
　写真は、美しさ、規模ともに東洋一とうたわれる高田公園の蓮です。外堀
19haを埋め尽くす蓮は、戊辰戦争や凶作により貧窮した高田藩の財政を立
て直すため、外堀に蓮を植えレンコンを育てたことがはじまりとされていま
す。見ごろは 7月下旬から 8月中旬で、毎年「上越はすまつり」が開催され
ています。

高田公園の蓮
※新潟県上越市本城町
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　本年4月に東北農政局から異動して参りました。北陸農政局には2度目、5年ぶりの勤務となります。

北陸地方、東北地方といった我が国有数の優良な農業生産の場で仕事が出来ることを大変うれしく思う

とともに、競争力強化と農村社会の維持という、ある意味相反しかねない課題を抱えた今日の水田農業

を真正面から見据えることの厳しさを実感しているところです。

　さて、信調だよりの読者の皆さんの多くが携わっていらっしゃる土地改良施設の管理や建設に関して、

東日本大震災の経験から私が再確認したことについてご紹介したいと思います。

　1点目は、土地改良施設が有する地域社会インフラとしての重要性です。排水路の最下流部にあたる

太平洋側沿岸部に設置されていた農業用排水機場は津波被害で施設機能が全面停止しましたが、その工

学的機能回復は、内陸部の復旧作業、生活活動や経済活動の再開に向けた地域社会全体の第一優先課題

と位置付けられて集中的に取り組まれました。

　2点目は、施設機能を発揮させるための施設管理を担う人材の不可欠性です。被災後、流入してくる

瓦礫を取り除きながら、燃料確保もままならない中で仮設の排水ポンプの運転操作を続けたのは土地改

良区の皆さんでした。今日、仮復旧した排水機場や防潮水門を、以前の何倍もの手間暇をかけて稼働さ

せ、復旧復興途上の上流域全体を梅雨や台風から守っているのも彼ら人間の力です。

　3点目は、施設管理を担う組織と人に対する、社会全体の理解と協力の重要性です。営農再開が困難

な状況では経常賦課金の徴収は期待できません。土地改良区は積立金を取り崩しながら、市町村をはじ

めとする行政の資金援助を受けながら活動を継続しています。また、困難な状況の中での過酷な運転操

作のためには、管理に携わる人一人ひとりの強いモチベーションにも頼ります。お金の関係だけでは説

明できない地元の方々と土地改良区との信頼関係が、社会の絆の力を発揮しています。

　農業の持つ多面的機能、国土強靱化、地域住民との協働．．．などという政策理念用語を役所はよく使

います。重要なことは、それぞれの政策理念の実態実像が、現場現場で実践されていることです。こう

した具体像を地域全体で実感・共有する仕組みが定着していることです。私ども国の行政機関が地元で

仕事をさせて頂くにあたって、肝に銘じなければならない大切な視点だと考えています。

「現場の力
～施設と人と社会の絆～」
北陸農政局　農村計画部長　　宮森　俊光　

巻　頭　言
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　ＪＲ中央線「東小金井駅」から歩いて10分のところにスタジオジブリの事務所があり、そこからさら

に歩いて5分のところに宮崎駿監督のアトリエがある。東京にあるとは思えないほど緑に囲まれたログ

ハウス調の雰囲気のある建物である。宮崎監督の自然を愛する気持ちがにじみ出ている。水や森やそこ

に棲む生きものたちを題材にした作品と制作活動の場がマッチしている。

　アトリエのゲストルーム。私の目の前には、宮崎監督とジブリのオーナーでもある有名な敏腕プロ

デューサー鈴木氏が座っている。

　「ダムは自然破壊の公共事業の代表格である。」「技術屋はすぐ構造物を造りたがる。まず、構造物の

建設ありきで物事をすすめていく。」「みんなで水源地の自然環境を守りたい？それならそもそも自然環

境を破壊するダム建設を止めればよい。あなたたちが破壊した後の自然をみんなで守りましょう。？あ

なたたちで守ったら。誰も協力しないよ。環境に配慮した公共事業は詭弁。」「渇水が心配というけど、

Ｎ河口堰の水は余っており、都市用水は要らないと地元も言っているではないか。治水といってもこん

な山奥で水を止める必要性はあるのか。今やらなくてはいけないのは、異常気象による平地部の豪雨の

排水対策。山の奥地のダムではない。」「あなたは、ひとつひとつ反論というか説明をしているが、それ

はいつも聞く役人の論理。事業を進めたいためのヘリクツにしか聞こえない。」……2時間もの間厳しい

発言が続いた。

　これは、Ｍ機構に出向していた時の話である。住民参加による水源地の保全と活性化の取り組みへの

協力を、無謀にもジブリに飛び込みでお願いに行ったときの話しである。

　ジブリの例からもわかるように、事業段階になっての説明は、どのように説明しても、事業を止めた

くない、事業をすすめたいがための理屈と誤解される可能性が高い。

　農業農村整備事業について、広く国民のコンセンサスを得て円滑に推進していくためには、プロジェ

クトについて、調査・計画段階から関係機関、受益農家だけではなく、多くの人たちと意見交換、情報

発信等広報を積極的に行って行くことが重要と考える。

　「私はサンドイッチマンになるつもりはない。君との

話し合いで2時間もの貴重な制作時間を無駄にした。話

はこれで終わり。もう来ないで欲しい。」と宮崎監督に

言われ退座した。久々に大落ち込みし、東小金井駅に向

かう足どりは重かった。

　しかし、ジブリとの交流は今でも続いている。

宮崎駿監督への説明
北陸農政局整備部　部長　　中里　良一　

寄　　　稿
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○阿賀野川用水二期地区について
　本地区は、新潟県のほぼ中央を流れる阿賀野川の左岸に広がる農

地面積約7，400ｈａの稲作経営を主体とした農業地帯です。

　本地区の農業用水は、国営阿賀野川用水農業水利事業（昭和36年

度～58年度）により造成された阿賀野川頭首工、早出川頭首工、各

幹線用水路及び国営新津郷農業水利事業（昭和47年度～平成元年度）

により造成された揚水機場等により供給されています。また、新津

郷地区においては、国営新津郷農業水利事業により揚・排水機場、用・

排水路が整備され当時では高度な水管理施設も導入されています。

　しかしながら、これら事業の完了後20～40年が経過し、基幹水利

施設の老朽化が進行しています。

　コンクリート構造物は欠損や剥落が顕著な状況であり、トンネル内

の目地からの漏水等が確認されるなど、経年劣化に伴う施設機能の低下が懸念されています。

　新津郷地区にあっては、水管理システムなどの突発的な故障、ポンプ電動機等の整備にかかる点検整

備補修費が増蒿しており、土地改良区の財政に負担となっています。

　他方、営農形態の変化に伴う用水不足が生じており、適正な配水を行うため、断水日を設けた運転管

理により、用水不足の対応を行っており、土地改良区はこれらの調整に苦慮しています。

　これらの課題に対して、平成21年度から地域整備方向検討調査を実施しており、今年度を最終年度と

して整備構想を取りまとめることとしています。

　また、平成26年度からは、より精度の高い調査を実施し、事業計画（案）を策定する「国営土地改良

事業地区調査」に調査の段階を移すこととしています。

　地区調査では、既存施設の機能診断結果に基づく、具体的な老朽化対策及び既存施設を活用した適正

な用水配分手法の検討等を行い、関係機関と連携を図りながら、施設機能の維持、地域農業の生産性の

向上及び農業経営の安定化に資する計画を立案します。

《施設の劣化状況》

地域整備方向検討調査「阿賀野川用水二期地区」の紹介

農業情報Ⅰ

左岸中央幹線用水路

大秋排水機場

左岸低位幹線用水路
目地部の欠損、剥落

左岸低位西幹線用水路
トンネル目地部からの漏水

覚路津排水機場
ポンプ施設の内部の状況
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地域整備方向検討調査「阿賀野川用水二期地区」の概要

1）関係市町：新潟県新潟市、五泉市、南蒲原郡田上町
2）受益面積：7,425ha（田：7,235ha、畑：190ha）（平成21年調査時）
3）調査期間：平成21年度～25年度
4）整備構想：揚水機場1式、排水機場1式、幹線用水路1式、幹線排水路1式

左岸低位幹線用水路

水田揚水機場

覚路津排水機場

【担当課】保全整備課
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　「国営施設応急対策事業」は、国が造成した基幹的水利施設を対象に、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の結果に基づく施設の機能の保全を行うための

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。

　平成24年 8 月下旬、信濃川左岸地区の鴨田川取水堰（ゴム堰）が破損し、全国で初めて応急対策事業

を適用し、応急対策として同取水堰を復旧しました。また、取水堰の復旧と併せて、破損原因究明のた

めゴム堰の給排気装置及び河川内堆積物の調査についても実施した結果、

　① ゴム袋体の上流側の堆積土砂の中に、鉄筋や鋭利な金具等の流下物があり、ゴム袋体が起立動作す

る際に流下物が袋体を貫通

　② 貫通損傷部から河川水が袋体内に流入し、ゴム袋体内に入った貯留水位が上昇

　③ 袋体内圧検知パイプが水封されたことで袋体内圧が規定圧に達しても圧力計が低く表示されてし

まったため、給気装置の駆動モータは回転を続け、袋体内圧が高圧になりゴム袋体が破裂

　以上のように原因が推測されました。

　調査結果を踏まえた上で施工を実施し、平成25年 5 月下旬に完成しましたので、今回、施設概要と工

事施工状況についてご報告します。

○施設概要

国営施設応急対策事業 信濃川左岸地区 鴨田川取水堰の復旧について

1 ．形 式 空気式ゴム引布製起伏堰
2．堰 底 幅 8.00m
3 ．堰 高 3.20m
4 ．自動倒伏水深 3.4m
5 ．計 画高水深 3.5m
6 ．下 流 水 深 1.5m
7 ．堤体固定方式 2 列固定方式
8．水 密 方 式 3 方ゴム水密
9．操作駆動方式 起立：モーター駆動ブロワ式
 倒伏：自然排気
10．膨 張 形 式 空気膨張式
11．計画河床勾配 1/700

この地図の作製に当っては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図
200000（地図画像）を使用したものである。（承認番号平成19年総使、第82号）

農業情報Ⅱ

鴨田川取水堰
（新潟県長岡市）

横断図面（Ａ～Ａ） 標準縦断図面
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【担当課】保全計画課

○施工状況

取水堰破損状況

ゴム堰据付完了（倒伏時）

固定金具据付

アンカーボルト設置

ゴム堰据付完了（起立時）

ゴム堰設置
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【河川法とは】 

　河川法（昭和39年法律第167号）の目的は、「第１条　……河川について、洪水、高潮等による災害の

発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全が

されるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保

持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。」と記載され、河川の管理に関する基本的な法

律となっています。

【河川法での水利権と河川協議】 

　国営土地改良事業の実施にあたり、農業用水（かんがい用水）を確保するため河川の流水を占用し、

河川区域内の土地を占用し、又は、河川区域内の土地において工作物の新築・改築等（補修等も含む）

を行う場合には河川法の規定により、河川管理者（国土交通大臣、又は、都県知事）と協議して、許可

を受けなければなりません。

　河川の流水の占用許可を受けた権利を一般的に「水利権」と呼んでいます。また、その具体的な内容

（水を使用するための条件）は、「水利使用規則」に定められています。この水利使用規則には、地区に

より異なりますが、取水口毎の期別のかんがい用水の取水量、1日、又は、年間の総取水量等が記載され、

取水量について、月に1度、又は、年に一度、報告義務があります。この条件の中で運用することとな

りますので、今一度確認をしてみましょう。

　北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所　企画課　では、16地区の国営事業完了地区水利権の

更新・変更に係わる業務を担当しています。

【水利権の更新と変更】 

　水利権の許可期限は、一般的に10年間ありますが、許可期限の2年前程度から、農林水産大臣所有の

水利権については、北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所で、面積の変化、営農状況の変化や

かんがい用水の利用実態等の調査を行い、河川管理者との協議図書を作成していきます。

　また、水利権の許可期限内であっても、かんがい用水の利用形態や営農形態の変化等（異常気象等に

伴う緊急的な取水の必要がある場合も事前に協議が必要となります）で水利使用規則が守れなくなる恐

れのあるときは、水利権変更の協議が必要となりますので、管理受託者の皆さまにおかれましては、早

めに北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所 企画課 に相談していただくようお願いします。

　このほか、水利権に関して不明な点等ございましたらご相談ください。

河川法に基づく適正取水について

農業情報Ⅲ

【担当課】企画課
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＜背景／課題＞

　水利権を取得すると、水利使用規則という取水にあたっての条件が河川管理からつけられ、取水する

者はこの水利使用規則に従って取水する必要があります。

　この水利使用規則においては、一般的に毎年 1回、毎日の取水量を記録した取水量報告を河川管理者

に提出する必要がありますが、取水量の観測や記録の実態として、目視で測定値を読み取ったり、観測

値の転記が必要であったりと、これらの作業において読み取り誤差や転記ミスといった人的ミスが生じ

ています。また、近年極端な豪雨と干天の繰り返しや積雪の減少等による河川流況の逼迫を背景に農業

用水の合理化を図るためには、合理的な観測態勢による取水実態の正確な把握が必要になっております。

　これらの課題に対応するため、量水標等の簡易な計測器を自記水位計及び超音波流量計に置き換える

とともに観測記録データの自動転送システムを設置し、測定誤差及び転記ミスが生じないように取水量

測定を合理化する体勢を整備すべく、平成25年度新規事業（平成25年度～平成27年度の 3ヶ年間）とし

て、取水量測定自動化事業が創設されました。

【今後の取水量報告】

取水量測定自動化事業について

農業情報Ⅳ

事業実施主体：国

事業実施要件： 農林水産大臣が水利

権を有している地区

であること。

国庫負担率：定額

事業実施期間：H25～H27（３カ年）

【事業内容】

①水位測定施設・流量測定施設等の設置

②上記施設の自動記録機器の設置

③観測記録データ自動転送システムの設置

④河川流量及び取水量測定を自動化するための設計等

⑤その他取水管理の自動化に必要な機器の新設等

【本事業のポイント】

① 自動化後は、取水量報告は土地改

良調査管理事務所が行います。

② 管理受託者は、事業実施後は取水

量情報の報告は、必要ありません。

③ 取水量データは、インターネット

より情報共有します。

④ 設置された施設は、土地改良調査

管理事務所が管理を行います。

【担当課】企画課

○自動化後は、土地改良調査管理事務所等で取水量報告をとりまとめます。

【取水量報告の流れ（赤：今後の取水量報告）】

【取水量報告の現行と計画】

○管理受託者
・ 水利使用規制に基づく取水
量情報を調査事務所に報告
⇒ 自動化によって、従来の
取水量報告作業はなし

※取水量の情報共有

○ 土地改良調査管理事務所等
・ 取水情報取りまとめ報告
・ 取水量の把握
・ 取水量報告のとりまとめ
・ 事前相談・不測の事態等
対応
・ 河川管理者調整

○河川管理者
（地方整備局・
河川事務所）

○地方農政局
（水利整備課）等
・ 取水量報告
確認・報告
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【担当課】調査課

　事後評価については、農業農村整備事業等の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の向上を図
るため、完了地区において当該事業の実施による効用等について評価を行うこととしています。
　今年度事後評価の対象となる、国営かんがい排水事業「阿賀野川右岸地区」は、新潟市、新発田
市、阿賀野市、聖籠町にまたがる約10,000haの農地の排水を改良するために、昭和63年度から平
成18年度にかけて行われた事業です。老朽化による能力低下や地域開発に伴う降雨流出量の増加に
よる湛水被害を防止するため、新井郷川排水機場、大沼排水機場等の改修及び福島潟承水路、駒林
川等の排水能力の増強を行いました。

　平成24年度に行った事後評価の現地調査等を踏まえ、 平成25年 5 月16日に県、市町及び土地改良
区に調査報告会を実施しました。
　平成25年 8月末予定の事後評価結果の公表に向けて、今後のスケジュールについて報告いたします。

　新井郷川排水機場会議室において、調査にご協力いただいた新潟
県、関係市町及び土地改良区に、平成24年度に行った事後評価調査
の結果についてご説明しました。

　 ★関係団体：新潟県、新潟市、新発田市、阿賀野市、聖籠町、阿
賀野川土地改良区、豊栄土地改良区、豊浦郷土地改良区、木崎濁
川土地改良区、佐々木土地改良区、葛塚土地改良区、笹岡土地改
良区、聖籠土地改良区

調査報告会（５月16日）

関係団体への意見聴取（６月）
　事後評価結果（案）に対して、県、市町、土地改良区の関係団体の意見をいただき、事後評価結果をとり
まとめます。

技術検討会（６月末及び７月の予定）
　技術検討会は、専門的知見を有する第三者（６名以内）から構成される委員会で、事後評価結果（案）につ
いて審議を行い、意見の提示を行います。６月に第一回、７月に第二回の技術検討会を行うこととしております。

事後評価結果の公表（８月末の予定）
　技術検討会等の意見を踏まえ取りまとめた事後評価結果について、農林水産省及び北陸農政局のホームペー
ジにおいて公表いたします。評価結果については、完了地区のフォローアップ、事業計画・事業評価手法の
改良等に活用されます。

「阿賀野川右岸地区」事後評価について

農業情報Ⅴ

大沼排水機場改修前 改修後

地域の排水を担う新井郷川排水機場
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信濃川水系土地改良調査管理事務所次長　加藤修一
　越後地方の里山では早春、カタクリやイチリンソウ、キクザキイチゲな
どの花が咲き、林内が一斉に彩られます。これらの花は、「スプリングエフェ
メラル」と呼ばれ、この時期のごく短い間に花を付け、あっという間に地
上から姿を消してしまいます（写真－ 1）。
　「スプリング・エフェメラル」とは、訳すと「春の儚い命」です。生育
環境が落葉広葉樹の森に適応した植物であり、このような森は早春にはま
だ樹木が葉をつけていないため、林床に十分太陽光線が届きます。このた
め、光を十分に受けて光合成を行うことができ、その時の栄養分を地下の
球根に蓄えています。
　その後、花はすぐに終わり、本格的な春が来る頃には葉だけとなり、そ
の葉もやがて姿を消してしまいます。地上に花と葉が、姿を現している時
期は、越後地方ではおおよそ 3月下旬から 5月下旬の 2ヵ月程度です。
　「春の儚い命」と呼ばれていますが、長い進化の歴史の中で、このよう
な生育環境を選択し、数度にわたる厳しい氷河期を生き延び、絶滅の危機
を回避してきたということは、実は考え抜かれた戦略だったのではないか
とさえ思えてしまいます。「春の儚い命」は、実は決して儚いものではなく、
たくましく、そしてしたたかな生きものということができるのではないで
しょうか。
　では、「春があるのなら、夏、秋、冬の儚い命もあるのではないか？」
ふと、そんな疑問が浮かびました。そして思いついたのが、夏はセミやカ
ゲロウなどの昆虫でしょう。幼虫の期間（数年）に比べると成虫の寿命（数
日）は、かなり短いものといえます。
　秋はこの時期に花をつけるヒガンバナです（写真－ 2）。この植物は、
9月中旬頃に赤い花（まれに白い花もある）をつけ、まもなく花を落とし
た後、深緑でつやのあるロゼット状の葉を出し、翌年の秋まで地上から姿
を消します。
　あと、生きものではありませんが、冬は天からの手紙でしょう。自然が
創造したとは思えない見事な六角形の雪の結晶も、熱が加わるとあっとい
う間に融けて水に変化してしまいます。
　さて、「春の儚い命」から「沈黙の春」という1962年にレイチェル・カー
ソン女史が出版した著書を思い出します。これはDDTを始めとする農薬などの化学物質の危険性について始め
て言及し、警鐘を鳴らした歴史的な作品で、「いつも通りの春の季節が来たが、自然は沈黙し、小鳥のさえずり
さえも聞かれなくなった」という内容の一文が有名です。
　今、春の里山を訪れても、小鳥が沈黙をしているということはありません。キビタキ（写真－ 3）やカッコウ
などのさえずりが林内にこだましています。しかし、いつまでこのような春のさえずりを聞くことができるので
しょうか。今も世界各地で、野生生物の絶滅が続いています。食物網で結ばれている生態系は、このままの状態
が続くと、いずれ網の目が大きくなり、多くの生きものが網の目から落ちこぼれていくことになります。
　その時がいつ頃来るのか誰にも分かりません。絶滅という現象は静かに進行し、ある限度を超えると渦に巻き
込まれるように一気に進みます。気がついたときには手の施しようがない状況となるのです。その時人間は、一
体どのように立ち向かうのでしょうか。

過ぎ行く「儚い春」に想いをよせて…

トピック

（写真－1）カタクリ群落（新発田市櫛形山）

（写真－2）ヒガンバナ群落（日高市巾着田）

（写真－3）キビタキ（新発田市大峰山）
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誰もが住んでみたい村に

信調までの案内

新潟駅
JR越後線

5分 5分

徒歩5分

白山駅 信調

農業農林整備

〒951‒8133 新潟市中央区川岸町１丁目49番３
電話（025）231-5141（代）
ホームページ :http://www.maff.go.jp/hokuriku/
 kokuei/shinacho/index.html

FAX（025）231-6986

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

新潟県
中小企業
会館

ＮＨＫNTTNTT

信濃川水系土地改良
調査管理事務所

白
山
駅

市役所
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◉ 調査管理
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白山神社

県民会館
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至 新潟駅

白
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芸術文化
会館信濃川

※阿賀野川用水支所は平成25年 3月末日をもって閉所いたしました。

編集後記
　農業用排水路等への不法投
棄が後を絶ちません。過日開
催された新潟市亀田郷地区一
斉清掃に初エントリーし、
ペットボトルや空缶、なかに
は自転車や廃タイヤといった
粗大ゴミが不法に投棄されて
いる現状をはずかしながら初
めて知りました。昨年は同地
区において、排水管に廃タイ
ヤが詰まり水が溢れそうにな
る被害もあったとききます。
　不法投棄は犯罪です。きれ
いな水、美しい景観をみんな
で守りましょう。

■平成25年度の組織体制と業務内容（平成25年度 7月現在）


