
事 業 名 国営かんがい排水事業 地 区 名 札内川第一 都道府県名 北海道
さつないがわだいいち

関係市町村 帯広市、河西郡中札内村、河西郡更別村、中川郡幕別町
おびひろし かさいぐんなかさつないむら かさいぐんさらべつむら なかがわぐんまくべつちょう

【事業概要】

本地区は、北海道十勝総合振興局管内の南部に位置し、帯広市、河西郡中札内村、同郡更別
と か ち

村及び中川郡幕別町にまたがる8,050haの畑作、酪農を主体とした農業地帯である。

この地域は、火山性土であるため、土壌水分の不足による農作物の発芽不良・生育障害がみ

られるほか、地域には用水を確保する水利施設がないことから、夏季の干ばつ被害に加え、春

季の強い季節風による風食被害も見られた。

また、地域では、昭和50年代前半にかけて排水整備が行われてきたところであるが、地区内

の更別川支流のペペギリ川は自然河川であり、河床が高く、蛇行している上、断面が狭小のた

め、融雪及び降雨による湛水被害や過湿被害が生じていた。

このため、本事業では、頭首工、用水路の整備による畑地かんがい用水の安定的供給と併せ

て、排水路の整備による湛水、過湿被害の解消を図るとともに、関連事業により支線用水路及

び畑地かんがい末端施設の整備を行い、土地生産性の向上による農業経営の安定と地域農業の

振興に資することとした。

なお、不足する用水は、札内川ダム（特定多目的ダム）で確保している。
さつないがわ

受益面積：8,050ha（畑:8,050ha）（平成９年現在）
受益者数：363人（平成９年現在）
主要工事：頭首工１箇所、用水路260.9km、排水路8.1㎞
事 業 費：33,570百万円（決算額）
事業期間：平成２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11年度）（完了公告：平成22年度）
関連事業：道営畑地帯総合整備事業 7,251ha

※関連事業の進捗状況：94％（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（昭和60年）の194,101人から、帯広市及び同市のベッドタウ
ンとして発展してきた幕別町の人口増加により、事業実施後（平成22年）には202,001人に
増加している。地域の人口のうち65歳以上が占める割合は、昭和60年の８％から平成22年に
は23％に増加し、高齢化が進んでいる。
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、昭和60年の10％から平成22年に

は７％に減少している。

【人口、世帯数】
区分 昭和60年 平成22年 増減率

総人口 194,101人 202,001人 ４％
うち65歳以上 16,045人(８％) 46,317人(23％) 189％

総世帯数 65,326戸 88,677戸 36％
（出典：国勢調査）

【産業別就業人口】
区分 昭和60年 平成22年

割合 割合
第１次産業 10,128人 11％ 7,595人 ８％
うち農業就業者 9,136人 10％ 7,234人 ７％
第２次産業 20,404人 22％ 16,765人 17％
第３次産業 62,764人 67％ 72,451人 75％

（出典：国勢調査）



（２）地域農業の動向
地域の耕地面積は、昭和60年の65,240haから平成27年には64,140haとなり、1,100ha減少

している。
地域の農家数は、昭和60年の2,733戸から平成27年には1,545戸と30年間で約40％減少して

いる。専業農家の割合は、昭和60年の73％から平成27年には81％に増加している。なお、受
益農家は、82％が専業農家となっており、地域の割合と同程度となっている。
地域の農業就業者のうち、60歳以上の割合は、昭和60年の23％から平成27年には41％に増

加している。なお、受益農家の60歳以上の割合は38％で、地域の割合（41％）をやや下回っ
ている。
地域の経営耕地面積規模別農家割合は、30ha以上の規模を有する農家が、昭和60年の18％

から平成22年には59％に増加している。なお、受益農家のうち30ha以上の農家は82％を占め
ている。
地域の乳用牛飼養頭数は、農家戸数は減少しているものの、昭和60年の35,800頭から平成

27年には47,753頭、戸当たり平均飼養頭数は、昭和60年の45頭/戸から平成27年の184頭/戸
に増加している。１頭当たり乳量は、昭和60年の5.57ｔ/頭から平成22年は9.12ｔ/頭と増加
している。

区分 昭和60年 平成27年 増減率
耕地面積 65,240ha 64,140ha △ ２％
農家戸数 2,733戸 1,545戸 △ 43％

うち専業農家 1,990戸(73％) 1,246戸(81％) △ 37％
うち経営30ha以上 490戸(18％) 981※1戸(59％) 100％

農業就業人口 8,177人 4,855人 △ 41％
うち60歳以上 1,852人(23％) 1,983人(41％) ７％

乳用牛飼養頭数 35,800頭 47,753頭 33％
１戸当たり平均飼養頭数 45頭 184頭 309％
１頭当たり乳量 5.57ｔ 9.12※2ｔ 64％
年間生乳生産量 120千ｔ 236千※2ｔ 96％
※１ 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。
※２ 平成22年

（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頭首工、用水路、排水路は、関係４市町村に管理委託されている。
関係市町村は、「札内川地区かんがい施設維持管理協議会」を組織し、巡回点検や補修、

草刈り・清掃等、適切に維持管理を行っており、施設機能は十分に維持されている。なお、
札内川導水路の破損による漏水が発生した際には、維持管理協議会によって、破損部分を交
換するなど応急的な対応が実施されている。
また、地域には多面的機能支払交付金の対象活動組織があり、末端の用水施設や排水路に

おいて、施設の巡回点検や施設周辺の草刈りなどを行っている。

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、事業計画時の計画と現在（事後評価時点）を比較すると、
小麦が計画1,164haに対し現在1,701ha、大豆が計画754haに対し現在140ha、小豆が計画279h
aに対し現在486ha、いんげんが計画1,110haに対し現在437ha、てんさいが計画1,154haに対
し現在1,538haとなっている。畑作４品を主体とした輪作体系の確立を目指し、小麦やてん
さいの作付が増加しているほか、野菜類では、えだまめやたまねぎが新たに導入されている。
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、小麦が現況432kgに対し計画434kg、現在482kg、大豆が現況202kgに対し
計画264kg、現在282kg、てんさいが現況5,428kgに対し計画7,027kg、現在6,595kg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、事業計画

当時の紅丸という品種から、近年はこなふぶきという品種に変化しているためと考えられる。
（ＪＡ聞き取り結果）



主要作物の生産量と生産額について、作付面積の増加により小麦、小豆、てんさいの生産
量及び生産額が増加する一方、いんげん、ばれいしょ、根菜類（だいこん等）、スイートコ
ーンは作付面積の減少、作物単価の下落により減少している。

【作付面積】 （単位：ha）
事業計画（平成11年）

区 分 評価時点
現況 計画 （平成27年）

（平成11年）
小麦 1,164 1,164 1,701
えだまめ - - 489
大豆 754 754 140
小豆 279 279 486
いんげん 1,110 1,110 437
ばれいしょ 1,717 1,717 1,496
てんさい 1,154 1,154 1,538
だいこん 199 199 109
スイートコーン 200 200 96
たまねぎ - - 27

（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11年） 評価時点

区 分 （平成27年）
現況 計画

（平成11年） kg/10a kg/10a kg/10a

小麦 5,028 432 5,052 434 8,199 482
えだまめ - - - - 2,680 548
大豆 1,523 202 1,991 264 395 282
小豆 670 240 873 313 1,419 292
いんげん 2,209 199 2,742 247 979 224
ばれいしょ 67,615 3,938 88,443 5,151 53,736 3,592
てんさい 62,639 5,428 81,092 7,027 101,431 6,595
だいこん 7,453 3,745 9,829 4,939 5,611 5,148
スイートコーン 2,562 1,281 3,354 1,677 1,202 1,252
たまねぎ - - - - 1,422 5,268

（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11年） 評価時点

区 分 （平成27年）
現況 計画

（平成11年）千円/t 千円/t 千円/t
小麦 820 163 823 163 1,336 163
えだまめ - - - - 525 196
大豆 369 242 482 242 104 263
小豆 326 486 424 486 461 325
いんげん 767 347 951 347 291 297
ばれいしょ 3,651 54 4,776 54 1,773 33
てんさい 1,065 17 1,379 17 1,826 18
だいこん 402 54 531 54 258 46
スイートコーン 410 160 537 160 36 30
たまねぎ - - - - 85 60

（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、小麦は現況49時間に対し計画14時間、現在14時間、ばれいしょは
現況117時間に対し計画80時間、現在76時間、てんさいは現況174時間に対し計画135時間、
現在137時間、いんげんは現況131時間に対し計画115時間、現在113時間となっており、安定
的な用水供給や湛水、過湿被害の解消により作業効率が向上している。

【労働時間】 （単位：時/ha）
事業計画（平成11年）

区 分 評価時点
現況 計画 （平成27年）

小麦 49 14 14
ばれいしょ 117 80 76
てんさい 174 135 137
いんげん 131 115 113

（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畑地かんがい用水確保による作物の安定生産と営農作業効率の向上
本事業及び関連事業により畑地かんがい施設が整備され、適期のかん水による干ばつ被害、

発芽不良・生育障害の解消により、作物の収量が向上するとともに、安定生産が可能となっ
ている。
受益農家アンケート調査では、畑地かんがいによる作物生産の変化について、「干ばつに

対しての備えができたため、安心できる」、「作物の増収につながった」、「移植後の活着が
良くなり、発芽の不揃い（生育の遅れ）が少なくなった」と評価されている。
地区内では、かんがい用水は、防除や春先の風害対策としての利用にとどまらず、ハウ

ス内の温度を下げる細霧冷房としても活用されている。夏場のハウス内は高温になるため、
かんがい用水を活用した細霧冷房によって、作業環境が向上したと評価されている。（受益
農家聞き取り結果）
また、事業実施前は、防除用水に沢水等を利用していたため、水汲み及びほ場までの運搬

に多くの時間を要していたが、本事業及び関連事業の実施によって、ほ場付近に給水栓が整
備されたことに伴い、これらの労力や作業時間が節減されている。
受益農家アンケート調査では、給水栓設置による営農の変化について、「水汲みなどの労

力の軽減につながった」、「移動距離や時間が短くなり、機械の経費節減につながった」と
営農作業効率の向上について評価されている。また、「水がきれいで、安心して使用できる」、
「沢やため池等から水汲みしていたころに比べ、作業の安全性が向上した」と、営農作業へ
の安心感や安全面についても評価されている。

②排水改良による作物の安定生産と営農作業効率の向上
本事業の実施により、排水路が整備され、ほ場の排水性が改善されている。
受益農家アンケート調査では、排水路整備以降の農地の湛水・過湿被害の解消状況につい

て、事業実施前に被害を受けていたと回答した全ての農家が「やや解消された」と回答して
おり、本事業の実施がほ場条件の改善につながっている。
なお、平成24年５月４日に計画基準雨量（133mm/日）と同程度（131mm/日）の雨が降った

が、湛水被害は発生しなかった。（市町村聞き取り結果）
また、降雨後のほ場作業が早期に行えるなど営農作業効率の向上と作物の安定生産が図ら

れている。
受益農家アンケート調査では、排水改良による営農の変化について、「機械の走行性が向

上し、営農の効率化につながった」、「排水不良が解消され、農作物の安定生産が可能にな
った」、「適期の作業が可能となった」と評価されている。
また、「融雪時や降雨後でも早期にほ場に入れるようになった」との回答もあり、事業実

施前には平均で約３日要していた降雨後の待機日数が、事業実施後は約２日に短縮されてい
る。



③高収益作物の導入
中札内村では、輪作に組み込みやすく、かつ高収益な作物として平成元年からえだまめ栽

培に取り組んでいる。
ＪＡ中札内村が中心となってえだまめの販路開拓、農作物加工処理施設の新設や大型収穫

機械の導入を進めたこと等により、えだまめの作付面積が増加している。
加えて、本事業で畑地かんがい施設や排水路の整備を行い、作物の安定生産、適期防除が

可能となったことが高品質なえだまめの生産拡大に寄与している。
中札内村のえだまめは、全国のスーパーや学校給食に提供されるとともに、海外にも輸出

され、平成26年度のえだまめ関連の販売額は約21億円となっており、中札内村の一連の取組
は、日本農業賞大賞（平成27年）を受賞する等６次産業化の優良事例として高く評価されて
いる。

（２）事業による波及効果

①環境保全型農業の展開
本事業及び関連事業の実施により、畑地かんがい施設が整備され、かん水や適期防除が可

能になるとともに、排水路の整備によりほ場の排水性が改善され、大型作業機械の導入、経
営規模の拡大や輪作体系の確立が図られている。
適期防除や効率的なほ場作業は、病害虫発生の未然防止や連作障害の回避につながり、地

域における環境保全型農業の展開につながっている。
環境保全型農業の取組が進められた結果、地域では現在、８生産集団が「YES!clean」※の

登録を受けている。
また、ＪＡ中札内村は、えだまめ導入による５年輪作体系を確立し、病害虫が発生しにく

いほ場環境を確保することで化学合成資材を５割以上削減するなどの取組が評価され、平成
23年度環境保全型農業推進コンクール大賞を受賞している。
なお、受益農家アンケート調査では、事業実施による地域農業等の変化について、「クリ

ーン農業の取組が推進された」、「地域を代表する特産品の生産拡大や品質向上につながっ
た」、「新技術などの導入につながった」等と評価されている。

※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。

②えだまめの生産拡大に伴う地域雇用の場の確保
中札内村では、えだまめの生産量の増加に伴い、平成17年に農産物加工処理施設が新設さ

れ、その後平成21年、24年、28年（予定）に施設の加工処理能力の増強が図られている。
本事業の実施は、安定的なえだまめの生産に寄与しており、加工処理施設は、地域の貴重

な雇用の場となっている。

③６次産業化の取組
地域には、「道の駅なかさつない」、「道の駅さらべつ」、ＪＡ中札内村が運営する「ＪＡ

中札内村産直売所」、帯広市大正町の農家による「ふれ愛幸福マーケット」等があり、地域
内で生産された農産物や加工品が販売されている。
また、地域で生産された農産物を使用したファームレストランの経営、スープやゼリー等

の製造・販売を行う受益者もみられる。
受益者からは、本事業の実施によって、安定した用水利用が可能になり、作物の安定生産

及び営農作業時間の短縮が図られたことが、高収益作物や６次産業化の展開につながったと
評価されている。
また、消費者に６次産業化の取組が評価されることで、消費者が地域に訪れるようになり、

地域のＰＲや活性化につながっている。（受益者聞き取り結果）

④農村景観を活用したイベントを通じた地域経済の活性化
地域では、平成25年から農村景観を楽しみながら地域で生産された農作物を食べてもらう

自転車イベント「十勝中札内グルメフォンド」が開催されている。



日本各地や、台湾などの海外から地域に来てもらうことで、農業だけでなく他産業にも効
果が波及しており、農村環境の整備や農道の整備が、自転車というツールを通じて地域経済
の活性化につながっている。

（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 82,389百万円
総費用 74,854百万円
総費用総便益比 1.10

５ 事業実施による環境の変化
本事業では札内川頭首工上下流に生息する魚類（ヤマメ、ウグイ等）の移動に配慮するた

め魚道を設置しており、事業実施後も、頭首工の直上流付近でヤマメの生息が確認されてい
る。（中札内村聞き取り結果）

６ 今後の課題
札内川導水路の一部区間においては、破損による漏水やひび割れが発生し、安定的な用水

供給に支障を来していることから、平成28年度から国営施設応急対策事業により対策を行う
ことにしている。
今後とも、事業効果を継続的に発揮させるため、整備した農業用用排水施設の機能診断を

定期的に実施し、適時適切な補修・補強を行うとともに、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、畑地かんがい施設の整備及び排水改良が行われ、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。
また、かんがい用水の安定供給により、適期にかん水、防除が行われ、環境保全型農業の

展開に寄与している。加えて、地域の特産物である「えだまめ」など高収益作物の安定生産
につながっている。
作物の安定生産が可能となったことは、農産物加工処理施設の拡大に伴う雇用の増加や安

定した取引先の確保につながり、地域振興に寄与している。

[技術検討会の意見]
本事業及び関連事業の実施は、かんがい用水の安定供給に貢献し、適期のかん水・防除を

可能にするなど、環境保全型農業の展開に寄与した。また、地域の特産物の安定生産に貢献
したほか、ほ場の排水性改善が受益農家の経営安定にも寄与したと評価できる。
加えて、付加価値の高い作物の安定生産は、農作物加工処理施設の拡大に伴う雇用の増加

や取引先の安定確保につながり、地域振興にも貢献したものと認められる。

評価に使用した資料
・国勢調査（1985～2010年）http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm
・農林業センサス（1985～2015年）http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.html
・北海道農林水産統計年報（昭和60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12年度）「国営札内川第一土地改良事業変更計画書」
・北海道開発局「国営札内川第一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）


