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北陸農政局農村振興部用地課

土地改良事業における用地業務の紹介



農林水産省が行う公共事業
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○ 公共事業と言えば、「国土交通省や都道府県が行うもの。」というイメージ。

治水ダム、河川改修、道路整備ｅｔｃ

○ 実は、農林水産省も公共事業を行っています。（一般に「土地改良事業」と言います。）

農業用ダム、取水堰（頭首工）、揚水機場・排水機場、用水路・排水路ｅｔｃ

（受益面積や施設規模の大小により、国、都道府県、市町村、土地改良区等が土地改良事業を実施します。
なお、土地改良事業により造成された施設を「土地改良施設」と言います。）



土地改良事業のイメージ
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○ 農業用水の安定供給と排水の改良を図るため、ダム・堰（頭首工）・用排水路・用排水機場などを建設・改修。
○ これらの土地改良施設の管理・整備を、国と地方（県、市町村・土地改良区等）が役割分担して実施。
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北陸農政局管内 国営事業実施状況（R3．4） 新潟県

国営かんがい排水事業 「関川用水地区」
関係市町村：妙高市、上越市
受益面積：5,832ha
事業内容：ダム〈改修〉（笹ヶ峰ダム）、

水管理施設<改修>、 小水力発電施設、
用水路工

工 期：平成26～令和5年度（予定）
総事業費：130億円
R2補正：150百万円
R3当初：930百万円
R2まで進捗率: 71.0%
(事業費ベース）
R3実施内容：笹ヶ峰ダム改修

上江幹線用水路改修

国営水利ｼｽﾃﾑ再編事業「信濃川左岸流域地区」
関係市町村：長岡市、小千谷市
受益面積：4,501ha
事業内容：頭首工<改修>、揚水機場〈改修〉、

用水路工〈改修〉
工 期：平成29～令和7年度(予定)
総事業費：200億円
R2補正： 130百万円
R3当初：3,670百万円
R2まで進捗率：26.2%
(事業費ベース)
R3実施内容：小千谷頭首工改修

1号幹線用水路更新

国営水利ｼｽﾃﾑ再編事業「新津郷用水地区」
関係市町村：新潟市、田上町
受益面積：2,358ha
事業内容：揚水機場〈更新〉（２箇所）

用水路工〈更新〉
水管理施設〈改修〉

工 期：令和2～15年度(予定)
総事業費：345億円
R2補正：270百万円
R3当初：450百万円
R2まで進捗率: 0.9%
(事業費ベース)
R3実施内容：車場幹線用水路改修

国営かんがい排水事業 「新川流域二期地区」
関係市町村：新潟市、燕市、弥彦村
受益面積：19,535ha
事業内容：排水機場<更新>（４箇所）、排水路工
工 期：平成26～令和7年度（予定）
総事業費：220億円
R2補正： 690百万円
R3当初：2,774百万円
R2まで進捗率：45.8%
(事業費ベース)
R3実施内容：鎧潟第1排水機場更新

田潟排水機場更新

新川河口排水樋門更新

国営かんがい排水事業 「加治川用水地区」
関係市町村：新潟市、新発田市、聖籠町
受益面積：6,121ha
事業内容：ダム〈改修〉（内の倉ダム）、用水路工、

水管理施設 他
工 期：平成24～令和5年度(予定)
総事業費：270億円
R2補正： 400百万円
R3当初：1,714百万円
R2まで進捗率: 83.1%
(事業費ベース)
R3実施内容：第1頭首工改修

松岡ため池整備
小千谷頭首工（現況）

笹ヶ峰ダム(現況)
車場揚水機場（現況）

直轄地すべり対策事業「笹ヶ峰二期地区」
関係市町村：妙高市
地すべり防止区域 153ha
事業内容：水抜ボーリング工、集水井工、

排水トンネル工
工 期：令和3～17年度（予定）
総事業費：92億円
R2補正： －
R3当初：340百万円
R2まで進捗率: －
(事業費ベース）
R3実施内容：水抜ボーリング工

仮設工 笹ヶ峰ダム(現況)

←対策ブロック

加治川第1頭首工(現況)

新川河口排水樋門(現況)
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北陸農政局管内国営事業実施状況（R3．4） 富山県、石川県、福井県

国営施設応急対策事業 「手取川地区」
関係市町村：金沢市、小松市、加賀市、白山市、

能美市、野々市市、川北町
受益面積：7,770ha
事業内容：ダム取水設備<改修> （大日川ダム）
工 期：令和3～8年度(予定)
総事業費：37.6億円
R2補正： －
R3当初：135百万円
R2まで進捗率: －
(事業費ベース)
R3実施内容：取水設備改修

国営施設機能保全事業 「射水平野地区」
関係市町村：富山市、高岡市、射水市
受益面積：3,153ha
事業内容：排水機場<改修>(3箇所)、

水管理施設<改修>
工 期：平成25～令和4年度(予定)
総事業費：35億円
R2補正： 60百万円
R3当初：523百万円
R2まで進捗率：56.3%
(事業費ベース)
R3実施内容：東部排水機場改修

西部排水機場改修

国営施設応急対策事業 「早月川地区」
関係市町村：富山市、魚津市、滑川市、上市町
受益面積：2,735ha
事業内容：幹線水路（隧道）<改修>
工 期：平成30～令和5年度(予定)
総事業費：19.6億円
R2補正：50百万円
R3当初：90百万円
R2まで進捗率：42.1%
(事業費ベース)
R3実施内容：幹線用水路改修

西部排水機場(現況)

幹線水路(現況)

国営総合農地防災事業 「河北潟周辺地区」
関係市町村：金沢市、かほく市、津幡町、内灘町
受益面積：3,145ha
事業内容：防潮水門1箇所、排水機場9箇所〈更新〉他
工 期：令和元～13年度（予定）
総事業費：390億円
R2補正：100百万円
R3当初：900百万円
R2まで進捗率:2.6%
(事業費ベース)
R3実施内容：幹線排水路改修

潟端南排水機場更新
河北潟防潮水門(現況)

大日川ダム (現況)
国営農地再編整備事業「水橋地区」
関係市町村：富山市、滑川市、上市町
受益面積：612ha
事業内容：区画整理
工 期：令和3～15年度(予定)
総事業費：260億円
R2補正： －
R3当初：280百万円
R2まで進捗率: －
(事業費ベース)
R3実施内容：測量設計

※整備イメージ：水橋石政地区（県営）

※8月開所予定
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土地改良施設の造成に伴い土地を買う。

土地改良施設の造成予定地に建物やその他の物件がある

場合は移転補償を行う。

そのために、土地の権利者を調べたり、土地の測量を行った
り、土地価格を算定した上で、用地交渉を実施します。

そのために、建物等の所有者を調べたり、移転に必要な費
用を算定した上で、用地交渉を実施します。

（１）土地を取得する

（２）建物や物件を補償する

用地補償業務の概要 施設管理業務の概要

用 地 業 務 と は ？

５

○ 土地改良施設の造成に伴う土地を取得したり、工事実施に伴う仮設用地を借りたりする必要。

用地補償業務

○ 造成した土地改良施設や取得した土地の維持・管理に必要となる図書の整備等。

施設管理業務

（３）工事用地を借りる

工事のために一時的に必要となる土地を借りる。

そのために、土地の所有者や農地であれば耕作者を調べた
り、土地の使用料や農作物の補償金を算定した上で、用地
交渉を実施します。

（１）施設を管理する

造成した土地改良施設を土地改良区等に管理を委託する
まで維持・管理しつつ、管理委託に必要となる財産台帳や
図面、図書等を整備します。

（２）他者の土地等を使用する

土地改良施設の造成に伴い河川敷地や国道・県道敷地等

を使用する場合は、各管理者と占用協議を行います。

（３）他者に土地等の使用を許可する

他者から土地改良施設や施設敷地を使用する場合は、土

地改良施設の維持管理に支障が無いこと等の要件に合致し

ているかを確認し、協議により許可を行います。

事業用地



用地、管理のやりがい、メリット

○ 用地や管理の仕事を行うことによって、様々な知識を得たり、経験をしたりできます。

用地補償の仕事では 施設管理の仕事では

測量、土地の評価、相続、不動産登記など
様々な知識を得ることができる。

土地改良補償業務管理者や宅地建物取引士
（宅建）などの資格の勉強にも。

６

用地買収や借地ができなければ、ダムや取水
堰のような大規模な公共施設も建設することは
できません。

「縁の下の力持ち」的存在であるが、達成感
があり、自分たちがいなければ工事はできない
という自負。

どんなに大きなダムや取水堰が完成しても、
適正な管理をしなければ施設はどんどん劣化し、
役割が果たせなくなります。

管理を適正に行ってこそ、公共施設はその能
力を発揮し、将来に渡って使用することができ
るという責任感。

土地改良法、国有財産法、河川法、道路法な
どの様々な法律を学ぶことができ、北陸農政局
管内にある数多くのダムや取水堰、用・排水機
場などを直接見ることができる。

他の部署に異動しても知識、経験を活かせる。
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