
農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 農村振興局（北海道）

都道府県 北海道 関係市町村名 帯広市
お び ひ ろ し

名

事 業 畑地帯総合整備事業 地 区 名 帯広中央
おびひろちゆうおう

名

事業主体 北海道 事業完了年度 平成18年度
名

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、北海道帯広市の南に位置し、ばれいしょ、小麦、てんさい、豆類の主要

４大作物を中心とした大型農作業機械による大規模畑作経営を行っている。昭和48年
着工の道営畑地帯総合整備事業により順次基盤整備を進めてきたが、支線排水路は未
整備であり、排水不良な農地が多く存在していた。また、農道が未整備なため、大型
農業機械の走行や作物の輸送に支障を来していた。
このため、本事業により排水路を整備し、併せて暗渠排水、客土を行うことで排水

条件の改良を図るとともに、道路網を整備し大型農業機械の走行の円滑化及び農産物
流通の合理化を図り、地域農業経営の安定に資する。

受益面積：2,903ha
受益戸数：189戸
主要工事：排水路 38.5km、農道 30.3km、暗渠排水 394ha、土層改良 1,093ha

農業集落環境管理施設 ２箇所
総事業費：10,152百万円
工 期：平成３年度～平成18年度（計画変更：平成15年度）
関連事業：国営直轄明渠排水事業 清川地区

国営直轄明渠排水事業 南帯広地区
道営畑地帯総合整備事業 川西地区

〔項 目〕
ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
１ 農作物の生産量の変化

小麦、小豆は、排水性の向上が図られ、かつ地域の振興作物に位置づけられたこと、青
刈りとうもろこしは、輸入飼料の高騰を受け、ＴＭＲセンターの設置とともに自給飼料を
増産するなど、計画を上回る作付けとなっている。なお、小麦、青刈りとうもろこしの作
付けは、当初、ばれいしょ、いんげん、てんさい、やまのいもの作付けを計画していたほ
場の一部にも及んでいる。
いんげんは、安価な輸入製品の増加等により需要が減少傾向にあるため、作付けが減少

している。また、やまのいもは、市としての作付け・生産体制が整ったため、本地区にお
いては高品質のやまのいもが収穫できるほ場に限り、面積を縮小して作付けを行っている。

［作付面積］ （単位：ha)
区分 事業実施前 計画 評価時点

(平成２年）
ばれいしょ（食用） 374 374 250
ばれいしょ（澱原用） 305 305 203
小麦 679 679 1,062
小豆 244 244 360
いんげん 218 218 90
てんさい 679 679 479
やまのいも 218 218 76
牧草 171 171 241
青刈りとうもろこし 15 15 142
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[生産量] （単位：ｔ）
区分 事業実施前 計画 評価時点

(平成２年）
ばれいしょ（食用） 14,771 16,755 11,176
ばれいしょ（澱原用） 12,022 13,636 9,092
小麦 3,557 3,904 6,106
小豆 593 655 966
いんげん 458 525 217
てんさい 39,738 45,009 31,740
やまのいも 8,040 9,141 3,170
牧草 6,430 7,289 10,255
青刈りとうもろこし 766 843 8,268

[生産額] （単位：百万円）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成２年)
ばれいしょ（食用） 886 1,005 827
ばれいしょ（澱原用） 156 177 109
小麦 580 636 959
小豆 189 209 255
いんげん 136 157 54
てんさい 676 765 540
やまのいも 2,050 2,331 485
牧草 152 172 215
青刈りとうもろこし 18 20 289
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している

（出典：事業計画書、帯広川西聞き取り）
２ 営農経費の節減

排水条件の改良により、大型農業機械の作業効率が向上するなど農作業に係る労働時間
等の節減が図られている。

[労働時間］ （単位：hr/ha）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成２年）

ばれいしょ（食用） 135 117 123
ばれいしょ（澱原用） 75 68 71
小麦 17 13 13
小豆 52 48 50
いんげん 52 48 50
てんさい 133 125 109
やまのいも 989 910 931
牧草 21 14 13
青刈りとうもろこし 22 17 14

［機械稼働時間］ （単位：hr/ha）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成２年）
ばれいしょ（食用） 32 26 28
ばれいしょ（澱原用） 23 18 20
小麦 15 11 11
小豆 16 12 14
いんげん 16 12 14
てんさい 24 18 20
やまのいも 193 158 158
牧草 21 14 13
青刈りとうもろこし 22 17 14
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している。

（出典:事業計画書、ＪＡ帯広川西聞き取り）
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イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項
① 農業生産性の向上

排水条件の改良により湿害の解消が図られ、単収が増加するなど、農業生産性の向上
が図られている。
[単収] （単位：kg/10a）

区分 事業実施前 評価時点
(平成２年）

ばれいしょ（食用） 3,939 4,468
ばれいしょ（澱原用） 3,939 4,468
小麦 523 574
小豆 243 268
いんげん 210 241
てんさい 5,843 6,618
やまのいも 3,688 4,193
牧草 3,749 4,250
青刈りとうもろこし 5,281 5,810

注）評価時点については、平成24年のデータを使用している。
（出典：事業計画書、北海道農政事務所「農林水産統計年報（総合編）」等）

② 農業生産の選択的拡大
本事業により、排水路等を整備し排水性が向上したことから事業実施前と比べ、より収

益性の高い小豆や小麦の作付けが拡大した。

［作付面積］ （単位：ha)
区分 事業実施前 評価時点

（平成２年）
小麦 680 1,064
小豆 244 360
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している

（出典：事業計画書、ＪＡ帯広川西聞き取り）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
○ 農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化

地区内の担い手（認定農業者）が育成され、事業実施前と比べ担い手への農地集積面
積は増加している。

[担い手の育成状況(地区内)] （単位：人、組織）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成２年）
認定農業者 15 15 181
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している。

［担い手への農地集積(地区内)］ （単位：ha、％）
区分 事業実施前 計画 評価時点

（平成２年）
農地集積面積 400 559 784
農地集積率 ８ 11 27
注）評価時点については、平成24年のデータを使用している。

（出典：帯広市聞き取り、ＪＡ帯広川西聞き取り）

３ その他
農業集落環境施設では、施設で製造された堆肥と麦かんの交換など有機資源の地域内循環

が効率的に行われており、健全な土づくりを通じた環境保全型農業に寄与している。

４ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B） 15,887百万円
総事業費 （C） 13,928百万円
投資効率 （B/C) 1.14
（注）投資効率方式により算定。
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ウ 事業により整備された施設の管理状況
排水路は、帯広市土地改良区により適切に管理されている。なお、一部の排水路では、農

地・水保全管理支払交付金を活用し地域住民と共同活動等により管理が行われている。
また、農道及び農業集落環境管理施設は帯広市が適切に管理している。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

本事業で整備された農道は、地域住民の生活道路としても活用されており、生活環境の
改善に寄与している。

２ 自然環境
排水路整備にあたり、水生生物が確認されたことから、４条の排水路は環境に配慮した

工法で整備した。工事により生息環境は若干変化したが、現在では整備前と同じ状況に回
復しつつあり、個体の確認もされている。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

本地域の総人口について平成２年と平成22年を比較すると、北海道全体が２％減少してい
るのに対し、0.4％の増加となっている。

[人口、世帯数]（帯広市)
区分 平成２年 平成22年 増減率

総人口 167,384 人 168,057 人 0.4 ％
総世帯数 60,431 戸 75,474 戸 25 ％

（出典：国勢調査）

産業別就業人口については、第１次産業の割合が平成２年の5.3％から平成22年の5.1％
とほぼ横ばいで推移している。

[産業別就業人口]（帯広市)
区分 平成２年 平成22年

割合 割合
第１次産業 4,399人 5.3％ 3,702人 5.1％
第２次産業 18,339人 22.2％ 13,817人 19.0％
第３次産業 60,051人 72.5％ 55,044人 75.9％

（出典：国勢調査）

２ 地域農業の動向
平成２年と平成22年を比較すると、耕地面積については５％増加している。農家戸数は32

％減少、農業就業人口は29％減少している。一方、65歳以上の農業就業人口は29％増加して
いる。なお、農家１戸当たりの経営面積は19haから30haへ、認定農業者数は173人から693人
へ増加している。

[地域農業の動向]（帯広市)
区分 平成２年 平成22年 増減率

耕地面積 21,209 ha 22,163 ha 5 ％
農家戸数 1,071 戸 725 戸 △32 ％
農業就業人口 3,081 人 2,176 人 △29 ％
うち65歳以上 483 人 625 人 29 ％
経営面積 19 ha/戸 30 ha/戸 58 ％
認定農業者数 173人※ 693人 301 ％

（出典：農林業センサス、認定農業者数は北海道調べ）
※はデータのある平成６年度数値

カ 今後の課題等
農業就業人口の減少及び高齢化が進行しているため、今後、より一層の後継者及び新規就

農者の確保に取り組んでいく必要がある。
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事 後 評 価 結 果 ・ 排水路、暗渠排水、土層改良の実施により、排水改良が図られ、
主要作物の単収が増加し、小麦や牧草等の作付け面積及び生産量が
増大するとともに、作業効率の向上や農作業の省力化が図られ、経
営規模も拡大するなど、事業の効果がみられる。

第 三 者 の 意 見 ・ 排水条件の改善による農業生産性の向上や農道等の整備に伴
う大型農業機械の導入による農作業の効率化など、事業目的に
即した効果に加え、牧草等の生産量の増加が地域の粗飼料自給
率の向上に寄与するといった効果の発現も認められる。
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