
事 業 名 国営かんがい排水事業 地 区 名 利別川 都道府県名 北海道
としべつがわ

関係市町村 瀬棚郡今金町、久遠郡せたな 町 （旧瀬棚郡北檜山町）
せたなぐんいまかねちょう く ど う ぐ ん ちょう せたなぐんきたひやまちょう

【事業概要】

本地区は、北海道檜山振興局管内の北部に位置する瀬棚郡今金町及び久遠郡せたな町にま
ひ や ま

たがる水田1,749ha、畑171haの水稲作及び畑作を中心とした農業地帯である。

水田かんがい用水は、後志利別川及びその支流のオチャラッペ川等の支渓流を水源として
しりべしとしべつがわ

いるが、代かき期間の短縮や深水かんがいなど近年の営農に対応した用水が確保されておら

ず、加えて、用水施設は機能の低下が著しい状況にあった。

また、畑はかんがい施設が未整備で自然降雨に依存しているため、用水不足を生じていた。

このため、本事業で、頭首工、揚水機場及び用水路の整備を行うとともに、関連事業によ

り支線用水路の整備や区画整理を行い、生産性の向上、農作業の効率化を図り、農業経営の

安定及び地域農業の振興に寄与することを目的とした。

なお、不足する用水は、美利河ダム（特定多目的ダム）で確保している。
ぴ り か

受益面積：1,920ha（田：1,749ha、畑:171ha）（平成12年現在）

受益者数：317人（平成12年現在）

主要工事：頭首工４箇所、揚水機場１箇所、用水路15.4km

事 業 費：14,698百万円（決算額）
事業期間：平成７年度～平成18年度（機能監視：平成19年度～平成21年度）

（第１回計画変更：平成14年度）（完了公告：平成22年度）
関連事業：道営経営体育成基盤整備事業 181ha

道営中山間地域総合整備事業 156ha
※関連事業の進捗状況：92％（平成27年度時点）

【評価項目】
１ 社会経済情勢の変化
（１）地域における人口、産業等の動向

地域の人口は、事業実施前（平成２年）の21,099人から事業実施後（平成22年）には
15,776人に減少している。地域の人口のうち65歳以上が占める割合は、平成２年の18％か
ら平成22年には36％に増加し、高齢化が進行しており、北海道の割合25％を上回っている。

地域の産業別就業人口のうち農業就業者の占める割合は、平成２年の27％から平成22年
には23％へと若干減少している。

【人口、世帯数】
区分 平成２年 平成22年 増減率

総人口 21,099人 15,776人 △ 25％
うち65歳以上 3,761人(18％) 5,657人(36％) 50％

総世帯数 7,171戸 6,557戸 △ ９％
（出典：国勢調査）

【産業別就業人口】
区分 平成２年 平成22年

割合 割合
第１次産業 3,614人 35％ 2,000人 28％
うち農業就業者 2,820人 27％ 1,670人 23％

第２次産業 2,329人 22％ 1,196人 16％
第３次産業 4,552人 43％ 4,091人 56％

（出典：国勢調査）



（２）地域農業の動向
地域の耕地面積は、平成２年の13,001haから平成27年には11,620haに減少している。
地域の農家数は、平成２年の1,262戸から平成27年には596戸に減少している。また、専

業農家の割合は、平成２年の47％から平成12年には32％に減少し、その後増加に転じ、平
成27年には57％になっている。受益地域では、82％が専業農家であり、地域及び北海道の
割合を上回っている。
地域の農業就業者のうち60歳以上が占める割合は、平成２年の34％から平成27年には54

％となっており、北海道の割合50％を上回っている。また、受益農家のうち60歳以上が占
める割合は58％となっており、地域及び北海道の割合を上回っている。
地域の経営耕地面積規模別農家割合は、10ha以上の規模を有する農家が、平成２年の29

％から平成22年には53％となっている。受益農家では、10ha以上の割合が59％を占め、地
域の割合を上回っている。

区分 平成２年 平成27年 増減率
耕地面積 13,001ha 11,620ha △ 11％
農家戸数 1,262戸 596戸 △ 53％
うち専業農家 590戸(47％) 337戸(57％) △ 43％
うち経営10ha以上 364戸(29％) 355戸※(53％) △ ２％

農業就業人口 3,025人 1,394人 △ 54％
うち60歳以上 1,017人(34％) 747人(54％) △ 27％

※2015年農林業センサスでは販売農家の経営耕地面積規模別農家割合は調査してい
ないため、2010年（平成22年）の値を用いている。

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス）

２ 事業により整備された施設の管理状況

本事業により整備された用水施設のうち、中里頭首工は今金町及びせたな町、青木揚水
なかさと

機、青木用水路及び田代用水路は今金町、その他の頭首工、用水路は狩場利別土地改良区
かりばとしべつ

に管理委託され、巡回点検や補修、草刈り・清掃等、適切に維持管理が行われており、施
設機能は十分に維持されている。
また、地域では水路愛護組合が農業施設の維持管理の一端を担っており、本地区では水

路愛護組合12組織が末端施設の草刈り等を行っているほか、地域住民による用水路敷の植
栽が行われている。

３ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
（１）作物生産効果

主要作物の作付面積について、事業計画時の現況と計画及び現在（事後評価時点）を比
較すると、水稲が現況1,262haに対し計画1,207ha、現在1,240ha、畑作物は小麦が現況35
haに対し現在130ha、ばれいしょが現況133haに対し計画146ha、現在121ha作付されている。
野菜類は、だいこんが現況29haに対し計画70ha、現在8ha作付されている。
食料自給率向上に係る政策への対応や経営規模拡大による労働力不足のため、省力的な

作物である小麦の作付が増加している。だいこんなどの重量野菜は、高齢化や労働力不足、
価格の低迷の他、市場から遠い地理的制約のため、作付が減少しており、ほうれんそうは、
近年連作障害の影響により、作付が減少している。
主要作物の単収（10ａ当たり）について、事業計画時の現況と計画及び現在（事後評価

時点）を比較すると、水稲が現況496kgに対し計画518kg、現在535kg、小麦が現況213kgに
対し現在371kg、ばれいしょが現況3,447kgに対し計画4,481kg、現在3,394kg、だいこんが
現況3,137kgに対し計画4,078kg、現在4,082kgとなっている。ばれいしょは、当初目標（事
業計画における計画値）の単収に達していないが、近年は、「今金だんしやく」のブラン
ド価値を維持するため、収量よりも品質を重視した栽培を行っているためである。
主要作物の生産量と生産額について、作付面積や単収の増加によって小麦の生産量及び

生産額が増加する一方で、水稲は単収の増加によって生産量は増加しているが、作物単価
の下落により生産額は減少している。ブランド化を図っているばれいしょは、作付面積と
単収の変動が小さく、生産量及び生産額は横ばいで推移している。



【作付面積】 （単位：ha）
事業計画（平成14年）

区 分 評価時点
現況 計画 （平成27年）

（平成14年）
水稲 1,262 1,207 1,240
小麦 35 － 130
ばれいしょ 133 146 121
だいこん 29 70 ８

（出典：事業計画書（最終計画）、北海道開発局調べ）

【生産量】 （単位：ｔ）
事業計画（平成14年） 評価時点

区 分 （平成27年）
現況 計画

（平成14年） kg/10a kg/10a kg/10a
水稲 6,260 496 6,252 518 6,634 535
小麦 75 213 － － 483 371
ばれいしょ 4,585 3,447 6,542 4,481 4,106 3,394
だいこん 910 3,137 2,855 4,078 327 4,082

（出典：事業計画書（最終計画）、北海道開発局調べ）

【生産額】 （単位：百万円）
事業計画（平成14年） 評価時点

区 分 （平成27年）
現況 計画

（平成14年） 千円/t 千円/t 千円/t
水稲 1,678 268 1,676 268 1,393 210
小麦 12 157 － － 78 163
ばれいしょ 353 77 504 77 345 84
だいこん 107 118 337 118 39 119

（出典：事業計画書（最終計画）、北海道開発局調べ）

（２）営農経費節減効果
主要作物の年間労働時間（ha当たり）について、事業計画時の現況と計画及び現在（事

後評価時点）を比較すると、水稲が現況395.4時間に対し計画264.3時間、現在333.8時間、
ばれいしょが現況222.3時間に対し計画221.5時間、現在222.2時間、だいこんが現況760.8
時間に対し計画760.4時間、現在759.0時間となっている。

【労働時間】 （単位：時/ha）
事業計画（平成14年）

区 分 評価時点
現況 計画 （平成27年）

（平成14年）
水稲 395.4 264.3 333.8
ばれいしょ 222.3 221.5 222.2
だいこん 760.8 760.4 759.0

（出典：事業計画書（最終計画）、北海道開発局調べ）

４ 事業効果の発現状況
（１）農業生産性の向上と農業経営の安定
①作物被害の解消
本事業及び関連事業の実施により、深水かんがいに必要な用水が確保されたことから、

冷害被害を受けない水稲の安定生産と良食味米生産が可能になっている。
深水かんがいの実施及び冷害被害の解消について、受益農家アンケート調査では、回答

農家数のうち90％で深水かんがいが実施され、深水かんがいを実施している農家のうち76
％の農家が、冷害被害が「解消した」、「おおむね解消した」と回答しており、本事業の



実施により冷害被害が解消、軽減したと評価されている。
また、ＪＡ今金町は深水かんがいを指導しており、ほ場整備が進み畦畔が高くなったこ

とが深水かんがいにつながったと評価している。（ＪＡ今金町聞き取り結果）

②作物の高付加価値化の促進
本事業による用水の安定確保と関連事業による区画整理により、水稲作の適期代かきや

深水かんがいが実施され、「ななつぼし」や「ふっくりんこ」、「ゆめぴりか」等の良食味
米の作付が増加している。
基幹作物である水稲は「今金米ものがたり」のブランド化や「北のクリーン農産物（YE

S!clean）」※に取り組むなど付加価値の向上が図られており、アンケート結果でも回答農
家の過半数が「YES!clean米の栽培に取り組んだ」と回答している。
また、地域では、ばれいしょを基幹作物に位置付け「今金男しやく」のブランド価値を

確立し、道内外に出荷しているほか、だいこんやにんじんは、檜山北部広域農業協同組合
連合会の広域ブランド「ほこほこ大地」として市場から高く評価されている。
さらに、近年では、ミニトマトの作付が増加し、平成26年の今金町全体の販売額は３億

円と収益の柱になっており、アンケート結果でも受益者の一部は「事業に伴い作業負担が
軽減されたことから、多様な作物の導入を図った」と回答し、本事業における安定的なか
んがい用水の確保は地域農業の振興に寄与している。

※北のクリーン農産物（YES!clean）
北海道で生産されたクリーン農産物に対する理解と信頼をより一層得るために、クリ

ーン農業技術の導入等、一定の基準を満たした農産物にYES!cleanマークを表示し、詳し
い栽培情報を消費者や実需者にお知らせする制度。化学肥料や化学合成農薬の使用を低
減した生産集団を北海道クリーン農業推進協議会が審査・登録し、登録された生産集団
は、農産物にYES!cleanマークを表示して販売することができる北海道独自の取組である。

③事業実施による営農作業効率の向上
本事業及び関連事業により安定的な用水確保が容易になるとともに、ほ場区画の拡大が

図られ、営農作業効率が向上した。
受益農家アンケート調査では、事業実施による営農作業の変化について、「用水が確保

されて、代かき作業等の作業にかかる労働力が節減された」、「区画が拡大され、田植え
や稲刈り、畑作物の収穫等にかかる労働力が節減された」、「防除用水の確保が容易にな
り、労働力が節減された」、「用水路がパイプライン化されて、水管理や草刈り等の労働
力が節減された」等と用水確保による作業軽減やほ場条件の改善が評価されている。

（２）事業による波及効果
①環境保全型農業の展開
本事業の実施により安定的なかんがい用水が確保され、代かきや防除等作業の適期実施

と水管理労力の節減が図られたことから、受益農家は、営農作業を計画的に実施すること
が可能となり、ＪＡが推進する消費者や実需者ニーズに対応した「売れる米づくり」と「安
全安心で高品質な米づくり」として、「YES!clean米」の栽培に取り組んでいる。
受益農家アンケート調査では、事業実施による地域全体の農業の変化について、「良食

味米の生産につながった」、「クリーン農業の取組につながった」と評価されており、事
業及び関連事業の実施が環境保全型農業の展開に寄与している。

② 地産地消の取組
地区内で生産される農作物は、ＪＡを通じて道内外の市場に出荷されているほか、地域

農家の女性が中心となって、地元産にこだわった加工品の製造・販売や、地域行事等で直
売会を行うなど地産地消や６次産業化に向けた取組が行われている。

(３)事後評価時点における費用対効果分析結果
効果の発現状況を踏まえ、事後評価時点の各種データに基づき、現状で推移した場合の

総費用総便益比を算定した結果、以下のとおりとなった。
総便益 64,661百万円
総費用 60,901百万円
総費用総便益比 1.06



５ 事業実施による環境の変化
（１）自然環境面の変化
①自然環境の保全
本地区を流下する後志利別川は、国土交通省の調査において、水質が最も良好な河川と

評価されており、アユなどの内水面漁業権が設定されているほか、多様な魚種が生息して
いる。
本事業による頭首工の整備に当たっては、魚類等の水生生物の生息に配慮するため魚道

を設置している。
国土交通省が行った後志利別川の「河川水辺の国勢調査」における魚類調査では、事業

完了後もエゾウグイ、ウグイの他、回遊魚のアユ、サクラマスなどが頭首工の上下流で確
認されている。

６ 今後の課題
今金町では、平成25年度から国営緊急農地再編整備事業により区画整理や担い手への農

地集積、地下水位制御システムの整備等を行っており、担い手に農地を集積する規模拡大

型と施設野菜に特化した集約型による「今金型複合経営」を推進し、地域農業の振興を図
ることとしている。
地域が目指す農業振興に資するため、農業用水を安定的に供給する本事業の効果が持続

的に発揮されることが重要であり、整備した農業用用水施設の機能診断を定期的に実施し、
適時適切な補修・補強と計画的な更新整備を実施する必要がある。

[総合評価]
本事業及び関連事業の実施により、かんがい用水の安定供給及びほ場整備が行われ、水

管理の合理化、農作物の生産性の向上、営農作業の効率化等の効果が発現し、農業経営の
安定に寄与している。
水田の用水改良及び区画整理により、適期の代かき、移植及び深水かんがいが実施され、

「ななつぼし」、「ふっくりんこ」、「ゆめぴりか」等の良食味米の作付が増加している。
加えて、事業を契機に「YES!clean」米栽培の取組がはじまり、河川の水質に与える負

荷が軽減されるなど後志利別川の良好な河川環境維持に貢献している。また、頭首工の改
修に伴う魚道付設及び新設頭首工に設置した魚道は、魚類の生息環境の回復、保全に寄与
している。

[技術検討会の意見]
本事業及び関連事業の実施は、用水不足を解消し、良食味米栽培を可能にした。また、

水管理に要していた時間の短縮などが、環境保全型農業の取組や経営規模の拡大につなが
ったと認められる。
また、環境保全型農業の取組は、日本有数の清流である後志利別川の水環境保全にも貢

献していると評価できる。
加えて、頭首工の改修にともなう魚道付設、ならびに新設頭首工に設置した魚道は、魚

類の生息環境の回復、保全に寄与している。

評価に使用した資料
・国勢調査（1990～2010年）http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm
・農林業センサス（1990～2015年）http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.html
・北海道農林水産統計年報（平成２年～平成27年）
・評価結果書に使用したデータのうち、一般に公開されていないものについては、北海道開発局
調べ（平成27年）

・北海道開発局（平成14年度）「国営利別川土地改良事業変更計画書」
・北海道開発局「国営利別川地区地域住民意向把握（事後評価に関するアンケート調査）結果」
（平成27年）


