
事 業 名 国営かんがい排水事業 地 区 名 空知川右岸 都道府県名 北海道
そらちがわうがん

関 係 市 町 村 富良野市、空知郡上富良野町、空知郡中富良野町
ふ ら の し そらちぐんかみふらのちょう そらちぐんなかふらのちょう

【事業概要】

本地区は、北海道上川総合振興局管内の南部に位置する富良野市、空知郡上富良野町及び同
かみかわ

郡中富良野町にまたがる水田4,583haの農業地帯である。

地区のかんがい用水は、金山ダム（特定多目的ダム）を水源とし、国営総合かんがい排水事
かなやま

業富良野地区（昭和45年度完了）等で整備された用水施設を利用して配水されていたが、これ

らの用水施設は老朽化が著しく、安定した用水供給が困難となっており、また、代かき期間の

短縮、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いない状況にあった。

このため、本事業で頭首工、用水路の改修を行うとともに、用水系統を再編し、関連事業で

末端用排水路及びほ場の整備を行い、水管理の合理化、土地生産性の向上及び農作業の効率化

を図り、農業経営の安定・向上に資するものである。

さらに、本地区の農業用水は、防火用水や生活用水として利用される等、地域住民の生活に

密着した利用がなされていることから、農業用用水路の改修と併せて農業用水が有する地域用

水機能の維持、増進を図るものである。

なお、不足する用水は、滝里ダム（特定多目的ダム）で確保している。
たきさと

受益面積：4,583ha（田：4,583ha）（平成13年現在）
受益者数：719人（平成12年現在）
主要工事：頭首工１箇所、用水路54.6km
事 業 費：47,760百万円（決算額）
事業期間：平成３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：国営農地再編整備事業 2,040ha、道営ほ場整備事業 717ha、

道営土地改良総合整備事業 1,082ha、道営経営体育成基盤整備事業 412ha
※関連事業の進捗状況：80％（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46,261人から事業実施後（平成22年）には
41,281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14％から
平成22年には27％に増加し、高齢化が進行しており、北海道全体の割合25％をやや上回って
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31％から平成22年の

22％に減少している。一方、第３次産業の割合は平成２年の53％から平成22年には65％に増
加している。

【人口、世帯数】
区分 平成２年 平成22年 増減率

総人口 46,261人 41,281人 △ 11％
うち65歳以上 6,527人(14％) 11,057人(27％) 69％

総世帯数 14,688戸 16,505戸 12％
（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 7,779人 32％ 4,776人 23％
うち農業就業者 7,615人 31％ 4,685人 22％
第２次産業 3,607人 15％ 2,601人 12％
第３次産業 13,208人 53％ 13,624人 65％

（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22,660haから平成27年の21,750haに減少している。
地域の農家数は、平成２年の2,845戸から平成27年には1,201戸と25年間で60％近く減少し

ている。一方、専業農家の割合は、平成２年の41％から平成27年には70％に増加しており、
北海道の割合と同程度になっている。
地域の農業就業者のうち60歳以上の割合は、平成２年の29％から平成27年には50％に増加

し、北海道の割合と同程度になっている。
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23％

から平成22年には49％に増加しているが、北海道の割合59％を下回っている。

区分 平成２年 平成27年 増減率
耕地面積 22,660ha 21,750ha △ ４％
農家戸数 2,845戸 1,201戸 △ 58％
うち専業農家 1,166戸(41％) 843戸(70％) △ 28％
うち経営10ha以上 652戸(23％) 671戸※(49％) ３％

農業就業人口 7,306人 3,201人 △ 56％
うち60歳以上 2,115人(29％) 1,592人(50％) △ 25％

※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頭首工、用水路、地域用水施設は、富良野土地改良区に管理委託

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。
地域には多面的機能支払交付金の対象活動組織があり、支線及び末端規模の農業用用排水

施設において、巡回点検や施設周辺の草刈り等を行っている。

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3,052haに対し計画2,876ha、現在1,492ha、畑作物は小麦が現況23haに
対し計画77ha、現在656ha、大豆が現況57haに対し計画160ha、現在63ha作付されている。野
菜類はにんじんが現況200haに対し計画200ha、現在144ha、たまねぎが現況390haに対し計画
390ha、現在1,331ha、新たな作物としてアスパラガス65ha、トマト19haがそれぞれ作付され
ている。
また、地区内の国営農地再編整備事業「富良野盆地地区」において田から畑へ地目転換し

た農地においては、たまねぎの作付が126haと全体の約５割を占めている。
地区内では、食料自給率の向上に係る対策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大きく増加しているほか、野菜の振興により、地域の特産品で
あるたまねぎ、アスパラガス等の野菜類の作付が増加している。
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557kgに対し計画588kg、現在571kg、畑作物は小麦が現況297
kgに対し計画362kg、現在411kgとなっている。野菜類はたまねぎが現況4,939kgに対し計画
6,926kg、現在4,673kgとなっている。
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、たまねぎ、スイートコ

ーンの生産量及び生産額が増加する一方、水稲は作付面積の減少及び作物単価の下落により
生産量及び生産額は減少している。



【作付面積】 （単位：ha）
事業計画（平成13年）

区 分 評価時点
現況 計画 （平成27年）

（平成13年）
水稲 3,052 2,876 1,492
小麦 23 77 656
大豆 57 160 63
にんじん 200 200 144
たまねぎ 390 390 1,331
アスパラガス － － 65
トマト － － 19
スイートコーン 75 75 131

（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13年） 評価時点

区 分 （平成27年）
現況 計画

（平成13年） kg/10a kg/10a kg/10a
水稲 17,000 557 16,911 588 8,519 571
小麦 68 297 279 362 2,696 411
大豆 139 244 528 330 147 233
にんじん 5,606 2,803 7,806 3,903 4,208 2,922
たまねぎ 19,262 4,939 27,011 6,926 62,198 4,673
アスパラガス － － － － 229 353
トマト － － － － 1,058 5,567
スイートコーン 808 1,077 1,115 1,486 1,620 1,237

（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13年） 評価時点

区 分 （平成27年）
現況 計画

（平成13年） 千円/t 千円/t 千円/t
水稲 4,335 255 4,312 255 1,951 229
小麦 10 154 43 154 439 163
大豆 34 245 129 245 39 263
にんじん 964 172 1,343 172 206 49
たまねぎ 1,695 88 2,377 88 3,794 61
アスパラガス － － － － 226 986
トマト － － － － 249 235
スイートコーン 149 185 206 185 173 107

（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、水稲は現況237.7時間に対し計画144.5時間、現在196.8時間、大
豆は、現況112.3時間に対し計画104.3時間、現在104.3時間、たまねぎは、現況522.9時間に
対し計画497.3時間、現在486.3時間となっており、大豆とたまねぎは、安定的な用水供給や
区画整理による作業効率の向上により、ほぼ計画どおりの節減が図られている。
一方、水稲は、離農跡地継承によるほ場の分散化が進み、見回りなど水管理に要する時間

が計画ほどには節減されていないことや大型作業機械への更新が現時点で進行中であるた
め、計画と現在の年労働時間に差異があると考えられる。



【労働時間】 （単位：時/ha）
事業計画（平成13年）

区 分 評価時点
現況 計画 （平成27年）

（平成13年）
水稲 237.7 144.5 196.8
大豆 112.3 104.3 104.3
たまねぎ 522.9 497.3 486.3

（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作物被害の解消と良食味米の生産
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

害被害が解消され、良食味米の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、回答農家のうち約70％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91％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、安定的な用水の確保や関連事業による区画整理が実施されたことにより、水稲では

適期代かきや深水かんがいが可能となり、「ななつぼし」、「ゆめぴりか」等の良食味米の作
付が増加している。

②水稲の栽培に係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、ほ場区画の拡大及び

末端用水路までのパイプライン化等のほ場条件の改善により、労力の節減や適期の作業が可
能となり、営農作業の効率化が図られている。
受益農家アンケート調査では、営農作業の効率化について、「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」、「防除用水等の確保が容易になり、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」、「用水が確保されて、代かき等の作業にかかる労働力が節減された」と評価
されている。

③畑作物・野菜類の生産性の向上
本事業及び関連事業の実施による畑地かんがい用水の確保などによって、天候に左右され

ない計画的な営農が可能となり、ＪＡふらのにおけるたまねぎの選果実績によると、本事業
の実施と関連事業の進捗に伴い、規格外品の発生数量が45％減少するなど、作物生産量の増
加や品質・歩留まりの向上が図られている。
受益農家アンケート調査では、転作作物への用水利用による営農の変化について、「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」、「作物の品質
の向上につながった」と回答しており、また、約７割の農家に「作物の品質が向上した」と
評価されている。

（２）事業による波及効果
①環境保全型農業の推進によるブランド力向上
地区内では、本事業及び関連事業の実施により、安定的なかんがい用水の確保や区画の拡

大が図られ、「大型作業機械の導入」や「経営規模の拡大」が進むとともに、計画的な営農
が可能となったことにより、「健全な土づくりのための輪作体系の確立」や「YES!clean※米
の栽培」、「減農薬・減化学肥料栽培」などにも取組まれている。
「YES!clean米」の栽培ほ場では、資源の有効利用及び土づくりを目的に、全ほ場の稲わ

らを回収・堆肥化し、ほ場に還元しており、化学肥料使用量の削減や温室効果ガス削減に寄
与している。
さらに、ＪＡふらのでは、「YES!clean米」の取組のほか、独自の栽培基準を設定すると

ともに、全ての農産物の栽培履歴を記帳し、農薬の適正使用を徹底するなど「ふらのブラン
ド」農産物の付加価値向上に向けた取組を行っており、平成22年には、これらの取組が評価
され、首都圏の生協から「まるごと産直」の指定を受け、安定的な取引先の確保につながっ
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。

②６次産業化の取組を通じた地域振興
ＪＡふらのは、ばれいしょをシレラ富良野（南富良野町）でポテトチップスに加工して販

売しているほか、富良野市の市街地にある「FURANO MARCHE」内で農産物直売所「オガール」
を運営し、地域農産物を使用したドレッシングやスープ等の加工品を販売しており、農産物
に付加価値をつけることで、農家所得の向上につなげている。
また、地区の受益農家は、農産物直売所「オガール」でメロンやたまねぎ等の農産物の販

売や、個別に直販や観光農園の取組を行っており、訪れる観光客で賑わいをみせている。
農産物直売所「オガール」は、「FURANO MARCHE」全体売上の約３割に当たる２億円近い

金額を売り上げており、農家所得の向上につながっているほか、農産物直売所「オガール」
の運営に係る雇用の創出など地域経済の活性化に寄与している。

（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 341,706百万円
総費用 279,203百万円
総費用総便益比 1.22

５ 事業実施による環境の変化
（１）生活環境面の変化
①防火用水機能の向上（地域用水機能増進施設）
本事業及び関連事業では、消防用ホースに接続が可能な給水栓を用水路に設置するなど、

農業用水を初期消火用水として活用できるような整備が行われており、地域における災害に
対する安全性が向上している。
受益農家アンケート調査でも、「用水を活用して防火用水が手当されたことにより、安心

感がもてた」と評価されている。

②親水機能の向上（地域用水機能増進施設）
本事業及び関連事業では、用水路の一部で、水遊びができる水路や水生生物の観察ができ

る水路が整備され地域住民に有効に活用されており、生活環境の向上につながっている。

③その他
地域は、北海道有数の観光地として、景観を楽しむために観光客が訪れており、基盤整備

によって維持されている広大な農地が生み出す景観は、観光面でも効果を発揮している。（地
元市町聞き取り結果）
また、本事業及び関連事業によって、末端まで用水路がパイプライン化されたことにより、

水路周辺の安全性の向上が図られており、受益農家アンケート調査でも、「用水路が整備（パ
イプライン化）され水路沿いの安全性が向上した」との回答があった。一方で、「用水路が
パイプライン化されたことにより、身近な水辺空間が減少した」という意見もあった。

（２）自然環境の保全
①自然環境の保全
本地区のかんがい用水を取水している布部川では、スナヤツメ、ニジマス、フクドジョウ、

ハナカジカが確認されていたため、布部川頭首工の整備にあたっては魚道を設置し、魚類の
生息環境への配慮を行っている。
平成28年６月に行った魚類調査では、頭首工上流でヤマメなどの生息が確認された。

６ 今後の課題
地区内では、本事業で整備された農業生産基盤のもと、現在進められているほ場の大区画

化及び地下水位制御システムの整備等による効果の発現により、更なる生産性向上を図るこ



ととしている。
現在実施中の農業生産基盤整備による更なる効果の発現のため、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、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行われ、「な

なつぼし」、「ゆめぴりか」等の良食味米の作付が増加するとともに、用水を活用し、たま
ねぎなど野菜類の生産拡大や品質向上が図られている。
また、安定した農作物の生産と営農作業の効率化は、環境保全型農業の展開や６次産業化

を通じた農家所得向上の取組につながっている。
加えて、本事業で整備したせせらぎ水路や防火枡等においては、地域用水機能が十分に発

現されているとともに、基盤整備によって形成された広大な農地が生み出す景観は、観光面
でも効果を発揮している。

[技術検討会の意見]
本事業及び関連事業の実施は、用水不足を解消したことに加え、適期に必要な用水を確保

することで良食味米の栽培を可能にした。また、水管理に要していた時間の短縮が、環境保
全型農業の取組や経営規模拡大につながったと評価できる。
また、用水の活用によってたまねぎなど野菜類の生産拡大や品質向上が図られ、６次産業

化を通じた農家所得向上の取組につながった。基盤整備によって形成された広大な農地が生
み出す景観は、観光面にも効果を発揮している。
加えて、本事業で整備した地域用水は、せせらぎ水路や防火枡などとして有効に利用され

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）「国営空知川右岸土地改良事業変更計画書」
・北海道開発局「国営空知川右岸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）


