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小倉千枚田
※新潟県佐渡市

写真は、国仲平野から南東、小佐渡山地の中腹に位置する「小倉千枚田」
です。佐渡金山の発展による人口増加対策で 1650 年頃から開墾が始まり
ましたが、近年は担い手の高齢化等で休耕田等が多い状況にありました。
そこで、かつての美しい棚田風景を取り戻すため、地元農家とボランティ
アによる草刈・火入れ等の千枚田復活に向けた活動が行われています。
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巻　頭　言

業務の遂行に万全を期して
佐渡土地改良区連合　理事長　　相田　邦夫

　佐渡土地改良区連合は、国営佐渡土地改良事業及び県営かんがい排水事業佐渡地区並びに団体営土

地改良事業で整備造成された施設のうち農業用用水路を共同管理する目的で、関係８土地改良区によ

り平成 20 年３月に設立されました。

　現在は、国営佐渡土地改良事業で新たに築造された、小倉川水系の小倉ダム（朱鷺湖・有効貯水量

420 万トン）と羽茂川水系の外山ダム（有効貯水量 225 万トン）の２カ所のダムの運転操作を佐渡市

より受託して行うとともに、約 1,000ha の水田に用水を供給しており、今後は、関連する県営事業や

団体営事業の進捗に合わせて、順次守備範囲が拡大して行き、最終的には水田約 2,300ha に用水を補

給するとともに畑・果樹園約 250ha に用水を供給する予定です。

　ところで、平成３年度に国営事業とそれに関連する県営事業等の計画が決定されて以来 20 余年を

経過して農業情勢は大きく変遷しており、さらに昨今のTPP 問題も加わって、今日、農業の将来を

不安視する声が日増しに高まっています。

　佐渡は観光と農林水産業の島で、特に農業は島の重要な産業ですので、農業の将来への不安は、現

在推進している国営関連団体営土地改良事業の計画策定にも大きな影を落としています。国営・県営

のパイプラインを経由して団体営路線が竣工しなければ全ての農地への用水供給はできません。農業

の将来への不安については、国を上げて早急に対処していただきたいものです。

　佐渡土地改良区連合では、将来に不安を抱えながらも、懸命に農業に取り組む関係農家の負託に答

え、少しでも効率良くかつ安心して営農できるように、用水の公平で安定した供給を目指して、組織

体制の強化と財政基盤の確立に向けて取り組んでいます。

　今後とも、関係土地改良区とともに、県や佐渡市、関係諸機関・諸団体のご指導とご協力をいただ

きながら、職務の遂行に万全を期してまいりたいと考えています。
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農政情報Ⅰ

はじめに
　わが国最大の離島である佐渡島に広がる約 3,400ha の農地を対象に農業用用排水施設の整備を行う

国営かんがい排水事業「佐渡地区」は、平成３年度の事業着手から 23 年を経て、今年度末で事業完

了となる予定です。本事業の推進に大変なご尽力を頂きました新潟県を始め、佐渡市、関係土地改良区、

土地改良区連合、推進協議会等の関係機関や地元関係者の皆様に感謝申し上げ、この機会を捉え本事

業の概要とあゆみについて報告させていただきます。

１．事業の目的と計画概要
（１）事業の目的

　佐渡島の水田は、平野部では中小河川、中山間部では溜池や渓流といった不安定な水源に依存して

おり、河川や渓流には多数の井堰が設置されているものの、十分な水量を確保することができず恒常

的な用水不足をきたしていました。一方、畑や果樹園においてはかんがい施設が整備されておらず、

用水は天水や井戸に依存しており、不安定な農業経営を余儀なくされていました。また、島内最大の

穀倉地帯である国仲平野は、地形が平坦で標高も低く、大雨の際には排水先である国府川の水位上昇

により内水の排除ができず、常襲的な湛水地帯となっていました。

　国営かんがい排水事業「佐渡地区」は、水田の用水不足の解消、新たな畑地かんがい用水の水源の

確保及び国仲平野における湛水被害の解消を図るため、新たにダムを築造し、新設する幹線用水路に

より水田への用水補給と畑地かんがい用水の供給を行うとともに、国仲平野における排水施設の改修

を行うことにより湛水被害の解消を図るものです。また、これと併せて、県営や団体営の関連事業に

より、ほ場整備や末端用水施設の整備を行うことで、農業用水の安定的な確保と耕地の汎用化を図り、

農業経営の安定と農業生産性の向上に資することを目的としています。

（２）事業計画の概要

　本事業は、平成３年度に着工しましたが、計画されていた３ヶ所のダムのうち梅津川ダムの建設予

定地で平成７年に大規模な地滑りが発生し、ダム計画の見直しに伴う用水計画や主要工事計画の見直

しが必要になったことと、併せて、着工後の農業情勢の変化を踏まえ受益面積の減少が見込まれたこ

とから、事業計画の変更を行いました。

　平成 19 年に確定した変更事業計画（現在の事業計画）の概要は、以下のとおりです。

①受益面積

用水改良：水田 2,303ha

畑地かんがい：普通畑 70ha、果樹園 179ha

排水改良：水田 1,300ha（うち用水改良と重複 456ha）

計 3,396ha

国営かんがい排水事業「佐渡地区」の紹介
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②主要工事計画

貯水池：２ヶ所（小倉ダム、外山ダム）

頭首工：１ヶ所（小倉川頭首工）

用水路：２路線（小倉幹線用水路、外山幹線用水路（外山２号幹線用水路を含む））

排水機場：４ヶ所（国仲排水機場、中興排水機場、皆川排水機場、金井排水機場）

排水路：４路線（国仲排水路、中興排水路、皆川排水路、金井排水路）

③総事業費

国営事業費　740 億円

④予定工期

平成３年度～平成 24 年度（平成 25 年度～平成 27 年度：施設機能監視制度）

※注）事業実施においては、工期が 25 年度までに延長されています。

２．主要工事の概要と経過
（１）小倉ダム

◆ 国仲平野の水田 1,589ha への補給用水を貯留する堤高 64.0m、堤長 236.0m、堤体積 1,014 千㎥の中

心遮水ゾーン型フィルダムで、有効貯水量 4,200 千㎥と島内最大規模のダムです。本ダムは流域面

積が小さいことから隣接する河川より流域変更して導水するための施設として宮之河内頭首工と導

水路 1.4kmを併設しています。

● 平成６年にダム付替県道・町道工事に着手し、平成８年 12 月にダム本体工事を開始、平成 15 年 10

月にダム本体盛立工事が完成、平成 17 年 10 月から試験湛水、その後完成検査を経て、平成 18 年

９月に完成しました。また、宮之河内頭首工は平成 17年度、導水路は平成 16年度に完成しています。

事業概要図
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（２）外山ダム

◆ 南佐渡地域の水田 714ha への補給用水と畑 249ha（果樹園 179ha、普通畑 70ha）の畑地かんがい用

水を貯留する堤高 46.1m、堤長 181.0m、堤体積 81 千㎥の重力式コンクリート（一部フィル）ダムで、

有効貯水量は 2,250 千㎥です。本ダムは堤体の基礎地盤の条件から重力式コンクリートダムとロッ

クフィルダムの複合ダムという型式を採用しています。

● 平成９年にダム付替県道・町道工事に着手、平成 19 年３月から外山ダム本体の建設工事を開始し、

平成 22 年９月にダム本体のコンクリート打設を完了、平成 23 年 11 月から試験湛水、その後完成

検査を経て、平成 24 年 10 月に完成しました。

（３）小倉川頭首工

◆ 昭和 42 年に県営かんがい排水事業で造成された既設の頭首工の全面改修を行ったもので、堤高

1.6m、堤長 24.6m の可動堰で両岸より取水します。左岸側にはアイスハーバー型の魚道を設置して

います。

● 平成 17 年から工事を開始し、平成 19 年３月に完成しました。

（４）小倉幹線用水路

◆ 小倉ダムから取水した用水を下流の国仲平野の受益水田1,025haに送るための施設です。セミクロー

ズドタイプのパイプラインで、延長は 16.6km、管種は鋼管（最大口径 1,000mm）です。

● 平成 16 年から工事を開始し、平成 22 年度に全線完成しました。

小倉ダム（朱鷺湖）

外山ダム（外山湖）

宮之河内頭首工

外山ダム（試験湛水中）
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（５）外山幹線用水路

◆ 外山ダムから取水した用水を南佐渡地域の受益農地 817ha に送るための施設です。セミクローズド

タイプのパイプラインで、延長は 15.4km、管種はダクタイル鋳鉄管（最大口径 800mm）です。

● 平成 19 年から工事を開始し、平成 24 年度に全線完成しました。現在、施設の安全性と機能確認の

ため通水試験を実施中です。

（６）排水施設

◆ 県営事業等で昭和 40 年代に造成された４ヶ所の排水機場と、これに接続する４路線の排水路の能

力不足を解消するため、全面改修を行ったものです。

４機場の排水量の合計は 30㎥ /s、排水路の総延長は 4.4kmとなります。

● 皆川排水機場、中興排水機場、国仲排水機場については平成７年から工事を開始し、平成 11 年ま

でに完成、金井排水機場については平成 19 年に着工、平成 21 年に完成しています。

金井排水路を除く３排水路については、平成８年から工事を開始し、平成 12 年までに完成、金井

排水路は平成 23 年に着工し平成 25 年に完成予定です。

（７）水管理施設

◆ 本事業で造成された用水施設（小倉ダム・外山ダム・小倉川頭首工・小倉幹線用水路・外山幹線用水路）

を一元的に集中管理（監視・制御）するための施設（水管理システム）で、佐渡地区中央管理所に

親局を、各施設に子局・孫局を設置しています。

● 中央管理所及び水管理システムは平成 23 年から工事を開始し、平成 25 年に完成しました。

小倉川頭首工

国仲排水機場 国仲排水路

小倉幹線用水路（施工中）

金井排水機場
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３．施設の運用と効果発現状況
　本事業で造成された施設の現在の運用状況と効果発現状況は以下のとおりです。

□用水施設

　小倉ダム：平成 19 年度より供用開始、平成 21 年度から佐渡市に管理委託され、現在、小倉川頭

首工の受益など 1,016ha の水田に用水補給を行っています。

　外山ダム：平成 25 年度より供用開始、佐渡市に管理委託されています。

現在、羽茂川直接掛かりの 146ha の水田に用水供給を行っています。

　（両ダムの操作・運用は、佐渡市から委託された佐渡土地改良区連合が行っています。）

　小倉川頭首工：平成19年度より供用開始、平成21年度より国府川左岸土地改良区に管理委託され、

現在、557ha の水田に用水供給を行っています。

　小倉幹線用水路：平成 24 年度より供用開始、26 年度から関係土地改良区に管理委託される予定

です。現在 452ha の水田に用水補給を行っています。

　外山幹線用水路：平成 26 年度からの供用開始、関係土地改良区への管理委託を予定しています。

また、平成 26 年度には直接分水工掛かりと真野幹線用水路掛かりの 82ha の

水田に用水補給が始まる見込みです。

□排水施設

　皆川、中興、国仲の３ヶ所の排水機場と排水路

　平成９～ 12 年度より供用開始、平成 18 年度から新穂村土地改良区、金井土地改良区、国仲

西部土地改良区に管理委託され、約 1,000ha の水田で湛水被害の軽減が図られています。

　金井排水機場と排水路

　排水機場は平成 21 年度より供用開始、排水路は平成 25 年内に工事が完了することから、完

成後は約 300ha の水田で湛水被害の軽減効果が発現すると見込まれます。

おわりに
　佐渡では、近年「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」による水稲の減農薬・減化学肥料栽培や生きも

のを育む農法による栽培が着実に増加するなど、環境保全型農業の取り組みが大きく進展しています。

　国営かんがい排水事業「佐渡地区」は、地域の農業生産基盤の整備において基幹的な役割を担うと

ともに、環境保全型農業の推進による農産物の高品質化・高付加価値化を推進する上でも重要な役割

を果たすものであります。

　今後、本事業で造成された施設が管理者による適切な管理運用のもと有効に活用されるとともに、

県営や団体営の関連事業による末端施設の整備が促進され、早期にさらなる事業効果が発現されるこ

とを期待しています。
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農政情報Ⅱ

　本地区は、洪水による災害の未然防止を図るため、前歴の国営かんがい排水事業（S45～ S61）により
１/15年確率降雨に対応することとして、刈谷田川右岸排水機場及び排水路等の整備を実施しました。
　しかしながら、平成16年７月及び平成 23年７月の豪雨において、地区内の広範囲に洪水被害が生じた
ことから、これら湛水被害の要因を把握し、地区内排水の課題抽出を目的として、対象流域の流出状況、
排水状況を表現する『排水解析モデル』を構築したの
で紹介します。

○排水解析モデルの概要
　排水解析モデルは、「流域流出モデル＋排水解析モ
デル（不定流モデル＋遊水池モデル）」の組みあわせに
より構築しました。
　流域流出モデルは、地目別にモデル定数が設定でき、
地目変動による流出量の変化を表現することに適した
キネマティックモデル（※）を採用し、その流出量を不定
流モデルの排水路に流入させ、各地点水位・流量及び
湛水状況の計算を行います。
　なお、流域ブロックは現地調査及び地形図から76ブ
ロックに分割しました。

広域農業基盤整備管理調査「刈谷田川右岸地区」排水解析モデルの紹介

図－１ 排水解析モデルのイメージ図

表－１ 排水解析モデルの概要

※ちょっと解説
　「キネマティックモデル（Kinematic Wave）法」
とは、流域をいくつかの矩形斜面と流路が組み合わ
されたものとみなして、これらの斜面や流路におけ
る雨水流下現象を水流の運動法則と連続の関係を用
いて水理学的に追跡するものです。
　山腹斜面に降った雨の一部は浸透し、一部は地表
を流れて小さな水路からやがては大きな水路へと集
められていきます。流出計算は有効降雨による斜面
からの流出量を求め、この流出量を横流入量とする
河道内の流量を計算することにより行われます。 図－２ キネマティックモデルの概念図
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○排水解析モデルの検証
　平成 23年７月出水を例に、構築した排水解析モデルを用いて、解析から得られた湛水状況と実績の排
水状況の再現結果を図－３及び図－４に示します。
　比較すると、湛水区域やピーク水位は実績を概ね再現している（図－３参照）ことから、構築した排水
解析モデルにおける地区内の排水状況の再現精度は比較的高いと考えます。
　しかしながら、実績に対し解析結果はピーク時間のずれや、ピーク後の流量低減が早い等の異なる点も
確認される（図－４参照）ことから、今後は再現精度が劣る要因を特定し、より再現精度の高いモデルの
構築を目指します。また、前歴事業実施以降の降雨実績を踏まえた計画基準降雨の設定・解析を行い、地
区内排水における課題を抽出し、対策手法の検討を行うこととしています。

図－３　湛水区域図（平成 23年７月出水）

図－４　出水ハイドログラフ（平成 23年７月出水）
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刈谷田川右岸地区 流域モデルブロック図
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いくとぴあ食花（新潟市食育・花育センター）の紹介

トピック１

　新潟バイパス（国道８号）女池インターから車で約 10 分、東北電力ビックスワンスタジアムの近
くに今回ご紹介する「いくとぴあ食花（新潟市食育・花育センター）」があります。
　この施設は、食と花を一体的で学ぶことにより新潟
の美味しさ、美しさ、豊かさを発掘する目を育て、心
と身体の健康づくりを目指して作られたもので平成 23
年 10 月にオープンしました。

　建物内には食育・花育に関するいくつかのコーナー
があり、アトリウムは建物の中央に位置し県産の木材
をふんだんに使った癒しの空間で四季の花を楽しみな
がらゆっくりとくつろぐことができます。
　食の体験コーナーでは、食材の説明や料理の作り方、
食事のバランスチエックなど食育に関する情報をゲー
ム感覚で楽しみながら学ぶことができます。
　調理実習室では、充実した調理器具を用いて料理教
室が開かれていて人気のため数カ月先まで予約が入っ
ているそうです。
　花食コーナーでは、新潟の花やガーデニングの楽し
み方の紹介、園芸相談などを行っています。
　また、その他屋外には見本園や花畑の他、農業を体
験できる体験農園など食や花の体験や学習に必要な施
設が整っています。

　「いくとぴあ食花」の敷地内には他にも「こども創造センター」や「動物ふれあいセンター」が併
設されています。なかでも「動物ふれあいセンター」で、アルパカ等各種動物とふれあうことができ
ると家族連れに人気となっています。
　これだけ充実した施設があり広い駐車場もありますが、全て無料となっています。是非一度足を運
んで各施設を体験してみてはいかがでしょうか。新しい発見が見つかると思います。

写真－３　アトリウム癒しの空間 写真－４　食の体験コーナー

写真－１　食育・花育センター（近景）

写真－２　食育・花育センター（遠景）
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　近年、社会資本整備は長寿命化を目指し、延命化のための機能診断や長寿命化計画の策定を始め、

対策としての補修・補強工事を実施する機会が増えており、そういった場面で遭遇する特異な事象や、

日常起こり得る様々な技術的問題にどう向き合えばよいのかについて、過去悩んだ際、参考とした活

字類を基に想いを巡らしてみた。

１．問題とは何か
　構造物の製造（補修・補強・改築含む）や維持管理に関わ

る技術的問題解決における問題とは、ユーザーを含む事業主

体関係者の立場から見て「困った状況」を云う。

　問題解決は、その困った状況を解決まで導き、困った状況

が解消されることを云う。

　一般に問題解決においては、解決のための対策が正しいか

どうか解っていない状況の中で、その対策を実行しなければ

ならない場合が多い。

　少し掘り下げると問題の「困った状況」は、その逆の「困っていない状況」つまり「理想的な状態（あっ

て欲しい状況）」を前提としている。従って、問題とは「現状」と「有るべき姿」とのギャップである。

　現時点で問題となっていなくとも近い将来、或いは５年先、10 年先を見据えて「あるべき姿」を想

定し、そのあるべき状態と現状（又は将来の姿）とを見比べ、そこに生ずるギャップを発見したときは、

解決すべき問題の対象となり得る。

　このように時間的な要素を考慮した場合、問題は次の３つに分けられる。

①　差し迫った問題（直ぐに解決すべき問題…１日～３ヶ月程度）

②　中期的に解決すべき問題（３ヶ月程度以上、５年以内程度に解決する問題）

③　長期的な問題（６年程度以上、10 年程度以内又は変状が生じた際に取り組む問題）

　また、難易度により次の３要素から分類され、

①　達成すべき目標（あるべき姿）

②　解決に至る手段、手順

③　問題の現状（何が問題なのか）

　この２つ以上が不明確な問題を「難易度の高い問題」と捉えられ、一つだけ不明確な問題は比較的「難

易度が高くない問題」と云える。

技術的問題解決を考える際の役に立たないメモ

トピック2

信濃川水系土地改良調査管理事務所　次長　　結城耕治

問題の定義

あるべき姿、望ましいレベル

ギャップ

現在の状況

問題の大きさ
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２．問題解決に有効な能力
　　問題解決に有効な能力として技術者に求められるものには、下表のようなものがある。

〔※「ハロルド . ビュール：創造工学による設計手順」を参考〕

　技術的な問題解決を進める過程では、ここに示しているような幅広い能力が求められ、総合的かつ

高い、いわゆる「使える技術的能力」が期待される。

　特に問題解決の入り口となる「問題は何か」が発見できる技術的能力の基礎として経験・技術的知

識・想像力を総動員し、感性を研ぎ澄ましておくことは非常に重要であり、差し迫った問題解決には、

これらの能力に由来する「直感」がかなり有効な場合がある。

　やや、諄くなるが問題に気付いたり発見できなければ、その後の有効な解決策の検討・立案へ繋が

らないので問題発見の原点である「気付き」は極めて重要と云える。

　また、この様な技術的能力の持ち合わせが組織内に不足する場合は、情報管理に留意しつつ、一部

又は全部をアウトソーシングに頼る方法も考えられる。

３．問題解決の一般的な手順の例
　問題を解決する手順の例として、以下のような手順が知られている。

①　問題の発見、定義

②　解決策の探求、実行

③　結果の評価

１）第１段階は、「状況分析」であり、何が問題かをまとめるために、問題と思われる事象に関する

事実を漏れなく収集して文章化する。

　　問題の発見には、「問題意識」が必要であり、目の前に起きている現象を漫然と見るのではなく、

その中から「何が問題なのか」を抜き出す目を持つことが重要となる。

　　向上心や探求心、知的好奇心が無いと見えてこない問題も多く、問題を発見するにはある「問い

掛け」が必要で、考えを巡らせた時に、何らかのマイナスの兆候が見つけられれば、そこから問題

発見につながる可能性が高い。

　　また「なぜ」を繰り返し問い掛けていくのも問題の原点を探る有効な方法とされている。

２）第２段階は、問題の分析であり、現状は「何がどの様に困るか」をまとめ文章化する。

　　何が起こって、何が起きていないかを明確にする。つまり「問題でない状況と何が違うのか」を
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把握し、区別する点や変化点・予兆（トリガーポイント）を見逃さないで明確にする。
　　問題を解決するプロセスには、前提となる事実を集めて、その事実に基づく問題発生メカニズム
の仮説（アブダクション）を立てる事が重要である。

　　そして、仮説を検証するための調査を行い、その調査結果に基づき、
必要に応じて仮説を修正し、精度を向上させていくことが大切である。

　　問題に対する解決策を立案するための必須アイテムは、アイディア。
つまり「ひらめき」である。

３）第３段階は、解決策を具体化するため「何のために何を決めるか」を文章化する。
　　最終的な「狙いの目標」を明確にし、考えられる解決案を書き出す。
　　ここでは、要望事項と必須事項を区分しておき、解決策を実行した際に生ずると思われるデメリッ
ト（リスク）も書き出しておく。

　　解決策の確からしさを探るため、「それを実施したら、問題は全て解決するか？」と云う問い掛
けを繰り返し行うことで、かなり解決策の抜け落ちを見つけ出すことが可能になる。

４）第４段階は、「いつまでに何をするのか」を書き出して、その過程で考えられるリスクを明確にする。
　　洗い出したリスクが顕在化しないための方策を検討するとともに、リスクが顕在化した際の対策
（次の手）を立案しておくことが大切である。
　　また、解決策の実行後、計画と対比した結果の整理と評価を行うことがリスクマネジメントでは
重要な点（PDCAサイクルのスパイラルアップ）であると云える。

起こった現象を最もうま
く説明できる推論法。ア
リストテレスの論理学を
もとに提唱された。

アブダクション

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所
〒951-8133　新潟市中央区川岸町１丁目49番３
電話（025）231-5141（代）　FAX（025）231-6986
ホームページ：http://www.maff.go.jp/hokuriku/

kokuei/shinacho/index.html

信調までの案内
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※阿賀野川用水支所は平成 25年 3月をもって閉所いたしました。

　記録的な大雨をもたらした台風 18 号。３府県で初の特別警報が発令されるなど、日本各地
に甚大な被害をもたらしました。新潟県内でも河川の氾濫や土砂崩れの危険性から各地に避難
指示や避難勧告が出され、妙高市では矢代川が決壊し宅地や水田に濁流が流れ込む被害が発生
しました。
　秋の収穫時期を襲った台風の影響で、稲の倒伏や田んぼのぬかるみなど、思うような作業ができず、農業
関係者の皆様におかれては大変苦労されたことと思います。そのような中、家族総出で手刈りしたという話
を耳にし、（不謹慎かもしれませんが、）昔ながらの農村の情景が目に浮かび、ほっこりした気分になりました。

編集後記

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備


