
地区別事業概要

とうぶおりべ

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 東部居部

農地整備事業

かとうぐんかみしほろちょう

関係市町村 北海道河東郡上士幌町 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、北海道河東郡上士幌町の南東部に広がる農業地帯であり、小麦、てん

さい、ばれいしょ、豆類の畑作４品を中心に、高収益作物のやまのいも等を組み合

わせた営農が展開されている。

地区内の基盤整備は、農地や基幹農道など総合的な整備が行われてきたものの、

排水路の能力不足や土壌状況により排水性の悪いほ場が存在しており、湿害等によ

る収量の減少や品質の低下、播種や防除・収穫の適期作業に支障をきたしている。

また、耕畜連携による土作りと有機質資材の循環活用の推進のため農業集落環境管

理施設の整備が求められている。

このため、本事業により区画整理及び農業集落環境管理施設等の整備を総合的に

実施し、生産性の高い優良農地を確保することで、効率的な畑作農業経営の確立及

び農業の生産性の向上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

770ha 39戸 2,029百万円 平成29～36年度

主要工事 区画整理 639ha、除礫 11ha、排水路 0.8km、農道 １km、

農業集落環境管理施設 １ヶ所

関連事業

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,557百万円 2,745百万円 1.29 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：東部居部地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）





地区別事業概要

しみずびまん

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 清水美蔓

農地整備事業

かみかわぐんしみずちょう

関係市町村 北海道上川郡清水町 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、北海道上川郡清水町の北東部に広がる農業地帯であり、小麦、てんさ

い、ばれいしょ、豆類の畑作４品を中心に、高収益作物のスイートコーン、かぼち

ゃ等を組み合わせた営農が展開されている。

地区内の基盤整備は、農地や基幹農道など総合的な整備が行われてきたものの、

土壌状況により排水性の悪いほ場が存在しており、湿害等による収量の減少や品質

の低下、播種や防除・収穫の適期作業に支障をきたしている。また、畑地かんがい

施設の未整備ほ場については、干ばつへの対応ができない状況となっている。

このため、本事業により国営かんがい排水事業と一体的に畑地かんがいの整備を

行うとともに、農道の整備、区画整理等を総合的に実施し、生産性の高い優良農地

を確保することで、効率的な畑作農業経営の確立及び農業の生産性の向上を図り、

本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

623ha 44戸 1,629百万円 平成29～36年度

主要工事 畑地かんがい 197ha、農道 ２km、区画整理 337ha、

暗渠排水 29ha、除礫 26ha

関連事業 国営かんがい排水事業十勝川左岸地区

国営かんがい排水事業美蔓地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,939百万円 2,560百万円 1.53 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：清水美蔓地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）





地区別事業概要

めむろきただいさん

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 芽室北第３

農地整備事業

かさいぐんめむろちょう

関係市町村 北海道河西郡芽室町 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、北海道河西郡芽室町の北西部に広がる農業地帯であり、小麦、豆類、

てんさい、ばれいしょの畑作４品を中心に、高収益作物のスイートコーン等を組み

合わせた営農が展開されている。

地区内の基盤整備は、農地や基幹農道など総合的な整備が行われてきたものの、

土壌状況により排水性の悪いほ場が存在しており、湿害等による収量の減少、播種

や防除・収穫の適期作業に支障をきたしている。また、畑地かんがい施設の未整備

ほ場については、干ばつへの対応ができない状況となっている。

このため、本事業により国営かんがい排水事業と一体的に畑地かんがいの整備を

行うとともに、区画整理、暗渠排水等を総合的に実施することにより、生産性の高

い優良農地を確保することで、効率的な畑作農業経営の確立及び農業の生産性の向

上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

1,036ha 63戸 2,123百万円 平成29～36年度

主要工事 畑地かんがい 675ha、区画整理 370ha、暗渠排水 80ha、

除礫 ４ha

関連事業 国営かんがい排水事業十勝川左岸地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

4,397百万円 3,293百万円 1.33 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：芽室北第３地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）





地区別事業概要

さらべつだいさん

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 更別第３

農地整備事業

かさいぐんさらべつむら

関係市町村 北海道河西郡更別村 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、北海道河西郡更別村の東部に広がる農業地帯であり、小麦、てんさ

い、ばれいしょ、豆類の畑作４品を中心に、高収益作物のスイートコーン等を組み

合わせた営農が展開されている。

地区内の基盤整備は、農地や基幹農道など総合的な整備が行われてきたものの、

排水路の能力不足や土壌状況により排水性の悪いほ場が存在しており、湿害等によ

る収量の減少や品質の低下、播種や防除・収穫の適期作業に支障をきたしている。

また、畑地かんがい施設の未整備ほ場については、干ばつへの対応ができない状況

となっている。

このため、本事業により国営かんがい排水事業と一体的に畑地かんがい施設の整

備を行うとともに、区画整理、暗渠排水等を総合的に実施し、生産性の高い優良農

地を確保することで、効率的な畑作農業経営の確立及び農業の生産性の向上を図

り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

1,585ha 83戸 3,230百万円 平成29～37年度

主要工事 畑地かんがい 203ha、排水路 １km、区画整理 1,210ha、

暗渠排水 24ha、客土 131ha、除礫 40ha

関連事業 国営かんがい排水事業札内川第一地区

国営かんがい排水事業札内川第二地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

4,833百万円 3,312百万円 1.45 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：更別第３地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）





地区別事業概要 

 

 

事 業 名 
農業競争力強化基盤整備事業 

農地整備事業 
地区名 西黒沢

にしくろさわ

 

関係市町村 岩手県一関市
いちのせきし

 
事業主体  岩手県 

 事業目的 本地区は、一関市の中心市街地から西へ約 4.5km に位置し、１級河川北上川水系磐

井川と久保川との間に広がる水田地帯であり、水稲を中心とし、一部ではまがりねぎ

や長いも等を組み合わせた営農が展開されている。 

本地区の水田は、10ａ程度の小区画が多く、耕作道も狭いため大型機械導入の妨げ

となっており、担い手への農地利用集積が進まない要因となっている。また、水路は

用排兼用で土水路であり、安定的な用水確保ができず維持管理にも多大な労力を要し

ているほか、水路底が浅いため排水不良を来たし、作目の多様化が困難な状況である。

このため、本事業により区画整理による大区画化や用排水施設を整備することで、

生産性の高い優良農地を確保するとともに、事業導入を契機に設立予定である法人へ

の農地集積の加速化を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。 

 事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工  期 

85ha 104 戸 2,185百万円 平成29～34年度 

   主要工事 
 

区画整理  85ha 
    

   関連事業  該当なし 

 費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

2,549百万円 1,858 百万円 1.37 総費用総便益比方式 

 概要図  別添のとおり 

  

 

出典：西黒沢地区土地改良事業計画概要書（岩手県農林水産部農村計画課作成） 



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）　西黒沢地区

県内位置図

凡例

■概要図（A４　１ページ）
　鮮明な図面（凡例あり、都道府県における位置の明記あり、「○○一般平面図」等の
記載がないもの）

磐井川

一級河川 久保川
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