
令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A=

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

－ － － － －
－ － － － －

関連事業
事業名 地区名 工期 総事業費(千円) 本地区との関連

総所得償還率(％)
増加所得償還率(％) 28.9

多面的機能の発揮に関する効果(千円)
総費用総便益比 1.1

農業の持続的発展に関する効果(千円) 1,265

農村の振興に関する効果(千円)

.
効果項目 区画整理

食料の安定供給に関する効果(千円) 140,663

総事業費（千円） 1,300,000

区画整理 78.0 ha 1,300,000

事業目的

本事業で換地を用いた区画整理により平均1.7ha程度への大区画化、揚水機の統廃合と用水路のフルパイプライ
ン化、暗渠排水の整備、客土を行うことにより、作業効率の向上や生産性の向上を図り、安定的・効率的な大規
模農業経営の確立を目指す。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

受益面積
水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）

111.1 3.2 114.3

地区名 暁第２ 関係市町村名 南幌町
予定事業期間 R4～R12 受益戸数 11

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 1 事業名 農地整備事業（経営体育成型）



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A=

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

2,000,000区画整理

－ － － － －
－ － － － －

増加所得償還率(％) 19.9

関連事業
事業名 地区名 工期 総事業費(千円) 本地区との関連

総費用総便益比 1.17

総所得償還率(％)

農村の振興に関する効果(千円)
多面的機能の発揮に関する効果(千円)

食料の安定供給に関する効果(千円) 109,915

農業の持続的発展に関する効果(千円) 514

総事業費（千円） 2,000,000
.

効果項目 区画整理

74.6 ha

事業目的

　本地区大半が1次整備のままであるためICT技術導入による大区画化に支障を来しており、また暗渠も機能が
低下しているため再整備が必要となっている。
　このため、本事業により、大区画化による区画整理、暗渠、用排水施設の再配置を行い、農業生産性の向上を
図るとともに、担い手農家の経営基盤強化を図るとともに優良農地の面的集積を図る。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

受益面積
水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）

72.0 2.6 74.6

地区名 クッタリ北 関係市町村名 岩見沢市
予定事業期間 R4～R12 受益戸数 5

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 2 事業名 農地整備事業（中山間地域型）



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A=

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 3 事業名 農地整備事業（中山間地域型）
地区名 毛陽滝の上 関係市町村名 岩見沢市

予定事業期間 R4～R12 受益戸数 13
受益面積

水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）
72.0 2.6 74.6

事業目的

　本地区大半が1次整備のままであるためICT技術導入による大区画化に支障を来しており、また暗渠も機能が
低下しているため再整備が必要となっている。
　このため、本事業により、大区画化による区画整理、暗渠、用排水施設の再配置を行い、農業生産性の向上を
図るとともに、担い手農家の経営基盤強化を図るとともに優良農地の面的集積を図る。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

区画整理 74.6 ha 2,000,000

総事業費（千円） 2,000,000
.

効果項目 区画整理
食料の安定供給に関する効果(千円) 109,915

農業の持続的発展に関する効果(千円) 514

農村の振興に関する効果(千円)
多面的機能の発揮に関する効果(千円)
総費用総便益比 1.17

総所得償還率(％)
増加所得償還率(％) 19.9

関連事業
事業名 地区名 工期 総事業費(千円) 本地区との関連

－ － － － －
－ － － － －



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A=

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

－ － － － －
－ － － － －

増加所得償還率(％) 22.7

関連事業
事業名 地区名 工期 総事業費(千円) 本地区との関連

総費用総便益比 1.15

総所得償還率(％)

農村の振興に関する効果(千円)
多面的機能の発揮に関する効果(千円)

食料の安定供給に関する効果(千円) 203,142

農業の持続的発展に関する効果(千円) 177

総事業費（千円） 3,100,000
.

効果項目 区画整理

区画整理 109.4 ha 3,100,000

事業目的

　本地区は、７割以上が50ａ以下の区画となっており、効率的な営農作業の支障となっているほか、農業用用
排水施設については、一部で老朽化に起因する漏水が生じており用水不足や維持管理に係る負担の増加を招いて
いる。
　このため、本事業で換地を用いた区画整理により平均1.8ha程度への大区画化、用排水施設の改修、暗渠排水
の整備などによる作業効率の向上や生産性の向上を図り、安定的・効率的な大規模農業経営の確立を目指す。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

受益面積
水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）

105.5 3.9 109.4

地区名 東滝川第２ 関係市町村名 滝川市
予定事業期間 R4～R12 受益戸数 6

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 4 事業名 農地整備事業（中山間地域型）



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A=
用水路 L= m
排水路 L=

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

－ － － － －
－ － － － －

関連事業
事業名 地区名 工期 総事業費(千円) 本地区との関連

総所得償還率(％) 10.6 19.7

増加所得償還率(％)

多面的機能の発揮に関する効果(千円)
総費用総便益比

農業の持続的発展に関する効果(千円) 779

農村の振興に関する効果(千円)

.
効果項目 区画整理 農業用用排水施設

食料の安定供給に関する効果(千円) 55,441 137,795

1,486,000

総事業費（千円） 2,660,000

区画整理 94.6 ha 518,000
農業用用排水施設 11,243

1,420 m

事業目的

　本地区は、経年変化から暗渠排水、農業用用排水施設の機能の低下により、良食味米を始めとした作物の安定
的な収量の確保に支障をきたしている。このため、本地区では農業用用排水施設、区画整理の事業を一体的に行
い、大区画化により農業生産性の向上を図るとともに、担い手農家の経営基盤強化へ向け農地の利用集積を図
る。また、用水施設の管水路化に伴い、水利用･水管理の効率化及び省力化を図ることで、地区内の高収益作物
であるにんにくやかぼちゃの作付け増加を目指す。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

受益面積
水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）

94.6 94.6

地区名 東納内２ 関係市町村名 深川市
予定事業期間 R4～R12 受益戸数 15

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 5 事業名 農地整備事業（中山間地域型）



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A=
用水路 L= m
排水路 L=

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

－ － － － －
事業名 地区名 工期 総事業費(千円)

－ － － － －

増加所得償還率(％) 21.0

関連事業
本地区との関連

総費用総便益比
総所得償還率(％) 8.9

農村の振興に関する効果(千円)
多面的機能の発揮に関する効果(千円)

食料の安定供給に関する効果(千円) 133,436 11,343

農業の持続的発展に関する効果(千円) 166 34

総事業費（千円） 2,100,000
.

効果項目 区画整理 農業用用排水施設

610 m
50,000

区画整理 92.2 ha 1,650,000
農業用用排水施設 400

事業目的

　本地区は、農地が未整備であることから30～50a程度区画が大半を占めているなど近年の大型作業機械体系
に対応していないため
　本事業により、農業用用排水施設、区画整理の整備を行い、農業生産性の向上を図るとともに、担い手農家へ
農地の集積や規模拡大を図る。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

受益面積
水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）

92.2 92.2

地区名 東栄第１ 関係市町村名 雨竜町
予定事業期間 R4～R12 受益戸数 12

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 6 事業名 農地整備事業（中山間地域型）



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A=
用水路 L= m
排水路 L=

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 7 事業名 農地整備事業（中山間地域型）
地区名 日進第２ 関係市町村名 新十津川町

予定事業期間 R4～R12 受益戸数 6
受益面積

水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）
92.2 92.2

事業目的

　本地区は、農地が未整備であることから30～50a程度区画が大半を占めているなど近年の大型作業機械体系
に対応していないため
　本事業により、農業用用排水施設、区画整理の整備を行い、農業生産性の向上を図るとともに、担い手農家へ
農地の集積や規模拡大を図る。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

区画整理 92.2 ha 1,650,000
農業用用排水施設 400

50,000
610 m

総事業費（千円） 2,100,000
.

効果項目 区画整理 農業用用排水施設

食料の安定供給に関する効果(千円) 133,436 11,343

農業の持続的発展に関する効果(千円) 166 34

農村の振興に関する効果(千円)
多面的機能の発揮に関する効果(千円)
総費用総便益比
総所得償還率(％) 8.9

増加所得償還率(％) 21.0

関連事業
事業名 地区名 工期 総事業費(千円) 本地区との関連

－ － － － －
－ － － － －



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A= ha
用水路 L= m
排水路 L=
揚水機場 基

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

1,347,000

－ － － － －
事業名 地区名 工期

－ － － － －

増加所得償還率(％)
関連事業

総事業費(千円) 本地区との関連

総費用総便益比
総所得償還率(％) 19.1 13.8

農村の振興に関する効果(千円)
多面的機能の発揮に関する効果(千円)

食料の安定供給に関する効果(千円) 63,846 153,197

農業の持続的発展に関する効果(千円) 456 1,648

総事業費（千円） 2,450,000
.

効果項目 区画整理 農業用用排水施設

2,190 m
1

区画整理 66.2 525,000
農業用用排水施設 4,529

事業目的

本事業で換地を用いた区画整理により、平均1.7ha程度への大区画化や用水路のパイプライン化などによって営
農作業の抜本的な効率化・省力化を図り、安定的・効率的な大規模農業経営の確立を目指す。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

受益面積
水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）

166.6 166.6

地区名 妹背牛4区第２ 関係市町村名 妹背牛町
予定事業期間 R4～R12 受益戸数 29

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 8 事業名 農地整備事業（中山間地域型）



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

A=

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 9 事業名 農地整備事業（中山間地域型）
地区名 御園南部 関係市町村名 栗山町

予定事業期間 R4～R12 受益戸数 7
受益面積

水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）
49.1 1.4 50.5

事業目的

本地区では区画整理の事業を一体的に行い、ほ場の大区画化及び農業生産性の向上を図るとともに担い手農家の
経営基盤強化へ向け優良農地の利用集積を図る。また、用水施設の管水路化に伴い、水利用･水管理の効率化及
び省力化を図る。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

区画整理 50.5 ha 1,221,000

総事業費（千円） 1,570,000
.

効果項目 区画整理
食料の安定供給に関する効果(千円) 86,142

農業の持続的発展に関する効果(千円) 366

農村の振興に関する効果(千円) 504

多面的機能の発揮に関する効果(千円)
総費用総便益比 1.2

総所得償還率(％)
増加所得償還率(％) 22.3

関連事業
事業名 地区名 工期 総事業費(千円) 本地区との関連

－ － － － －
－ － － － －



令和３年度空知総合振興局産業振興部
道営施設建設事業計画策定段階地区概要表

揚水機場

　(1)地区番号：農政部が定めた番号を記載しています。
　(2)事業名：農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
　(3)地区名：事業実施地区名を記載しています。
　(4)関係市町村名：関係する市町村名を記載しています。
　(5)予定事業期間：事業の実施予定期間を記載しています。
　(6)受益戸数：本事業により受益を受ける農家の戸数を記載しています。
　(7)総事業費：総事業費を記載しています。（単位：千円）
　(8)受益面積：本事業により受益を受ける農地の面積を記載しています。
　(9)事業目的：本事業を実施する目的を記載しています。
(10)主要工事計画：本事業により実施する主要工事内容を記載しています。
(11)期待される効果：本事業の実施により実施する主要工事内容を記載しています。
　　・効果項目：本事業により発生する効果を項目ごとに記載しています。
　　・純益額：効果項目ごとの年効果額を記載しています。
　　・所得額：効果項目ごとの年増加所得額を記載しています。
(12)投資効率：本事業により投資して得られる効果の割合を記載しています。
(13)所得償還率：本事業により年間に償還する額の所得に占める割合を記載しています。
(14)関連事業：本事業と密接に関係する事業を記載しています。
　　・事業名：関連事業の事業名を記載しています。
　　・地区名：関連事業の地区名を記載しています。
　　・工期：関連事業の工期を記載しています。
　　・総事業費：関連事業の総事業費を記載しています。（単位：千円）
　　・本地区との関連：本地区と関連事業地区との関連について記載しています。

変更履歴
当初計画策定年度 ３

地区番号 10 事業名
水利施設等保全高度化事業（水利施

設整備事業・農地集積促進型）

地区名 東滝川 関係市町村名 滝川市
予定事業期間 R4～R8 受益戸数 11

受益面積
水田（ha） 畑（ha） 果樹園（ha） 合計（ha）

168.0 168.0
事業目的

本地区においては、二幹川第３揚水機場の水掛かりである豊葦第５揚水機の機能を統合することで、地区内のさ
らなる水管理の合理化を行い、地区内への用水の安定供給並びに維持管理に関わる労力の軽減を図る。

主要工事計画
工種区分 工事内容 工事費（千円）

農業用用排水施設 1 基 647,000

総事業費（千円） 750,000
.

効果項目 農業用用排水施設

食料の安定供給に関する効果(千円) 118,651

農業の持続的発展に関する効果(千円)
農村の振興に関する効果(千円)
多面的機能の発揮に関する効果(千円)
総費用総便益比
総所得償還率(％) 19.7

増加所得償還率(％)
関連事業

事業名 地区名 工期 総事業費(千円) 本地区との関連
－ － － － －
－ － － － －


