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宇田沢川頭首工 　宇田沢川頭首工は国営魚野川東部開拓建設事業（S40～S53年度）にて造設され、後にそび
える八海山から流れる清らかな水を水源として、宇田沢川流域の受益190.5haにかんがいして
います。

　八海山は新潟県南魚沼市にある岩峰群であり、最高峰は標高1,778mの入道岳で、古くから霊
山として崇められています。
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❶

～北陸への赴任と思い～

北陸農政局地方参事官（各省調整）　山田　　淳

　本年４月に北陸農政局地方参事官を拝命しました。日頃から皆様方には農業農村整備事業など
の推進に当たり、ご理解、ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　北陸局管内での勤務は初めてとなりますが、本省の総務課施設管理室で県管理補助事業を担当
していた頃に北陸局管内の事業対象施設（排水機場、頭首工、ダム等）を見学させていただいた
ことがあります。新潟県の場合はその対象施設数も多く、中でも排水機場は全国施設数のうち、
そのほとんどが新潟県の施設で占めていました。本省赴任直前までは現場のダム支所で＜ものづ
くり（建設）＞だけに携わってきたこともあり、この時に初めて＜管理＞に触れ、管理の大切さ、
重要性をあらためて認識したところです。以後、管理の視点も加えて考えるようになり、現在も
その思想はずっと深く刻まれています。
　赴任してから、それらの施設を再び見学する機会があり、現在も地域の農業生産面や防災面な
どを支えている姿を見ると、「がんばっているなぁ」と思わず呟いてしまいます。これも維持管
理に携わる施設管理者の皆様方の日々のご努力のおかげだと思ったところです。厚く感謝申し上
げます。
　さて、農林水産省では農業競争力強化に向けた事業推進を図るために、土地改良制度の見直し
を「農業競争力強化プログラム」（平成28年11月閣議決定）において位置付け、本年５月に同法
を改正したところです。その改正では、農地の集約・集約の促進や防災対策の強化を図るため、
⑴　農地中間管理機構が借り入れた農地について、農業者の申請・同意・費用負担によらず、都
道府県が基盤整備事業を実施できる制度の創設、⑵農業用用排水施設の耐震化などについて、原
則として、農業者の申請・同意・費用負担によらず、国又は地方公共団体の発意で事業が実施で
きる制度、⑶一定の機能向上を伴う更新事業についても、同意徴集の手続きの簡素化などといっ
た措置が講じられています。
　また、８月末には平成30年度予算概算要求が示され、農業農村整備事業関係予算（下記の①＋
②＋③）として、平成29年度当初予算額から１千億円増、５千20億円が計上され、農林水産省予
算全体の要求額が対前年比115.0％である中、農業農村整備事業関係予算については124.9％とい
う高い伸び率での要求が行われました。その内訳として、①農業農村整備事業では対前年比23％
増の３千793億円が計上され、農業の競争力強化対策と農村地域の国土強靱化対策という大きな
２つの柱にて、農地集積の加速化・農業の高付加価値化のための農地の大区画化・汎用化やパイ
プライン化、老朽化した農業水利施設の長寿命化、耐震化対策や突発事故への対応などを推進す
ることとしています。そして、②農山漁村地域整備交付金（農業農村整備分）では対前年比17％
増の820億円、③農地耕作条件改善事業（非公共）では対前年比72.8％増の407億円が計上された
ところです。
　これから、12月末の概算決定に向け財務省との予算折衝になりますが、必要な予算確保に向け、
引き続き関係者の皆様方と連携して、地域の実情、農家の声などにより農業農村整備事業の必要
性、重要性を本省と共に伝えていきたいと考えております。
　今後とも、北陸地域の農業・農村の更なる発展に向け、制度・予算などを活用して事業推進に
取り組んでいきたいと考えておりますので、引き続き、関係者の皆様方のご協力、ご支援をお願
いいたします。

巻　頭　言
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地域整備方向検討調査『西川用水地区』
地区概要

１．事業地区の概要

　本地区は、新潟県のほぼ中央部に位置し、新潟市、燕市及び西蒲原郡弥彦村にまたがる農地面
積約9,567haの県内有数の水田農業地帯です。
　営農は水稲を中心に、水田の畑利用による大豆、えだまめが栽培されており、新潟県内有数の
食料供給基地としての役割を果たしています。
　用水は一級河川信濃川水系西川からの取水に加え、用水不足量を排水河川から西川へ注水補給
することにより、地区内に配水されています。

農政情報Ⅰ
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２．地区の課題

　本地区の用水は、複雑な用水系統及び慢性的な用水不足による反復利用を余儀なくされている

状況であり、農業用水の水質への影響も懸念されています。

　また、反復水を供給している揚水機場は昭和26～63年に設置され、老朽化により維持管理費の

増嵩が問題となっています。

３．調査内容

　地域整備方向検討調査では、西川本川の流況把握を行い地域の課題を抽出するとともに、関係

機関との連携、調整を図りつつ課題解決に向けた整備構想を検討していく予定としています。
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国営造成水利施設保全対策推進事業
　国営土地改良事業の進展に伴い、ダム、頭首工等の基幹的な農業水利施設は増加しており、国
民への安定的な食料供給基盤となる社会資本ストックを形成してきたところです。
　こうした施設の機能の適切な維持保全と次世代への承継が重要な課題となっており、今後こう
した施設の多くが、順次、更新時期を迎えることになることから、施設の長寿命化を図り、既存
ストックの有効活用を実現することが国民経済的視点から不可欠となっています。
　しかし、古い時期に造成された施設においては、区分地上権等の権利設定等がなされていない
ことが多いため、機能保全計画に基づく対策工事に併せて、当該施設の保全のための権利設定等
を実施し、土地改良財産の適正な管理を行う必要があります。
　公共事業における権原の取得は、適正な保全管理の観点から、重要な事柄であり、管水路の上
部を農地等として使用しつつ、管水路等の適切な維持管理のため、第三者に対抗できる権原を取
得する必要があります。
　このため、信濃川水系土地改良調査管理事務所では、新潟県内の完了国営事業で造成された農
業水利施設における、権利未設定の解消、設定期限の更新を行っており、近年は、阿賀野川用水
地区（昭和36年~昭和58年）の各幹線水路の区分地上権の期間更新、国営六日町地区（昭和17年
～昭和37年）の未設定区間の区分地上権設定を行っています。

※区分地上権とは
　地下又は空間に上下の範囲を設定し、工作物を所有するために設定される権利

（民法269条の２）

　区分地上権を設定すると当該設定区域の権原を取得しつつ、地上面の使用に制限を加えること
ができることから、トンネルや送電線等を建設・管理するために設定されることが多いものです。
　日本国憲法第29条第１項では「財産権は、これを侵してはならない。」と定めており、私有財
産は何人も侵すことのできない不可侵の権利とされています。一方で、憲法29条第３項では「私
有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる」と定めており、この規定
が、公共事業における用地取得等の正当性を根拠付けるものとなっています。
　さらに、この憲法の規定を受け、土地収用法や損失補償基準等では公共事業のための土地の収
用及び補償手続き等の要件や効果等を詳細に規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を
図っています。

　民法269条の２の条文は、昭和41年
の民法改正（法律93号）により新設さ
れたため、それ以前に造成された農業
水利施設の全部または一部において、
権利設定がなされていないものがあり
ます。
　また、昭和42年から平成７年の間に
設定された区分地上権においては、設
定期間が契約から30～60年と設定期間
が一定ではないうえ、時限的となって
います。
　さらに、農業水利施設の保全管理の
ための土地の利用制限においては、契
約年度等により異なる契約になってい
ます。

農政情報Ⅱ
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　このため、国営造成施設の機能保全計画等
に基づく対策工事に関し、国営造成施設の保
全に係る権利（国営土地改良事業により造成
された管水路等の敷地の権利としての区分地
上権やその他の土地を使用するための権利）
が取得されていない施設における当該権利の
取得等及び当該権利の設定期間の満了が予定
されている施設に係る当該権利の更新を行う
ために次の事業を行っています。
　⑴ 　区分地上権等の権利の取得等のための
調査及び測量

　⑵　区分地上権等の権利の取得等及び登記

◇国営かんがい排水事業「阿賀野川用水地区」
　昭和36年から昭和58年に行われた事業で、
頭首工２箇所、揚水機場11箇所、幹線水路14
路線、水管理システム１箇所があります。
　このうち区分地上権の対象施設は阿賀野川
頭首工、右岸幹線水路、長浦２号水路、左岸
中央幹線水路、左岸低位幹線水路、西幹線水路、
左岸高位幹線水路、荘之江幹線水路、東幹線
水路の９路線があります。

◇国営農地再編事業「六日町地区」
　昭和17年から昭和37年に行われた事業で、頭首工１箇所、揚水機場１箇所、西部開田サイフォ
ン（逆サイフォン）１路線、導水路１路線、幹線水路１路線、幹線用水路２路線、庄之又補水路
１路線があり、区分地上権の対象施設について権利設定を進めています。
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さつまいもで新潟市北区を元気に！
『しるきーも』の紹介 ～「新井郷川地区」～

　国営施設応急対策事業「新井郷川地区」は、新潟市北区、新発田市及び阿賀野市にまたが
る農業地帯で、前歴の国営阿賀野川右岸土地改良事業で整備した新井郷川排水機場により排
水対策を行っている地域です。
　現在、信調では、新井郷川排水機場の機能を保全するための検討を行っています。
　今回は、本地区の関係市である新潟市北区で取り組まれている特産品開発の事例について
紹介します。

新潟市北区産さつまいも『しるきーも』
　新潟市北区では、シルクスイートという品種のさつまいものブランド化を行い、
その特産化に向けて取り組んでいます。
　新潟市北区の畑で栽培され、ＪＡ新潟市を通じて出荷されたものだけが、
ブランド名である『しるきーも』を名乗る事ができます。
　『しるきーも』は、絹のように滑らかな舌ざわりと、濃厚ながら後に残らな
い甘さが特徴です。

地域一体となって地域の課題解決を
　新潟市の砂丘畑は、県内有数の葉たばこの産地でした。
　しかし、平成24年度の葉たばこの廃作の動きに伴い、耕作放棄地の増
加が懸念されました。
　これを機に、農業団体、商工業団体、行政等が連携して『新潟市北区特
産物研究協議会』を設立し、地域一体となって地域の課題を解決するため、
農産物の特産化による地域おこしに取り組むこととなりました。
　様々な品目から検討した結果、①新潟市北区の砂丘地土壌と相性が良
く、②加工品にし易く、③濃厚で甘く美味しい新品種のさつまいも、シ
ルクスイートが選定されました。

新潟医療福祉大学・製菓店と連携した加工品開発
　協議会では、新潟市北区にある新潟医療福祉大学や製菓店と連携し、『し
るきーも』を使った30品以上（うち大学連携17品）のスイーツが開発さ
れました。

　以上の取り組みにより、ＪＡ新潟市のさつまいも全体の出荷額は、平
成24年度から平成28年度の間に約１千万円増加しました。
　多くの人が行き交う新潟市中央区での商品販売、六本木ヒルズにある
イタリアンレストランへの食材提供、地域の商店街でのスイーツ販売。
　販路拡大に向けた品質向上や商品開発、流通整備等の課題への対応。
　新潟市北区をもっともっと元気にするため、地域の挑戦は続きます。

（新潟市北区産業振興課のご担当者様には、取材、資料・写真提供にご協
力いただきありがとうございました！）

農政情報Ⅲ
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しるきーも応援部～新潟北区のさつまいも～
www.facebook.com/nk.imo.ouen

新潟市北区特産『しるきーも』

新井郷川地区　位置図

新潟医療福祉大学と共同開発
したスイーツ
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「ル レクチエの紹介」
　ル レクチエ（Le Lectier）は、西洋なしの一品種で原産地はフランスです。
　西洋なしといえばラ・フランスを思い浮かべる方が多いかと思いますが、新潟県ではル レク
チエが、その生産のほとんどを占めています。
　日本国内での西洋なし栽培面積の１位はラ・フランスで、２位がル レクチエになります。平
成26年のラ・フランスの栽培面積は約990ha、ル レクチエは約130haと少なく希少な品種ですが、
新潟県では、日本国内での栽培面積の約８割を栽培しています。

西洋なし栽培面積 単位：ha

品　　種 ラ・フランス ル レクチエ バートレット その他 合　　計
栽培面積 986.6 133.1 93.9 324.9 1,538．５

資料；平成26年産特産果樹生産動態等調査

ル レクチエ栽培面積 単位：ha

都道府県名 新潟 山形 長野 福島 青森 北海道 合計
ル レクチエ 106.6 9.4 9.0 5.0 2.0 1.1 133.1

資料；平成26年産特産果樹生産動態等調査

ラ・フランスとル レクチエの比較
ラ・フランス 項　　目 ル レクチエ

甘味と酸味の両方を感じる 食　　味 甘味がつよく酸味が少ない
多汁、やわらかな食感 肉　　質 多汁、とろけるような舌触り

香り少ない 香　　り 甘い香り
平均250～350ｇ サイズ（大きさ） 平均330～350ｇ

10月中旬～12月上旬 出荷時期 11中旬～12月

　西洋なしは、樹上では完熟しないため、収種後、一定期間の“追熟”を行なわなければなりません。
ル レクチエは、細かな温度管理や湿度管理、換気等を行ない収穫から約40日後、収穫期は緑色
の果実が黄色く変わってから出荷となります。

　なお、ル レクチエの味については、私は未だ食べたことがない
ので分かりませんが、JA全農にいがたのHPでは「独特の上品な香
りと多汁でとろけるような舌触り、そして強い甘みを持った新潟
が誇る高級果実」と記載されています。
　もし、新潟のル レクチエを店頭で見かけた場合は一度食しては
いかがでしょうか。

農政情報Ⅳ

都道府県別ル レクチエ栽培割合

資料；平成26年産特産果樹生産動態等調査

（ルレクチエ）
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平成29年度インターンシップ受け入れ報告
　信濃川水系土地改良調査管理事務所では毎年インターンシップ生の受け入れを行っています。
平成29年度はⅡ期（８／21～９／１）とⅢ期（９／４～９／15）の２回にわたり学生の受け入れ
を行いました。
　Ⅱ期では新潟大学の学生２名、Ⅲ期では信州大学の学生１名が参加しました。インターンシッ
プを通して学生には調査・計画、事業実施、管理の一連の流れを体験してもらうこと、用水から
排水まで農業施設の役割及び意義について学んでもらうことを目的とし、具体的には環境調査及
び流量観測、農業水利施設見学、土地改良区への訪問、業務打合せへの参加等を行ってもらいま
した。
　最終日には生徒に一番印象に残った内容をパワーポイントにまとめて発表してもらいました。
学生達の発表はまとめ時間が短い中、自分なりにきちんと考えてまとめられ、斬新なアイデアも
発表の中に織り交ぜられたものとなっており、信調職員も学生達から学ぶ事がたくさんありまし
た。学生・職員どちらにとっても有意義な２週間だったのではないかと思います。
　受け入れにご協力いただいた土地改良区の皆様におかれては、お忙しい中、ご協力ありがとう
ございました。

トピック１

さで網により生き物を追い込む様子
（環境調査）

流量観測を行う様子
（流量観測）

管理棟で説明を聞く様子
（内ノ倉ダム見学）

○インターンシップの様子

○インターンシップを経験した学生からの感想

○ 今回行った実習を通して土地改良事業が農家の方はもちろん非農家の方にも気がつかない部分で
とても役に立っていることを学んだ。
○ 自分が残りの学生生活で何を主として学んで知識を得ていかなければならないのかが明確になった。
○ 職員から大学時代の話や就職活動の話を聞けて今後の就職活動を行っていく上で大変参考になった。
○ 大学の講義で学んでいることが実際の社会でどのように活かされているのかを知ることができた。
○ 農業水利施設の見学を通して、排水事業により農地だけでなく地域全体を水から守ることがいか
に重要なのかを実感した。
○ 西蒲原の水利施設見学では施設の重要さと仕組みに感銘を受けた。



❾

新潟の新しいプレミアム米『新之助』
　今秋に一般販売が始まった新潟の新品種ブランド米「新之助」を紹介します。
　新潟県では、平成20年から地球温暖化の進行に備え、現在より高温になっても品質が高くおいしい
米の開発を進め、約20万株の候補から選抜を繰り返し、最終的にコシヒカリとは異なるおいしさや特
長をもつ「新之助」が生まれました。

コ ン セ プ ト

はじまりです。
新潟から、日本のお米の新基準。
日本一栽培が難しいと言われたコシヒカリを
トップブランドへと育て上げた、農家の伝統。
何代にもわたって独自の方法を築き
イノベーションを重ね続けた、研究の軌跡。
そんな米どころとしての歴史を誇る新潟が、今、新たに。
現代の食風景と向き合い、かつてない「米づくり」に挑戦しました。
それは、おいしいお米を最高の状態で食べていただくために、
田んぼから食卓まで、しっかりとおいしさを導くということ。
ついに誕生した新潟米「新之助」は、
きらめく大粒にコクと甘みが満ちていて
ごはんの可能性が、無限に広がります。
日本の食の未来を切り開くお米です。

美味しさの特長

大粒の美しい輝きとツヤ
大きな粒が自慢の「新之助」。炊き上がりはさら
に美しく、お米がまぶしいほどに輝きます。これ
は、水をたっぷり吸い込みながら、ほどよい”粘り”
をお米の表面まで届けているから。大粒で形の良
い、ふっくらツヤツヤのご飯。見た目の美しさと
あふれる存在感は、そのまま「新之助」の豊かな
味わいに表れているのです。

豊かな甘味とコク、食感が魅力
「新之助」を初めて口にするとき、きっと誰もが
まろやかな甘味とコクの深さに心地良い驚きを感
じることでしょう。おいしいお米の条件をしっか
りと満たしているからこその、豊潤な味わい。上
品な粒感と、弾力ある食感も忘れられない余韻に。
ふんわりひろがる香り、豊潤な甘みとコク、しっ
かりとした粘りと弾力を併せ持つ「新之助」は、
優しい口あたりで、食卓に笑顔と幸せを運びます。

冷めてもおいしいご飯
「新之助」は、ごはんが冷めてもお米の表面や粒
全体が硬くなりにくい特長があります。おにぎり
やお弁当はもちろん、電子レンジで温めなおした
ご飯でも、お米本来のおいしさをキープ。炊飯後、
時間をおいてお米を食べることも多くなっている
という、現代の食生活の中でも、おいしさを味わ
える、うれしいメリットです。

（掲載文及び写真は、新潟県「新之助」特設HPより転載　http://shinnosuke.niigata.jp/）

トピック２
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利用目的に応じた国土利用の状況について
　～国土利用計画（全国計画）より～

　近年、テレビ等のニュースでは「所有者不明の土地が九州を上回る410万ヘクタール」や、「空き家率が過去最高
の13.5％」、「耕作放棄地が滋賀県に匹敵する40万ヘクタールまで拡大」など土地に関する課題を目にすることが多
くなっています。これらは、宅地や農地等の土地利用上の課題ですが、ここでは、国土がどのような土地として利
用されているかという土地利用区分毎の面積変化について見てみてみたいと思います。
　日本の国土（陸域）は約38万平方キロメートルであり、この40年程の間、沿岸部の埋め立て等による微増がある
もののほとんど変化していません（なお、昭和47年（1972年）に沖縄県が返還時に0.2万平方キロメートル増加）が、
国土の利用状況を示す土地利用区分毎の面積には変化が見られます。国土の利用に関する国の基本計画として「国
土利用計画（全国計画）」がありますが、この計画における土地利用区分では、①農用地（農地、採草放牧地）、②
森林（国有林、民有林）、③原野、④水面・河川・水路、⑤道路（一般道路、農道、林道）、⑥宅地（住宅地、工業
用地、その他の宅地）、⑦その他　に分類されています。この第一次（Ｓ51年）から第五次（Ｈ27年）にわたる国
土利用計画（全国計画）に示されているそれぞれの面積は下記のとおりです。
　面積割合でみますと、この40年程
の間に変化がみられるのは農地と宅
地であり、農地はＳ47年の15.2％から
Ｈ25年には12.0％と３ポイント強減少
する一方、宅地はＳ47年の2.9％から
Ｈ25年には5.0％と２ポイント強増加
し、農地から宅地へという地目転換
が見られます。
　ここで、国土利用計画とは、国土
利用計画法に基づく計画で、自然的、
社会的、経済的、文化的といったさ
まざまな条件を十分に考慮しながら、
総合的、長期的な観点に立って、公共の福祉の優先、自然環境の保全が図られた国土の有効利用を図ることを目的
としているもので、計画には　⑴　国土の利用に関する基本構想、⑵　国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の
目標及びその地域別の概要、⑶　⑵に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要　を定めるとされています。
定める区域毎に全国計画、都道府県計画、市町村計画があり、全国の区域について定める計画として全国計画があ
ります。
　直近の第五次全国計画（Ｈ27年８月閣議決定）では、「適切な国土管理を実現する国土利用」、「自然環境・美し
い景観等を保全再生・活用する国土利用」、「安全・安心を実現する国土利用」の３つの基本方針が掲げられています。
農地に関しては、食料・農業・農村基本計画（Ｈ27年３月閣議決定）、都市農業振興基本法（Ｈ27年４月22日施行）
の内容も踏まえつつまとめられ、農林業的土地利用として、「食料の安定供給に不可欠な優良農地を確保し、国土
保全等の多面的機能を持続的に発揮させるために良好な管理を行うとともに、農業の担い手への農地集積・集約を
進めることなどを通じて、荒廃農地の発生防止及び解消と効率的な利用を図る」とされています。
　同計画では国土の利用区分毎の規模の目標も示され、平成37年目標の農地面積は440万ヘクタールで微減、これ
まで増加の一途であった宅地面積は将来の人口減少予測等を踏まえ据え置きとなっています。国土に多面的機能を
発揮させることで、土地の利用価値を高め、人口減少下においても国土の適切な管理を行っていくことが必要とさ
れていることから、微減の面積目標となった農地についても、適切な利用・管理により持続可能な地域づくりの効
果を発揮させることが必要です。

トピック３
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編  集  後  記

　私事ですが、千葉県にある国営事業所から今年４月に信濃川水系土地改良調査管理事務所に
異動してきました。地域の課題、気候、水利施設も様々であり、日々、勉強させていただいて
おります。プライベートでは、家族とともに新潟のコメや魚など堪能させていただいており、
念願だった娘の田植えデビューも果たすことができました。
　さて、今年度から、信濃川水系
で既設の基幹的な農業水利施設を
長寿命化に配慮しつつ、計画的に
更新するための広域基盤整備計画
という基礎的な調査に取り組んで
おります。長さが日本一の河川で
ある信濃川に関係する水利施設に
ついて、関係する県・市町村・改
良区の皆様にもご説明・ご相談さ
せていただきながら、農業・農村、
インフラを円滑に次世代に引き継
いでいけるよう、適切に調査を実
施してまいりたいと思います。

企画課　K

http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/shinacho/index.html

