
地区別事業概要

農業競争力強化農地整備事業 たかすみなみ

事 業 名 農地整備事業 地区名 鷹栖南

かみかわぐん たかすちょう

関係市町村 北海道上川郡鷹栖町 事業主体 北海道

事業目的
本地区は、北海道上川郡鷹栖町の旭川市との境界に位置する平坦な農業地帯であ

り、水稲を中心とし、小麦、大豆、きゅうり、トマトを組み合わせた営農が展開さ
れている。
これまでに地区内では、担い手への農地集積が進み経営規模の拡大が進んでいる

が、現況のほ場区画は45a程度であり、労働生産性が低く、効率的な営農の妨げと
なっている。加えて、地区内の用水路は、老朽化等による機能低下が著しく、農業
用水の確保及び維持管理に苦慮している。
このため、本事業により、区画整理及び農業用用排水施設の整備を行うことで、

農業の生産性向上を図るとともに、担い手への農地の集積・集約化を図り、本地域
の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

147ha 30戸 2,484百万円 令和２～10年度

主要工事
区画整理 121ha
用水路 １km（改修）

関連事業 なし

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,996百万円 2,891百万円 1.38 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：鷹栖南地区土地改良事業計画概要書（北海道上川総合振興局調整課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業） 鷹栖南地区
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地区別事業概要

ふたまただいにきた農業競争力強化農地整備事業
事 業 名 農地整備事業 地区名 二股第２北

とままえぐんはぼろちょう

関係市町村 北海道苫前郡羽幌町 事業主体 北海道

事業目的
本地区は、北海道苫前郡羽幌町の西部に位置し、二級河川羽幌川左岸に広がる平

坦な農業地帯であり、水稲を中心とし、小麦、大豆、かぼちゃ等を組み合わせた営
農が展開されている。

これまでに地区内では、担い手への農地集積が進み経営規模の拡大が進んでいる
が、現況のほ場区画は40a程度であり、労働生産性が低く、効率的な営農の妨げと
なっている。加えて、地区内の用水路は、老朽化による機能低下が著しく、用水不
足が生じている。

このため、本事業により、区画整理及び農業用用排水施設の整備を行うことで、
農業の生産性向上を図るとともに、担い手への農地の集積・集約化を図り、本地域
の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

188ha 21戸 2,093百万円 令和２～10年度

主要工事
区画整理 84ha
用水路 16km（改修）

関連事業

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,462百万円 2,357百万円 1.46 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：二股第２北地区土地改良事業計画概要書（北海道留萌振興局農村振興課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業） 二股第２北地区



地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 

農地整備事業 
地区名 

ふ か み な が の 
深味長野 

関係市町村 
きたつがるぐん いたやなぎまち 

青森県北津軽郡板柳町 事業主体 青森県 

事業目的 

 

本地区は、青森県北津軽郡板柳町の南東部に位置し、一級河川岩木川水系浅瀬石

川流域の低平地に広がる農業地帯であり、水稲を中心とし、にんにく等を組み合わ

せた営農が展開されている。 

 本地区の農地は、昭和 32 年に整備されているが、区画は 20a と小さく、農道も

狭小であることから、大型機械導入の妨げとなっている。また、用排兼用の土水路

で水管理や維持管理に多大な労力を費やしているとともに、漏水等により、農業用

水の確保に支障が生じるなど営農に支障をきたしている。 

 このため、本事業により生産性の高い優良農地を確保するとともに、農業の生産

性の向上を図り、本地域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 

事業概要   受益面積   受益戸数   総事業費    工  期 

 75ha 123 戸 1,584 百万円  令和２～７年度  

  主要工事 区画整理 75ha 

用水路 ３㎞（改修） 
 

関連事業 国営かんがい排水事業 浅瀬石川二期地区 

費用対効果   Ｂ：総便益   Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

 3,504 百万円 2,448 百万円 1.43 総費用総便益比方式 

概要図 別添のとおり 

 

出典： 深味長野地区土地改良事業計画概要書（青森県農林水産部農村整備課作成） 





地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 

農地整備事業 
地区名 

いさご 
砂子 
  

関係市町村 
はなまきし 

岩手県花巻市 
  

事業主体 岩手県 

事業目的 

 

本地域は、花巻市の南東に位置する一級河川滝川沿いに開けた水田地帯であり、
水稲を中心とし、ハトムギ、ひえ等を組み合わせた営農が展開されている。 

本地区の農地は、昭和 30 年代に整備されているが、区画は 10a と小さく、農道

も狭小であることから、大型機械導入の妨げとなっている。また、水路の多くは

用排兼用の土水路であり、安定的な用水確保ができず維持管理に多大な労力を費

やしているほか、水路底が浅いため排水不良を来たし、作目の多様化が困難な状

況である。 

このため、本事業により区画整理による大区画化や用排水路の整備を行うこと

で、生産性の高い優良農地を確保するとともに、担い手への農地集積を図り、本地

域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 

事業概要   受益面積   受益戸数   総事業費    工  期 

 66ha 102 戸 2,403 百万円  令和２～11 年度  

主要工事  区画整理 66ha 

関連事業  なし 

費用対効果   Ｂ：総便益   Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

 2,244 百万円 1,915 百万円 1.17 総費用総便益比方式 

概要図 別添のとおり 

 

出典：砂子地区土地改良事業計画概要書（岩手県農林水産部農村計画課作成） 
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農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　砂子地区　
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