2011) (2016)

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

基

盤

整

備 減化学肥料・減農薬などの環境保全型農業

により作付された水稲を「ひまわりライ

ス」ブランドとして高付加価値化を図ると

ともに、北竜町産のもち米を使用した餅を

「田からもち」と名付け、直売施設等で販

売。
田からもちひまわりライス排水不良による生育不良状況

- 7 / 13 -



過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 239ha

○受益戸数 39戸

○整備工種 　・本地区内の用水を取水する国営用水路の改修工事の遅れに伴い、工期を延伸。

・区画整理A=239ha

○受益面積 234ha

○受益戸数 38戸

○整備工種

・区画整理A=234ha

　・調査測量設計精査及び入札差金等に伴い、総事業費が89百万円減少した。

○受益面積 234ha

○受益戸数 38戸

○整備工種

・区画整理A=234ha 　・当初時点からは変更はなし

※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
　・区画形状が小さく、ほとんどが用排兼用土水路であるため、 　・大区画化及び排水性の改善により、大型機械による農作業効率や生産性が 　・本事業の実施により、集積率が向上した。

　　農作業の効率化や農地の湿害、水管理に苦慮している。 　　向上した。 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　・余剰労力を活用し、ブランド化を実施。 　　繋がっている。

　 ※アンケート調査未実施（震災のため）

　○B/C　当初　1.21　→　最終　1.21

(2011) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　85.5%　→　事業完了後　92.3%○整備前 ○整備後

H23 H28 3,1308 農政部
道営土地改良事業費
（経営体育成基盤整備） 豊

ほう

共
きょう

第
だい1

１ 厚真町

H23 H28 3,200

【総事業費の変更】
(2011) (2016)

【成果・効果】

H23 R1 3,041

【事業内容の変更理由】

(2011) (2016)

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

基

盤

整

備
事業実施により期待できる効果

●たんとう米をはじめとする良食味ブランド米

事業実施により、ほ場の作物生産条件が整うことを契機

に、JAとまこまい広域が独自の基準をクリアして直販する良

食味ブランド米、「胆東米（たんとうまい）」などの良質な農産

物生産のための栽培技術向上の取り組みが期待できる。
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過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 228ha

○受益戸数 43戸

○整備工種 　・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

・区画整理A=85ha 　　あり、区画整理面積が増加した。

・用水路L=27,654m 　・詳細調査の結果、一部の路線が統合可能となったことにより、用水路の延長

　　が減少した。

○受益面積 228ha

○受益戸数 43戸

○整備工種

・区画整理A=85ha 　・上記理由及び資材・労務単価等の上昇により、総事業費が747百万円増加した。

・用水路L=27,654m

○受益面積 228ha

○受益戸数 43戸 　・事業費の増加に伴い、総費用が増加した。

○整備工種 　・効果算定手法が確立された国産農産物安定供給効果の追加により、総便益が増加した。

・区画整理A=94ha 　・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

・用水路L=27,202m 　　変更となった。

※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
　・泥炭土壌であり、排水不良の土壌が分布している地域 　・大区画化及び排水性の改善により、大型機械による農作業効率や生産性が 　・本事業の実施により、集積率が向上した。

　　であるため、畑作物に湿害が発生し、野菜等の高収益作物 　　向上した。 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　　の安定生産が難しかった。 　・余剰労力を活用し、6次産業化の取組やブランド化を実施。 　　繋がっている。

　　・アンケート調査等を実施し、９戸から回答を得た。

　　・水稲、小麦について、１～２割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、９戸から回答を得た。

　　・２～３割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・最大で５割軽減されたという意見もあった。

　　・大型機械の導入が可能になり、省力化が図られたという意見があった。

　　・排水性が改善され、品質の向上が図られたとの意見があった。

　　・暗渠排水の整備により、地下かんがいが可能になったとの意見があった。

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理を実施した14戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理を実施した14戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理を実施した14戸に配布）

2,315
(2012) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　87.1%　→　事業完了後　96.0%○整備前 ○整備後

H24 H31 1,5689 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 北竜

ほくりゅう

北西
ほくせい

北竜町

H24 H29 1,568

【総事業費の変更】

(2012) (2019)

【成果・効果】

　○B/C　当初　1.86　→　最終　1.90

H24 R1

【事業内容の変更理由】

(2012) (2017)

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時
事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

基

盤

整

備
減化学肥料・減農薬などの環境保全型農業

により作付された水稲を「ひまわりライ

ス」ブランドとして高付加価値化を図ると

ともに、北竜町産のもち米を使用した餅を

「田からもち」と名付け、直売施設等で販

売。
田からもちひまわりライス

排水不良による生育不良状況
排水不良による生育不良状況
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過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 113ha

○受益戸数 15戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が15戸から14戸に減少した。

・区画整理A=94ha

・用水路L=700m

○受益面積 108ha

○受益戸数 15戸 　・資材・労務単価等の上昇により、総事業費が45百万円増加した。

○整備工種

・区画整理A=91ha

・用水路L=386m

○受益面積 108ha 　・事業費の増加に伴い、総費用が増加した。

○受益戸数 14戸 　・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

○整備工種 　　変更となった。

・区画整理A=92ha

・用水路L=383m

※担い手農地利用集積率
　・本事業の実施により、集積率が向上した。 　受益面積のうち担い手が
　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に 　耕作する面積の割合

　・区画規模が小さく、排水不良が生じている未整備 　・大区画化及び排水性の改善により、大型機械による農作業効率や生産性が 　　繋がっている。

　　ほ場が多く、営農経費節減や農業経営の規模拡大 　　向上した。

　　に支障をきたしている。

　　・アンケート調査等を実施し、１０戸から回答を得た。

　　・水稲、小麦等の作物について、１～２割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、１０戸から回答を得た。

　　・１～２割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・大型機械の導入が可能となり、省力化が図られたという意見が多かった。

　　・用排水施設の維持管理が低減されたとの意見が多かった。

　　・排水性の改善により、田畑輪換が可能になったという意見があった。

　○その他（アンケート調査：区画整理を実施した11戸に配布）

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　95.6%　→　事業完了後　99.2%

○整備前 ○整備後

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理を実施した11戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理を実施した11戸に配布）

10 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 繁殖

はんしょく
長沼町

H24 R1 1,245
(2012) (2019)

H25 H33 1,100

【事業内容の変更理由】

(2013) (2021)

【総事業費の変更】

H24 H33 1,200
(2012) (2021)

【成果・効果】

　○B/C　当初　1.30　→　最終　1.23

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時
整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

基

盤

整

備

基

盤

整

備

ほ場滞水状況

狭小ほ場であるため、大型機

械の導入が困難なほ場

- 10 / 13 -



過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 174ha

○受益戸数 110戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が99戸から90戸に減少した。

・区画整理A=64ha 　・深水かんがいに対応できるよう、畦畔を築立する要望のあったほ場について、

・用水路L=13,269m 　　暗渠排水から区画整理工種へ変更した。

・排水路L=500m 　・詳細調査の結果、一部の路線が統合可能となったことにより、用水路の延長

　　が減少した。

　・整備予定区間より下流側において、隆起により断面の狭窄箇所が確認されたこと

○受益面積 172ha 　　から流下断面を確保するため新たに整備区域を取り込んだことにより、排水路の

○受益戸数 99戸 　　延長が増加した。

○整備工種

・区画整理A=66ha

・用水路L=13,926m

・排水路L=120m 　・上記理由により、総事業費が102百万円減額した。

・暗渠排水A=9.7ha

○受益面積 172ha

○受益戸数 90戸

○整備工種 　・高収益作物の作付拡大により、総便益が増加した。

・区画整理A=74ha 　・効果算定手法が確立された国産農産物安定供給効果の追加により、総便益が増加した。

・用水路L=12,528m 　・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

・排水路L=153m 　　変更となった。

・暗渠排水A=5.2ha

※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
　・用水施設の老朽化が進み、漏水が激しく、水管理や維持補修に 　・用水路の整備及び大区画化により、維持管理労力が軽減され、 　・本事業の実施により、集積率が向上した。

　　多大な労力がかかっていた。 　　効率的な農作業が可能となった。 　・狭小で排水不良だったほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に

　・区画が狭小であり、効率的な農作業が困難であった。 　・余剰労力を活用し、６次産業化の取組や高収益作物の直売が実施された。 　　繋がっている。

　　

　　・アンケート調査等を実施し、３８戸から回答を得た。

　　・水稲について、１～１.５割程度増収したという意見が多かった。

　　・収量は実施前と変わらないという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、３８戸から回答を得た。

　　・１～２割程度の軽減があったとの意見が多かった。

　　・最大で３割軽減されたという意見もあった。

　　・水管理の省力化が図られたという意見が多かった。

　　・排水性が改善され、多様な作付けが可能となったとの意見があった。

　　・大雨や干ばつ等の異常気象時の被害が軽減されたとの意見が多かった。

○整備前 ○整備後

　○主要作物の収量（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した60戸に配布）

　○作業時間（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した60戸に配布）

　○その他（アンケート調査：区画整理、暗渠排水を実施した60戸に配布）

H25 R1 1,098

　○B/C　当初　1.54　→　最終　2.40

(2015) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　61.5%　→　事業完了後　68.0%

H25 H31 1,200 【総事業費の変更】
(2013) (2019)

【成果・効果】

H26 H34 1,230

【事業内容の変更理由】

(2014) (2022)

11 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 渡島

お し ま

東部
と う ぶ 北斗市

七飯町

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時
整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

基

盤

整

備

用水施設の老朽化

狭小な区画

用水のパイプライン 大区画ほ場

直売状況
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過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 213ha

○受益戸数 39戸

○整備工種 　・離農により受益戸数が83戸から82戸に減少した。

・区画整理A=35ha 　・農地集約化により耕作者が変更となり、整備予定ほ場と一体整備することにより作

・用水路L=2,609m 　　業効率の向上を図れることから区画整理面積が増加した。

・排水路L=200m 　・営農計画の変更による投資計画の見直し申し出のため、暗渠排水及び客土の面積が

・暗渠排水A=141ha 　　減少した。

・客土A=37ha

○受益面積 549ha

○受益戸数 83戸

○整備工種

・区画整理A=34ha 　・上記理由及び資材・労務単価等の上昇により、74百万円増加した。

・用水路L=24,445m

・排水路L=1,080m

・暗渠排水A=115ha

・客土A=23ha

○受益面積 538ha

○受益戸数 82戸 　・時点の変化による諸係数・単価の変更等により、総費用並びに各効果項目の効

○整備工種 　　果額が変更となった。

・区画整理A=38ha 　・効果算定手法が確立された国産農産物安定供給効果の追加により、総便益が増加した。

・用水路L=24,437m

・排水路L=1,100m

・暗渠排水A=94ha

・客土A=20ha ※担い手農地利用集積率

　受益面積のうち担い手
　・本事業の実施により、集積率が向上した。 　が耕作する面積の割合

　・幹線用水路はパイプライン化されているものの、末端部分の 　・用水路のパイプライン化による、水管理の省力化が図られた。 　・ほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に繋がっている。

　　一部が開水路であり、適切な用水管理に支障をきたしていた。 　・暗渠排水等の排水改良を行うことにより、ほ場の湿害が解消され、

　・排水不良の土壌が広く分布している地域であるため、畑作物 　　高収益作物の収量が増加した。

　　に湿害が発生し、野菜等の高収益作物の収量や品質の低下が

　　発生していた。 　・アンケート調査等を実施し14戸から回答を得た。

　・豆類、蔬菜類について１～２割程度増収したという意見があった。

　・水稲について実施前と変わらないという意見があった。

　・アンケート調査等を実施し14戸から回答を得た。

　・水稲について１～２割程度の軽減があったとの意見があった。

　・小麦、豆類、蔬菜類について実施前と変わらないとの意見があった。

　・排水性が改善されたことにより作業時間が縮減されたとの意見があった。

　・大雨時でも畑に表面水が溜まらず短期間で排水できるため適期作業が行えるとの意

　　見があった。

　○主要作物の収量　（アンケート調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した37戸へ配布）

　○作業時間　（アンケート調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した37戸へ配布）

　○その他　（アンケート調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した37戸へ配布）

884
(2013) (2019)

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　91.3%　→　事業完了後　94.8%

○整備前 ○整備後

H25 H30 81012 農政部
道営土地改良事業費
（農業水利施設保全合理化事
業）

和寒
わっさむ

中部
ちゅうぶ

和寒町

H26 H34 1,000

【総事業費の変更】

(2013) (2018)

【成果・効果】

　○B/C　当初　1.08　→　最終　1.61

H25 R１

【事業内容の変更理由】

(2014) (2022)

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費
（百万
円）

成果・効果　等 摘　要

整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

基

盤

整

備

ほ場滞水状況

ほ場整備後

高収益作物（越冬キャベツ）
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過年度評価対象地区の事業完了後報告

○受益面積 428ha

○受益戸数 59戸

○整備工種 　・経営規模拡大や農作業機械の大型化に伴い、農産物の安定生産や作業効率向上の

・用水路L=700m 　　ため、大型機械の利用が効率的なほ場に整備する要望に対応し、区画整理面積が

・区画整理A=85ha 　　が増加した。また、新たな整備要望を受けて受益戸数が59戸から61戸に増加し

・暗渠排水A=285ha 　　た。

・客土A=134ha 　・営農計画の変更による投資計画の見直しの申し出のため、暗渠排水及び客土、

・農用地造成A=13ha 　　農用地造成の面積が減少した。

・農地保全N=3箇所

○受益面積 435ha

○受益戸数 59戸

○整備工種 　・上記理由及び入札差金などにより、総事業費が104百万円減少した。

・用水路L=663m

・区画整理A=100ha

・暗渠排水A=290ha

・客土A=131ha

・農用地造成A=3ha

○受益面積418ha 　・時点の変化による諸係数・単価の変更等により、総費用並びに各効果項目の効果

○受益戸数 61戸 　　額が変更となった。

○整備工種 　・効果算定手法が確立された国産農産物安定供給効果の追加により、総便益が増加

・用水路L=653m 　　した。

・区画整理A=145ha

・暗渠排水A=243ha

・客土A=74ha

・農用地造成A=2ha

　・ほ場条件の改善が図られ、効率的かつ安定的な農業経営に繋がっている。 ※担い手農地利用集積率

　受益面積のうち担い手が
　・ 排水不良の土壌が広く分布している地域であるため、 ・ 暗渠排水や窪地修正を行う整地により、ほ場の湿害解消や 　耕作する面積の割合

　　 畑作物に湿害が発生し、野菜等の高収益作物の収量

　　 や品質の低下が発生していた。 　　・アンケート調査等を実施し、30戸から回答を得た。

・ ほ場のうねりや窪地が、効率的な農作業の支障にな 　　・１割程度増収したという意見が多かった。

っていた。 　　・排水性が改善され、ほとんどの作物の収量が増えたという意見があった。

　　・馬鈴しょの収量が２割程度増えたという意見もあった。

　　・アンケート調査等を実施し、30戸から回答を得た。

　　・排水性が改善され、作業効率が良くなったという意見が多くあった。

　　・降雨後に早くほ場に入れるようになったという意見があった。

　　・区画整理により、ＧＰＳ付農機の作業効率が向上したという意見もあった。

　　・排水性や土性が改善され品質の向上が図られたとの意見があった。

　　・病害や腐食が減少したという意見があった。

　　・高収益作物（たまねぎ）の導入ができたという意見があった。

　　・減農薬や減肥料など、生産費の減少につながったという意見があった。

　　・農業所得の向上や経営規模の拡大が可能となったという意見があった。

　○その他（ｱﾝｹｰﾄ調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した51戸に配布）

○整備前 ○整備後

　○主要作物の収量（ｱﾝｹｰﾄ調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した51戸に配布）
農作業の効率化が推進され、高収益作物の作付面積が拡大

し、効率的で安定的な畑作農業経営の確立が進んだ。

　○作業時間（ｱﾝｹｰﾄ調査：区画整理、暗渠排水、客土を実施した51戸に配布）

　○担い手農地利用集積率
　　事業実施前　100.0%　→　事業完了後　100.0%

H25 H33 1,100

【総事業費の変更】

(2013) (2021)

【成果・効果】

　○B/C　当初　3.61　→　最終　3.64

H25 R1 996
(2013) (2019)

H25 H33
1,300

【事業内容の変更理由】

(2013) (2021)

13 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））

訓子府
く ん ね っ ぷ

北西
ほくせい

訓子府町

（様式６）
上段：事前評価時

中段：事業採択時又は直近の再評価時

下段：事業完了時
整
理
番
号

所管部 事　業　種　別
（ふりがな）

地区名
市町村名

事 業
採 択
年 度

完 了
予 定
年 度

事業内容
総事業費

（百万円）
成果・効果　等 摘　要

基

盤

整

備

高収益作物（たまねぎ）

滞水状況

- 13 / 13 -




