
地区別事業概要

出典：松橋地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成）

事 業 名
農業競争力強化農地整備事業

農地整備事業
地区名 松橋

まつはし

関係市町村 新潟県燕市
つばめし

事業主体 新潟県

事業目的

本地区は、新潟県燕市の北東部に位置し、二級河川大通川の右岸側に広がる農業地

帯であり、水稲を中心に大豆等を組み合わせた営農が展開されている。

地区内の農地は大正10年に整備されているが、10a区画と狭く、農道は幅員が狭小で

ある。用排水路の大部分が土水路であることから、効率的な営農ができない状況にあ

る。

このため、本事業により農地の大区画化を行い、生産性の高い優良農地を確保する

とともに担い手への農地集積・集約化を図り、農業生産性を向上させ、本地域の豊か

で競争力ある農業の実現に資するものである。

事業概要

受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

68ha 37戸 1,627百万円 令和２～７年度

主要工事 区画整理 68ha

関連事業
国営かんがい排水事業 新川流域二期地区

県営かんがい排水事業 西蒲原排水地区

費用対効果
Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

4,666百万円 1,969百万円 2.36 総費用総便益比方式

概 要 図 別添のとおり





地区別事業概要

事 業 名 農業競争力強化農地整備事業 地区名 山谷稲葉
や ま や い な ば

農地整備事業

関係市町村 新潟県十日町市 事業主体 新潟県
と お か ま ち し

事業目的 本地区は 新潟県十日町市の中央に位置し 一級河川信濃川右岸の河岸段丘に広が、 、

る農業地帯で 水稲の他 カルビタトマトやアスパラ菜等の栽培を組み合わせた営農、 、
が展開されている。
地区内の農地は、昭和43年に整備されているが、10a区画と小さく、農道の幅員も
狭小である また 用排水路は一部は土水路であり 用排分離もされていないことか。 、 、
ら、効率的な営農ができない状況にある。
このため 本事業により農地の大区画化を行い 生産性の高い優良農地を確保する、 、
とともに担い手への農地集積・集約化を図り 農業生産性を向上させ 本地域の豊か、 、
で競争力ある農業の実現に資するものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

80ha 126戸 2,063百万円 令和２～７年度

主要工事 区画整理 80ha

関連事業 県営ため池等整備事業 稲葉地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

2,479百万円 2,178百万円 1.13 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：山谷稲葉地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　山谷稲葉地区

県内位置図

凡例



地区別事業概要

しまだ

事 業 名 農業競争力強化農地整備事業 地区名 島田
農地整備事業

じょうえつし

関係市町村 新潟県上越市 事業主体 新潟県

事業目的 本地区は、新潟県上越市の南部に位置し、一級河川関川の左岸側に広がる水田地
帯で、水稲を中心に大豆等を組み合わせた営農が展開されている。
地区内の農地は、昭和20～30年代にかけて整備されているが、６a程度と小さ
く、農道の復員が狭小で大型機械導入の妨げとなっており、効率的な営農ができな
い状況にある。
このため、本事業により農地の大区画化を行い、生産性の高い優良農地を確保す
るとともに担い手へ農地集積・集約化を図り、農業生産性を向上させ、本地域の豊
かで競争力のある農業の実現に資するものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

111ha 149戸 2,563百万円 令和２～８年度

主要工事 区画整理 111ha

関連事業 なし

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,326百万円 2,989百万円 1.11 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：島田地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成）



　農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　島田地区

概　　　　要　　　　図
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地区別事業概要

事 業 名 農業競争力強化農地整備事業 地区名 新貝
しんかい

農地整備事業

関係市町村 新潟県佐渡市 事業主体 新潟県
さ ど し

事業目的 本地区は、新潟県佐渡市の中心部に位置し、二級河川新保川の左岸、二級河川国府

川の右岸側に広がる水田地帯で、水稲を主体とした営農が展開されている。
地区内の農地は、昭和30年代に整備されているが、10a区画と狭く、農道も幅員が

狭小である。また、水路の大部分が土水路であるため、効率的な営農ができない状況
にある。
このため、本事業により農地の大区画化を行い、生産性の高い優良農地を確保する

とともに担い手への農地集積・集約化を図り、農業生産性を向上させ、本地域の豊か
で競争力ある農業の実現に資するものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

140ha 263戸 3,733百万円 令和２～９年度

主要工事 区画整理 140ha

関連事業 国営かんがい排水事業 佐渡地区

県営総合かんがい排水事業 佐渡地区

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

7,335百万円 6,929百万円 1.05 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：新貝地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）新貝地区



地区別事業概要

事 業 名 農業競争力強化農地整備事業 地区名 伊米ヶ崎中央
いめがさきちゆうおう

農地整備事業

関係市町村 新潟県魚沼市 事業主体 新潟県
うおぬまし

事業目的 本地区は 新潟県魚沼市の南部に位置し 一級河川魚野川の右岸に広がる農業地帯、 、

で、水稲を中心にさといも等を組み合わせた営農が展開されている。
地区内の農地は、昭和28～38年に整備されているが、10a区画と小さく、農道の幅
員も狭小である また 用排水路の大部分が土水路であることから 効率的な営農が。 、 、
できない状況にある。
このため 本事業により農地の大区画化を行い 用水施設の整備により生産性の高、 、
い優良農地を確保するとともに担い手への農地集積・集約化を図り 農業生産性を向、
上させ、本地域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

51ha 138戸 1,472百万円 令和２～７年度

主要工事 区画整理 51ha

用水施設 １箇所（新設）

関連事業 なし

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

1,838百万円 1,596百万円 1.15 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：伊米ヶ崎中央地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成）



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　伊米ヶ崎中央地区
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地区別事業概要

事 業 名 農業競争力強化農地整備事業 地区名 夏井坪穴川合
な つ いつぼあなか わ い

農地整備事業

関係市町村 新潟県胎内市 事業主体 新潟県
たいないし

事業目的 本地区は 新潟県胎内市の中央部に位置し 二級河川胎内川右岸側の河岸段丘に広、 、

がる水田地帯で、水稲を中心とした営農が展開されている。
地区内の農地は、昭和43年に整備されているが、区画は10～20aと小さく、農道の
幅員も狭小で大型機械導入と妨げとなっており、効率的な営農ができない状況にあ
る。
このため 本事業により農地の大区画化を行い 生産性の高い優良農地を確保する、 、
とともに担い手への農地集積・集約化を図り 農業生産性を向上させ 本地域の豊か、 、
で競争力ある農業の実現に資するものである。

事業概要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期

88ha 69戸 2,068百万円 令和２～10年度

主要工事 区画整理 88ha

関連事業 なし

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式

3,061百万円 2,644百万円 1.15 総費用総便益比方式

概要図 別添のとおり

出典：夏井坪穴川合地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成）
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