
地区別事業概要

なかしほろいち

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 中士幌１

農地整備事業

かとうぐん おとふけちょう

関係市町村 北海道河東郡音更町 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、小麦、てんさい、ばれいしょ、豆類の畑作４品を基幹作物として、ス

イートコーンの生産も行われている地域である。

地区内の基盤整備は、担い手の育成・支援に向け、農地や基幹道路など総合的な

整備が行われてきたものの、排水路の能力不足や土壌状況により排水性の悪いほ場

が存在しており、湿害等による収量の減少や品質の低下、播種や防除・収穫の適期

作業に支障をきたしている。

このため、本事業により排水路、区画整理等を総合的に整備することにより、生

産性の高い優良農地を確保し、効率的な畑作農業経営の確立及び農業の生産性の向

上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

380ha 43戸 1,322百万円 平成27～34年度

主要工事 排水路 ４km、区画整理 143ha、暗渠排水 147ha、

除礫 12ha

関連事業

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

1,953百万円 1,409百万円 1.38 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：中士幌１地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）　中士幌１地区



地区別事業概要

ひがしうりまく

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 東瓜幕

農地整備事業

かとうぐん しかおいちょう

関係市町村 北海道河東郡鹿追町 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、畑作と酪農が混在した地域で、小麦、てんさい、ばれいしょ、豆類の

畑作４品と牧草、青刈とうもろこしを主要作物として生産が行われている地域であ

る。

地区内の基盤整備は、担い手の育成・支援に向け、農地や基幹道路など総合的な

整備が行われてきたものの、排水路の能力不足や土壌状況により排水性の悪いほ場

が存在しており、湿害等による収量の減少や品質の低下、播種や防除・収穫の適期

作業に支障をきたしている。

このため、本事業により排水路、区画整理等を総合的に整備することにより、生

産性の高い優良農地を確保し、効率的な畑作農業経営の確立及び農業の生産性の向

上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

410ha 23戸 1,632百万円 平成27～35年度

主要工事 排水路 0.6km、区画整理 336ha、暗渠排水 29ha、

除礫 28ha、営農用水 13km

関連事業

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,320百万円 1,817百万円 1.82 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：東瓜幕地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）　東瓜幕地区



地区別事業概要

しみずまつざわ

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 清水松沢

農地整備事業

かみかわぐん しみずちょう

関係市町村 北海道上川郡清水町 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、畑作と酪農が混在した地域で、小麦、てんさい、ばれいしょ、豆類の

畑作４品と牧草を主要作物として、このほかスイートコーンも取り入れた生産が行

われている地域である。

地区内の基盤整備は、担い手の育成・支援に向け、農地や基幹道路など総合的な

整備が行われてきたものの、かんがい施設の未整備ほ場では収量や品質の低下、野

菜作付拡大による高収益経営への移行の妨げとなっている。また、排水路の能力不

足や土壌状況により排水性の悪いほ場が存在しており、湿害等による収量の減少や

品質の低下、播種や防除・収穫の適期作業に支障をきたしている。

このため、本事業により国営かんがい排水事業と一体的に畑地かんがいの整備を

行うとともに、排水路、区画整理等を総合的に整備することにより、生産性の高い

優良農地を確保し、効率的な畑作農業経営の確立及び農業の生産性の向上を図り、

本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

695ha 53戸 1,746百万円 平成27～35年度

主要工事 畑地かんがい 417ha、排水路 １km、農道 １km、

区画整理 111ha、暗渠排水 94ha、除礫 52ha

関連事業 国営かんがい排水事業 十勝川左岸地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

4,280百万円 2,939百万円 1.45 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：清水松沢地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）　清水松沢地区



地区別事業概要

あいかわだいに

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 相川第２

農地整備事業

なかがわぐんまくべつちょう

関係市町村 北海道中川郡幕別町 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、小麦、ばれいしょ、豆類を基幹作物として、たまねぎやレタスなどの

高収益作物を組み合わせた畑作野菜複合経営が展開されている。

地区内の基盤整備は、担い手の育成・支援に向け、農地や基幹道路など総合的な

整備が行われてきたものの、土壌状況により排水性の悪いほ場が存在しており、湿

害等による収量の減少や品質の低下、播種や防除・収穫の適期作業に支障をきたし

ている。また、畑地かんがい施設の未整備ほ場については、干ばつへの対応ができ

ない状況となっている。

このため、本事業により国営かんがい排水事業と一体的に畑地かんがいの整備を

行うとともに、農道、区画整理等を総合的に整備することにより、生産性の高い優

良農地を確保し、効率的な畑作農業経営の確立及び農業の生産性の向上を図り、本

地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

606ha 66戸 1,971百万円 平成27～35年度

主要工事 畑地かんがい 481ha、農道 ４km、区画整理 94ha、

暗渠排水 22ha、

関連事業 国営かんがい排水事業 幕別地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

14,126百万円 12,374百万円 1.14 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：相川第２地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）　相川第２地区
位 置 図

相川第2

札幌市



地区別事業概要

さらべつだいに

事 業 名 農業競争力強化基盤整備事業 地区名 更別第２

農地整備事業

かさいぐん さらべつむら

関係市町村 北海道河西郡更別村 事業主体 北海道

事業目的 本地区は、小麦、てんさい、ばれいしょ、豆類の畑作４品を主要作物としてスイ

ートコーンを取り入れた畑作に、酪農が混在した大規模な土地利用型農業が展開さ

れている。

地区内の基盤整備は、担い手の育成・支援に向け、農地や基幹道路など総合的な

整備が行われてきたものの、排水路の能力不足や土壌状況により排水性の悪いほ場

が存在しており、湿害等による収量の減少や品質の低下、播種や防除・収穫の適期

作業に支障をきたしている。また、畑地かんがい施設の未整備ほ場については、干

ばつへの対応ができない状況となっている。

このため、本事業により国営かんがい排水事業と一体的に畑地かんがいの整備を

行うとともに、排水路、区画整理等を総合的に整備することにより、生産性の高い

優良農地を確保し、効率的な畑作農業経営の確立及び農業の生産性の向上を図り、

本地域の農業競争力の強化を図るものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

1,099ha 84戸 2,389百万円 平成27～36年度

主要工事 畑地かんがい 132ha、排水路 ５km、区画整理 371ha、

暗渠排水 33ha、客土 183ha、除礫 98ha、

侵入防止柵 15km

関連事業 国営かんがい排水事業 札内川第１地区

国営かんがい排水事業 札内川第２地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

5,515百万円 3,338百万円 1.65 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：更別第２地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業）　更別第２地区


