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 本地区は、新潟平野のほぼ中央に位置し、弥彦山、角田山及びそれに連なる新潟砂丘を隔て
て日本海に接し、一級河川信濃川、中ノ口川、大河津分水路等に囲まれた農地面積約19,800ha
の地区で、海抜0ｍ以下の土地が約2割を占める低平な水田地帯であり、新潟県内でも有数の優
良農業地帯となっている。 
 本地区の基幹排水施設である新川右岸排水機場は国営かんがい排水事業「新川地区」により
造成され、昭和28年度から供用し、また、新川河口排水機場は国営かんがい排水事業「新川二
期地区」により造成され、昭和45年度から供用している。これら排水機場は、今日まで適正な
維持管理をされているが、経年変化に伴う老朽化及び維持管理費の増加により、施設機能の維
持が困難な状況となっている。このため、本事業では両排水機場を改修し、施設機能の維持及
び維持管理費の軽減を図ることにより、農業生産の持続的発展及び農業経営の安定と併せて農
地等の保全に資するものである。 
 
受 益 面 積  19,778ha（水田18,736ha、普通畑978ha、樹園地64ha） 
主要工事計画 排水機場２箇所（新川河口排水機場、新川右岸排水機場） 
国営総事業費 33,000百万円（平成28年度時点 31,000百万円） 
工    期 平成 18 年度～平成 33 年度(施設機能監視期間を含む） 
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【事業の進捗状況】 
 平成 27 年度までに、事業費ベースで 72.4％の進捗率となっており、新川右岸排水機場は、
平成 24 年 5月に供用を開始している。新川河口排水機場は、平成 20 年度に工事に着工し、6
基のポンプ設備を順次改修を行っており、平成 29 年度に改修を終える予定である。 

【関連事業の進捗状況】 
 関連事業は該当なし 

 

【農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化】 
１．社会情勢及び地域産業の動向 
(1)総人口・総世帯数の動向 

関係市村（新潟市、燕市及び弥彦村）の総人口は、平成 17 年の 905,661 人から平成 27
年の 898,540 人へと約 0.8％（7,121 人）減少している。一方、新潟県総人口の減少率は、
5.2％（H17:2,431 千人→H27:2,305 千人）となっている。 

関係市村の総世帯数は、平成 17 年の 328,473 世帯から平成 27 年の 351,558 世帯へと
7.0％（23,085 世帯）増加している。一方、新潟県の総世帯数の増加率が 3.4％（H17:820
千世帯→H27:848 千世帯）となっている。 

 
(2)産業別就業人口の動向 

 関係市村の就業人口の総数は、平成 22 年は 434,462 人であり、このうち第１次産業
15,798 人（４％）、第２次産業 101,483 人（23％）、第３次産業 299,562 人（69％）、分
類不能 17,619 人（４％）となっている。 
関係市村における第１次産業の就業人口（割合）は、平成 12 年の 22,210 人（総就業人

口を 100％としたうち５％）から平成 22 年の 15,798 人（４％）へと 6,412 人（１ポイン
ト）減少している。第２次産業の就業人口の割合は減少（H12:28％→H22:23％）している。
一方、第３次産業の就業人口の割合は増加（H12:66％→H22:69％）している。 

 
(3)産業別生産額の動向 

関係市村における農業産出額は、平成 13～17 年の平均 82,438 百万円から平成 18 年の
75,870 百万円へと 6,568 百万円減少している。 
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２．地域農業の動向 
(1)主副業別農家数の動向 

関係市村の平成27年における総農家数は13,464戸であり、このうち主業農家数は2,884
戸（21.4％）、準主業農家数は 3,289 戸（24.4％）、副業的農家数は 3,644 戸（27.1％）
となっている。 

総農家数は平成17年の16,578戸から平成27年の13,464戸へと3,114戸減少している。
主業農家数は平成 17 年の 4,615 戸から平成 27 年の 2,884 戸へと 1,731 戸減少している。

 
(2)経営規模別経営体数及び面積の動向 

関係市村の平成 27 年における経営規模別経営体数は、10,080 経営体であり、このうち
0.5ha 未満は 633 経営体（6.3％）、0.5～1.0ha は 954 経営体（9.5％）、1.0～3.0ha は 4,171
経営体（41.4％）、3.0～5.0ha は 2,441 経営体（24.2％）、5.0～30.0ha は 1,822 経営体
（18.1％）、30.0ha 以上は 59 経営体（0.6％）となっており、特に 30.0ha 以上は平成 17
年の 21 経営体（0.2％）から平成 27 年の 59 経営体（0.6％）へと 38 経営体（0.4 ポイン
ト）増加している。 

また、平成 27 年における経営耕地面積の規模別面積は、35,654ha であり、このうち 0.5ha
未満は 191ha（0.5％）、0.5～1.0ha は 687ha（1.9％）、1.0～3.0ha は 8,281ha（23.2％）、
3.0～5.0ha は 9,376ha（26.3％）、5.0～30.0ha は 14,559ha（40.8％）、30.0ha 以上は 2,560ha
（7.2％）となっており、特に 30.0ha 以上は平成 17 年の 837ha（2.3％）から平成 27 年の
2,560ha（7.2％）へと 1,723ha（4.9 ポイント）増加している。 

 
(3)年齢別基幹的農業従事者数の動向 

関係市村の平成 27 年における基幹的農業従事者数は 15,396 人であり、平成 17 年の
18,414 人から平成 27 年の 15,396 人へと 3,018 人減少している。また、年齢別にみると、
基幹的農業従事者数のうち、65 歳以上の占める割合は増加（H17:51.0％→H27:60.5％）し
ている。 

 
(4)認定農業者数の動向 

関係市村の平成 25 年度における認定農業者数は 3,797 経営体となっている。 
平成 17 年度から増加（H17:2,565 経営体→H25:3,797 経営体）している。 
 

(5)農業生産法人等の動向 
関係市村の平成 27 年における農業生産法人等は、169 経営体となっている。農事組合法

人は、平成 17 年の 12 経営体から平成 27 年の 57 経営体へと 45 経営体増加している。会社
は、平成 17年の 58 経営体から平成 27 年の 103 経営体へと 45 経営体増加している。一方、
各種団体は平成 17 年の 15 経営体から平成 27 年の 6経営体へと 9経営体減少している。 

 
(6)集落営農の動向 

関係市村の集落営農数は、平成 23 年と平成 27 年を比較すると、平成 23 年と平成 27 年
ともに 34 集落となっている。 

 
(7)農業産出額の状況 

関係市村の平成 18 年における農業産出額は、新潟県全体の農業産出額のうち、25.6％を
占めている。 

また基幹作物である米の農業産出額は、新潟県全体の 24.2％、果実は新潟県全体の
48.4％、花きは新潟県全体の 50.6％を占めている。 
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【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】 
本事業は、現時点において事業計画の重要な部分の変更はなく、事業計画を変更する必要

は生じていない。 
(1)受益面積 

受益面積は平成 24 年４月現在、19,535ha であり、事業採択時の 19,778ha から 243ha（全
体の 1.2％）の減少となっている。計画変更の要件である「受益面積の増減が 5％以上」には、
該当しない。 
 (2)総事業費 

平成 27 年度における総事業費は、31,000 百万円となっており、事業採択時の 33,000 百
万円から 2,000 百万円（全体の 6.1％）の減額となっている。計画変更の要件である「労賃
又は物価の変動によるものを除く主要工事計画に係る事業費の変動が 10％以上」には、該
当しない。 

(3)主要工事計画 
主要工事計画は変更なし。 

 
【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】 
  本地区では、排水機場の更新により農業生産が維持される効果を更新効果として見込んで

いるほか、維持管理費の節減による維持管理費節減効果を主な効果として見込んでいる。 
 
１．地域の農業振興計画 

関係市村の「水田農業ビジョン」は、事業採択時から一部見直しされているものの、水稲
を中心とした、大豆・えだまめ・果樹・花き類の複合経営を推進し、安定的・効率的な農業
経営への発展を目指す基本方向に沿った記述であり、本地区の農業振興の基本方針に大きな
変化はみられない。見直し後の計画では基本方針に加え、コシヒカリを中心とした「新潟米」
の需要拡大や園芸作物の産地化や特産品化を図る内容となっている。 

 
２．耕地面積・作物別作付面積の動向 
 (1)耕地面積及び作付面積 

関係市村の耕地面積は、平成 13～17 年の平均 41,360ha から平成 27 年の 39,700ha へと
1,660ha 減少している。 
主要な作物の作付面積のうち、水稲の作付面積は、平成 13～17 年の平均 28,837ha から平

成 27 年の 29,152ha へと 315ha 増加している。 
大豆の作付面積は、平成 13～17 年の平均 2,125ha から平成 27 年の 1,650ha へと 475ha

減少している。また、新潟県も同様に平成13～17年の平均 8,052haから平成 26年の 5,260ha
へと 2,792ha 減少している。 
えだまめの作付面積は、平成 13～17 年の平均 834ha から平成 18 年の 864ha へと 30ha 増

加している。 
 (2)単位当たり収量 

基幹作物である水稲の単収は、平成13～17年の平均565kg/10aから平成27年の567kg/10a
へと 2kg/10a 増加している。 

 (3)農産物の価格 
基幹作物である水稲の単価は、平成 15～17年の平均 263円/kgから平成 26年の 192円/kg

へと 71 円/kg 減少している。 
 

なお、費用対効果分析の結果は以下のとおりである。 
妥当投資額（Ｂ）   32,590 百万円（現行計画 33,646 百万円） 
総事業費 （Ｃ）   32,113 百万円（現行計画 33,000 百万円） 
投資効率 （Ｂ／Ｃ）   1.01（現行計画 1.01） 
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【環境との調和への配慮】 
本地域は、新潟平野のほぼ中央部に位置しており、本事業で整備される新川河口排水機場

及び新川右岸排水機場は、新川の下流域に位置している。周辺の景観としては、新川河口排
水機場周辺は、隣接する砂丘が海岸線沿いにつながり松林が形成され良好な自然環境となっ
ており、新川右岸排水機場は、水田が広がる中に集落があり豊かな田園空間を保っている。

また、両排水機場が位置する新川には、ギンブナ、タモロコ等の魚類や甲殻類等の生息が
確認され、多様な生物が生息する豊かな環境となっている。 
このため、新川右岸排水機場の建屋の色彩については、地域景観を損なうことがないよう景

観との調和へ配慮した色彩とした。また、土木工事にあたっては、新川に生息する魚類等
水生生物の生息環境の保全を行った。 

 

【事業コスト縮減等の可能性】 
本事業は、計画・設計の最適化、資源循環の促進等に取り組み、コスト縮減を図っている。

 ・新川河口排水機場仮締切ゲート製作工事において、仮締切に使用するゲートをアタッチメ
ント等の工夫を行うことにより、転用可能な構造に変更し、ゲート製作数を８箇所から４
箇所に低減した。使用する鋼材が少なくなり、材料の調達が容易になるとともに、製作期
間も短縮し、コスト縮減が図られた。 

・新川河口排水機場の浚渫工事において発生する浚渫土を、土質改良を行うことで、隣接す
る道路工事（国道工事）の道路路体盛土へ流用した。これにより、廃材処分の必要がなく
なり環境負荷を軽減するとともに、処理に伴う運搬費が低減し、コスト縮減が図られた。

 

【関係団体の意向】 

本地区は、海抜０ｍ以下の土地が約２割を占める低平な水田地帯であり、新潟県内でも有数の優

良農業地帯となっている。 

 本地区は、これまで数次にわたり実施された国営土地改良事業等により基幹的な排水施設が整備

されたことで、湛水被害の解消や軽減が図られ、水田の畑利用を含めた多様な農業経営が可能とな

るなど、農業生産性の向上に寄与してきた。 

 本事業により老朽化した基幹的な排水機場を改修することは、施設機能の維持及び維持管理費の

軽減が図られるとともに、持続的、安定的な農業経営の実現により、更なる地域農業の発展に大き

く寄与するものであり、必要不可欠なものである。 

 このことから、事業効果の早期発現のため、引き続き関係機関と連携を図り事業完了に向けて着

実な事業推進に努めるとともに、コスト縮減にも一層取り組むよう要望する。 

 

【評価項目のまとめ】 

本地区は、水稲を基幹作物として、大豆、えだまめ、だいこん、ねぎ等を組み合わせた水田農業

が展開され、新潟県内でも有数の農業地帯となっている。 

地域農業の動向としては、総農家数や基幹的農業従事者は減少傾向にある一方、農業経営体のう

ち経営規模の大きい階層（5.0ha～30ha、30ha 以上）の経営体数及びその階層の経営耕地面積が増加

していることや、認定農業者数及び農業生産法人数も増加しており、農業構造に変化がみられる。

現時点において、事業計画の重要な部分である受益面積、総事業費及び主要工事計画に変更はな

く、事業計画を変更する必要は生じていない。 

また、事業の進捗状況は、平成 27 年度までに事業費ベースで 72.4%に達しており、新川右岸排水

機場は、平成 24 年 5 月に供用を開始、新川河口排水機場は平成 29 年度に改修を終える予定である。

関係団体は、本事業により老朽化した基幹的な排水機場を改修することは、施設機能の維持及び
維持管理費の軽減が図られるとともに、持続的、安定的な農業経営の実現により更なる地域農業の
発展に資するものであるとして、事業推進を要望しており、今後も事業効果の早期発現のため、引
き続き事業費コストの縮減を図りつつ、関係機関と連携して事業完了に向けた着実な事業推進に努
める必要がある。 
 



 

 

【技術検討会の意見】 

本事業は、地域の排水能力を維持しつつ、施設の維持管理費を軽減するために、2か所の基幹的な

排水機場の更新を行うものである。すでに更新を終了したポンプにより、県内有数の水田農業地帯

における湛水被害の解消・軽減のみならず、大豆、えだまめ、だいこん、ねぎなどを交えた複合的

な水田農業経営の拡大を通じて、農業経営の安定化・拡大に寄与している。 

今後とも、更なるコスト縮減にも配慮しつつ主たる残工事である新川河口排水機場の改修工事の

早期完了を図られたい。あわせて、県、市村、土地改良区との十分な調整のもと、地域全体の排水

施設の計画的・効率的な保全管理を行う体制を国営事業所が中心となって構築されることを希望す

る。 

 

【事業の実施方針】 
事業効果の早期発現のため、引き続き事業費コストの縮減を図りつつ、関係機関と連携して着実

に事業を推進する。 
 

＜評価に使用した資料＞ 
・「［改訂］解説土地改良の経済効果（第２版）」（平成９年農林水産省構造改善局計画部監修） （大成出版社） 

・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成 19 年 3 月 28 日農林水産省農村振興局企画部長通知） 

（一部改正平成 28 年 3 月 25 日農林水産省農村振興局整備部長通知） 

・「国営新川流域土地改良事業計画書」（平成 17 年３月北陸農政局） 

・北陸農政局新潟農政事務所統計部「新潟農林水産統計年報」(平成 13～26 年) 

・「平成 12 年国勢調査」（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL02100104.do?tocd=00200521） 

・「平成 17 年国勢調査」（ 〃 ） 

・「平成 22 年国勢調査」（ 〃 ） 

・「平成 27 年国勢調査」（速報値）（ 〃 ） 

・「2000 年世界農林業センサス」（http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/report_arcgives.html） 

・「2005 年農林業センサス」（http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/report05_archives.html） 

・「2010 年農林業センサス」（http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/houkokusyo.html） 

・「2015 年農林業センサス」（新潟県公表）（http://www.pref.niigata.lg.jp/tokei/1356839529590.html） 

・平成 27 年度 県営及び団体営土地改良事業の経済効果測定のための諸基準値等について（新潟県農地部農地計画課） 
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事 業 概 要 

新川河口排水機場（土木部既設利用改修） 

Q=240m3/s、φ4200×６台 

新川右岸排水機場（全面改修） 

Q=31.5m3/s、φ1650×５台 

 

新 潟 県 

 

受益面積（ｈａ） 

用水改良 - ha 

排水改良 19,778 ha 

計 19,778 ha 

凡  例 

 受益面積（田）排水改良 

 受益面積（畑）排水改良 

 排水機場（改修） 

 排水機場（既設） 

 河川・排水路（既設） 

  

 市 町 村 界 

  

 

新川河口排水機場 

新川右岸排水機場 

水稲 

新川河口排水機場 

新川右岸排水機場 

新潟市 

新潟市 

弥彦村 
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