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－ 新しい農業農村整備のフロンティア －

昨年は、平成30年7月豪雨など枚挙に暇がないほど自然災害が続いた年でした。特に、平成30年7月

豪雨については、西日本を中心に広範囲の豪雨により、農地・農業用施設では約1,400億円の大きな

被害が発生しました。被災直後から、被災自治体に対する被害調査や査定設計書作成等の技術支援、

膨大な件数の災害査定を行うための集中的な応援査定官の派遣等により、1月18日には広島県の災害

査定を最後に、平成30年7月豪雨で発生した全ての災害査定が終了しました。

また、被災した自治体でのため池緊急点検の実施のために職員を派遣し、昨年8月末までに全ての

点検を終えることができました。この点検は、防災重点ため池の選定基準の見直し、防災・減災、国

土強靱化対策や農業用ため池管理保全法案制定への議論に結びつくなど大きな成果に繋がったと考え

ております。

さて、農業農村整備事業においては、担い手への農地集積・集約化や高収益作物への転換を促す農

地の大区画化・汎用化等により、農業の競争力強化を推進していくとともに、農業水利施設の長寿命

化や農村地域の防災・減災対策など国土強靱化を強力に推進していくこととしております。特に、国

土強靱化関係では、昨年の度重なる災害を踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対

策」を講じることとされたところであり、重要インフラやため池の緊急対策を集中的に実施していく

こととしております。

政府は未来投資戦略2018でSociety5.0を提唱し、新技術を駆使したスマート農業を推進しています。

自動走行農機やUAV など、生産コストを低減し、労働生産性を向上させる新技術の多くは、平地農業

を主な対象として、現在、研究開発や現場実証、導入が進められています。一方、中山間地域を対象

とした新技術としては、労働力不足や鳥獣被害の増加など、現場が抱える様々な課題に対応した研究

開発が進められています。平地や中山間地域等における新技術のユーザーは、それぞれ多様なニーズ

を有しており、それらのニーズに応える多様な新技術の研究開発を進めていくことが重要だと考えて

います。新技術を普及するにあたっては、農家が導入しやすいように安価な除草ロボット等を開発し

たり、新技術を導入する際に広く普及が進むスマートフォンやタブレットを活用したりすることによ

り、低コストで「身の丈に合った新技術」の研究開発、現場実証等が必要です。

国営事業等を通じて、このような新技術の現場実証をモデル的に進め、その効果や課題等を抽出し、

他の国営事業や補助事業と共有することにより、新技術の普及を図ることが重要です。

平成31年度当初予算案に計上されている国営緊急農地再編整備事業「水橋地区」の地区調査では、

ICT導入について、i-Constructionを調査段階から検討し、事業完了後は農業者へ引き継ぎできるよ

うに実施する方針です。先端技術を活用した日本を代表する地区になることを目指しています。

ふりかえると、我が国では、稲作伝来より、人力による耕作から鉄器や牛馬力の導入による農地の

拡大・効率化、近世に入ってからは動力ポンプやコンクリート技術の導入を経て、営農作業の機械化

に適合した大区画化・汎用化が行われるとともに、水路の管路化や水管理の電気制御など、その時々

の先端技術が展開できる基盤の整備が農業農村整備により整えられてきました。

新しい時代が到来する中、我々も一致団結して、新しい農業農村整備のフロンティアを開拓してい

きましょう。引き続き、よろしくお願い申し上げます。

北陸農政局 農村振興部長 葭井 功治

巻頭言１



今、羽咋市を含む能登半島では、急激にイノシシが増えており、このままでは、世界農業遺産

「能登の里山里海」としての認定を受けた伝統や文化、美しい景観を失う懸念があります。

これまで、羽咋市では、田畑を守るために電気柵の設置や檻・わなを仕掛けてイノシシ被害を

防ぎ、捕獲したイノシシを廃棄してきましたが、貴重な資源として活用を図ることで、イノシシと共

生できないかという思いから、平成27年より獣肉処理施設の稼働とともに、イノシシ肉を地域資源

として活用する「のとしし大作戦」が開始されました。

2

羽咋市の「のとしし団」は、

おいしいイノシシ肉を全国に提供中

トピックス

１． 能登とイノシシ

のとしし大作戦では、食肉処理業の許可を取った衛生的な施

設で処理し、安全で安心な食材として提供し、おいしい野生の

味を楽しんでもらうことを目指しています。

具体的には、現地で血抜きと洗浄、処理施設で不要部位を除

去し、室温１℃で２日間保存した後、真空パックしたイノシシ肉を

マイナス40℃で急速冷凍しているため、新鮮でおいしいと評判

で、石川県内はもとより、最近では首都圏からの注文が相次い

でいます。

２． イノシシの肉

これまで、イノシシ肉の処理において、内蔵や骨

等の不要部位は、廃棄物として処理されてきまし

たが、平成31年１月より、薪を使った炭化装置の

稼働が始まりました。

発生した炭は、土壌改良肥料として活用予定で、

処理費用や環境への負荷軽減のほか、これまで

以上においしいイノシシ肉のイメージアップに繋

がることが期待されます。

４． 今後の展開

現在、のとしし大作戦では、※地域おこし協力隊の方

１名が「のとしし団」として自立し、イノシシ肉をふるさと納

税の返礼品に登録したところ、返礼品ランキングの首位

になるなどの高評価を受けています。

そして、平成30年11月にのとしし団が「ディスカバー農

山漁村（むら）の宝」ジビエグルメ賞（平成30年度選定の

32地区の中からグランプリに次ぐ、特別賞５地区のうち

の一つ）を受賞しました。

３． 「のとしし団」と「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」ジビエグルメ賞

※地域おこし協力隊とは

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し生活の拠点を移した者を、地方

公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱し、隊員は一定期間、地域に居住して、地域

ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民

の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。



坂井北部地域では、昭和43年から昭和61年にかけて「国営総合農地開発事業」により畑地造

成等の整備が実施され、一大園芸産地が形成されました。また、福井県では、平成17年度から

企業の農業参入を進めており、本地域は福井県最大の園芸産地かつ立地条件も良いことから、

イオンアグリ創造(株)、神栄アグリテック(株)、(株)フィールドワークスなど、様々な企業が参入して

います。

しかし、事業の完了から約30年が経過した今、園芸生産力の低下や農業水利施設の老朽化な

ど、様々な問題も発生しています。

３

営農振興に関する聞き取り調査を実施

～坂井北部地域～

トピックス

１． 坂井北部地域の現状

このような現状を踏まえ、平成２８年度から広域農業基

盤整備管理調査（完了地区フォローアップ調査）により、

地域の営農・農業水利施設の現状、課題の把握を行っ

ています。昨年度は「営農振興に関する意見交換会」とし

て、坂井北部地域の農家の皆様と一緒に、地域農業の

実情や特徴を踏まえた発展方向についてワークショップ

形式にて行いました。

今年度は、営農構想(案)の策定を目的に、①基本方針

の検討（本地域の将来像についての意見出し）、②施策

２． これまでの取り組み

聞き取り調査においては、お忙しい中ご協力いただいた農家の皆様、たいへんありがとうござい

ました。今後とも本地域の調査にご協力をよろしくお願いします。

４． さいごに

３． 営農状況及び今後の展望に関する聞き取り調査

今年度は、坂井北部地域の営農振興に関する聞き取り調査として農家の皆様へお伺いしまし

た。聞き取り調査の内容は、現在の営農状況（経営面積や作付作物）をはじめ、6次産業化へ

の取り組みや、経営規模拡大に伴う法人化の意向など、様々なお話をお聞きしました。

聞き取り調査では担い手・後継者不足の問題のほか、冬水の確保に関するご意見が多数あり

ました。調査の成果については、平成31年3月に、調査にご協力いただいた農家の皆様や地元

関係機関を対象に、3年間の調査成果を整理した報告会を開催し、発表します。

意見交換会の様子

展開の検討（将来像の実現に必要な施策について意見出し）について取りまとめました。



本地域は福井県北部に位置した九頭竜川の支流竹田川の右岸に広が

る1,788haの県内でも最大の畑作団地であり、すいか､メロン､だいこん

等の生産を展開しています。

事業完了から約30年が経過し、揚水機場のポンプ設備・電気設備は

標準耐用年数を超過し突発的な故障が懸念されるとともに、コンク

リート構造物もクラックや目地からの漏水が顕著化し、施設機能の低

下が懸念されています。

業務紹介 ４

本地区は富山県東部に位置した低平地に広がる水田地帯であり、水

稲を基幹作物とし、水田の畑利用による大豆を組み合わせた複合経営

が展開されています。

農地は未整備または10a以下の小区画であるとともに、用排水路は

ほとんど用排兼用の土水路と二次製品であり、水管理や草刈り等の農

作業に多大な労力を費やしています。

《水橋地区 調査：平成31年度～》

業務紹介 平成31年度調査実施地区について

小区画、排水不良の水田

《小矢部川地域 調査：平成30年度～》

本地域は富山県西部に位置した小矢部川沿岸に展開する3,198haの

農業地帯であり、水稲を基幹作物とし、水田の畑利用による大豆やハ

トムギ、畑作のいちごや柿生産等の農業経営が展開されています。

基幹的な農業水利施設は、経年的な施設の劣化により用水路からの

漏水や頭首工の機械施設の不具合が生じております。

⇒このため、国営事業の実施の必要性、技術的可能性及び経済的妥当性について検討を行い、事

業計画の案を作成するために地区調査を実施します。

第1頭首工

《坂井北部地域 調査：平成31年度～》

⇒このため、地域の課題の把握、環境との調和への配慮の検討及びそれらを踏まえた整備構想の概

略を検討し、地域の状況を的確に反映した農業基盤の整備方向を検討するため、地域整備方向検討

調査を実施します。

新江導水路の漏水

《手取川地区 調査：平成29年度～》
本地区の基幹農業水利施設である大日川ダムのうち、取水設備の表

面取水ゲートは、ワイヤーロープが脱落し操作不能となる等、不測の

事態が複数回発生しており、施設全体の故障リスクが高まっています。

《氷見地区 調査：平成30年度～》
本地区の基幹農業水利施設である十二町潟排水機場は、除塵機のレー

キチェーンの破断が複数回発生し動作不能となったことや、吸込水槽躯

体に予期しないひび割れが認められた等、不測の事態が発生しており、

施設全体の故障リスクが高まっています。

腐食の進むゲート戸当り

レーキチェーンの破断

⇒このため、施設の機能を保全するための整備計画を策定するため、原因

究明等調査を実施します。



　　

１．地区の概要

本地区は石川県南加賀地域の小松市と加賀市に広がる穀倉地帯に

位置しています。

地区内には「柴山潟」と「木場潟」、干拓されて農地となった

「今江潟」の三つの湖（潟）があり、これらを総称して「加賀三

湖」と呼ばれ、地区名の由来となっています。（写真１）

受益地は海水面との高低差が小さく、国営干拓建設事業、国営農

地防災事業の実施を経て、用排水改良を行い、地区の営農に寄与し

ています。

２．調査の内容

調査対象施設とした下記の３水路は供用開始から約50年が経過しています。

本調査では施設の状態、劣化の過程やその原因を把握し、現時点での施設の機能を「S-1（状態が悪い）～

S-5（状態が良い）」の5段階で評価することを目的としています。

（１）加賀三湖導水路 L=7,955m

・トンネル区間は、部分的にひび割れやインバート部の剥離剥落がみられるため「S-4」評価としました。

・管更生区間は、管の変形がみられ、変形量の判定より「S-3」評価としました。

・FRPM管区間は、全体的に健全な状態であるが、軽微なたわみや目地の開きがみられるため

「S-4」評価としました。（写真２）

（２）串川相互導水路 L=1,447m

大型ブロック積水路は、全体的に健全な状態であるが、部分的に天端ブロックのずれと目地の

開きがみられるため「S-4」評価としました。（写真３）

（３）御橋川 L=1,783m

ブロック積水路は、部分的にブロックのずれや陥没、欠損がみられるため「S-4」評価としました。

（写真４）

5 現地情報

３．今後の予定

調査結果をもとに施設の機能を評価し、その評価から水路を維持するための手法をまとめた「中長

期計画（機能保全計画）」を作成しています。

今後は、機能保全計画や対策工法について関係者に説明し、地区の整備方針について調整を行いま

す。

現地情報 調査地区の概要

～加賀三湖地区フォローアップ調査～

写真２ 管の変形計測状況

（加賀三湖導水路）
写真３ 目地の開き

（串川相互導水路）

写真４ ブロックの欠損

（御橋川）

写真１ 加賀三湖地区



現地情報 ６

現地情報 国営施設応急対策事業「早月川地区」の

工事実施状況について

本事業は、国営早月川土地改良事業（昭和28年度～昭和37年度）により造成され、建設から約

60年が経過し、崩落のおそれや性能低下が生じている幹線水路トンネルを改修することにより、

施設を健全な状態に戻し、用水の安定供給及び長寿命化を図るものです。

１．事業概要

・関 係 市 町：富山県富山市、魚津市、滑川市、中新川郡上市町

・受 益 面 積：2,735㏊

・事 業 工 期：平成30～35年度（予定）

・事 業 費：20億円（予定）

・主要工事計画：幹線水路トンネル

２．平成30年度工事実施状況と今後の予定
トンネル工事期間中は坑内に用水が流入しないよう、同トンネル上流の余水吐水路を通して早

月川に放流することとしており、今年度はその余水吐水路の整備を行っています。

来年度は、トンネル改修工事に着手し、本事業で行う対策工のうち、トンネル背面に生じた空

洞を埋める裏込め注入工及び地下水をトンネル坑内に抜く水抜工を予定しています。

余水吐流末部掘削状況隔壁部鉄筋組立状況



現地情報 国営施設応急対策事業「河北潟地区」の

工事実施状況について

１．事業概要
本事業は、国営河北潟土地改良事業（昭和38年度～昭和60年度）により造成された４箇所の揚水機場

について、老朽化したポンプ設備の改修を行っています。施設の老朽化に加え、取水時のポンプ設備へ

の異物混入による運転停止事故等不測の事態の影響を受けて、劣化が急速に進行している揚水機場等の

改修を実施するため平成27年度より事業を開始しました。

・関 係 市 町：石川県金沢市、かほく市、河北郡津幡町、河北郡内灘町

・受 益 面 積：851㏊

・事 業 工 期：平成27～32年度

・事 業 費：30億円

・主要工事計画：揚水機場改修 ４箇所

２．平成30年度工事実施状況と今後の予定
本地区は、取水量の少ない冬期間に工事を実施し、１年に１機場を改修する計画としています。また、

工事に伴いポンプが停止する期間は他の揚水機場から配水する計画としています。

平成30年度は、南部揚水機場の改修工事を実施中で、平成31年度には、東部第1揚水機場の改修工事を

予定しています。
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【南部揚水機場】

平成30年度改修工事中

【東部第1揚水機場】

平成31年度改修予定
【東部第2揚水機場】

平成29年度改修済

【西部揚水機場】

平成28年度改修済



事業開始前重故障回数
（平成21年度～）

 

西部揚水機場

東部第2揚水機場

改修後重故障回数

47

87

0

0

備考

平成28年度改修

平成29年度改修
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＜南部揚水機場の改修状況＞

主ポンプ設備改修前 主ポンプ設備改修工事中

３．事業効果の発生状況

3）故障発生の軽減

事業開始前においては、各揚水機場で、毎年多くの重故障（直ちに主ポンプを停止させる必要のあ

る故障）が発生していましたが、改修済みの西部揚水機場・東部第2揚水機場においては改修後の重

故障が0回であり、施設管理者・農家の皆様の労力・負担を大きく軽減することができました。南部

揚水機場、東部第1揚水機場においてもその効果が期待できます。

1）地盤沈下への対策

河北潟干拓地は軟弱地盤のため、地盤沈下により揚水機

場建屋床下に空洞が発生していることが確認されました。

その対策として建屋床下に薬液を注入します。空洞を埋め

ることによって揚水機場建屋の耐久性を高める効果があり

ます。

建屋周辺の沈下した地盤についても盛土を行い建設当初

の高さに戻す計画としています。 建屋床下空洞イメージ図

2）河北潟の水質への対策

河北潟の水質は土砂・浮遊物が多く、スプリンクラー等

の目詰まりが生じていました。その対策として「サンド

フィルター」という、ろ過装置を設置しました。「サンド

フィルター」による処理前と処理後の浮遊物質（SS）濃度

を比較すると約50％低減されることが確認され、安定した

水質の用水をほ場まで送水できる環境を整えることができ

ました。

サンドフィルター設置状況



現地情報 国営施設機能保全事業「射水平野地区」の

工事実施状況について

１．事業概要
本事業は、国営射水平野土地改良事業（昭和38年度～昭和51年度）及び国営射水郷土地改良事業

（平成３年度～平成12年度）により造成された基幹排水施設について、施設機能を保全するための

整備を行うことにより、施設の長寿命化を図るとともに、排水機能の維持及び維持管理の費用と労

力を軽減し、農業生産の維持及び農業経営の安定に資するため、平成25年度より事業を実施してい

ます。

・関 係 市：富山県富山市、高岡市及び射水市

・受 益 面 積：3,153㏊（水田 3,103ha、畑 50ha）

・事 業 工 期：平成25～33年度（予定）

・事 業 費：22億円（予定）

・主要工事計画
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【中央排水機場】

【西部排水機場】

【東部排水機場】

【排水管理施設】
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＜西部排水機場除塵設備改修工事＞

改修状況（※キャリアローラ）

２．平成30年度工事実施状況と今後の予定

今年度は、西部排水機場除塵設備改修工事、排水管理施設製作据付工事を実施しました。

西部排水機場除塵設備改修工事では、新規に更新するのではなく、既設の設備を改修し性能を新

品の状態に戻す作業を行いました。また、排水管理施設製作据付工事では、排水管理施設改修のた

めの機器製作作業をおこないました。

平成31年度は東部、西部及び中央排水機場除塵設備改修工事並びに排水管理施設製作据付工事

（継続）を予定しています。

３．事業効果の発生状況

本事業はこれまで、ポンプ設備の改修や耐震対策の工事等を実施しています。平成２９年度まで

にポンプ設備の改修を完了し、平成３０年度以降は除塵設備の改修を実施しています。

施設の劣化を防ぐための改修工事を実施し、排水機能の維持を図っています。

※ゴミを運搬するベルトを支えるローラのこと

ポンプ（改修前） ポンプ（改修後）



お 知 ら せ

水の恵みカードは、地域特産物、農業水利施設をわかりやすく紹介するカード
として、全国で約５０種類発行されています。
表面には地域特産物の種類や由来、味覚など、裏面には地域特産物の生産を支

える農業水利施設の形式、施設を整備した事業のほか、地域の特徴などを紹介し
ています。

当事務所では、地域の皆様とのコミュニケーションをより一層深めていきたいと思っております。
地域の情報や本誌へのご意見・ご感想などありましたら当事務所までお寄せ頂ければ幸いです。

編集・発行／北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所
HP：http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/nishihoku/

さわやか西北陸 第５７号 平成３１年３月発行

河北潟分室
〒920-0265
石川県小松市河北郡内灘町字大学1丁目2番地1（内灘町役場内４階）
TEL(076)255-1030 FAX(076)255-1601

射水平野支所
〒939-0341 富山県射水市三ヶ624
TEL(0766)30-2220 FAX(0766)30-2224

早月川支所
〒937-8601
富山県魚津市新金屋1丁目12番31号（魚津合同庁舎4階）
TEL(0765)32-3270 FAX(0765)32-3272

西北陸土地改良調査管理事務所
〒923-0801 石川県小松市園町ホ85-1
TEL(0761)21-9911 FAX(0761)21-9985

○石川県で初めて「水の恵みカード」ができました！

○河北潟周辺地区のカードは・・・
地域特産物は加賀れんこん、農業水利施設は河北潟防潮水門を紹介しています。

カードは無料で、JA金沢市の「ほがらか村」やJAかほくの「そくさいかん」、
河北潟干拓地内の「れんこん集出荷場」などで配布中です。

水の恵みカード(表)

河北潟周辺地区の歴史や農業水利施設の役割を紹介した
「河北潟を学べるショートムービー」を作成しました！

https://www.youtube.com/watch?v=VdOChfON8n8




