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平成28年度　補助事業等実施計画

区分 事　業　名 地　区　名 新規
継続 実施年度

H28
要求額

（千円）

H28
割当額

（千円）

改良区
負担額

（千円）
概　要

県
　
営

流域水質保全機能増進事業 亀田郷第２ 継続 H20～H28 2,000	 2,000	 300	 水質調査等

基幹水利施設ストックマネジメント事業 亀田郷 継続 H26～H31 257,000	 31,508	 4,726	 本所・糸魚堀排水路測量設計、丸山排水路補修

地盤沈下対策事業 新潟南部８期 継続 H21～H29 535,000	 508,000	 0	 阿賀用水路改修、天野排水路改修（ゼロ国含む）

　　　	〃 亀田郷阿賀 新規 H28～H35 0	 27,000	 0	 阿賀用水路測量設計

ため池等整備事業（河川応急対策型） 沢海揚水機場 新規 H27～H29 10,000	 10,000	 0	 沢海揚水機場樋門・樋管補修

団
　
体
　
営

基幹水利施設ストックマネジメント事業 二本木排水路 継続 H27～H31 59,700	 47,750	 7,163	 二本木排水路補修

地域農業水利施設ストックマネジメント事業 海老ヶ瀬 継続 H27～H28 52,000	 60,600	 11,050	 海老ヶ瀬排水路補修

農業水利施設保全合理化事業（管理省力化） 亀田郷水管理システム 新規 H28 15,700	 15,700	 7,850	 揚水機場10ヵ所　遠隔監視制御装置改修

〃 久蔵興野 新規 H28 10,000	 10,000	 5,000	 四ヶ字用水路制水弁設置

農業水利施設保全合理化事業（施設計画策定）亀田郷第３ 継続 H27（～H28） 9,500	 0	 第５地区へ統合再編

〃 亀田郷第４ 継続 H27（～H28） 4,700	 0	 第５地区へ統合再編

〃 亀田郷第５ 新規 H28 25,200	 25,200	 0	 第３・第４地区統合再編		新規地区事業計画策定

農業水利施設安全対策推進事業 二本木排水路 新規 H28 2,300	 2,300	 207	 二本木排水路安全施設設置

農村地域防災減災事業（調査事業） 亀田郷２期 新規 H28 25,000	 25,000	 0	 本所排水路・小松堀排水路　橋梁耐震診断（２次調査）

農業基盤整備促進事業（定額助成） 亀田郷第２ 継続 H27～ 61,550	
26,483	 0	 簡易圃場整備

農業基盤整備促進事業（定額助成） 亀田郷第３ 新規 H28～ 109,200	

農地耕作条件改善事業（定額助成） 耕作条件亀田郷 新規 H28 51,400	 0	 （機構主体事業への移行）

農
地
中
間

管
理
機
構

農地耕作条件改善事業（定額助成）　受託 和田 新規 H28 11,656 11,656 0 簡易圃場整備
農地中間管理機構が事業主体となり、
土地改良区が業務受託
３地区５集落・32,956千円

農地耕作条件改善事業（定額助成）　受託 木津・二本木 新規 H28 9,834 9,834 0 

農地耕作条件改善事業（定額助成）　受託 亀田長潟・西野 新規 H28 11,466 11,466 0 

そ
　
の
　
他

市単農業土木支援事業 各工区 継続 H28 35,070 15,516 7,758 １、２、４、５、６、７、９区

土地改良施設維持管理適正化事業 茗荷谷揚水機場 新規 H28 12,500 茗荷谷揚水機場主ポンプオーバホール他

　　　　　　　 〃 蔵岡揚水機場 新規 H28 3,700 蔵岡揚水機場主ポンプポンプオーバホール他

国営造成施設管理体制整備促進事業 阿賀野川左岸 継続 H12～H29 19,820 強化支援費

多面的機能支払交付金（農地維持）（資源向上（共同））東・中央・江南部会 継続 H26～H30 163,597 ８工区（10組織）

多面的機能支払交付金（資源向上（長寿命化））東・中央・江南部会 継続 H26～H31 32,914 ６工区（６組織）

受託事業（用排水路移設補償工事） 新潟中央環状線他 新規・継続 H28 436,100 用排水路移設補償工事等　８地区

10月	 8日	 事業部会
	 19日	 	亀田郷中期計画2011推進打合会
	 〃	 理事会
	 23日	 監事会
	 26日	 工事入札
	 29日	 総務部会
	 〃	 理事会
	 30日	 報酬審議委員会
11月	 2日	 	土地改良区広域連携懇談会
	 5～6日	 北陸農政局訪問
	 6日	 監事会（中間監査）
	 9日	 	新潟市土地基盤整備促進協議会
	 16日	 理事会
	 18日	 	亀田郷環境整備連絡会・地域

用水対策協議会総会
	 24日	 監事会

	 25日	 工事入札
	 26日	 事業部会
	 27日	 臨時総代会
	 30日	 	職員昇給・昇格審議委員会
12月	11日	 	職員昇給・昇格審議委員会
	13～14日	 総代総選挙	立候補受付
	 21日	 総代総選挙	選挙会
	 22日	 	亀田郷中期計画2011推進打合会
	 〃	 監事会
	 25日	 理事会
	 〃	 総務部会
1月	 13日	 工事入札
	 〃	 選挙公告（理事総選挙）
	 15日	 北陸農政局訪問
	 22日	 	役員（理事）総選挙	選挙会
	 29日	 当選人確定公告

2月	 8日	 監事会
	 〃	 理事会（新理事就任）
	 10日	 理事会
	 17日	 理事会
	 〃	 新任総代研修会
	 〃	 役員・総代研修会
	 24日	 	亀田郷中期計画2011推進打合会
	 25日	 監事会
3月	 1日	 理事会
	 11日	 平成28年度通常総代会
	 17日	 監事会
	 18日	 事業部会
	 〃	 理事会
	 28日	 理事会

短　　　信


