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福島潟と五頭連峰
※新潟市北区

写真は、新潟市の東方に位置する湖沼「福島潟」です。福島潟は、その昔形成
された新潟砂丘により阿賀野川などの河川の流れが遮られ、さらに砂丘列の内陸
側に徐々に土砂が堆積してできた湖です。江戸時代に、阿賀野川を日本海へ直接
流す切り落とし工事から、福島潟の干拓の歴史が始まりました。昭和４０年代に
行われた「国営福島潟干拓建設事業」により193haの大きさになり、現在に至っ
ています。
五頭連峰を映す湖面と、鳥や花や人が一体となって織りなす四季折々の新潟の
原風景を今に残し、この自然は、「日本の自然百選」「にいがた景勝百選」「遊
歩百選」などにも選ばれ、オオヒシクイやオニバスをはじめとした貴重な動植物
が数多く生息する、全国でも有数の自然豊かな場所です。

目

次

巻 頭 言
農政情報Ⅰ
農政情報Ⅱ
農政情報Ⅲ
農政情報Ⅳ
トピック１
トピック２

 ～北陸再び～　　北陸農政局農村計画部長　渡辺　巧･････････････････････････････････ １

地域整備方向検討調査「笹ヶ峰二期地区」地区概要 ･･･････････････････････････････････ ２

国営施設応急対策事業「新川流域地区」七穂排水機場主１号ポンプの復旧について ･･･････ ４

河川法の一部改正に伴う“今後の許可工作物の維持・修繕”について ･･･････････････････ ６

農業の持つ多面的機能のPRについて ･････････････････････････････････････････････････ ８

佐野藤三郎没後２０年 ～記念シンポジウム～　信濃川水系土地改良調査管理事務所　田嶋　哲也 ･････ ９

長岡野菜 幻のえだまめ「肴豆」の紹介　･･･････････････････････････････････････････ １０



1

巻　頭　言

～北陸再び～
北陸農政局農村計画部長 渡辺　巧

約 20 年ぶりに北陸の地で仕事をすることとなりました。前回は、上越市で実施されていた直轄地すべり
対策と国営農地整備の事業所の課長の任に当たりました。当時は、ガットウルグアイラウンド（ＵＲ）の貿
易交渉で日本に米の輸入自由化が求められ、この対策の一つとして、私の現場でも、農地整備の工事と担
い手への農地集約を同時に進める、別名 21世紀型ほ場整備を実施していました。
今回の農村計画部での仕事は、土地利用調整や農地転用許可制度により必要な農地を確保したり、交
付金等を活用して農山漁村の活性化に向けた取組みを支援することとともに、各地区の土地改良事業計画
の策定や法手続を行うものです。地味ですが、農山漁村地域の長期的な方向づけを行う地域政策として
重要な仕事だと思っています。
さて、前回の赴任から20 年の間には、デフレ経済、新興国の台頭、人口減少など、日本や世界を巡る
社会経済情勢が急激に変動し、農業もその影響を受けつつ、需要、供給の両面で大きく変化しました。
これにより、農山漁村地域は生産の現場として一層厳しい現状に直面しています。さらに、働き口を求めて
若者の地方から都会への流れはいよいよ大きくなり、農山漁村地域の多くが生活の場として成り立たなくな
る、あるいは将来消滅すると心配されています。この現状を変えるために、今、政府一体となって農政改
革や地方創生に取り組んでいます。
農林水産業を強くするためには、需要拡大にも努めながら、需要に即して生産、流通、加工、販売を
効率よく行うことのできる、供給サイドの改革を総合的に進めていくことが不可欠です。その基礎となる取
組みが、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約であり、農地や水の効率的な利用を可能と
する生産基盤の整備です。これらにより、地域にある農地資源をフル活用して、生産性を最大限にすると
ともに、農産物を自ら加工して付加価値を付け販売するなど、いわゆる６次産業化の取組みを拡げて、農
山漁村地域に新たな価値と雇用を創出することを目指しています。
このような農林水産業の領域の取組みに加え、人口が減少している中で生活の場として必要な住まい、
医療、子育て、教育などのサービスを効率的に提供できる地域システムの構築も必要です。このためには、
サービスを提供する機能や施設を拠点集落に集約したり、周辺で生活する人々が苦労なく拠点集落にアク
セスできるネットワーク化も必要です。このような条件整備について、地方創生本部を設けて、この指揮の下、
関係府省が一体となって検討しているところです。
地方の活性化は様 な々取り組みが行われ、その一つ一つは一定の効果を上げてきましたが、今回の地方
創生は、一極集中の流れを変えることも視野に入れ、実現は容易なことではありません。それでも危機感
をみんなで共有し、地域が創意工夫したものを国が支援していくため、農政局の農村計画部も他の出先機
関、県、市町村等と密に連携協力して取り組みたいと考えています。
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農政情報Ⅰ

本地区は、長野県境に近い新潟県南西部の妙高市（旧中頸城郡妙高
高原町）に位置する妙高山南麓の標高1,200ｍ余りの山間地におきまし
て、一級河川関川の下流に広がる農地約5,800haの農業用水補給水源と
して昭和54年に国営関川農業水利事業で築造された「笹ヶ峰ダム」の
周辺に位置しています。
ダム貯水池周辺に発生しました大規模地すべりに対し、平成2～17年
度に直轄地すべり対策事業「笹ヶ峰地区」を実施し、水抜きボーリング工などの抑制工やアンカー工
などの抑止工を行うことで、地すべりによる被害を防止又は軽減し、農業用施設を守るとともに、国
土を保全してきました。

１．地区の概要

前歴事業実施後、新潟県において管理観測を行ってきました。貯水池右岸側の地すべりブロックにおい
て、観測計器が継続的な変位を示すとともに、既設対策工にも変状が見られることから、対策要否の検
討が必要な状況となっています。

２．地区の課題

笹ヶ峰ダム

前歴事業での施工状況

アンカー工 鋼より線挿入孔の削孔

アンカー概略図

アンカー荷重計計測値

受圧板の製作

地域整備方向検討調査『笹ヶ峰二期地区』
地区概要

地域整備方向検討調査『笹ヶ峰二期地区』
地区概要
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前歴事業で対策を行った各ブロックについて変状の確認と施設の健全度を評価し、地すべりの滑動が認
められるブロックには、地すべり対策工法を検討する必要があります。
地域整備方向検討調査では、地質調査、地すべり範囲の特定、既設対策工の健全度評価等を行います。

３．調査内容

地域概要　　　　　　　　（平成26年度調査時点）
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農政情報Ⅱ

国営施設応急対策事業は、食料の安定的な生産に不可欠な基盤である国営土地改良事業によって造
成された農業用用排水施設について、不測の事態が発生した場合における応急対策、事故の原因究明
等の調査及び当該調査結果に基づく施設の機能保全を行うための整備を行い、農業生産性の維持及び
農業経営の安定に資することを目的に、平成２４年度に創設された事業です。
七穂排水機場は平成25年1月に１号主ポンプで異常音が発生し運転を停止しました。このため、国
営施設応急対策事業を適用し、１号主ポンプの応急復旧を実施しました。また、併せてポンプの故障
原因究明調査を実施しましたので、その実施内容について報告します。

ポンプ設備を分解し減速機歯車を確認したところ、全ての歯車（太陽歯車、遊星歯車、内歯車、継
手歯車）に折損や傷、ひびが見受けられました。これは何らかの要因により何れかの歯車損傷、この
損傷が起点となり他の歯車にも連鎖的に損傷が生じたものと考えられます。

七穂排水機場１号主ポンプ内部

太陽歯車損傷状況

遊星歯車損傷状況減速機歯車（太陽、遊星、内歯車）損傷状況

七穂排水機場概要
　位置：新潟県新潟市南区吉江地内
　建設年度：昭和62年度
　計画排水量：46.1㎥/s
　ポンプ設備
　　①可動翼斜流チューブラポンプ　２台
　　　　口　径　2,200mm×原動機1,030kw
　　　　排水量　11.53㎥/s/台
　　　　全揚程　7.10m　実揚程　5.48ｍ
　　②固定翼斜流チューブラポンプ　２台
　　　　口　径　2,200mm×原動機1,030kw
　　　　排水量　11.53㎥/s/台
　　　　全揚程　7.10m　実揚程　5.48ｍ

国営施設応急対策事業
新川流域地区　七穂排水機場主１号ポンプの復旧について

国営施設応急対策事業
新川流域地区　七穂排水機場主１号ポンプの復旧について
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損傷メカニズム検討の結果、七穂排水機場は、チューブラポンプの中では口径に対して電動機出力が大
きく、固定翼機（１号機、４号機）は、非かんがい期に先発号機として運転され起動回数が多く、また直
入れ始動であることから、減速機歯車には起動回数に応じた起動時の高負荷（他機場の事例では定格ト
ルクの 200％トルクが直入れ起動時に作用する）が作用したことにより、減速機歯車に疲労が蓄積したと
考えられます。太陽歯車に最も疲労が蓄積し、歯の折損、もしくは歯面剥離が発生し、この破片を起点と
して加速度的に減速機歯車の損傷が進行したと推定されます。

七穂排水機場の１号主ポンプは、減速機歯車等を交換し、平成 26 年 5 月 30 日に試運転を実施し、無
事復旧しました。今後、恒久対策に向け検討を進めているところです。

○減速機歯車の損傷メカニズム検討結果

各ポンプの運転時間

運転時間（1998年～2013年）

累積時間：hr 平均時間：hr

　運転時間
　運転時間（年平均）
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各ポンプの起動回数

GC

起動回数（2001年～2013年）

起動回数：回 平均起動回数：回
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農政情報Ⅲ

（イ）　許可工作物の構造又は維持若しくは修繕の状況、河川の状況、許可工作物の存する地域の気象の状況その他の状
況（以下「許可工作物の構造等」という。）を勘案して、適切な時期に、巡視を行い、及び草刈り、障害物の処分
その他の許可工作物の機能を維持するために必要な措置を講ずること（令第 9条の 3第 1 項第 1 号）。

（ロ）　許可工作物の点検は、許可工作物の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと（令
第 9条の 3第 1 項第 2 号）。

（ハ）　（ロ）の点検は、ダム、堤防その他の国土交通省令で定める許可工作物等にあっては、一年に一回以上の適切な
頻度で行うこと（令第 9条の 3第 1 項第 3 号）。

（ニ）　（ロ）の点検その他の方法により許可工作物の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、
許可工作物の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること（令第 9条の 3第 1 項第 4 号）。

今般「水防法及び河川法の一部を改正する法律」（平成２５年法律第３５号）が施行され、新たに河川管理
施設及び許可工作物を良好な状態に保つよう維持、修繕すべきことが明確化されました。併せて関係政令及び
関係省令が施行され、河川管理者及び河川法第２６条第１項の許可を受けて工作物を設置した者が共通して遵
守すべき技術的基準等が定められました。
これに伴い、多種多様な河川管理施設や許可工作物の維持、修繕に関し、共通して遵守すべき最低限の基

準として河川法施行令（以下「令」という）において定められた技術的基準等について、以下に紹介します。

１　概要

２　技術的基準等の解説

（１）維持に関する技術的基準（１（イ））について
　許可工作物の巡視、及び維持に関する基準であり、規定中の「河川の状況」とは河川の水位、流量、地形、地質等の
状況であり、「気象の状況」とは降雨等の状況であり、「その他の状況」とは背後地の土地利用等の状況である。
　具体的な対応としては、定期又は不定期に許可工作物を巡視し、機能を維持するための措置として、例えばゲート操
作の支障となる流木等の障害物の処分を行うこと等を想定している。

（２）点検に関する技術的基準（1（ロ））について
　許可工作物の点検に関する基準である。
　具体的な対応としては、出水期前等の適切な時期に、目視による点検を行うこと、可動部を有する許可工作物につい
てはゲートやポンプ等の作動状況を確認すること、コンクリート構造部、機械設備等については、必要に応じて機器を
用いて、異状の状況を把握すること等を想定している。

（３）点検に関する技術的基準（1（ハ））について
　許可工作物の点検の頻度に関する基準であり、公共の安全を保持するうえで特に影響が大きいダム、堤防その他の国
土交通省令で定める許可工作物等については、1（ロ）の点検を一年に一回以上の適切な頻度で行うこととしている。
　対象となる許可工作物等は国土交通省令において、

　　としている。規定中の「その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有するもの」としては、いわゆる樋
管、陸閘、閘門、揚排水機場の取水口等である。

（４）許可工作物の異状把握時の対応（１（二））について
　許可工作物の異状把握時の対応についての基準であり、点検等により許可工作物の異状を把握したときは、予防保全
等の観点から効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講ずることとしている。
　具体的には、点検等により許可工作物の異状を把握したときは、必要に応じ診断・評価を行い、対策（維持・修繕の
方法等）を検討し、順次対策を実施する等の措置を講じることを想定している。

・ダム（土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満の
ものを除く。）

・堤防（堤内地盤高が計画高水位より高い区間等に設置された盛土によるものを除く。）
・上記の堤防が存する区間に設置された可動堰
・上記の堤防が存する区間に設置された水門、樋門その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有するも
の

河川法の一部改正に伴う
“今後の許可工作物の維持・修繕”について

河川法の一部改正に伴う
“今後の許可工作物の維持・修繕”について
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第 7条の 2　令第 9条の 3第 1項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。
一　ダム（土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが 15 メート
ル未満のものを除く。）

二　堤防（堤内地盤高が計画高水位（津波区間にあっては計画津波水位、高潮区間にあっては計画高潮位、津
波区間と高潮区間とが重複する区間にあっては、計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位）よ
り高い区間に設置された盛土によるものを除く。）
三　前号に掲げる堤防が存する区間に設置された可動堰
四　第二号に掲げる堤防が存する区間に設置された水門、樋門その他の流水が河川外に流出することを防止す
る機能を有する河川管理施設等

２　令第 9 条の 3 第 2 項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要
な事項は、同条第 1 項第二号の規定による点検（前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。）を行っ
た場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間（当該期間が 1 年未満の場合にあって
は、1年間）保存することとする。
一　点検の年月日
二　点検を実施した者の氏名
三　点検の結果（可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含
む。）

この区間に設置している可動堰や水門、樋門そ
の他の流水が河川外に流出することを防止する
機能を有する施設は、一年に一回以上の適切な
頻度で点検を行う必要があります。

（５）点検結果等の記録及び保存について
　（３）の一年に一回以上点検を行う対象となる許可工作物については、国土交通省令において、次回点検時における
異状の適確な把握や効率的な維持及び修繕の実施に資するため、点検の年月日、点検を実施した者の氏名及び点検の結
果（可動部を有する許可工作物にあっては、可動部の作動状況の確認の結果を含む。）について、次に点検を行うまで
の期間（当該期間が一年未満の場合にあっては、一年間）保存することとしている。

（６）点検結果等の記録の確認について
　（３）の一年に一回以上点検を行う対象となる許可工作物については、法第 78 条第 1 項の規定に基づく立入検査にお
いて、検査員が点検結果等の記録の確認を行う予定としているので留意されたい。
　また、立入検査における検査項目を別添参考として添付するので許可工作物の点検等の参考とされたい。なお、本検
査項目についてはあくまで参考として添付するものであり、許可工作物の点検は、許可工作物の構造等を勘案して、適
切に実施されたい。

河川法施行規則（河川管理施設等の維持修繕に関する技術的基準）について

１年に１回以上の点検が必要となる施設は？

該　当

可動堰や水門、樋門その他の流水が河川外に流
出することを防止する機能を有する施設でもこ
の区間では、一年に一回以上の適切な頻度で点
検を行う施設には該当しません。

非該当



8

農政情報Ⅳ

新潟市西区内野地域において、地域振興の取組を行っている「越後新川まちおこしの会」が、7 月
26 日に行ったイベント「新川生き物調査・カヌー川下り体験」の場をお借りして、周辺の田んぼや
水路に生息する生き物の展示・紹介や地域の環境を守るために必要なことについて、来場者に PR さ
せて頂きました。当日のイベントは、新潟大学の学生さんたちのサークル「むらづくり研究会」の協
力もあり大盛況でした。

来場された方からは、「すぐ近くに、こんなにいろんな魚がいるんだ！」「本当にこんな魚がいるの？」
と言った声が聞かれ、 身近な所にたくさんの魚が生きていることに驚いた様子でした。

生き物の説明の後、農業農村の持つ多面的機能の話や「ここで農業が行われているからこそ、いろ
んな生き物が生きていけるんだよ」「ここの生き物や環境を守っていくためには地元の農業が元気で
なきゃダメなんだよ、だから地元のお米や野菜をいっぱい食べて応援して下さいね」といったお話を
させて頂きました。

皆さんからは、「この魚は何年くらい生きるの？」「どのくらい大きくなるの？」など、数多くの質
問が飛び出し、関心の高さを感じることができました。
こうした取組が地域や農業の振興に少しでもつながる事を願いつつ、今後も機会を捉えて PR に努
めていきたいと考えています。

農業の持つ多面的機能のPRについて農業の持つ多面的機能のPRについて
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トピック１

佐野藤三郎 没後２０年
～記念シンポジウム～

佐野藤三郎 没後２０年
～記念シンポジウム～

信濃川水系土地改良調査管理事務所次長 田嶋 哲也

今年は、亀田郷土地改良区理事長だった佐野藤三郎氏が 1994 年 3月25日に急逝されて、ちょ
うど 20 年の節目にあたることから、去る7月 26日、新潟市内のホテルにおいて追悼シンポジウ
ムが開催されました。

佐野藤三郎氏をご存じない方のためにご紹介すると、
大正 12（1923）年、中蒲原郡石山村（現新潟市）中
木戸の小作農家に生まれ、昭和 30（1955）年、佐野
氏は 32 歳にして亀田郷土地改良区理事長となりました。
当時、24 億円もの銀行借入と工事未払金で破綻寸前
だった亀田郷土地改良区を立て直し、その後の亀田郷
の乾田化の総仕上げと乾田化後の農業技術の確立に努
められました。
また、この経験を活かし度々訪中しており、昭和 53 年当時の王震副総理から、亀田郷と同
じ境遇に苦しむ、広大な三江平原の土地改良への支援を依頼されました。当時、日中国交回復
7 年後のことであり、国の経済援助の窓口がない時代、一民間人として日本政府に働きかけ、
ダム建設費 30 億円もの円借款供与を引き出すなど、その後の事業によって三江平原は豊かな農
地へと変貌し、今日でも中国において佐野氏の業績は高く評価されています。

当日の記念シンポジウムには、パネリストとして内藤元農林水産省構造改善局次長、伊藤新潟
大学名誉教授、中山新潟県対外科学技術交流協会会長、高橋新潟日報社相談役、栢原日本
港湾協会名誉会長が出席し、①亀田郷の土地改良事業と農業問題、②中国三江平原農業開発と
国際交流、③鳥屋野潟とまちづくり、④未来に向けて、と題して、佐野氏が向き合った課題を今
日的な意義や有効性について検証・議論するとともに、骨太な「変革の思想」と「清濁併せ」
の実践手法など、佐野氏の生きた記憶をこれからの時代を担う若い人々が継承していくことも期
待したものでした。

司馬遼太郎氏の著書『街道をゆく』の中で「亀田郷には、佐野藤三郎という大変な傑物がいる」
と紹介されています。
皆さんも、没後 20 年の節目の年に佐野氏の功績を思い起こしてみてはどうでしょうか。

写真 記念シンポジウムの様子
（※写真提供：亀田郷土地改良区）
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トピック2

長岡野菜　幻のえだまめ『肴豆』の紹介
～「信濃川左岸流域地区」～

長岡野菜　幻のえだまめ『肴豆』の紹介
～「信濃川左岸流域地区」～

さかなまめさかなまめ

現在、国営かんがい排水事業の調査をしている「信濃川左岸流域地区」は、長岡市及び小
千谷市にまたがる県下有数の水田地帯であり、長岡市で減農薬減化学肥料栽培された安全・
安心なお米や小千谷市の魚沼産コシヒカリが、本地区の特産品として有名です。
しかし、本地区にはお米以外にも美味しい作物がたくさんあります！
今回は、その中でも「長岡野菜」という長岡市で愛され続けるブランド野菜のうち、近年

にわかに人気が出てきている幻の枝豆『肴豆（さかなまめ）』についてご紹介します。

◇長岡野菜とは

＜取材させていただいた直売所＞

◇肴豆（さかなまめ）とは

長岡野菜は、長岡市内の生産者・消費者・農業団体や流通業者によって設立された「長岡野菜ブラン
ド協会」により、以下の基準で認定された野菜です。肴豆をはじめ、長岡巾着なす、ずいき、ゆうごう等、
今では１６品目が登録されています。

「肴豆」は長岡市で栽培されるえだまめのうち、最も遅い
時期に収穫される晩生の品種です。９月２５日頃から１０月上
旬までのごくわずかな期間しか出回らないことから幻のえだま
めと呼ばれています。
強い甘みと風味があり、酒の肴にぴったりということから、
このような名前が付けられました。

今年、肴豆を食べ逃してしまった方でも、豆腐や大福とい
った加工品として、年間を通じて肴豆を味わうことができます。
下記直売所や長岡市内のスーパーなどで購入できますので、
ご当地を訪れた際は、ぜひご賞味ください！

～認定基準～　
　①古くからあって、長岡でしか食べられないもの
　②どこにでもあるけど、長岡で作るとおいしいもの
　③新しい野菜だけど、長岡で独特な食べられ方をしているもの

～長岡野菜（１６品目）～
　長岡巾着なす、梨なす、八石なす、糸うり、ずいき、ゆうごう、
　かぐらなんばん、一寸法師、肴豆、おもいのほか、だるまれん
　こん、里芋、体菜、長岡菜、白雪こかぶ、雪大根

幻の枝豆『肴豆（さかなまめ）』

肴豆大福を持つ生産者さん
（農家起業ブースで、地元農家の加工品

を農家自ら販売しています。）

ＪＡ越後ながおか 農産物直売所
　とれたて旬鮮市なじら～て 関原店

住所：新潟県長岡市関原町 1丁目
　　　字中原 2980-1
TEL：0258-47-2003
FAX：0258-47-2004

☆お忙しい中、取材対応いただきありがとうございました！
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誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

～ 編集後記 ～
10 月 13 日体育の日に、新潟市西区五十嵐に位置する「新川
河口排水機場」の見学会が開催されました。ポンプの更新工事
を実施しており、全６台のうち最後の６台目となるポンプの解
体を行っているところで、ポンプの羽根車が展示され、地域の
防災に果たしている役割などのＰＲがなされました。地域住民
等 181 名が来場され、アンケート調査の結果、約７割の方が農
業農村整備事業を“はじめて知った”とのことです。

私事ではありますが、
小学４年の息子の小学校
でも、排水機場（親松排
水機場）の見学会が行わ
れたことを聞き、農地だ
けではなく地域全域を守る「農業用排水機場」の果
たす役割について、地域の方々への理解も少しずつ
広がりつつあるのかなぁと感じています。


