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星峠の棚田
※新潟県十日町市峠

　写真は十日町市の「星峠の棚田」の風景です。斜面を埋め尽くすように大小様々な田んぼ約
200枚が広がっています｡
　棚田とは、山の斜面や谷の傾斜地に階段状に作られた水田のことで、水稲の生産だけでなく
伝統・文化、美しい景観、教育、国土保全といった多面的機能も有しています。

目
　
次

巻　 頭　 言 一本足打法から二刀流へ　新潟県農地部長 緒方　和之 ……………………………………… １

農政情報Ⅰ 地域整備方向検討調査「笹ヶ峰二期地域」地区概要の紹介 ………………………………… ２

農政情報Ⅱ 国営施設応急対策事業　「刈谷田川右岸排水地区（耐震一体型）」の進捗状況 …………… ４

農政情報Ⅲ 国営土地改良事業「新津郷用水地区」に係る各種委員会を開催 …………………………… ６

農政情報Ⅳ 地域整備方向検討調査「西川用水地区」営農優良事例の紹介 ……………………………… ７

トピックⅠ 「荒廃農地」と「耕作放棄地」って同じもの？…違うようです ……………………………… ８

トピックⅡ 土地改良法の一部を改正する法律の概要 ……………………………………………………… ９

トピックⅢ 農業と福祉の連携で地域に活力を ………………………………………………………………10



❶

一本足打法から二刀流へ
新潟県農地部長　緒方　和之

　新潟県は、魚沼産コシヒカリに代表されるように美味しい米の産地
であり、米の収穫量全国一の米どころです。しかし、農業産出額は全
国12位となっており、その約６割を米が占め、園芸は約２割と米に大きく依存しているのが特徴
です。近年、米の消費量の減少や米価の低下等により、農業産出額が低下傾向を示しています。
一方、青森県、山形県、長野県等は、農業産出額に占める園芸の割合が約５割〜７割程度と高く、
園芸の産出額の増加に伴い県全体の農業産出額は増加傾向にあります。このため、当県では、こ
れまでの米の一本足打法からの脱却が課題となっており、当県の強みである米と、拡大を目指す
園芸との二刀流を目指していきたいと考えています。
　しかし、当県では、長年米作りを行ってきた農家にとって、耕起、田植え、収穫等の作業が機
械化されている稲作と比べて野菜等の重労働作業には抵抗感が強く、生産技術に対する不安感等
もあり園芸作物の拡大はハードルが高い状況にあります。一方、新潟県は、えだまめ、なす、ユ
リ切花の作付面積やチューリップの産出額等が全国１位であり、西洋なしの収穫量は全国２位、
その他にもだいこん、さといも、ねぎ、トマト、すいか、きゅうりの作付面積は、全国10位以内
となっており、意外にも米以外の野菜等の生産が行われています。地域の偏りはありますが、県
内における園芸作物の拡大に関するポテンシャルは比較的大きいと思っています。
　県では、園芸振興を図るため、昨年度から、農林水産部と農地部が連携してほ場整備を契機と
した園芸産地の育成・拡大に取り組み始めました。まずは、農家の不安を解消するため、農業者、
土地改良区、ＪＡ、市町村、県などが構成員となった推進体制を各地域振興局単位に組織して、
ほ場整備の構想段階から栽培者、栽培品目、生産量、出荷方法、販売先等の具体的な生産販売計
画を策定することとしています。また、園芸作物の生産に対する不安の解消や機運の醸成等を図
るため、青森県や秋田県などの大規模園芸産地の先進地調査や研修会の開催などを行っていると
ころです。さらに、国営事業所の支援も受けて、整備済みほ場における実証栽培を行い、実際に
経験してもらうとともに間近で栽培状況を見てもらうことにより、理解を深めてもらっています。
新たに園芸導入している地域では、栽培に当たって機械化されていて取り組みやすく需要がある
ことから、たまねぎやえだまめの生産に取り組まれています。ただし、機械を装備するためには
多額の資金が必要となりますので、導入段階では、ＪＡが必要な機械や集出荷施設の整備を行い、
農家に機械をリースするといった取組を広げていく必要があると考えています。
　また、県内の重粘土質の水田において園芸栽培を進めるためには、排水改良が不可欠です。こ
れまで、地域の排水改良のため排水機場や排水路の整備を、ほ場の汎用化のため暗渠排水の整備
を行ってきました。今後は、ほ場条件の改善に向けて、地下水位制御システムの導入やほ場内の
明渠排水設置、土壌改良等を進めていきたいと考えており、来年度にほ場条件毎の実証調査を行
う予定にしています。
　県では、新たに園芸振興基本戦略を策定し、関係者を挙げて園芸振興に本格的に取り組み始め
てまいりますので、引き続き、関係機関及び関係者の皆様のご理解と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「笹ヶ峰二期地域」
地区概要の紹介

１．地区の概要

　本地区は、長野県境に近い新潟県南西部の妙
高市（旧中頸城郡妙高高原町）に位置する妙高
山南麓の標高1,200ｍ余りの山間地において、一
級河川関川の下流に広がる農地約5,800haの農業
用水補給水源として昭和54年に国営関川農業水
利事業で築造された「笹ヶ峰ダム」の周辺に位
置しています。
　ダム貯水池周辺に発生した大規模地すべりに
対し、平成２〜17年度に直轄地すべり対策事業
「笹ヶ峰地区」を実施し、水抜きボーリング工な
どの抑制工やアンカー工などの抑止工を行うことで、地すべりによる被害を防止又は軽減し、農
業用施設を守るとともに、国土を保全してきました。

２．地区の課題

　前歴事業完了後、Mブロックにおいて融雪期を中心にアンカー工の荷重が継続的に増加するこ
とや地中変位観測結果により、背後に存在する大規模な地すべり土塊が滑動していることが確認
され、地すべり対策要否の検討が必要な状況となっています。

前歴事業での施工状況

アンカー工 アンカー線挿入孔の削孔 受圧板の製作

３．調査内容

　平成26年度から平成30年度の地域整備方向検討調査では、前歴事業で対策を行った各ブロック
について変状の確認と施設の健全度を評価し、観測計器で変位が確認されたMブロックにおいて、
地形測量、既設アンカー工の状態確認、空中物理探査及び地質調査等を行い、地質の分布、性状
の把握及び地すべり範囲を確認し、地すべり対策工法を検討してきました。
　平成31年度から全体実施設計に移行し、地域整備方向検討調査で取りまとめた「地すべり防止

農政情報Ⅰ

笹ヶ峰ダム
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対策工法」における仮設計画や施工計画を検討し、総事業費を精査するとともに、観測データの
継続的な解析、事業実施後の対策工の効果を検証する観測体制（段階的施工の効果評価モデル（地
下水流動の把握）の作成、アンカー荷重等のモニタリングの適正化）の整備、地すべり対策工の
実施設計を行う予定です。

既設アンカー工の状態確認

孔内傾斜計変位図
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国営施設応急対策事業　「刈谷田川右岸
排水地区（耐震一体型）」の進捗状況

地区の概要
　本地区は、新潟県のほぼ中央部、信濃川と刈谷田川及び五十嵐川に囲まれた三条市及び見附市
にまたがる地域で、農地面積約3,700haの県内有数の水田農業地帯です。
　この地域の農地は、広域的な排水不良に悩まされていましたが、国営刈谷田川右岸土地改良事
業（昭和45年度〜61年度）により、用･排水施設を完備した生産性の高い農地へと転換されました。
　地区の最下流部に整備された刈谷田川右岸排水機場は、農地のみならず、宅地等を含めた地域
全体の湛水被害の軽減にも貢献しています。
　現在、生産性の高まった農地では水稲としつつ大豆及び野菜等を組み合わせた複合的な農業経
営が展開されており、食料供給基地としての役割を果たしています。

事業の目的と必要性
　刈谷田川右岸排水機場にある５台のポンプは全てモーターを動力源としております。
モーターを動かすための電力は、特別高圧受変電設備を経由して引き込まれていますが、
この受変電設備は設置後約40年が経過しており、メンテナンス部品の調達が困難になる等、稼働
停止のリスクが高いため、リスク回避のための早めの対応が必要となっています。
　このため、特別高圧受変電設備の更新を行い、併せて耐震化を一体的に実施する応急対策事業
を実施することにより、排水機場の機能を保全し、農地を含めた地域の湛水被害防止を引き続き
図り、農業の生産性や経営の安定に貢献します。

農政情報Ⅱ

既設特別高圧受変電設備（設置後約40年経過）
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　平成28年より着工した本地区では、平成29年度コンクリート杭を打ち込む等の基礎工事を行う
とともに特別高圧受変電設備の製作を進め、平成30年９月から据付作業、平成31年１月に切替作
業を行い、新しい特別高圧受変電設備の供用を開始しました。
　平成31年度は、旧受変電設備の撤去と周辺整備工事を行い事業完了となる予定です。

基礎工の状況（地盤改良のためのコンクリート杭を打ち込みました）

据付の状況（引込鉄構、C-GIS、主変圧器を据付けました）

特別高圧受変電設備（完成写真）
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国営土地改良事業「新津郷用水地区」に係る
各種委員会を開催

はじめに

　当事務所では、国営土地改良事業「新津郷用水地区」の平成32年度の新規着工を目指し、各種調査
計画の策定・精査を進めているところです。
　このうち、平成30年12月６日に開催された「環境に係る情報協議会」、同じく12月20日に開催された「農
地利用集積調整委員会」及び「営農検討委員会」について、概要をご紹介します。

環境に係る情報協議会
１．目的
　�　農村地域の豊かな生態系、良好な景観等の保全等に係る検討及
び助言を得て、有識者や地域住民等の意向を踏まえた環境配慮計
画を策定することを目的としています。
２．構成
　�　地域住民及び受益農家の各代表の他、環境有識者及び土地改良
区で構成されています。
３．概要
　�　保全対象生物に対する環境配慮方針等を内容とする環境配慮計
画（案）について協議を行い、同計画（案）は了承されました。

農地利用集積調整委員会
１．目的
　�　国営水利システム再編事業を契機とした将来の担い手農地利用
集積計画について検討及び協議を行うことを目的としています。
２．構成
　�　受益農家代表の他、新潟県、新潟市、田上町、農林公社、ＪＡ
及び土地改良区等で構成されています。
３．概要
　�　担い手の位置付けや目標集積率等、担い手農地利用集積計画
（案）策定の考え方について協議を行い、内容について了承されました。

営農検討委員会
１．目的
　�　受益農家等の意向を踏まえた国営土地改良事業の営農計画を策
定するため、地域の営農の方向等についての検討及び協議を行う
ことを目的としています。
２．構成
　�　受益農家代表の他、新潟県、新潟市、田上町、ＪＡ及び土地改
良区等で構成されています。
３．概要
　�　えだまめ及びたまねぎ等の高収益作物の生産拡大を中心とする
営農計画書（案）等について協議を行い、同計画書（案）は了承
されました。
　�　また、営農推進体制強化支援の取組について、今後も継続して取り組んでいくことが確認されま
した。

農政情報Ⅲ

【環境に係る情報協議会の様子】

【営農検討委員会の様子】

【農地利用集積調整委員会の様子】

【保全対象生物のウマノスズクサとキタノメダカ】

【高収益作物の「えだまめ」と「たまねぎ」】
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地域整備方向検討調査
「西川用水地区」営農優良事例の紹介

　豊かで競争力ある農業の実現に向けて、高収益作物への転換や６次産業化等の取組によって所得の
増加を達成する一助とするため、調査地区で産地収益力の向上に取り組む営農優良事例を紹介します。

㈲ワイエスアグリプラントの取組
　㈲ワイエスアグリプラントは、大豆生産組合からスタート
し、新潟市西区及び西蒲区を中心に、水稲53ha、大豆55haの
ほか、スイートコーンやトマト等の野菜や、いちご（越後姫）、
いちじく等を生産しています。
　平成28年５月、６次産業化・地産地消法に基づく総合化事
業計画の認定を受けるとともに、新潟市国家戦略特区（※）
を活用し、「そら野テラス」をオープンしました。
　「そら野テラス」には、農家レストラン「農園の
カフェ厨房�TONERIKO（トネリコ）」、採れたての
収穫物と手作りの味に出会える直売所「そら野マル
シェ」、総菜販売の「そら野デリカ」、いちごの摘み
取り体験ができる「そら野ファーム」があり、（有）
ワイエスアグリプラントで収穫された農作物も多く
活用されています。
　「そら野テラス」は、地元の方が気軽に来られる
場所として、また、遠方から来られる方には観光ス
ポットとして、農家の活躍の場、生きがいとなる場
所となっています。
　　　※新潟市国家戦略特区：�国家戦略特区とは、国の経済政策の一つで、特定の地域や分野を限定して規制緩和や税制上の優

遇措置が行われるもので、新潟市は「大規模農業の改革拠点」として平成26年に指定を受けている。

農家レストラン「農園のカフェ厨房 TONERIKO」
　農家レストラン「農園のカフェ厨房�TONERIKO（トネ
リコ）」の名前の由来は、稲をはさがけする際に用いられ
ていた樹木の名前（トネリコ）からきています。はさがけ
するには一本の木では成り立たず、寄り合って初めて役に
立つことから、農家の方々と一緒になって進めていきたい、
そんな思いが込められています。
　「トネリコ」では、地元農家が作る旬の農作物の魅力や素
材の本当に大切なところを知ってもらいたいと、野菜ソム
リエによる旬の地元野菜を活かし、こだわりのお米のうま
みを存分に味わえる「野菜を使った和食」を中心に、お米
を使ったピザやスイーツも提供しています。
　新潟の広大な田園の中で、「そら」と「野」のおすそわけ
を味わってみてはいかがでしょうか。

農政情報Ⅳ

農園のカフェ厨房 TONERIKO
〒959−0438　新潟県新潟市西蒲区下山1320−１
Tel:0256−78−7515
営業時間:10:00〜17:00　（L.O.16:00）火曜定休
URL:http://sola-terra.jp/
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「荒廃農地」と「耕作放棄地」って同じもの？
…違うようです

　先日、滅多に書かない手紙を書いていたところ、冒頭のあいさつの部分で「ご清栄」、「ご清祥」
どちらを使うのかな？と迷うことがありました。すぐさまネットで検索すると、「ご清栄」は「相
手の健康・繁栄などを祝う挨拶の言葉」で個人だけでなく企業に対しても使う言葉、「ご清祥」は「相
手の幸いを言祝ぐ言葉」で基本的に個人に対して使う言葉とありました。これを確認した上で続
きを書きましたが、これまで違いを気にせずになんとなく使っていたなと思ったところです。
　そこで、農業農村に関わる言葉で違いを気にせず使っている言葉を考えたところ、「荒廃農地」
と「耕作放棄地」が頭に浮かびました。どちらも耕作されていない農地に関わる言葉ですが、「荒
廃農地」と「耕作放棄地」って違いがあるのでしょうか？再び、ネットで調べてみますと、農
水省のHPに「荒廃農地の現状と対策について（平成29年７月）」という資料が掲載されていまし
た。（出典：農林水産省Webサイト：http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/attach/pdf/
index-４.pdf）この資料の中で、荒廃農地（客観ベース）の面積で平成27年には28万４千ha、耕
作放棄地（主観ベース）の面積で平成27年には42万３千haと記載があります。同じ年の面積で
も数字が違っており、やはり別物です。具体的にどう違うのか、それぞれの用語の定義を確認し
たところ、
　「荒廃農地」とは、農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」において、「現に耕
作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっ
ている農地」と定義されており、市町村及び農業委員会による荒廃農地の所在地及び荒廃状況を
確認する現地調査の結果です。
　一方、「耕作放棄地」とは、５年に一度調査が行われる「農林業センサス」で定義されている
用語で、「以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を作付け（栽培）せず、この数年の間に
再び作付け（栽培）する意思のない土地」であり、農家等の耕作意志の調査結果となります。
　先程の農水省資料の中
に、下記のような荒廃農
地と耕作放棄地の関係を
表した図も示されていま
す。（但し、水色とオレン
ジの点線囲い部分は追記
しています）
　「荒廃農地」と「耕作放
棄地」の違いは、以下の
部分に現れています。
　①�　荒廃農地は調査員が状態を見て判断し（客観ベース）、耕作放棄地は農家等の耕作の意思

で判断する（主観ベース）。このため、荒廃農地ではなく耕作できる状態で管理されている
農地でも農家等が耕作する意思がない場合は耕作放棄地にカウントされる。

　②�　農林業センサスでは５a未満の農地を所有する世帯の農地は集計対象ではないため、耕作
放棄地には５a未満の農地を所有する世帯の耕作放棄された農地は含まれない。

　なるほど！ということで、今後は違いを意識した上で使い分けしたいと思います。

トピックⅠ

※農水省HP「荒廃農地の現状と対策について／平成29年７月」に一部追記して作成
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土地改良法の一部を改正する法律の概要
１．趣旨
　近年の農業及び農村をめぐる情勢の変化に対応するとともに､ 土地改良区の業務運営の適正化を図
るため､ 土地改良区の組合員の資格の拡大、総代会の設置及び土地改良区連合の設立に係る要件の緩
和等の措置を講ずる｡

２．背景
○�　組合員の高齢化による離農や農地集積の進展に伴
い、土地改良区の中で土地持ち非農家が増加し､ 土地
改良施設の維持管理や更新等が適切に行えなくなるお
それ｡ 耕作者の意見が適切に反映される事業運営体制
に移行していくことが必要｡
○�　組合員数や､ 職員数の減少により､ 土地改良区の業
務執行体制が脆弱化する中で､ 適正な事業運営を確保
しつつ､ より一層の事務の効率化が必要。

３．法律の概要

①　土地改良区の組合員資格に関する措置
　○�所有者から耕作者への資格交替に係る農業委員会の
承認制の廃止（届出制の導入）� （第３条第２項）

　○�農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の資格
得喪通知の手続簡素化� （第43条第３項）

　○�貸借地の所有者又は耕作者で事業参加資格がないものに､ 准組合員（※１）の資格を付与
（第15条の２から第15条の４まで､ 第32条第４項及び第36条第２項）

　　　※１�　議決権・選挙権を有しないが､ 総会に出席して意見を述べることが可能。また､ 組合員との間で賊課金・夫役の一
部を分割して負担することが可能。

　○�耕作者の意向を適切に反映させるため、理事の５分の３以上は原則として耕作者たる組合員
（第18項第５項）

　○�利水調整規程を策定し､ 利水調整をルール化� （第30条第１第２号及び第57条の３の２）

　○�地域住民を構成員とする団体に施設管理准組合員（※２）の資格を付与
（第15条の２から第15条の４まで､ 第32条第４項及び第36条の２）

　　　※２�　議決権・選挙権を有しないが､ 総会に出席して意見を述べることが可能。また､ 土地改良施設の管理への協力を求
めることが可能。

②　土地改良区の体制の改善に関する措置
　○総代会制度の見直し� （第23条）

　　・総代会の設置要件を組合員200人超から100人超に引き下げ
　　・総代選挙について選挙管理委員会による管理を廃止
　　・総代の書面・代理人による議決権行使を導入
　○土地改良区連合の事業範囲を運営事務・附帯事業に拡大� （第77条）

　○�決算関係書類として収支決算書に加え､ 原則として貸借対照表を作成し､ 決算関係書類の作成・
公表に係る手続規程を整備� （第29条の２）

　○監事のうち１人以上は原則として員外監事� （第18条第６項）
出典：農林水産省Webサイト�http://www.maff.go.jp/j/nousin/kikaku/attach/pdf/kaiseihou30-１.pdf

トピックⅡ
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農業と福祉の連携で地域に活力を

　農福連携は、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年６月　閣議決定）や「経済財政と改革の基本
方針2018」（平成30年６月　閣議決定）において、障がい者等の農業への参加促進が位置付けられるなど、
国全体で推進する気運が高まっています。
　さらに、2020年に開催予定の東京オリンピック・パラリンピックにおいて、「障がい者が主体的に携
わって生産された農産物等」が推奨（※）されるなど、農福連携の取組を後押しする動きも見られます。
　※ＧＡＰ（農業生産性工程管理）認証取得が前提

農業と障がい者がつくる新しい関係「農福連携」！
〜「農業」と「福祉」が連携することで、人手不足の解消と多様な働く場所を確保！〜

◇相互に理解する場が必要

・�人手不足で困っている農業者と、働く場と
して農業を行いたい福祉事業所の出会う場
が必要。
・�農業者が福祉のことを、福祉事業所が農業
のことを相互に理解し、相互理解を通じた
マッチングが必要。

◇農福連携の具体例
　〜農作業受委託を通じた農家と

福祉事業所との連携〜

・�右記は、福祉事業所が農作業を農家・農業
法人等から受託し、これを「施設外就労」
として行う方法です。
・�「施設外就労」には、福祉事業所の支援職
員が同行します。

◇はじめませんか！農福連携の第一歩を！

お問い合わせは、北陸農政局新潟県拠点
地方参事官室（企画担当）
℡�025−228−5216

◎�新潟県内の取組事例集は、以下でご覧にな
れます。
　　　出典：北陸農政局Webサイト　http://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/niigata/nouhuku.html
◎「農」と福祉の連携が、以下でご覧になれます。
　　　出典：農林水産省Webサイト　http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html
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北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

〒951-8133 新潟市中央区川岸町 1 丁目 49 番地 3
電話 (025)231-5141( 代 )　FAX(025)231-6986
ホームページ : http://www.maff.go.jp/hokuriku/
 kokuei/shinacho/index.html

事務所までの案内

新潟駅
５分

JR越後線
白山駅

５分

徒歩
事務所

編 後
集 記

　昨年の４月に信濃川水系土地改良調査管理事務所へ異動となり、早いものでもう一年が経過
いたしました。住み始めは、新潟の風の強さに驚かされましたが何事もなく平穏な日々を過ご
しております。
　さて、私の出身は岐阜県になるのですが、新潟県に来て驚いたことが風の強さ以外にもあり
ます。それは信濃川の規模の大きさです。岐阜県にも長良川・木曽川・揖斐川の「木曽三川」
と呼ばれる一級河川が３つありましたが、どの河川よりも圧倒的に信濃川の方が大きいです。
そして、そのような大きな信濃川が新潟市内の中心部を流れているということが驚きです。
　また、初めて見たときは信濃川の水位が常に低水敷
のギリギリまであり、大雨が降ったときにすぐ「やす
らぎ堤」（高水敷）まで浸水してしまいそうだと思いま
したが、洪水を防ぐために大河津分水路や関屋分水路
を作り市街地に流れる水を調整したり、排水機場によ
り洪水を防いでいたりすることを知り、しっかりとし
た施設が整備されているおかげで新潟市民は安全に生
活できるのだなと感じました。
　仕事上でも信濃川の水循環モデルを構築する業務を
発注しており、信濃川について色々学んでいます。今
後は信濃川以外の新潟県の河川についても積極的に学んでいきたいと思います。� （企画課K）

フェリーより信濃川を望む


