
事 業 名 国営総合農地防災事業 地 区 名 南 標茶 都道府県名 北海道
みなみしべちゃ

関 係 市 町 村 川上郡標 茶 町
かわかみぐんしべちゃちょう

【事業概要】

本地区は、北海道釧路総合振興局管内の中部に位置する川上郡標茶町の釧路川及びオソベツ
く し ろ

川流域に拓けた農業地帯である。

地区の農用地は、地盤が泥炭土からなることに起因する地盤沈下の進行により常時過湿の状

態にあり、農業用排水路の機能が低下し、降雨時及び降雪時には、農作物の湛水被害が生じて

おり、さらに埋木の露出等により農作業の能率低下を招いていたため、粗飼料自給率は低く、

生産コストが増大する等、地域が目指す効率的且つ安定的な酪農経営を確立するための阻害要

因となっていた。

このため、本事業により農業用排水路を改修することにより通水能力の回復を図り、併せて、

暗渠排水、整地により農地保全を行い農業生産の維持及び農業経営の安定と国土保全に資する

ことを目的とした。

受益面積：916ha（畑:916ha）（平成13年現在）

受益者数：34人（平成13年現在）

主要工事：排水路16.2㎞、暗渠排水703ha、整地409ha

事 業 費：6,888百万円（決算額）

事業期間：平成14年度～平成20年度（完了公告：平成21年度）

関連事業：なし

【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

標茶町の人口は、事業実施前（平成12年）の9,388人から事業実施後（平成22年）には
8,285人に減少している。町の人口のうち、65歳以上が占める割合は、平成12年の22％から
平成22年には28％に上昇し、高齢化が進んでいる。
本町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12年の27％から平成22年に

は32％と増加しており、農業者の占める割合は大きい。

【人口、世帯数】
区分 平成12年 平成22年 増減率

総人口 9,388人 8,285人 △ 12％
うち65歳以上 2,029人(22％) 2,346人(28％) 16％

総世帯数 3,406戸 3,365戸 △ １％
（出典：国勢調査）

【産業別就業人口】
区分 平成12年 平成22年

割合 割合
第１次産業 1,471人 29％ 1,383人 33％
うち農業就業者 1,357人 27％ 1,311人 32％
第２次産業 940人 19％ 517人 13％
第３次産業 2,609人 52％ 2,259人 54％

（出典：国勢調査）

（２）地域農業の動向
標茶町の耕地面積は、平成12年の30,900haから平成22年には30,100haへと減少している。
本町の農家数は、平成12年の485戸から平成22年には385戸と21％減少している。また、専

業農家の割合は、平成12年の73％から平成22年には74％と同水準で推移しており、北海道全
体の61％を上回っている。受益農家は、全ての農家が専業農家となっている。
本町の農業就業者のうち60歳以上の占める割合は、平成12年の31％から平成22年には29％



に低下し、北海道全体の47％を大きく下回っている。受益農家の内訳では、60歳以上が占め
る割合は町と同水準の27％であり、北海道全体を下回っている。
本町の経営耕地広狭別農家数は、50ha以上規模の農家割合が平成12年の60％から平成22年

は69％へと上昇している。なお、すべての受益農家が50ha以上の経営面積を有している。
本町の乳用牛飼養頭数は、農家戸数の減少もあり、平成12年の42,500頭から平成22年には

37,972頭に減少している。しかし、戸当たり平均飼養頭数は平成12年の97頭/戸から平成22
年には118頭/戸に増加している。１頭当たり乳量は、平成12年の6.22ｔ/頭から平成22年は
6.68ｔ/頭と増加している。

区分 平成12年 平成22年 増減率
耕地面積 30,900ha 30,100ha △ ３％
農家戸数 485戸 385戸 △ 21％
うち専業農家 356戸(73％) 284戸(74％) △ 20％
うち経営50ha以上 293戸(60％) 266戸(69％) △ ９％

農業就業人口 1,427人 1,052人 △ 26％
うち60歳以上 448人(31％) 310人(29％) △ 31％

乳用牛飼養頭数 42,500頭 37,972頭 △ 11％
１戸当たり平均飼養頭数 97頭 118頭 22％
１頭当たり乳量 6.22ｔ 6.68ｔ ７％
標茶町年間生乳生産量 166千t 171千t ３％

（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排水路は、標茶町が管理しており、その維持管理は多面的機能支

払による協定により、「標茶西地区農地･水保全隊」と標茶町が連携して、草刈り、土砂上
げ等を適切に行っており、施設の機能は十分に維持されている。（標茶町聞き取り結果）

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

本地区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、牧草が現況916haに対し、計画916ha、現在912haとなっている。
本地区では、酪農が展開されており、事業実施により湛水被害及び過湿被害が解消された

ことから、牧草の収量が増加している。牧草の単収（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、現況1,444kgに対し、計画4,000kg、現
在3,568kgとなっている。
本事業の実施により牧草の単収が増加しており、生乳生産量に換算すると生産量及び生産

額は増加している。牧草主体による粗飼料基盤が形成されたことにより、経営の安定に寄与
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26年）

牧草 916 916 912
（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26年）
現況 計画

kg/10a kg/10a kg/10a
牧草（生乳換算） 3,576 1,444 9,903 4,000 10,169 3,568

（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26年）
現況 計画

千円/t 千円/t 千円/t
牧草（生乳換算） 261 73 723 73 864 85

（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、牧草（サイレージ）が現況28.8時間に対し、計画9.1時間、現在
12.2時間となっている。

【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26年）

牧草（サイレージ） 28.8 9.1 12.2
（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
平成26年８月11日に計画基準雨量（110mm/日）には満たないものの105.5mmの降雨があり、

事業実施前には同様の降雨でも湛水被害が発生していたが、事業実施後には湛水被害は発生
していない（標茶町聞き取り結果）。また、受益農家アンケート調査で農地の湛水被害につ
いて確認したところ、回答農家の約６割が「解消された」、「ほぼ解消された」と回答して
いる。

②事業実施による営農作業効率の向上
排水路の整備によってほ場の排水条件が改善されるとともに、暗渠排水及び整地（不陸整

正、埋木除去、置土）の実施により、過湿被害や埋木露出の状況が解消されたことから、農
作業機械の作業効率が向上している。受益農家アンケート調査で、被害解消による作業状況
の変化について確認したところ、「降雨後のほ場の乾燥が早く農作業が早く出来るようにな
った」、「ほ場の過湿状態が解消された」、「適期での収穫が可能となった」等と評価されて
いる。また、営農作業時間の変化について作業別の節減率を確認したところ、機械の作業効
率が向上し、耕起、播種、収穫及び堆肥散布の営農作業時間が10～29％節減されている。

③事業実施による営農経費の節減
本事業の実施により、農地の湛水被害及び過湿被害が解消されたことから、種苗費、農薬

費及び農機具の修理費・燃料費等、営農経費の節減が図られている。
受益農家アンケート調査で、事業実施後の営農経費の節減状況を確認したところ、種苗費、

購入飼料費、農機具の修理費・燃料費の節減が11％、農薬費が９％節減されたと評価されて
いる。

④粗飼料自給率の向上
本事業の実施により、農地の湛水被害及び過湿被害が解消されたことから、飼料作物の生

産性が向上しており、粗飼料自給率が事業実施前の47％から事業実施後は52％と５ポイント
向上している。粗飼料自給率の向上により、購入飼料費の節減が図られるとともに、優良な
自給飼料基盤の確保が図られている。

⑤農業所得の向上
湛水被害の解消等による農地の生産性向上により、粗飼料自給率の向上による農業経営費

の節減等が図られたことから、受益農家の戸当たり平均農業所得は、事業計画時（平成13年）
に比べて、事業実施後（平成26年）は1.1倍に増加している。（平成26年価格による試算値
で比較）



（２）事業による波及効果
本地区で生産される生乳は、標茶町内にある乳業工場で、バター、脱脂粉乳等に加工され、

全国の消費地に出荷されている。事業実施当時と比較して、生乳生産量の増加により、ミル
クローリーによる運送の取扱量が増えている。

（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、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 14,354百万円
総費用 12,128百万円
総費用総便益比 1.18

５ 事業実施による環境の変化
（１）自然環境面の変化
①釧路湿原への土砂流入の抑制
地区下流部に位置する釧路湿原への土砂流入を抑制するため、本事業で設置した排水路の

下流部に沈砂池を設置している。「標茶西地区農地・水保全隊」と標茶町が連携して、定期
的に土砂上げを実施しており、釧路湿原の保全に寄与している。

②魚類の生息環境への配慮
本地区の排水路は魚類の生息環境及び自然環境に配慮し、護岸の隙間から植生が期待出来

る工法として、篭マットを護岸に用いている。流域面積の大きいクニクンナイ排水路では「標
茶西地区農地・水保全隊」が主体となり、地元小学生の体験学習として魚類調査を毎年行っ
ている。事業実施後においてもエゾウグイ、フクドジョウ、アメマス等が確認されており、
魚類等の水生生物の生息環境が保全されている。

６ 今後の課題
事業の効果を継続的に発揮させるため、整備した農業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。ま
た、釧路湿原への土砂流入を抑制している沈砂池の機能保全が必要である。

[総合評価]
本事業の実施により、降雨時の湛水被害等が解消され、ほ場条件の改善により牧草の単収

が回復するとともに、降雨後の作業が早期に行える等、営農作業の効率化が図られ、農業経
営の安定に寄与している。
また、本事業で整備した排水路の一部は、沈砂池としての機能を有しており、地区下流に

ある釧路湿原の保全に寄与している。

[技術検討会の意見]
本事業の実施は、排水路、暗渠、整地の整備等を通じてほ場条件を改善し、牧草の単収が

回復するとともに、農作業の効率化が図られ、農業経営の安定に寄与していると評価できる。
排水路は、標茶町、地域住民によって適切に維持管理され、地区下流にある釧路湿原への

土砂流入を抑制する沈砂池が機能を発揮している。また、魚類の生息環境との調和に配慮し
た護岸整備により水生生物の生息環境が保全されているなど、地域の自然環境保全にも寄与
していると認められる。

評価に使用した資料
・国勢調査（2000～2010年）http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm
・農林業センサス（2000～2010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12年～平成22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26年）

・北海道開発局（平成13年度）「国営南標茶土地改良事業計画書」
・北海道開発局「国営南標茶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26年）


