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１．地区の概要
本地区は，新潟県のほぼ中央に位置する長岡

市及び小千谷市の 4,501ha の水田地帯であり，
一級河川信濃川中流の左岸に位置している。本
地区の営農は魚沼産コシヒカリに代表されるブ
ランド米の生産を中心に，水田の畑利用による
大豆，そば，野菜を組み合わせた農業生産が行
われ，近年では酒造会社等への加工用米の供給

や地元農産物を利用した加工品の生産・販売な
ど多様な農業経営が展開されている。

２．前歴の国営土地改良事業
本地区は，昭和 20 年代までは小規模な揚水

機場や草堰と呼ばれる簡易な施設から取水して
いたが，信濃川の洪水による被害や用水不足に
より取水に困難を極めた。このため，昭和 21
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表－１　前歴事業

写真－１　本事業による改修前の小千谷頭首工

図－１　地区概要

国営信濃川左岸
土地改良事業

国営信濃川左岸二期
土地改良事業

関係市 新潟県長岡市、小千谷市 新潟県長岡市、小千谷市

ah078,4ah463,5積面益受
事業工期 昭和21～昭和39年度 昭和54～平成7年度
総事業費 1,569百万円 20,897百万円

小千谷頭首工　１箇所 小千谷頭首工　１箇所
渋海川頭首工　１箇所 渋海川頭首工　１箇所
脇野町揚水機場　１箇所 黒川頭首工　１箇所
幹線用水路　42.6km 三島町揚水機場　１箇所

幹線用水路　28.1km

主要工事
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年度から昭和 39 年度にかけて，我が国の第１
号国営事業である「国営信濃川左岸土地改良事
業」が実施され，現在の小千谷頭首工や幹線用
水路などの基幹的な農業水利施設が造られた。

その後，「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）」により老朽化し
た施設の改修が行われ，農業用水が安定的に供
給されるようになるとともに，併せて実施され
た県営ほ場整備事業等によりほ場の大区画化や
乾田化が行われ，営農条件が大きく改善した。

３．国営信濃川左岸流域土地改良事業の計画
しかしながら，近年，①信濃川の河川水位の

低下により不安定な取水を余儀なくされ，②１
号幹線用水路の一部区間においては，一級河川

茶郷川と兼用しており適正な送水管理に支障を
来しているほか，③その他の水路や水管理施設
の老朽化により，維持管理に多大な費用と労力
を要している。

このため，本事業では，①小千谷頭首工にお
ける安定取水対策，②幹線用水路と茶郷川の分
離を行い，③水管理システムや幹線用水路等の
改修を行うことにより，農業用水の安定供給，
維持管理の軽減及び水管理の合理化を図り，農
業生産性の維持向上，担い手への農地利用集積
を促進し，農業構造の改善に資するものとして
いる。

本事業の基幹的な対策である①及び②の詳細
については次頁以降のとおりである。

国営信濃川左岸流域
土地改良事業

関係市 新潟県長岡市、小千谷市

受益面積 4,501ha
予定工期 平成29～令和7年度
総事業費 20,000百万円

小千谷頭首工　１箇所
三島町揚水機場　１箇所
幹線用水路　13.0km
水管理施設　１式

主要工事

図－２　事業概要
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（１）小千谷頭首工の安定取水対策
小千谷頭首工は，信濃川中流（小千谷市・旭

橋下流）に位置し，昭和 20 年代に造成された
取水堰を有しない頭首工であることから，取水
は河川水位変動の影響を受ける。近年は，頭首
工付近の河川断面の拡大に伴い，渇水位が低下
し，河川水位が現況施設の計画取水位を下回る
頻度が増加し，不安定な取水を余儀なくされて
いる。このため，頭首工樋管の盤下げ等を行う
とともに，これに接続する１号トンネルを新設
することにより，計画取水量及び所要水位を確
保する計画としている。

また，取水管理を容易にするため，河川水位
の変動に左右されず，ゲート下流の水位を一定
に保持する水位調整ゲートの導入を計画した。

（２）幹線用水路と茶郷川の分離
現況の１号幹線用水路は，小千谷頭首工の直

下流に位置し，用水供給の根幹を成す水路であ
るが，水路が形成された時期が昭和 20 年代と
古いこともあり，取水された用水は 0.7km の
トンネルを通った後，一度，信濃川支川の茶郷

川へ注水し，茶郷川（兼用区間）を通って２号
幹線用水路（トンネル）に送水される複雑な送
水ルートとなっている。

この送水ルートにおいては，小千谷頭首工と
２号幹線用水路入口（茶郷川）の２箇所におい
て所定の水利権量を超えない取水管理が必要と
なる上，茶郷川の増水時には農業用水の送水が
制約される等の課題が生じている。

このため，１号トンネル（内径 3,500mm，
延長 2.6km）をシールド工法により新設し，２
号幹線用水路に直接接続する新たな送水ルート
を造ることで茶郷川との分離を図り，農業用水
を安定的に送水する計画としている。

１号トンネルの計画区間は，茶郷川やその支
流に加え住宅や工業団地が存在し，また地下に
は流域下水道やガス管が埋設されているため，
これら用地上の制約を考慮しながら線形計画を
行った。

トンネルの平面線形については，公道下（市
道及び一部国道 117 号線）に埋設することを基
本とし，茶郷川やその支流の河川横断部につい
ては直線かつ極力直角に交差するよう配慮した。

図－５　１号トンネル造成による茶郷川との分離
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図－３　頭首工地点の河川断面 図－４　小千谷頭首工の縦断図（改修前後）
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図－６　１号トンネルの縦断線形

写真－２　仮締切堤防の設置状況（令和２年９月） 写真－３　頭首工取水口の造成（令和３年１月）

また，縦断線形については，①地下構造物（流
域下水道）や河川断面を所定の離隔をもって回
避すること，②巨礫の遭遇を回避し安定的な掘
進を確保するため，信濃川由来の氾濫堆積物等

（Hco）の下層にある魚沼層（Ums 及び Usc，
N 値 50 以上）を極力通過すること，③トンネ
ル掘削時の残土搬出等を含めた施工性や供用開
始後の維持管理面等を考慮した勾配とすること
等に留意した結果，下流に向かって標高が高く
なる逆勾配の線形とした。

施工計画については発進立坑を計画路線の最
下流に造成し，中間立坑を設けず小千谷頭首工
接続箇所に到達立坑を設置して約 2.6km の掘
進を行う計画とした。

４．工事等の実施状況
平成 29 年度に国営事業所を長岡市内に立ち

上げ，事業計画に沿って各種工事を進めている。
令和元年度においては，本事業の主要工事であ
る小千谷頭首工の改修工事と１号トンネルの新

設工事に着手し，小千谷頭首工については令和
４年度まで，１号トンネルについては令和５年
度まで計画的に工事を進めることとしている。
その他，三島町揚水機場や幹線用水路の改修・
補修工事，水管理施設の設計なども計画的に進
めているところであるが，本報告においては小
千谷頭首工及び１号トンネルの工事計画や実施
状況とともに，農地利用集積の促進等の取組に
ついて以下紹介する。

（１）小千谷頭首工の工事実施状況
小千谷頭首工の工事は河川堤防の開削を伴う

ことから，予算を振り替えた上で国土交通省発
注工事として令和元年度に着手した。令和２年
度においては，頭首工本体工事に先立って，頭
首工前面に仮締切堤防を設置し，その後頭首工
の取水口部分のコンクリート打設を行ってい
る。

本工事は令和４年度までの４カ年工事として
計画しているが，かんがい期（４月～９月）に
おいては仮締切堤防の一部を開口して取水を行

＜氾濫堆積物等＞

＜魚沼層＞

（半固結砂礫） 

（固結シルト） 

２号幹線用水路（下流）
↓

小千谷頭首工（上流）
↓
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い，非かんがい期に再び仮締切堤防を閉塞して
工事を実施するため，今後も工程管理に留意し
ながら工事を進めることとしている。

（２）１号トンネルの工事実施状況
令和２年度末現在，シールドマシンの製作を

終え，深さ 13m の発進立坑内にマシンの設置
を完了させ，掘削開始直前となっている。掘
進は令和３年度から令和４年度初めまで，約
14 ヶ月を計画しており，周辺地下水位や地盤
沈下等に留意しながら工事を進めることとして
いる。

（３）農地利用集積の促進等の取組
本事業は全国第１号の国営水利システム再編

事業（農地集積促進型）であり，水利施設の改
修等と併せて受益地の農地利用集積を促進する

こととしている。本事業による水管理施設の更
新（ハード）を通じて用水配分の適正化を図り
水管理労力の負担軽減を図るとともに，代表農
家，国，県，関係市，県農林公社（農地中間管
理機構），JA，土地改良区で構成される農地利
用集積調整委員会を中心にソフト対策にも取り
組んでいる。
１）農地利用集積の状況

平成 28 年度，同委員会において農地利用集
積計画を策定し，現状（平成 27 年度）の農地
集積率 47.4％を目標年度（令和 12 年度）まで
に 65.2％まで向上させることとしている。直近
の調査（令和元年度末）による農地集積率は
57.8％であり，10.4％の増加となっている。こ
の農地集積率の変化がどのような理由で起こっ
ているのか，その要因分析として耕作者や担い
手の人数，法人設立の状況，農地の賃貸借や農

写真－４　シールドマシン（外径φ 4,050m） 写真－５　発進立坑における据付状況

写真－６　農地利用集積調整委員会（R2 年度）図－７　本地区の農地利用集積状況
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地転用の状況など，地域農業の実態把握にも努
めている。
２）関係機関との連携

本地区の農業が持続的に発展するためには，
農地利用集積に限らず，今後の営農展開や次世
代への継承など近い将来の地域農業を見据える
ことが重要となる。このため，委員会において
は園芸作物や高収益作物の導入・促進等の営農
面についても議論している。

令和元年度においては，受益者（担い手等）
を対象としたアンケート調査（郵送方式）を実
施し，後継者の有無や，今後の営農の展望や課
題等について把握した。アンケート結果をもと
に，今後の農地利用の動向や課題を共有すると
ともに，新潟県が進める園芸振興基本戦略に基
づく園芸作物振興の取組や関係市が進める人・
農地プランの実質化作業といった関係機関の取
組と連携しながら進めることとしている。

５．おわりに
信濃川左岸土地改良区事務所に「水豊在沃野」

と刻まれた記念碑が建っている。この記念碑は，
水争いの絶えなかった時代を乗り越え，40km
を超える長大な水利施設によって今日の豊かな
水田が継承されてきた過去を称えるとともに，
この水利施設が永久に地域農業の繁栄の基とな
ることを願ったものである。

昨今は米需要の低下や農業従事者の高齢化・
減少などの課題に直面し，新型コロナウイルス
蔓延による影響が農業経営に大きくのしかかっ
ている。刻々と変化する農業情勢の中，先人の
叡智によって築かれた歴史ある水利施設をどう
活用し，地域農業の発展にどうつなげていくの
か，「水豊在沃野」に込められた先人の思いを
忘れず，土地改良区をはじめ関係機関と連携し
て着実に事業を推進していきたい。�

図－８　本地区内の担い手のアンケート結果（例）
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