
長岡市の水田地帯
※長岡市

　本地域は、江戸時代の中期頃から新田開発が進められるとともに大正13年の大
河津分水の竣工により、昭和の初めまで「江」といわれる川から水田に水を引く
ための用水路が盛んに開削されました。また、併せて、信濃川やその支流の渋海
川、黒川等を用水源とした小規模な揚水機場による取水口や草堰といわれる簡易
な取水施設が数多く設置されました。しかし、一端洪水ともなるとこれら施設は
跡形もなくなり、川底が大きく洗掘され、取水にかなりの困難を窮めました。
　そのような中、食料増産を目的とした我が国で第１号の国営かんがい排水事業
「信濃川左岸地区」が昭和21年11月に着手され、その後も県営付帯事業や国営二
期事業も実施され、現在は県内でも有数の穀倉地帯に変化を遂げました。
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巻 頭 言

「越後国探究」

　平成26年４月に、二度目の新潟勤務を拝命し、３か月が過ぎました。

　着任に当たり、新潟の歴史を振り返りながら、現場主義の実践について考えてみました。

　日本最初の勅撰歴史書『日本書紀』には、蝦
えみし

夷への支配を推進する拠点として、現在の新潟市東区

周辺に「渟
ぬたりのき

足柵」を設置（647年）したという記載があります。その後、和銅5年（712年）には現在

の新潟県域相当の「越後国」の範囲が確定しており、今年は1302周年を迎えます。

　新潟の農業は、地域的・時期的に差はありますが、資金や技術の問題はもとより水を巡る利害調整

による多大な困難を乗り越えて培われてきました。高田藩の「中江用水」（1681年）、長岡藩の「福島

江用水」（1651年）、新発田藩の「新江用水」（1734年）などにより、江戸時代以前に45万石だった石

高は明治当初には約115万石となり、およそ2.5倍に増加しています。藩と農民の弛まぬ努力により“米

どころ新潟”という賜を築いてきたのです。

　これらの歴史を土台に、戦後、土地改良法に基づく様々な開発が行われ、今日新潟全域において安

定した農業が営まれるようになってきました。しかしながら、地域ごとの現
い ま

実を見ると、土地改良施

設の水理・施設機能に様々な課題を抱えています。「しなちょう」の役割は、これらの課題に取り組み、

土地改良施設の機能を十分発揮し、適切な維持管理ができる状態にしていくことです。国営土地改良

事業を始め、単なる施設の整備ではなく、産業の振興、地域の活性化、さらには地域の新たな歴史の

創造へ向かって、農地・水全般に亘る職責を担っているのです。

　現場で発生している課題は、現場の関係者の合意がなければ解決できません。その上で、法制度に

則り、適切に処置していくことが求められています。県・市町村・土地改良区の管理者のみなさまに

は、日頃から多大な苦労を伴いながら管理を行っていただいており、現場の様々な課題への取り組み

には管理関係者と農業経営者相互の連携が重要であります。

　これらのことを「使命」と捉え、新潟の人、自然、歴史、文化に学んでいこうと考えています。

信濃川水系土地改良調査管理事務所長　　髙居　和弘
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組 織 改 編

平成26年度の組織体制と業務内容
（平成26年度７月現在）
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全体実施設計『信濃川左岸流域地区』
事業概要の紹介

 １．事業地区の概要

　本地区は、新潟県の中央部に位置し、長岡市及び小千谷

市にまたがる農地面積約4,400haの県内有数の水田農業地

帯です。

　本地区の営農は、水稲を中心に、水田の畑利用による大

豆及び野菜等を組み合わせた農業経営が展開されており、

多彩な農作物の生産を通じ、食料供給基地としての役割を

果たしています。

　基幹的な農業水利施設は、国営信濃川左岸土地改良事業

（昭和21年度～昭和39年度）により造成され、現在の用水供給体制が確立されました。その後、施設

の老朽化や営農形態の変化に対応するため、国営信濃川左岸二期土地改良事業（昭和54年度～平成７

年度）により、一部施設の改修が行われ、現在に至っています。

 ２．地区の課題

　基幹的な農業水利施設の一部は、造成から約50年が経過しており、経年的な施設の劣化による、幹

線用水路のコンクリート構造物の欠陥や水路壁の傾倒が発生しています。

　また、小千谷頭首工では、一級河川信濃川水系信濃川の河川形状の変化による取水位の低下により、

不安定な取水を余儀なくされている現状にあります。

小千谷頭首工の安定取水対策

県内有数の水田農業地帯

施設の老朽化状況

農政情報Ⅰ
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 ３．事業内容

　本事業では、小千谷頭首工及び幹線用水路の改修を行うとともに、頭首工における安定取水の対策
を行うことにより、農業用水の安定供給と施設の維持管理費用の軽減を図り、農業生産の維持及び農
業経営の安定に資することを目的としています。
　本年度から実施している全体実施設計では、関係機関との調整を図りつつ、事業計画の精査を実施
することとしております。

地区概要　　（平成25年度時点）
関 係 市 新潟県長岡市及び小千谷市
受益面積 4,427ha
全計期間 H26～H27
事業期間 H28～H36
主要工事 小千谷頭首工　　　（改修、補給揚水機場新設）一式

三島町揚水機場　　（改修）一式
幹線用水路　　　　（改修）　8.8km
水管理施設　　　　（改修）一式
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第３回営農検討委員会、第３回環境に係る情報協議会を開催
～「信濃川左岸流域地区」～

　「信濃川左岸流域地区」は、平成28年度着工に向けて、平成26年度より地区調査から全体実施
設計に移行し、各種調査計画の精査を行っています。
　地区の事業計画策定に当たっては、用水計画や施設計画はもちろん大事ですが、これら計画の
諸元となる「営農計画」の策定（地元と合意が図られたものであることが重要）や土地改良法の
目的にも位置づけられている「環境配慮計画」を策定する必要があります。　
　このことから、本地区では、平成25年11月22日に「第３回　営農検討委員会」、平成25年
12月19日には「第３回　環境に係る情報協議会」を開催し、事業実施後の「営農の方向」及び「環
境配慮の方策」について検討を行いましたので、その概要について報告します。

信濃川左岸流域地区　営農検討委員会について

　平成25年11月22日に、第３回営農検討委員会を開催し、受益農家、地元土地改良区及び農業関係機
関など19名のご出席をいただき、営農計画（案）について検討を行いました。

◇設置目的及び検討経過
　受益農家及び農業関係機関の意向を踏まえた営農計画を策定するため、地域の営農の方向及び事業
後の農業経営の内容などについての各種検討・協議を行うことを目的として設置され、過去に２回開
催されました。
　検討経過　第１回　平成24年３月19日　委員会の設立及び営農計画策定の作業方針等の確認
　　　　　　第２回　平成25年１月11日　営農計画（案）に関する諸元の検討

◇第３回委員会での検討内容
　これまでの委員会での意見、最新の各種農業振興計画
及び直近の生産調整実績等をもとに代表作物、営農類型
等を整理し、営農計画（案）の検討を行いました。
　また、今般の米政策の見直しなどの農政の転換を踏ま
え、本年10月頃を予定している第４回委員会に向けて関
係機関と調整していくこととしました。

委員会の様子
（信濃川左岸土地改良区会議室にて）★代表作物の候補（一部）

水稲 大豆 さといも

農政情報Ⅱ
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　平成25年12月19日に、第３回環境に係る情報協議会を開催し、地域住民代表者、学識経験者及び土
地改良施設管理団体など14名のご出席をいただき、環境配慮計画（案）について検討を行いました。

◇設置目的及び検討経過
　本協議会は地域住民等の意向を踏まえた環境との調和への配慮に関する計画を策定及び推進するた
め、農村地域の豊かな生態系、良好な景観等の保全、形成等の検討及び助言を行うことを目的として
設置され、過去に２回開催しました。
　　
　検討経過　第１回　平成24年１月30日　協議会の設立及び調査方針（案）の検討
　　　　　　第２回　平成25年２月18日　調査結果の報告及び配慮方針（案）の検討

◇第３回協議会での検討内容
　本地域の生物生息状況や景観等の既存文献調査及び現
地調査を行った結果を基に、環境配慮計画の策定に向け
た保全対象生物の候補選定及び環境配慮の方策、景観要
素の検討を行いました。
　また、今回の意見や施設計画等を踏まえ、本年11月頃
を予定している第４回協議会に向けて環境配慮計画（案）
の精査を行っていくこととしました。

★環境配慮の方策案

現地調査での確認種

植物 505種（10種）
ほ乳類   9種（ 0種）
鳥類  48種（ 5種）
両生類・は虫類   5種（ 0種）
魚類  27種（ 5種）
昆虫類  99種（ 0種）

保全対象生物の候補

植物 シラン、ミコシガヤ
ほ乳類 －
鳥類 －
両生類・は虫類 －
魚類 全般（迷入防止対策）、アカザ
昆虫類 －

生態系配慮

植物 工事前の希少植物の移植

魚類
迷入防止対策の実施
濁水防止フェンスの設置
仮締切時の魚類の移動

景観配慮 周辺景観との調和に配慮するとともに、施設管理者の管理に支障とならないデザイ
ン（色彩・形状）とする

協議会の様子
（信濃川左岸土地改良区会議室にて）

★保全対象生物の候補選定

信濃川左岸流域地区　環境に係る情報協議会について
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農地中間管理機構による農地の集積・集約化

　平成25年12月、農地中間管理事業の推進に関する法律及び農業の構造改革を推進するための農業経
営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が成立しましたので、その概要を紹介します。

－対策のポイント－
　農地の中間受け皿となる農地中間管理機構の整備と当該機構による担い手への農地集積と集約化の
加速化を支援します。

－背景・目標－
　この20年間で、耕作放棄地は約40万ha（滋賀県全体とほぼ同じ規模）に倍増。
　担い手の農地利用は、全農地の約５割。
　→　今後10年間で、担い手の農地利用が全農地面積の８割を占める農業構造を実現。
　　　（農地の集積・集約化でコスト削減）

－農地中間管理機構の仕組み－

出
　
し
　
手

借
受
け

① 　地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要が
ある場合や、耕作放棄地等について、農地中間管理機構が借り受け。
② 　農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、担
い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）がまとまりのある形で
農地を利用できるよう配慮して、貸付け。
③　農地中間管理機構は、当該農地について農地としての管理。
④ 　農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、農地中間管理
機構を中心とする関係者の総力で農地集積・耕作放棄地解消を推進。

貸
付
け

－農地中間管理機構関連の予算－
［予算額：305億円（Ｈ25補正との合計705億円）］

機構への農地の出し手に対する支援
（機構集積協力金）【253億円】

《全額国庫補助》

⑴　地域に対する支援 （140億円）
　機構にまとまった農地を貸し付ける
　地域に対する支援（地域集積協力金）
　・ 地域内の農地のうち機構への貸付

割合に応じ、地域に交付金を交付
⑵　個々の出し手に対する支援
　① 　経営転換・リタイアする場合の
支援（経営転換協力金） （65億円）

　② 　農地の集積・集約化に協力する
場合の支援（耕作者集積協力金）

 （45億円）

農地中間管理機構の業務に対する支援
（農地中間管理機構事業）【314億円】

⑴　事務費
　機構の運営・業務委託に必要な経費〔定額補助〕
⑵　事業費
　①　農地の賃料
　② 　農地の管理・保全に要する経費（土地改良の

負担金を含む）
　　・ 定率補助と農地集積奨励金の２本立て
　　・ 農地集積奨励金は、機構における農地の滞留

を防止し、担い手への集積・集約化を推進す
るインセンティブとなるよう、貸付率（機構
の貸付面積／機構の借受面積）に応じて段階
的に増加するスキーム

　　・ 実質的な国庫負担は、最大で90％（当初３年
間は95％）

⑶　その他〔資金の借入れに対する利子補給〕
　①　簡易整備費等
　②　農地の買入に係る経費

農地集積・集約化の
基礎業務への支援
《全額国庫補助》

⑴ 　農地台帳電子地図
システムの整備・公
表 （110億円）

⑵ 　耕作放棄地所有者
への意思確認等

 （28億円）

農地中間管理機構（農地集積バンク）

受
　
け

　
手

農政情報Ⅲ
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日本型直接支払制度

　農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援する「日本型直接支払制
度」の概要を紹介します。本制度は、平成26年度は予算措置として実施し、６月に成立した「農業の
有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて、平成27年度から実施する予定です。

－対策のポイント－
　農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、それを支える地域活動、農業生産活動の継続、
環境保全に効果の高い営農を支援します。

－背景・目標－
　農業・農村は、国土保全、水源かん養、景観形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国
民全体が享受しています。しかしながら、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同
活動等によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、地域の共同活動
の困難化に伴い、水路、農道等の地域資源の維持管理に対する担い手の負担が増大し、担い手の規模
拡大が阻害されることも懸念される状況にあります。
　このため、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行い、
多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等構造改革を後押しして
いく必要があります。
　→ 　市町村との協定に基づく地域活動、農業生産活動の継続、環境保全に効果の高い営農による農
業・農村の多面的機能の発揮に向けた取組（平成24年度：約200万ha）を大幅に拡大します。

－日本型直接支払制度の概要－

創
　
　
設

多面的機能を支える共同活動を支援
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押し
　　　　　　・ 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充等の基

礎的保全活動
　　　　　　・ 農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構

想の作成等

支援対象

農地維持支払

組
　
替

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援
　　　　　　・水路、農道、ため池の軽微な補修
　　　　　　・植栽による景観形成、ビオトープづくり
　　　　　　・施設の長寿命化のための活動等

支援対象

資源向上支払

多面的機能支払　４８，２５１百万円

現 

行 

制 

度 

維 

持

中山間地域等の条件不利地域（傾斜地等）と平地とのコスト差（生産費）
を支援

中山間地域等直接支払　２８，４７４百万円

環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コストを支援

環境保全型農業直接支払　２，６４６百万円　 
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新潟地震から50年

　本年、新潟では、新潟地震が発生した昭和39年から50年目、また新潟・福島豪雨と中越地震が発

生した平成16年から10年目の節目を迎えます。県内各地で防災・減災をテーマにした企画が実施さ

れており、新潟地震の被害状況の展示写真をみると改めて被害の大きさに驚くばかりです。

　この新潟地震は、報道写真で有名な川岸町アパートの転倒被害などにより、それまであまり知られ

ていなかった液状化現象の本格的な研究が始まるきっかけとなりました。（液状化判定指針の制定は

昭和46年頃から）また、完成直後の昭和大橋の落橋被害を受けて、同じく昭和46年に道路橋の設計

基準へ落橋防止装置に関する規定が初めて定められています。（ちなみに川岸町アパート跡地も昭和

大橋も信調から徒歩10分程度です。）

　その後の阪神大震災、中越地震、東日本大震災などで想定外の被害の経験を受け、都度、耐震基準

を始め防災・減災の考え方が進んできていますが、今一度、何か想定外の事象が発生しても、この状

況は、この計画は、この施設は致命的なことにならないかリカバリーは可能かということを、節目の

年に思い巡らせてみることも必要なのではないかと思います。

写真：新潟地震の被害状況
（新潟県新潟土木事務所）

写真：現在の昭和大橋

トピック１
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　今回は胎内市の大麦栽培についてご紹介します。
　まず、少しだけ胎内市の紹介をしますが、新潟市から北へ約40kmに位置し、「自然が活きる、人
が輝く、交流のまち」を理念にまちづくりを進めています。
　その水田地帯の６月上旬、大麦の刈り取り時期を控えた金色の水田が見えてきます。

　JA胎内市に伺ったところ、今年の管内の作
付面積は約48ha。（H25は県内作付面積の約
20％が胎内市）
　生産組織での作付けがほとんどですが、中には
個人で作付けしている方もいるそうです。
　品種は六条大麦の「ミノリムギ」（新潟県奨励
品種）、今年の収量は約170トンあり、品質も良
いのではないかと期待していました。

　水田での作付けサイクルは、麦を10月播種～６月収穫、その後大豆を栽培・収穫し、10月に麦、
と繰り返すこと２～３年で雑草対策のため稲の作付け（水田）を行うとのことです。麦は、用水より
も排水対策が重要とのことで、作付けされた水田は圃場整備後の30a～50aのため、条件も合って
いるのでしょう。
　収穫期の降雨と高温により発生しやすい赤かび病は大敵で、発生した場合は出荷停止となり、農家
には大打撃となります。
　刈り取りのタイミングは水分量で判断し、通常30％以下のところ、JA胎内市では20％以下で行っ
ているとのことです。

　今年は収穫が終わりましたが、５月下旬～６月上旬にしか見ることができない「麦畑」を来年はぜ
ひ見ていただければと思います。

（JA胎内市　五十嵐様にご協力をいただきました）

麦（胎内市）の紹介

（左調整後）　（右調整前）

胎内市産「麦茶」 刈り取り後の圃場

トピック２



～ 編集後記 ～
　昨年の11月号（No.83）でご紹介した「いくとぴあ食花」が、６月21日に全面オープンしました。
　新潟市中央区清五郎の複合施設「いくとぴあ食花」は、敷地面積7.4ha、既に昨年５月に食育・
花育センター、こども創造センター、動物ふれあいセンターが開業され、残る食と花の交流セ
ンターエリア約6.5haが新たにオープンしました。
　エリア内には、英国式庭園など13種類のガーデンのほか、トマトや枝豆など地元農産物の直
売所、季節の地元食材を使ったビュッフェ形式のレストランも併設されています。
　是非皆様も足を運ばれ、花々に囲まれてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょ
うか。


