
水土里情報ＧＩＳの活用
１．水土里情報システムとＧＩＳ活用の目的 p2

２．地図情報データベースのＧＩＳ情報とは p3~4

３．市町村別地図情報データ整備内容 p5

４．主な活用方法 p6

（１）人・農地プランと[農地集積や耕作放棄地解消の農業農村整備計画マップp11]p7~11
（２）ほ場整備事業の地区設定、多面的機能支払交付金活動組織受益位置図 p12~13
（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用 p14~25
（４）ため池のハザードマップ p26 （農水省 H27年度版情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ）
（５）ＧＰＳを活用した災害発生直後の被害状況調査p27
（６）災害査定設計書の平面図 p28
（７）地形図作成 p29 、（８）田んぼの生き物調査 p30

５．水土里情報システムの運用 p31
（１）地図情報データの更新整備費用・工程・更新整備状況 p32~35
（２）新潟県水土里情報利活用推進協議会員とＨＰアドレス p36
（３）主なＧＩＳソフト・システム p37

６．水土里情報ＧＩＳ活用の新潟県の仕組み（案）1~3 p38
[ p41]

新潟県土地改良事業団体連合会
～～県民のいのちと暮らしを守る土地改良～～
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平成２８年１０月版

会員は８９団体
になりました。

H28年度までの
更新整備状況。



県土連水土里情報センター

農地や水に関する情報を収集・整備し、
地図情報によるデータベースを構築

攻めの農業への転換

水利ストックの有効活用 災害に強い農業・農村づくり

魅力ある農業・農村づくり

提 供

提 供 提 供

提 供

担い手の育成・確保や
農地の活用集積の更なる促進

予防的な保全対策を通じた
施設の長寿命化を推進

地域住民のみならず
都市住民にとっても魅力ある
農業・農村づくりを推進

防災・減災のための危機管理
の強化を推進

新規参入・経営規模の拡大

水利施設に係る各種情報

施設の状況を網羅的に
把握し、予防的な保全・
更新整備の計画を策定

・地域の特産品は？
・生産者（営農履歴等）は？
などの情報を把握し、農産物
の購入等の交流を促進

ため池溢水想定範囲

市町村等によるハザードマップ
の整備等を通じ、災害に強い
農業・農村づくりを推進

新潟県水土里情報利活用推進協議会

収
集

農業関係機関等のデータ
・田畑の別、広さは？
・費用、期間等の条件は？
などの情報を広く収集・検討し
自らの方針・条件に適合する
農地を選定

地図情報データベースは、農業・農村の
振興を図るための多様な取組に活用

③農地筆・区画図

②農業用用・排水施設

①画像・地形図

④農道

⑤農業振興地域界

１．水土里情報システムとＧＩＳ活用の目的
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農業の持続的な発
展、農村の振興等
を目的とした多様
な取組に活用する

属性情報

所有・耕作者、貸借意向情報

作付作物、営農履歴情報

施設整備
管理・更新履歴情報等

農地関連情報
（傾斜度、農道整備状況等）

農業用水関連情報
（用・排水状況、水利慣行等）

農地情報等

Ｇ Ｉ Ｓ 情 報

多様な取組に活用
する属性情報の整
備に不可欠な図形

等の基礎的情報
②農業用用排水施設

①オルソ画像・地形図

③農地筆・区画図

④農道（農道台帳）

⑤農業振興地域界基図（地
図）情報

農業用用排水施設に係る構造
流量等の情報

農地筆・区画に係る土壌、
暗渠排水の有無等の情報

農地等の
属性情報

地図情報（イメージ）
【1/500～1/25,000】

地籍筆

耕区筆

用水路

ため池排水路

農道

農業振興地域界

２．地図情報データベースのＧＩＳ情報とは

利用機関が属性情報を作成

地図情報データベースの構成

（新潟県水土里情報センター） 3



〔基図（地図）情報〕 〔属性（農地）情報〕

２．地図情報データベースのＧＩＳ情報とは

○地図情報データベースのＧＩＳ情報は、基図（地図）情報と属性（農地）情報で構成。
○基図（地図）情報とは、農地筆（地番、地積、地目）、空中写真（オルソ画像）、耕区図（本地）等
○属性（農地）情報とは、所有者、耕作者、作付作物、基準単収、ほ場区分、協定区分、水利施設情報等

農地筆・耕区属性情報

農業用用排水路属性情報

農道属性情報

農振地域属性情報

市町村界（1/2,500）

農振振興地域界図（1/2,500）

農道図（1/2,500）

農業用用排水施設図

（1/2,500）

農地筆・区画図（1/500～1/1000）

オルソ画像（1/2,500）

電子地図（1/2,500）県内全域整備済

電子地図（1/25,000）県内全域整備済

多階層データオーバーラップ

・目的に合わせて地図情報の重ね合せ・色分け表示、編集、計測、検索、
集計、印刷等が可能
（農地等の管理、農地活用集積、営農管理、農作業管理、用水管理、
事業管理等）

（リンク）

（リンク）

（リンク）

（リンク）

主題図（基資料の縮尺） 利用機関が属性情報を作成

【土地情報、営農情報、ほ場条件‥・】

【管理情報、施工情報、事業情報‥・】

【管理情報、施工情報、付帯施設情報‥・】

【地域指定、計画設定、計画変更‥・】

（新潟県水土里情報センター） 4



３．市町村別地図情報データ整備内容

データ名称
デジタルオルソ画像 農地筆・区画図 デジタル地図

１／２,５００
デジタル地図
１／２５,０００

農道 農業用用排水施設 農業振興図

著作権者
（データ提供元）

市町村又は農業委
員会又は土改等

ＮＴＴ－ＭＥ ㈱北海道地図 県土連 県土連 県土連

NO 市町村名
整備年
度

整備年度 整備年度 整備年度 整備年度 整備年度 整備年度

１ 新潟市 H21 県土連 －

H21

H21

印刷物
又は
ＰＤＦ
の

活用のみ

－ H22 －

２ 長岡市一部 H21 県土連 － － － －

３ 三条市 H20 三条市 － － － －

４ 柏崎市 H18 柏崎市 H19 H20 H21 H20

５ 新発田市 H19 県土連 H20 H20 － H21

６ 小千谷市 － － － － － －

７ 加茂市 H20 県土連 － － － －

８ 十日町市 H19 十日町市 － H21 － －

９ 見附市 H20 県土連 H20 H21 H20 H21

10 村上市 H18 県土連 H18 H20 H18 H20

11 燕市 H18 燕市 H19 － － H20

12 糸魚川市 H18 糸魚川市 － H21 － －

13 妙高市 H19 妙高市 － H21 － －

14 五泉市 H20 県土連 H21 H21 － －

15 上越市 H18 上越市 H20 H20 H21 －

16 阿賀野市 H20 県土連 H23 H21 H19 －

17 佐渡市 H22 佐渡市 H23 H21 H18 H20

18 魚沼市 H21 県土連 H20 H21 － －

19 南魚沼市 H18 県土連 H18 H20 H20 H20

20 胎内市 H19 胎内市 H19 H21 － H21

21 聖籠町 H19 県土連 H19 H20 H21 H20

22 弥彦村 H19 県土連 H19 － － H20

23 田上町 H20 県土連 H20 － － H21

24 阿賀町 H19 県土連 H19 H21 － H20

25 出雲崎町 H20 県土連 H20 － － H21

26 旧川口町 H19 県土連 H19 － － H20

27 湯沢町 H18 県土連 H18 － － H20

28 津南町 H19 県土連 H19 H20 H21 H20

29 刈羽村 H19 県土連 H19 H20 － H20

30 関川村 H18 県土連 H18 H20 H19 H20
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排水改良の重点範囲 老朽化施設の保全・管理対策

－用水路
－排水路

生産基盤の維持・保全

排水不良の範囲

４． 主な活用方法

○地図情報データはＧＩＳを導入して、農政全般の事務に幅広く活用することが可能
・ 人・農地プラン（地域農業マスタープラン）における農地利用集積計画図の作成等
・ ほ場整備事業の地区設定【Ｎ地区の場合】
・ 土地改良施設の管理と長寿命化対策への活用【用水パイプライン、排水路等】

・ 中山間地域等直接支払の対象農地 （市町村）
・ 農地・水保全管理支払交付金の対象農地 （市町村）
・ 農家基本台帳情報管理業務 （農業委員会）
・ 農業用用排水施設等の施設台帳整備 （土地改良区）
・ 耕作放棄地全体調査の調査結果 （市町村）
・ 水利施設ストックマネージメント業務 （県）
・ 生産基盤整備に関する業務 （県）
・ 地域振興作物育成に関する業務 （ＪＡ）
・ 独自の衛星画像と組合せた損害評価 （農業共済）
・ 農業共済加入/未加入耕地の確認 （農業共済）
他に‥‥あらゆる業務で活用できます！！

◇ その他の活用できる主な業務

【農地集積後】

耕作者毎の農地の分布

【農地集積前】
農地の集積

麦・大豆等の生産振興

麦・大豆等の作付分布図による計画、検証

※ データの活用にあたり、ＧＩＳを導入し、必要な属性情報等の台帳データを作成入力する必要があります。

◆ 筆ごとに属性情報を添付

（新潟県水土里情報センター） 6



（１）人・農地プランの農地利用集積計画図作成その１

（新潟県水土里情報センター） 7

集落・地域における話し合いによって、今後中心となる経営体はどこか、その経営体へどうやって農地を集め
るか、その経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方（生産品目、経営の複合化、６次産業化）など
を決めて、農地の集積計画と農地利用図を作成する。

経営体

生産品目

複合経営

６次産業化

話し合い！！

○農地筆・区画図を、人・農地プランの農地利用集積計画図作成に活用する。

地図太郎PLUS



（１）人・農地プランの農地利用集積計画図作成その２

○水土里情報ＧＩＳによる農地利用集積計画図作成は、新潟県水土里情報センターがお手伝いします。

（新潟県水土里情報センター） 8

〇〇市町村の作業

①団地分け（数大字単位）
・市町村を農地集積に関わる大字
単位 の農地団地に分割する。
・農地団地毎の経営体台帳ファイ
ルを作成する。

③不突合筆の整合（団地毎）
・不突合筆を法務局地図等と照合し
て経営体台帳と農地筆図の整合を図
る。

⑤貸付等予定の情報入力（団地毎）
・中心となる経営体への農地利用
集積計画（出し手と借り手）の情報を
入力する。
⑥農地利用集積計画図の作成
・地図太郎PLUS等のＧＩＳソフト
を購入する。
・農地利用集積計画を検討する。

水土里情報センターの支援

①団地分け（数大字単位）
・農地筆ファイルを農地団地毎に作
成する。

②経営体台帳と突合処理（団地毎）
・農地筆地番と経営体台帳地番の突
合処理を行い、不突合筆を抽出する。

④経営体地図情報の完成（団地毎）
・不突合筆を修正して、団地毎の地
図情報（農地筆図）を作成する。
・経営体台帳を属性情報に取り込み、
経営体地図情報を完成する。

⑤貸付等予定の情報入力（団地毎）
・市町村からの質問に応答して、情
報入力を支援する。

⑥農地利用集積計画図の作成
・市町村からの質問に応答して、農
地利用集積計画の検討を支援する。

農地団地毎の経営体台帳ファイルを貸与

不突合農地筆を提示

不突合筆の整合方法を指示

経営体地図情報を納品

質疑応答

 
地図太郎 PLUS

表計算 EXCEL等



（１）人・農地プランの農地利用集積計画図作成その３

○水土里情報ＧＩＳによる農地利用集積計画図作成は、新潟県水土里情報センターがお手伝いします。

（新潟県水土里情報センター） 9

大字単位の農地の識別と分割が一人ですばやくできる！

農地筆図と経営体台帳の突合処理が確実に短時間でできる！

現在の経営体別農地利用図がすばやく表示印刷できる！

農地利用集積計画の情報が誰でも容易に入力できる！

地図太郎PLUS



（１）人・農地プランの農地利用集積計画図作成その４

○水土里情報ＧＩＳによる農地利用集積計画図作成は、新潟県水土里情報センターがお手伝いします。

（新潟県水土里情報センター） 10

地図太郎PLUS 18,000円

Ｑｕａｎｔｕｍ ＧＩＳ 無料

OpenOffice.org 4.1無料

Ｇ Ｉ Ｓ ソ フ ト は 低 価 格 で 購 入 で き る ！

何通りもの農地利用集積計画図を一人で短時間に作成できる！

地図太郎PLUS



★農地集積や耕作放棄地解消のための農業農村整備計画マップ★

農地集積や耕作放棄地解消のための農業農村整備計画マップ作成は、水土里情報センターがお手伝い
します。

（新潟県水土里情報センター） 11

農地中間管理
機構との連携



（２）ほ場整備事業の地区設定

○農地筆・区画図、オルソ画像等をほ場整備事業の地区設定に活用する。

（新潟県水土里情報センター） 12

５ｍメッシュ標高で計画田面高を算定！

登記簿面積で、
区画規模をラ
ンク分け

10ｱｰﾙ区画の団地を
道路1本抜きほ場整
備地区の候補に設定

受益面積をすぐ算定！

受益者を容易に集計！

筆の地番
から

市町村・土改等が
行うほ場整備事
業の地区設定に
活用しよう！

地図太郎PLUS



（２）多面的機能支払交付金活動組織受益位置図

○農地筆・区画図、デジタル地図、オルソ画像等を活動組織受益位置図の作成に利用する。

（新潟県水土里情報センター） 13

協定対象区域
図作成に活用
しよう！！

区画割変更や転
用等が無いか土
地改良区等に確
認しよう！！

※架空の組織です。



（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

水土里情報ＧＩＳにより地図上で農業水利施設の位置と情報を管理する！！

（新潟県水土里情報センター） 14

管理台帳ＧＩＳ

保全計画ＧＩＳ

①土改コード＋管理
区コード＋工区コー
ドで施設一覧表をＣ
ＳＶデータで整理し
よう！！

管理台帳ｃｓｖ

ＧＩＳを作
成

維持管理計画書
の施設一覧表

機能保全計画ｃｓｖ

長
寿
命
化
対
策
へ
の

活
用②土改コード＋管

理区コード＋工区
コードで機能保全
計画をＣＳＶデー
タで整理しよ
う！！

結合



（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

（新潟県水土里情報センター） 15

〇農業水利施設の管理台帳ＧＩＳデータを整備しよう！

管理コード＝局CD２桁＋県CD２桁＋事業主体CD１桁＋事業コード４桁＋土地改良区CD３桁＋
管理工区CD３桁＋水路CD１１桁 （exp：041520000063016PL000100000）

水路CD１１桁＝記号２桁＋水路名番号４桁＋断面番号２桁＋枝番３桁 （exp：PL000100000）

Quantum GIS

施設位置図

施設台帳

管理台帳ＧＩＳ

①管理コードで施設
台帳の情報を管理・
更新しよう！！



（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

（新潟県水土里情報センター） 16

管理台帳ＧＩＳデータの作成は、新潟県水土里情報センターがお手伝いします。



（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

〇写真・構造図等が地図上で整理され、クリックひとつで誰でもすぐ見れる！

情報がすぐ見れる！！

（新潟県水土里情報センター） 17

地図太郎PLUS
管理台帳ＧＩＳ



（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

〇制水弁操作時に必要な情報を表示できる。 誰でもすぐ情報を引き出せる！

制水弁を閉めたら、

誰に連絡すれば良い
か、電話番号まで
すぐ分かる！！

クリック

（新潟県水土里情報センター） 18

地図太郎PLUS
管理台帳ＧＩＳ



（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

（新潟県水土里情報センター） 19

〇用水パイプライン工～機能診断評価や保全計画情報等が、瞬時に分類表示できる！

漏水事故率の大きい
路線がすぐ分かる！

機能診断等の施設状態評価情報マップ

Quantum GIS
保全計画ＧＩＳ



（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

（新潟県水土里情報センター） 20

〇排水路工～機能診断評価や保全計画情報等が、瞬時に分類表示できる！

老朽化が進行している
路線がすぐ分かる！

機能診断等の施設状態評価情報マップ

Quantum GIS

保全計画ＧＩＳ



（新潟県水土里情報センター） 21

○揚水機場～機能診断調査の写真を航空写真上で選んで、ｸﾘｯｸ一つですぐ見れる！

（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

機能診断ＧＩＳ
機能診断写真ファイル

が整理され、誰でもす
ぐ見れる！

地図太郎PLUS



（新潟県水土里情報センター） 22

○幹線用水路～保全計画情報を航空写真上で表示すれば、施設の状況も良く分かる！

（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

保全計画ＧＩＳ

保全計画情報ファイル

が整理され、誰でもす
ぐ見れる！

保全計画ＧＩＳ



（新潟県水土里情報センター） 23

○揚水機場～保全計画情報や劣化写真を航空写真上で選び、ｸﾘｯｸ一つですぐ見れる！

（３）農業水利施設の管理台帳ＧＩＳの整備と長寿命化対策への活用

保全計画ＧＩＳ

構造物毎の保全計画
概要がすぐ分かる！



（新潟県水土里情報センター） 24

農業水利施設の長寿命化対策への活用と情報の一元化

情報の
一元化

誰が情報一元
化をするの？

国営、県営、団体営事
業が市町村や土地改
良区に跨って重複し、
分かりにくい！



（新潟県水土里情報センター） 25

水土里情報システム
データベース

（水土里情報センター）

北陸農政局
（国）

新潟県
（県）

市町村

土地改良区

土地改良区
連合

基図配信
情報共有

基図配信
情報共有

新潟県水土里情報利活用推進協議会

基図配信
情報共有

基図利用
情報共有

水土里情報センターが国・県・市町村・土地改良区の情報一元化（共有化）を図ります。

管理コード等更新
と情報管理

情報の
一元化

農業水利施設の長寿命化対策への活用と情報の一元化

農水省情報プラット
フォームH26から国営
造成施設ＧＩＳの配信

NN事業で県営水利施
設ＧＩＳの配信

NN事業制度で団体営
水利施設ＧＩＳの配信

NN事業制度で団体営
水利施設ＧＩＳの配信

H27年度版 情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 新潟
県



（４）ため池のハザードマップ

○農地筆・区画図、オルソ画像、デジタル地図、５ｍメッシュ標高をハザードマップに活用する。
○避難経路の検討、住民レベルの土嚢等による防災対策および応急対策の検討に活用する。

（新潟県水土里情報センター） 26

地図太郎PLUS

５ｍメッシュ標高で地形
勾配がすぐ分かる！



（５）ＧＰＳを活用した災害発生直後の被害状況調査

○GPSデータロガー（緯度経度を毎秒連続して記録）を携帯し、被災箇所までのルートと位置情報付き被
災状況写真を水土里情報のオルソ画像およびデジタル地図と重ねるこ とで、被災箇所の位置特定、
測量作業の迅速な手配、被害額の把握、さらに災害復旧進捗状況が地図上に瞬時に展開できる。

（新潟県水土里情報センター） 27

被災箇所まで
のルート記録

位置情報付き被
災状況写真

画面拡大

ＧＰＳデータロガー
￥７，０００円程度

地図太郎PLUS



（６）災害査定設計書の平面図

○オルソ画像等（被災前）と被災後の航空写真を比較して、被災状況を把握する。
○被災状況調査や災害査定設計書の平面図や説明資料に活用する。

被災後

被災前

（新潟県水土里情報センター） 28

平板測量を省力化したことか
ら、約３人／日／haの作業労力
と費用が削減された。
注）Ｈ２１土地改良工事積算基準[調査・測量・
設計]p264を参考にした。



（７）地形図作成（デジタル地図1/2500を活用）

○デジタル地図1/2500および国土交通省基盤地図情報等を使って地形図を作成する。
○農業農村整備事業の調査計画等に利用－－＞農地筆や農業水利施設等の情報も活用！！

（新潟県水土里情報センター） 29

デジタル地図1/2500および
国土交通省基盤地図情報
を使って地形図を作成！

1/2500地形図 1/2500地形図
＋

農地筆や農業水利施設等の情報

現況施設調査を省力化
したことから、約９人／
100haの作業労力と費用
が削減できる。
注）Ｈ２７土地改良工事積算基準[調査・
測量・ 設計]p422～423を参考にした。

さ
ら
に
！



（８）田んぼの生き物調査

○ＧＰＳデータロガーを使って世界測地系座標付きの生き物写真を撮る。
○生きもの調査マップを作成する。－－－＞踏査ルートおよび周辺環境が明確になる！！

（新潟県水土里情報センター） 30

ＧＰＳデータロガー
￥７，０００円程度

地図太郎PLUS



５．水土里情報システムの運用

○地図情報データ利用許諾料は無料（更新整備データ利用は有料の場合あり）
○ＧＩＳソフトまたはシステムは利用者が用意（ ）

新潟県水土里情報利活用推進協議会

農業関係等機関・団体（利用者）

ＧＩＳソフト会社

ＧＩＳソフト
保守管理

地図情報データ
利用許諾
（無料）

地図情報データの著作権

①農地筆・区画図：市町村or農委
②農業用用排水路図：県土連
③農道図：県土連
④農振地域図：県土連
⑤オルソ画像：県土連または市
⑥電子地図：地図・航測会社等

※地図情報データは協定・契約等に
より会員が利用権を持つ。

協議会に入会
（負担金なし）

県土連
水土里情報センター

【担当】
技術部情報課

TEL 025-286-1194

（新潟県水土里情報センター） 31

すでに９９人が受
講しました。



（１）地図情報データの更新整備費用

〇データの更新整備費用

整備データ 単位
更新整備費用

備考
独自更新 県土連更新 共同更新

① ﾃﾞｼﾞﾀﾙ地図1/2500 市町村 ３００,０００円 無償供与の場合 ― 独自更新は概算金額。注４）を推奨。

②
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵﾙｿ画像
（ﾚﾍﾞﾙ2500精密ｵﾙｿ） 図郭 ２５,０００円 ― ２,５００円 共同更新は１団体利用の場合

③ 農地筆 地区 １７０,０００円 ― 空欄は独自で更新整備の場合。ただし、
様式23を県土連に提出。④ 耕区筆 筆 ２８０円 ―

⑤ 農業用排水施設 ㎞ ２７,４００円 ―
⑥ 農道 ㎞ １４,８００円 ―
⑦ 農業振興図 区域 １５,２００円 ―

〇更新データの著作権と利用権（県土連更新、共同更新の場合）
整備データ

著作権
（データ提供元）

利用権 備考

① ﾃﾞｼﾞﾀﾙ地図 地図・航測会社、会員等

地図情報データ
ベース利用許諾
契約を適用

著作権者と協議会（又は
県土連）が更新データ利
用の協定または契約を締
結する。
よって、著作権者を除く
利用希望会員が地図情報
データベース利用許諾契
約の対象となる。

② ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵﾙｿ画像 地図・航測会社等

③ 農地筆 県土連等

④ 耕区筆 県土連等

⑤ 農業用排水施設 県土連等

⑥ 農道 県土連等

⑦ 農業振興図 県土連等

注１）共同更新は、県土連が水土里情報の使用を許可する団体が利用できます。
注２）県土連更新の③～⑦は平成２８年度単価で算定した更新希望１団体当たりの費用です。
注３）上記の更新費用は変動する可能性があります。消費税抜きの金額です。
注４）国土地理院ホームページの基盤地図情報ダウンロードサービスからデジタル地図等を無償で入手できます。

（新潟県水土里情報センター） 32



（１）地図情報データの更新整備の工程

〇更新整備の工程

（新潟県水土里情報センター） 33

地方法務局への登記
が遅れた場合は、次
年度へ繰り越しとなり
ます。



（１）地図情報データの更新整備状況（農地筆）

（新潟県水土里情報センター） 34



（１）地図情報データの更新整備状況（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵﾙｿ画像）

（新潟県水土里情報センター） 35

2016年度末までに、
５５１図郭のデジタ
ルオルソ画像を更
新する予定です。



（２）新潟県水土里情報利活用推進協議会員とＨＰアドレス

北陸農政
局

新潟県 市町村 農業委員
会

土地改良
区

農業協同
組合

農業共済
組合連合

農業公社 農業再生
協議会

その他

5 4 13 4 48 8 1 1 1 4

平成２８年７月８日現在 入会順

（新潟県水土里情報センター） 36
http://www.doren‐niigata.or.jp/jigyou/gis/20120907gis‐ver9.pdf

入会した土地改良区の面積
は新潟県土地改良区面積の
７割になります。

８９団体

 新潟県農地部  南魚沼土地改良区  白根郷土地改良区  新津郷土地改良区  佐々木土地改良区

 一般社団法人新潟県農業会議  関川村  阿賀野川左岸土地改良区連合  小布勢土地改良区  越後中央農業協同組合

 新潟県農業協同組合中央会  村上市農業委員会  弥彦村  川東土地改良区  新潟県土木部用地・土地利用課

 新潟県農業共済組合連合会  関川村土地改良区  魚沼みなみ農業協同組合  真野町土地改良区  柏崎農業協同組合

 新潟県市長会  刈谷田川土地改良区
南魚沼市大和・六日町地
域農業再生協議会

 仙見川土地改良区  五十公野土地改良区

 新潟県町村会  阿賀野川土地改良区 新穂村土地改良区  吉井土地改良区
 北陸農政局柏崎周辺農
業水利事業所

 亀田郷土地改良区  魚沼市土地改良区 見附市  柏崎土地改良区  築地土地改良区

  北陸農政局新潟支局  五城土地改良区 阿賀用水右岸土地改良区連合  田上町  にいがた岩船農業協同組合

 北陸農政局信濃川水系土地
改良調査管理事務所

 胎内川沿岸土地改良区 金井土地改良区  関川水系土地改良区  胎内市

 新潟大学GISｾﾝﾀｰ  荒川沿岸土地改良区 国府川左岸土地改良区  聖籠町  三条土地改良区

 長岡技術科学大学  西蒲原土地改良区  国仲西部土地改良区
農林水産省北陸農政局
整備部

 出雲崎町農業委員会

 佐渡市
 新潟県佐渡地域振興局
地域整備部

 加治郷土地改良区  佐渡市農業委員会  木崎濁川土地改良区

 津南町  北蒲みなみ農業協同組合  三面川沿岸土地改良区  豊浦郷土地改良区  葛塚土地改良区

 村上市  新潟県農林水産部  和田土地改良区
北陸地方整備局湯沢砂
防事務所

 聖籠土地改良区

 新発田市  新潟市 　ささかみ農業協同組合  新発田土地改良区  大潟あさひ土地改良区

 阿賀町  早出川土地改良区  中里土地改良区  笹岡土地改良区 小千谷西南土地改良区

 大和郷土地改良区  出雲崎町  湯沢町土地改良区  羽茂土地改良区
新潟県土地改良事業団
体連合会

 北越後農業協同組合  一般財団法人　魚沼市農耕舎  長江川水系土地改良区  両津土地改良区 計　８９団体



（３）主なＧＩＳソフト・システム

１．低価格ソフトでＧＩＳ活用をおこなう場合
①地図太郎PLUS 20,000円／１ユーザ（税込） 他にShape版がでました！
ＨＰアドレス［http://www.tcg.co.jp/product/chizutaro//］

② Quantum GIS 無料 ver2.14.3‐2  'Essen'がでました！
ＨＰアドレス［http://www.qgis.org/ja/site/］

③OpenOffice.org  無料

ＨＰアドレス［http://www.openoffice.org/ja/］
★平成24年9月からソフトの操作方法を説明する『水土里情報ＧＩＳ講座』を開設しました★

２．システム開発費を負担してＧＩＳ活用をおこなう場合
①ＶＩＭＳ（農地基盤地理情報システム）
パソコン１０台＋１サーバー＋５年間保守契約 ＝ 3,750,000円（税別）
詳しくは、ＨＰアドレス［http://imagicdesign.co.jp/vims/index.html］

②ＡｒｃＧＩＳ製品
700,000円～／１ユーザ（税別）＋システム開発費
詳しくは、ＨＰアドレス［http://www.esrij.com/purchases/prices/］

○低価格ソフトで農家台帳、施設管理等のＧＩＳ活用をおこなう場合
○システム開発費を負担して農家台帳、施設管理等のＧＩＳ活用をおこなう場合

（新潟県水土里情報センター） 37

すでに９９人が受
講しました。



土地改良区（土地改良区連合）が水土里情報ＧＩＳを活用して、用排水施設の維持管理、
ほ場整備地区の農地利用集積等を着実にすすめる。

（新潟県水土里情報センター） 38

６．水土里情報ＧＩＳ活用の新潟県の仕組み（案）その１

④県土連水土里情報センターが水土里
情報ＧＩＳを運用する土地改良区（土地
改良区連合）等を支援する。

①国、新潟県、市町村が事業完了地区
の地図情報データを整備し、関係土地
改良区（土地改良区連合）へ協議会を通
じて貸与する。

②協議会が水土里情報ＧＩＳの利活用
を土地改良区（土地改良区連合）へ普及
し、協議会入会を啓発する。

③新潟県、市町村が保有する地図情報
更新データを協議会を通じて土地改良
区（土地改良区連合）へ無償で貸与する。

農水省（国）

国、県、市町村と連携した仕
組みづくりが不可欠！！

県振興局へ土地
改良区等がデー
タＧＩＳ化を要望

NN事業で整備ok

農地情報等GIS
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄH26～

農水省

情報プラット
フォームH26～

H27ﾃﾞｰﾀ
貸与

農水省(国)



農業農村整備事業に関する工事の出来形資料（図面、設計資料など）をＧＩＳ
データで整理して維持管理や長寿命化対策に役立ててみてはいかがでしょう
か？
出来形資料等をＧＩＳ形式で作成する作業は、経営体育成基盤整備事業等の農業
農村整備事業で対応が可能です。
根拠となる文書は、
【H23年4月1日付け22農振第2233号「農地地図情報の適切な管理・提供及び利活用
の促進について」 農村振興局整備部設計課長の通知】
【H23年12月農林水産省農村振興局の「今後の地図情報の利活用に関するＱ＆Ａ
（追加）」】です。

今年度完了する地区について、施設管理団体となる土地改良区や市町村は県地
域振興局の担当課へ要望してみてください。

そして、新潟県水土里情報利活用推進協議会に未加入の団体は是非加入してくだ
さい。

水土里情報センターはデータ作成事例、ＧＩＳデータ作成業務仕様書（案）および作
成費用（案）をもって、県地域振興局へ一緒に説明に伺います。
よろしくお願いいたします。

（新潟県水土里情報センター） 39
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６．水土里情報ＧＩＳ活用の新潟県の仕組み（案）その２

基図はインフラ！公共事業で整備！ 農業関係団体はコンテンツを蓄積して情報発信しよう！

基
図
を

利
活
用

農業関係団体は主題図
を蓄積し情報発信！！

基図はインフラ！！
公共事業で国・県・市
町村が基図を整備

国・県・市町村へ情報発信



（新潟県水土里情報センター） 41

６．水土里情報ＧＩＳ活用の新潟県の仕組み（案）その３

水土里情報システム
データベース

（水土里情報センター）

北陸農政局
新潟県
市町村

新潟大学

長岡技術科
学大学

土地改良区

土地改良区
連合

農業委員会
ＪＡ、ＮＯＳＡＩ
農業公社等

基図提供
情報利用

ｺﾝﾃﾝﾂ発信
基図利用

新潟県水土里情報利活用推進協議会

ｺﾝﾃﾝﾂ発信
基図利用

水土里情報システムによる国・県・市町村・農業関係団体の情報一元化（共有化）を図る！

ｺﾝﾃﾝﾂの蓄積

基図の蓄積

ｺﾝﾃﾝﾂ発信
基図利用


