
○ 農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を実施し、担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化等を
推進しています。

【対応】農地の大区画化と担い手への農地集積・集約化の推進

■国営農地再編整備事業（上士別地区の例）

・整備後のほ場長辺は、
北海道新幹線はやぶさ

整備前

小区画〔0.3～0.5ha〕ほ場を
大区画〔3.4ha〕ほ場に
（最大6.8ha）

約540m

・ 更なる生産性の向上を図るため、ほ場の大区画化
とあわせて、GPSガイダンスや自動操舵等のICT技術
を活用する取組を推進。

■ＩＣＴ農業の推進

ICT技術を活用した無人トラクター走行実験

ＧＰＳオートガイダンスシステム
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北海道新幹線はやぶさ
（10両編成（約250m））の
約２倍の長さ

（H27設立予定）

東西に約10km

整備後

約540m

地域が一体となって、農業を核とした地域活性化を推進

ICT技術を活用した無人トラクター走行実験

高収益作物の作付け
（トマトの栽培）

農作物の高付加価値化、
加工・販売などの取組みを推進

■農業の高付加価値化

・農地の大区画化やICT農業の推進等により生み出された労働力を有効に活用

地域で取り組んでいる
加工・販売や食育活動

＋＋
資料：北海道大学野口教授提供



２２ 北海道の農業農村整備を取り巻く状況北海道の農業農村整備を取り巻く状況 ②農業水利施設の老朽化の進行と機能保全②農業水利施設の老朽化の進行と機能保全

○ 北海道農業を支えるインフラである基幹的農業水利施設は、戦後や高度経済成長期を中心に整備され、今後、耐用年数を超
過する施設が増加する見込みとなっています。また、積雪寒冷地特有の気象環境の影響（凍害、雪庇等）により、耐用年数前
の水利施設に経年劣化の進行が見られます。

○ このため、施設の適時適切な保全・更新により、将来にわたって農業用水の安定供給機能を確保していくことが課題となっ
ています。

○ 気候変動による影響もあり、降雨強度の増加等に対応した排水能力の確保が必要になっています。

突発事故の状況

■国営造成施設の突発事故の発生件数

・ パイプラインの破損など突発的な事故は
年平均で６件程度発生しており、農業生産
への影響が懸念される。

・ 統計期間20年以上の全道のアメダス・観測所等190地点
について、平成24年以降の１時間降水量、24時間降水量の
観測史上１位の更新は、それぞれ延べ42回、18回発生。

極端な豪雨の発生

１時間降水量の更新
延べ回数42回

24時間降水量の更新
延べ回数18回

基幹水利施設の老朽化状況

凍害による用水路側壁の亀裂

雪庇の影響を受ける用水路

10管水路からの漏水

資料：北海道開発局調べ
注）施設管理者から事故報告（自然災害除く）のあった件数

■突発事故の発生状況

１時間降水量 ２４時間降水量

流下能力の不足により
溢れた排水路

・ 流出量の増加により、排水施設の能力が不足し、周辺
農地で湛水被害が発生。

1.75m3/s/km2

0.78m3/s/km2
約２．２倍
に増加

単
位

流
出

量
（
m

3 /s
/k

m
2

）

雨
量

（
m

m
）

降雨量と流出量の変化



○ 基幹的な農業水利施設について、機能診断に基づく補修・補強対策や更新整備を実施し、農業用水の安定供
給等を図ります。

【対応】基幹農業水利施設の計画的な機能保全・更新

【国営かんがい排水事業（北海地区の例）】

■農業水利施設の「ストックマネジメント」

補修
補修

再建設 再建設

整備対象区間のうち９５％以上が耐用年数を超過し、老朽化による
水路の倒壊も見られていたことから、水路の更新整備を実施。

■老朽化した農業水利施設の計画的な更新整備

倒壊した用水路 改修後の用水路

【国営かんがい排水事業（美女地区の例）】

築造後30年以上経過し、近年では、降雨の変化等によって排水路の
流下能力が不足していることから、水路を改修。

改築後の頭首工 11

■機能診断に基づく補修・補強対策

【国営施設応急対策事業（てしおがわ剣和地区の例）】

トンネル天端

縦断ひび割れ状況

用水路（トンネル）で、ひび割れ等がみられたことから、
機能診断を行い、施設の補修・補強を実施。

老朽化した用水路（トンネル） 機能診断の状況

■降雨の変化等に対応した施設整備

排水路から溢れて農地が湛水 改修後の排水路



○ 畑作、酪農は、北海道農業の基幹部門であり、北海道の農地面積（１１５万ｈａ）の８割（９３万ｈａ)は畑が占めています。
○ 北海道の畑については、約４０％が排水不良となっており、大型機械による効率的な作業を行う上での支障となっています。
○ 畑作、酪農は、大規模化が図られ、ヨーロッパ水準の経営規模となったものの、引き続き、経営体の体質強化や地域の営農戦
略に基づいた収益性の高い農業の実現などが求められています。

２２ 北海道の農業農村整備を取り巻く状況北海道の農業農村整備を取り巻く状況 ③畑作・酪農地域の課題と農業生産基盤整備③畑作・酪農地域の課題と農業生産基盤整備

畑作の規模拡大状況 酪農家戸数と乳用牛飼養頭数

排水良好畑
134.0千ha

(68％)

排水不良畑
63.6千ha
(32％)

排水良好畑
426.0千ha

(58％)

排水不良畑
305.6千ha

(42％)

畑地かんがい施設

整備済み面積

197.6千ha（21％）

畑地かんがい施設

未整備面積

731.6千ha（79％）

畑の整備状況

369千ha

(40%)

560千ha

(60%)

10,923

6,120
23.5 

41.7 
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60.0 

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32

（戸）畑作地帯（十勝）

注）H27以降は、
H17→H22の農家戸数の
減少がそれ以降も続くと
仮定して算出。

929千ha

(100%)

横ばいで推移

12注）連続干天日数15日以上は、ほ場の土壌水分がかなり不足して
いる状態を示しており、かん水の１つの目安。

・帯広市では、播種から開花期などに相当する５月～
７月に連続して干天が発生する頻度が増えている。

H15 2回

H16 1回

H17 1回

H18 1回

H19 1回

H20 1回

H21 0回

H22 1回

H23 1回

H24 3回

H25 1回

H26 3回

17日

5 月連続干天15日
以上発生回数

（5月～7月)

6 月 7 月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬

17日

27日

19日

15日

21日

17日

19日

27日

年 度

かんがいを重点的に必要とする時期

かんがいを重点的に必要とする時期

かんがいを重点的に必要とする時期

て ん さ い

ば れいしょ

豆 類

21日 19日

29日

41日 23日 18日

23日 18日

15日以上の連続干天

気象庁HP気象データ（帯広観測所）より

○15日以上続いた連続干天の発生状況

穂発芽による品質の悪化
（ほ場の排水不良により収穫作
業が遅延し、穂発芽した小麦）

排水不良ほ場では
作業が困難

・ 酪農経営は、戸当たり所得は高いものの、水田作や
畑作と比較して、時間当たり所得は低い状況。

資料：北海道農政部調べ

経営状況の比較

資料：営農類型別経営統計
注：自営農業労働１時間当たり農業所得 ＝ １経営体当たり農業所得 ÷ 自営農業労働時間

■排水不良等による農業被害額 ■気象の動向

被害額等 備考

平成21年 約600億円 ７～８月の冷湿害

平成22年 約500億円 ６～８月の高温多雨

資料：北海道農政部
「平成21年冷湿害等による農業被害調査結果について」
「平成22年の高温多雨等による農作物への影響等調査結果について」

資料：北海道開発局調べ（H24.3時点）

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32

十勝農家戸数 十勝戸当面積

資料：H22までは農林水産省大臣官房統計部「農林業センサス」



【対応】大規模畑作を支え、高付加価値化を実現する農業生産基盤整備

○ 地域の営農戦略に即した排水改良や畑地かんがい等を推進し、畑作農業の生産性の一層の向上、６次産業化によ
る付加価値の向上や輸出の促進などを通じた収益性の高い農業経営の実現を目指します。

排水整備により長いもの生産を拡大、海外に輸出（帯広市）

・ 畑地かんがい用水確保、排水施設の整備により、えだまめの作付面積の拡
大や大型機械による適期収穫が出来るようになり、畑作４品に次ぐ第５の作物
としてえだまめの栽培が定着し、５年輪作を実施。

地域で生産・加工・販売を一貫して行い、瞬間冷凍し
た製品を海外に輸出。平成26年度売上高は21億円

「えだまめ」は国内のみなら
ず、海外でも高評価

基盤整備によって大型の
ハーベスターによる収穫えだまめへのかん水状況

・ 高収益作物（長いも）の導入を考慮した基幹排水路や暗渠排水の整備な
どにより、畑作物の単収の増加や高収益作物の導入を実現。特に「長い
も」は、平成１１年度から輸出を開始し、ブランド品として確立。

新たな輪作体系の確立と６次産業化等の展開（中札内村）

た製品を海外に輸出。平成26年度売上高は21億円
となり、加工場などの雇用（平成26年度で160人）に
繋がっている。

農地再編整備を契機とした営農支援組織の確立（津別町）

・ 農地再編整備を契機に営農支援組織を確立し、経営規模の拡大、安全・安心な
農産物の生産や高付加価値化等に向け営農を支援。

畑地かんがいによる新たな産地の確立（湧別町）

・ 畑地かんがいにより、玉ねぎの生産の安定化、品質の向上が図られ、産地とし
て確立。たまねぎの生産量の増加に伴い、集出荷施設における雇用が増えるなど
波及効果が発現。

集出荷施設での
選別作業

リールマシンによる
散水

高付加価値化等攻めの農業を展開

小麦収穫

ばれいしょ収穫 てんさい収穫

玉ねぎの減農薬・減化
学肥料栽培の取組みを
推進 特別栽培農産物の加工

食品製造・販売の取組

津別町農業総合サポート事業
（コントラクター）の活用
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【たまねぎ単収の変化と雨量の状況】



○環境保全型かんがい排水事業等の推進により、自然環境と調和した生産性の高い農業の実現を目指します。

【対応】土地利用型酪農の持続的な発展のための農業生産基盤整備

■国営環境保全型かんがい排水事業

遊 水 池土砂緩止林

排水路

排水調整池

・家畜ふん尿を肥料として有効活用することで牧草の収量向上を図り、自然環境と調和した
生産性の高い飼料基盤を整備。

高級アイスクリームに北海道産牛乳を使用
（はまなか地区の事例）

■TMRセンターとの連携による飼料生産体制の
確立（東宗谷地区の取組）

・現状では、牧草収穫時期に恒常的な過重労働が発生
し、酪農経営を圧迫。

➪大区画化と併せてTMRセンターを設立し、TMRセン
ターが大型機械による一貫した飼料生産。

酪農家は、乳牛の飼養管理に集中できることで、品
質、生産性を向上させ、効率的で収益性の高い酪農経
営を目指す。

・浜中町では、国営環境保全型かんがい排水事業の
実施により、資源循環型酪農が展開され、徹底した
土壌分析や生乳分析などと相まって、高品質な生乳
が生産されています。

・脂肪分4.0%以上の高品質牛乳や高級アイスクリー
ムの原料として高い評価を受け、収益性の高い酪農
経営が展開されています。

スラリー散布 家畜ふん尿を効率的に牧草畑へ還元

（肥料の節減、牧草の収量向上等）

技術管理

・泥炭土壌に起因した地盤沈下のため、農地の不陸や排水路の流下能力不足が生じている。
➪自然環境との調和を図りつつ、農地や排水路の機能を回復。

■農地の機能回復（国営総合農地防災事業）

配水調整池

用水路

＜サロベツ地区における湿原と農地の共生＞
〇緩衝帯の設置

農　用　地 湿　　原

農用地 湿　原緩衝帯

帯

衝

緩

新設排水路

境界の排水路

既設排水路
（掘削土で埋め戻し）

25m

農地の地下水位は低く
湿原の地下水位は高く

湿原

農地
境界の排水路新設排水路

緩衝帯

（埋め戻し）新設排水路

新設の排水路設置に当たり、湿原と隣
接する農地に緩衝帯を設置し、湿原と
農地の共生を図る。

農 地
地下水位を低く保つ

湿 原
地下水位を高く保つ

湿 原
地下水位を高く保つ

緩衝帯
農地と湿原がそれぞれ

必要としている
地下水位環境に配慮

した排水路整備

緩衝帯
農地と湿原がそれぞれ

必要としている
地下水位環境に配慮

した排水路整備

相反する

大型機械による効率的な作業 農地の大区画化（2.5ha→7ha)

技術管理

消費者へ安全、安心な牛乳、乳製品
を提供するため、土壌分析、飼料分
析、生乳分析を行い指導、改善

写真：JA浜中町HP
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