
事 業 名 直轄明渠排水事業 地 区 名 更別 都道府県名 北海道
さらべつ

関 係 市 町 村 河西郡更別村
かさいぐんさらべつむら

【事業概要】

本地区は、北海道十勝総合振興局管内の南部に位置する河西郡更別村に広がる2,509haの農
と か ち

業地帯である。

地区の農業は、小麦、ばれいしょ、てんさい及び豆類を主体とした畑作経営と酪農経営が展

開されており、また野菜類（スイートコーン、キャベツ、にんじん）の導入により農業経営の

安定を目指している。地区内を流下する排水路は、国営更別中央土地改良事業（昭和46年度～

昭和62年度）等により整備されたが、流域内開発による土地利用の変化等に伴い流出形態が変

化していることから、中 央幹線排水路、猿別幹線排水路、東更 別幹線排水路では降雨時の通
ちゅうおう さるべつ ひがしさらべつ

水能力が不足し、周辺の農地において湛水被害が発生しているとともに効率的な農作業が阻害

されていた。また、排水路の維持管理に多大な費用を費やしており、農業経営の支障となって

いた。

このため、本事業により中央幹線排水路、猿別幹線排水路、東更別幹線排水路及び香川排水
か が わ

路を整備することにより、農作業の効率化を図り農業経営の安定と地域農業の振興に資するも

のである。

受益面積：2,509ha（畑:2,509ha）（平成16年現在）

受益者数：87人（平成16年現在）
主要工事：排水路15.0㎞
事 業 費：5,900百万円（決算額）
事業期間：平成16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

更別村の人口は、事業実施前（平成12年）の3,291人から事業実施後（平成22年）には
3,391人に増加している。村の人口のうち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27％に上昇し、高齢化が進行している。
本村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50％から平成22年に

は45％に低下しているものの、依然として農業就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 3,291人 3,391人 ３％
うち65歳以上 716人(22％) 908人(27％) 27％

総世帯数 1,093戸 1,274戸 17％
（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 958人 51％ 900人 46％
うち農業就業者 948人 50％ 884人 45％
第２次産業 222人 11％ 261人 14％
第３次産業 714人 38％ 781人 40％

（出典：国勢調査）
（２）地域農業の動向

更別村の耕地面積は、平成12年の11,603haからほぼ横ばいで推移し、平成22年は11,600ha
となっている。
本村の農家数は、平成12年の261戸から平成22年には233戸と10年間で11％減少している。



また、専業農家の割合は、平成12年の68％から平成22年には58％まで減少しており、北海道
全体の61％より低くなっている。なお、受益農家は56％が専業農家であり、村全体及び北海
道全体の61％より低くなっている。
本村の農業就業者のうち60歳以上が占める割合は、平成12年の33％から平成22年には35％

とほぼ横ばいで推移しており、北海道全体の46％を下回っている。また、受益農家のうち60
歳以上が占める割合は32％で村全体及び北海道全体を下回っている。
本村の経営耕地広狭別農家数は、50ha以上の規模を有する農家が、平成12年の20％から平

成22年には45％に上昇している。受益農家のうち50ha以上の農家は50％を占め、村全体を上
回るとともに、北海道全体の11％を大きく上回っている。
本村の乳用牛飼養頭数は、平成12年の7,073頭から平成22年には5,934頭に減少しているも

のの、戸当たり飼養頭数については84頭/戸から97頭/戸に増加している。１頭当たり乳量は、
8.1t/頭（平成12年）から8.9t/頭（平成22年）に増加しているが、村の生乳生産量は
34千t/年から31千t/年に減少している。

区分 平成12年 平成22年 増減率
耕地面積 11,603ha 11,600ha △ 0.03％
農家戸数 261戸 233戸 △ 11％
うち専業農家 177戸(68％) 135戸(58％) △ 24％
うち経営50ha以上 52戸(20％) 104戸(45％) 100％

農業就業人口 899人 782人 △ 13％
うち60歳以上 296人(33％) 275人(35％) △ ７％

乳用牛飼養頭数 7,073頭 5,934頭 △ 16％
１戸当たり平均飼養頭数 84頭 97頭 15％
１頭当たり乳量 8.1ｔ 8.9ｔ 10％
更別村年間生乳生産量 34千ｔ 31千ｔ △ ９％

（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、更別村に譲与され、巡回点検や補修、草刈・清掃等、

適切に維持管理が行われており、施設機能は十分に維持されている。

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

主要作物の作付面積について、事業計画時と現在(事後評価時点)を比較すると、小麦が事
業計画時380haに対し現在476ha、小豆が事業計画時147haに対し現在216ha、いんげんが事業
計画時211haに対し現在279haとなっている。ばれいしょは、用途別面積が変化しており、生
食用、加工用が減少しているのに対し、でん粉原料用は増加している。
食料自給率向上に向けた政策への対応と急速な経営規模拡大による労働力不足への対応等

の要因により、畑作物における小麦の作付けが計画を大きく上回る水準で増加している。更
別村は、いんげんの作付面積及び収穫量が全道１位（平成25年）であり、本地区での作付け
も増加している。
主要作物の単収（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、小麦が現況481kgに対し、計画497kg、現在524kg、ばれいしょ（生食用）
が現況4,045kgに対し、計画4,263kg、現在4,530kg、小豆が現況184kgに対し、計画191kg、
現在204kg、いんげんが現況177kgに対し、計画185kg、現在196kgとなっている。
主要作物の生産量と生産額について、作付面積の増加により小麦、小豆、いんげんの生産

量及び生産額は増加している。ばれいしょは用途別面積が増減しており、生食用は作付面積
の減少及び作物単価の下落により生産量及び生産額は減少している。加工用は作付面積が減
少しているものの、単収の増加及び単価の上昇により生産量及び生産額は増加している。で
ん粉原料用は作付面積の増加及び作物単価の上昇により、生産量及び生産額は増加している。



【作付面積】 （単位：ha)
事業計画（平成16年）

区 分 評価時点
現況 計画 （平成26年）

小麦 380 380 476
ばれいしょ（生食用） 148 148 126
ばれいしょ（加工用） 128 128 107
ばれいしょ（でん粉原料用） 82 82 199
小豆 147 147 216
いんげん 211 211 279

（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16年） 評価時点

区 分 （平成26年）
現況 計画

kg/10a kg/10a kg/10a
小麦 1,828 481 1,889 497 2,494 524
ばれいしょ（生食用） 5,987 4,045 6,309 4,263 5,708 4,530
ばれいしょ（加工用） 5,178 4,045 5,446 4,263 4,847 4,530
ばれいしょ（でん粉原料用） 3,317 4,045 3,478 4,263 9,015 4,530
小豆 270 184 281 191 441 204
いんげん 373 177 390 185 547 196

（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16年） 評価時点

区 分 （平成26年）
現況 計画

千円/t 千円/t 千円/t
小麦 278 152 287 152 404 162
ばれいしょ（生食用） 371 62 391 62 200 35
ばれいしょ（加工用） 145 28 152 28 155 32
ばれいしょ（でん粉原料用） 43 13 45 13 135 15
小豆 89 328 92 328 149 339
いんげん 114 306 119 306 147 269

（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、小麦が現況17時間に対し、計画16時間、現在16時間、ばれいしょ
（生食用）が現況106時間に対し、計画104時間、現在104時間、小豆が現況85時間に対し、
計画83時間、現在83時間、いんげんが現況86時間に対し、計画83時間、現在83時間となって
いる。

【労働時間】 （単位：時/ha）
事業計画（平成16年）

区 分 評価時点
現況 計画 （平成26年）

小麦 17 16 16
ばれいしょ（生食用） 106 104 104
小豆 85 83 83
いんげん 86 83 83

（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
本事業の実施により排水路が整備され、ほ場の排水性が改善されたことによって、作物の

湛水被害の解消が図られている。受益農家アンケート調査で湛水被害の解消状況について確
認したところ、回答農家の約９割が、農地の湛水被害が「解消された」、「やや解消・軽減
された」と回答しており、本事業の実施がほ場条件の改善に繋がっている。
平成24年５月４日に計画基準雨量（174mm/日）に相当する降雨に見舞われたが、湛水被害

は発生しなかった。（地元関係機関聞き取り結果）

②排水改良による営農作業効率の向上
本事業により排水路が整備され、ほ場の排水性が改善されたことによって、営農作業効率

の向上が図られている。受益農家アンケート調査で排水改良による営農の変化について確認
したところ、受益農家からは「機械の走行性が向上し、営農の効率化に繋がった」、「大型
作業機械の導入が可能になった」と評価されている。また、「融雪期や降雨後でも早期にほ
場に入れるようになった」とも評価されており、降雨後の待機日数を確認したところ、事業
実施前には平均で約4.5日を要していたものが、事業実施後は約2.4日と短縮されており、本
事業は適期の作業実施に寄与している。

③営農経費の節減
本事業の実施により、湛水被害が解消され、ほ場条件が改善されたことから、湛水後の病

害虫対応としての防除剤や除草剤が節減されている。また、農作業機械の走行性が向上した
ことから、修理費等の営農経費が節減されている。受益農家アンケート調査で排水路整備に
よる投入資材等の節減について確認したところ、回答農家のほぼすべてが「種苗費が節減さ
れた」、「トラクター等の修理費が削減された」、「除草剤が節減された」と回答している。

④排水路の補修作業負担の解消
事業実施前は、排水路の通水能力不足により、農地の湛水被害を防ぐため、大雨時には応

急作業として土嚢の設置やほ場内及び周辺の溝堀りを行っていたが、事業により排水路が整
備されたことにより応急作業に係る労力や時間が削減された。
受益農家アンケート調査で洪水被害の発生による排水路の応急補修作業の解消状況につい

て確認したところ、回答農家の約８割が、農地の湛水被害発生時の「作業負担が解消された」
と回答しており、本事業の実施が排水路の補修作業負担の解消に繋がっている。

⑤農業所得の向上
本事業の実施による湛水被害の解消によって農作物の生産性向上、営農経費の節減が図ら

れている。また、農業生産基盤が整備されたことから離農跡地の取得等による経営規模の拡
大により、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）には約1.5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
①クリーン農業への展開
本事業の実施により、適期防除が可能になるとともに、排水改良によってほ場間の条件格

差が無くなったことで輪作体系が確立し、病害虫発生の未然防止や連作障害の回避が図られ
ている。本地区を含むJAさらべつでは、堆肥製造施設を有し、有機質肥料による土づくりを
行うとともに、化学肥料と農薬の使用回数を半分以下に節減して栽培したばれいしょ（メー
クイン）の生産が行われており、平成16年には「JAさらべつ食用馬鈴しょ生産部会クリーン
栽培専門委員会」として「YES!clean」※に登録されている。これらは関東、関西、中京、
中国方面各市場等、全国各地へ出荷されている。（平成25年出荷量1,370ｔ）
受益農家アンケート調査で事業実施による営農の変化について確認したところ、受益農家

からは「輪作体系の確立が可能になった」、「クリーン農業（減農薬栽培等）への取組を
行った」等と評価されている。

※北のクリーン農産物（YES!clean）表示制度について

堆肥等の有機質肥料を使った土づくりに努め、化学肥料や化学合成農薬の使用を減らした環境にもやさ

しい農業を行っている生産集団が生産した農産物を消費者が容易に認識できるよう、農産物に「YES!clean

マーク」を表示する制度。北海道クリーン農業推進協議会が登録した生産集団のみ表示することが出来る。



（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 13,998百万円
総費用 13,352百万円
総費用総便益比 1.04

５ 事業実施による環境の変化
（１）自然環境面の変化
①自然環境の保全
本地区の排水路は、魚類の産卵床、生息域確保等への配慮対策として、河床露出及び水際

植生回復を目的に、かごマットと植生マットや環境保全型ブロックと植生マットによる護岸
工法で施工を行った。排水路施工前（平成17年）、施工直後（平成19年）、施工後（平成24
年）に魚類調査を行った結果、排水路内工事実施後においてもフクドジョウ、ヤマメ（サク
ラマスの幼魚）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。

また、本事業は猿別幹線排水路の下流域に存在する北海道の学術自然保護地区(勢雄地区)
せ お

に指定されている十勝坊主※にも配慮し、猿別幹線排水路上流部に分流施設を設置した。分
流施設は大雨時に猿別幹線排水路の増水分を香川排水路経由で中央幹線排水路へと排水し、
下流域に存在する十勝坊主を冠水から保全する効果がある。事業実施後は、対象排水路にて
大規模な湛水被害は発生しておらず（更別村及び周辺農家聞き取り結果）、十勝坊主は保全
されている。

※十勝坊主は、低湿地の火山灰土が非常な低温により地下1m以上も凍結し、膨張を繰り返すうちにこぶ状

に盛り上がったもので1,000年～3,000年前に形成されたものといわれている。

（２）生活環境面の変化
①生活環境面の効果
受益農家のアンケート調査で、事業実施による生活環境の変化について確認したところ、

回答農家の約７割が「排水路が改修されたことにより、景観が良くなった」、回答農家の約
半数が「排水路の維持管理が容易になった」と回答しており、生活環境面の効果が評価され
ている。

６ 今後の課題
事業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。

[総合評価]
本事業の実施により排水路が整備されたことによって、降雨時の農地の湛水被害が解消さ

れ、農作物の生産性の向上と営農作業の効率化が図られているとともに、大雨時における土
嚢設置等の応急作業に係る作業負担が解消されている。
また、地域では環境保全型農業に取り組んでおり、地区内農家も本事業を契機に、環境保

全型農業によるばれいしょ生産の取組を開始する等、本事業は地域農業の振興や農業経営の
安定に寄与している。

[技術検討会の意見]
本事業による排水路の整備は、湛水被害の解消に伴う作物単収の増加、営農作業の効率化

や環境保全型農業の取組などに貢献し、農業経営の安定に寄与したと認められる。
また、排水路は、魚類等の生息環境に配慮した護岸整備により水生生物の生息環境が保全

されているほか、地区下流域に分布する北海道学術自然保護地区に指定されている「十勝坊
主」を保全する排水計画としており、地域の景観に配慮していることも評価できる。

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16年度）「国営更別土地改良事業計画書」
・北海道開発局「国営更別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）


