
- 61 - 
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西津軽土地改良区の受益

旧１２堰の
あった区間

杭止堰改良区
長瀬堰改良区
青女子堰改良区

和徳改良区

※杭止堰改良区は国営事業受益外

イ．水管理体制 
 

頭首工と上流域の左岸幹線水路は土地改良区連合が、その他の幹線と一部の支

線水路を所属土地改良区が、それ以外の水路を農家が管理している。所属土地改

良区の水管理体制の例として、西津軽土地改良区（図 94 緑点線部）について紹介

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西津軽土地改良区は、

幹線水路の主要４分水

工と揚水機場 65 箇所等

を操作し、その他の用水

路等は、地域毎のルール

で原則として農家が操

作している。また、用水

不足に対応するため、小

型反復利用ポンプ（写真

32）を約70箇所設置し、

操作は農家が行い、電気

料等の管理費は西津軽

土地改良区が負担して

いる。土地改良区は、図 95 に示すように、12 の所

属の土地改良区を合併し現在に至っている。末端水

路等は、各地域で管理しており、土地改良区は職員

３人１組（最多で８名）で広範な地区内を巡回して

いる。合併前の所属土地改良区毎に異なる配水ルー

ルが残り、農家が自ら管理する地区、水利調整員を

配置する地区、土地改良区の管理委員会で管理する

地区等、管理体制が様々な状況である。 

 

 

図 94．岩木川左岸地区の水管理体制 
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図 95．西津軽土地改良区の合併経緯 

西津軽土地改良区の概要
・受益面積：10,248.5ha（つがる市、五所川原市、鶴田町）
・組合員数：5,776人
・昭和27年の設立以降、12の単区の改良区を合併

写真 32．小型反復利用ポンプ
による排水路からの揚水 
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ウ．渇水時の水管理 
 

岩木川上流の目屋ダム（県管理）の貯水量が平年以下となった場合、気象状況

等を勘案の上、土地改良区連合と５所属土地改良区が協議し、上流域の４土地改

良区と下流域の西津軽土地改良区の間での番水の実施を決定する。番水の方法は、

４土地改良区が２日取水３日断水とし、西津軽土地改良区が３日取水２日断水と

している。西津軽土地改良区においては、幹線水路からの取水に加え、地区内の

ため池からの取水等により、さらに独自の方法で管理区域内の番水を行っている。 

図 96 に、西津軽土地改良区における渇水

時の水管理の概要を示す。４箇所の主要分

水工を土地改良区が操作し、計画配水量を

基本として、各ブロックに交互に配水する。

主要分水工以外の分水工は、各集落のルー

ルで操作しており、調整者がいない地区で

は上流優位で取水される傾向にある。農業

者の高齢化等により特に水管理が行き届い

ていない地区は、土地改良区が管理委員会

等を設置している（カバー面積率は１割未

満）。 

 

 

エ．管理上の課題等 
 

岩木川左岸土地改良区連合、西津軽土地改良区、農家等から聞き取った管理上

の課題等として、①営農作業が土日・休日に集中し、特に代かき期に用水が不足

する、②末端水路は土水路が多く、堰板での配水操作や浚渫が大変だが、農家は、

高齢化等の理由から管水路化等への投資に消極的である、③入作農家の増加や世

代交代等による集落機能の低下による水管理や草刈りへの影響が心配等の意見が

あった。 

また、④集落単位で多条並列水路網を形成してきた経緯があるように、幹線水

路から先は、各集落の調整ルールに基づいて管理する体制となっており、これま

で土地改良区は末端水路等の水利調整に介入してこなかった。しかし、入作で地

域のルールを知らない農家や、集落機能の低下に伴いルールを軽視する農家が増

え、渇水時の掛け流しなどが原因で下流の水田に用水が届きにくいなどの課題が

生じ、土地改良区がこれまで行っていなかった水利調整に介入する機会が増えて

いる、⑤農業者の高齢化等により農地の貸付けが進み、担い手の経営面積は増加

傾向にあるが、農地が分散しており、水管理等に時間を要するため、家族単位で

農業を営む「家族農業経営」では、経営規模 20ha 程度が限界等の意見があった。 

図 96．西津軽土地改良区用水管理模式図
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③明治用水（愛知県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．地区の概要 
 

明治用水頭首工掛りは、明治 18 年に新設した堰と水路により矢作川から取水し、

細川頭首工掛りは、現在の頭首工より下流の 15 箇所の堰により矢作川から取水し

ていた。当時は、両区域とも全線が開水路であったため、集落毎に配置している

水路総代等が頻繁に巡回し、水利調整を行っていた。 

その後、国営土地改良事業等により、明治用水頭首工掛りは、堰を改築すると

ともに、近年の営農形態の多様化に伴い、水管理の合理化・水の効率的利用等を

図るため、末端水路まで管水路化し、土地改良区の管理範囲を分水工数で 160 箇

所まで拡大させている（20 箇所（S44）→121 箇所（S53）→160 箇所（H24））。細

川頭首工掛りは、羽布ダムを新設するとともに、堰を１箇所に合口し、水路は開

水路で整備を行った。 

 

イ．水管理体制 
 

両区域とも幹線水路を土地改良区が、支線水路から末端水路を水路総代等が管

理している。明治用水頭首工掛りの水路は、受益面積の約９割が末端水路まで管

明治用水地区の特徴（ポイント） 
 
・ 土地改良区（頭首工と幹線水路）、水路総代等（支線水路～末端水路）

による重層的な管理体制を構築した。 
 
・ 明治用水頭首工掛り（管水路区域）と細川頭首工掛り（開水路区域）で

は、水路形式及び水管理の様相が大きく異なる。 
 
・ 明治用水頭首工掛りは、国営事業等による管水路化にあわせ、土地改

良区の管理範囲を拡大し、管理の効率化を図った。 

細川頭首工

矢作ダム

羽布ダム

幹線水路

（明治用水土地改良区管理）

１次支線水路

（水路総代による管理）

２次支線水路

（配水総代による管理）

明治用水
頭首工

【明治用水地区の概要】 

受益面積：水田 5,661ha 

主要施設：明治用水頭首工、 

幹線水路、分水工 

水利組織：明治用水土地改良区、 

水路総代（277 人）、 

配水総代（153 人） 

図 97．明治用水地区の水管理体制 
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注 1）河川管理者と関係利水者が構成員となり、利水者相互間の水

利調整を行うこと等を目的として 1971 年に設立。河川管理者

が提供する水利用状況等をもとに利水者間で節水対応を協議。

図 99．平成６年渇水における対応（明治用水頭首工掛り）

水路化され、公平な配水を行っている。このため、各総代の業務としては、水路

における水利調整よりも管水路の故障やゴミ詰まりへの対応が主な業務となって

いる。一方、細川頭首工掛りは末端水路が開水路のため、各総代の主な業務は、

公平な水配分のための上下流の水利調整とのことである。 

 
ウ．渇水時の水管理 

 
渇水時には、矢作川水利調整協議

会注 1）を開催し、農業用水・工業用

水・水道用水の節水対応について協

議する。協議結果を受け、土地改良

区は、役員会議で番水等を協議し、

水路総代等に対応を指示する。図

98 に示すように、明治用水頭首工

掛りは、地区内を A区域と B区域に

分割し、断水する区域は、水路総代

等が支線水路の分水工を全て閉じ

る。細川頭首工掛りは、矢作川左岸

区域（別の土地改良区が管理）と交

互に通水する。通水日には、水路

総代等が頻繁に水路を見回り、上

下流の水利調整を行う。 

図 99 では、平成６年の渇水時に

おける明治用水頭首工掛りの対応

をまとめている。当時、末端水路

まで管水路化していた区域は受益

面積の約５割程度であった。農業

用水・工業用水の節水率を高める

ことで、水道用水の節水率を緩和

し、最も厳しい 65％節水の際には、

２日通水、５日断水とした。番水

は、農地が小規模で番水の効果が

小さい地区を除く約６割の集落、

75％の農地で行った。番水の方法

は、水管理の手間を軽減するため、

通水日には計画水量で配水した。

また、応急ポンプ等による排水の

再利用を実施した。 
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図 98．渇水時の水管理体制 

 

平成６年の番水カレンダー

○農業用水及び工業用水の期間内の最大節水率を65%に高め、上水
道用水を33%に緩和。

○矢作ダムの貯水量が2,000万m3（40%）の時点から渇水対応を開始。
○節水対応は、輪番かんがいが基本。

番水を行った集落数と面積

○約６割の集落、約８割の農地で番水を実施。

30%節水（19m3/S）
３日通水３日断水

55％節水（12.2m3/S）
２日通水４日断水

65％節水（9.5m3/S）
２日通水５日断水

【集落数】
輪番かんがい：83集落

【面積】
輪番かんがい：5,039ha

行わない

(42.2%)
行った
(57.8%)
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(25.0%)


