
豊穣な大地を次世代へ
国営中信平二期農業水利事業（平成 17 年度～平成 26 年度）

背　景 ・ 目　的
　本地区の基幹的水利施設は、国営梓川農業水利事業（昭和 18 年度～昭和 25 年度）、
国営中信平農業水利事業（昭和 40 年度～昭和 52 年度）によって整備された。
　梓川頭首工や梓川幹線（隧道）は完成から 50 年以上が経過し、その他の施設は 30
年以上が経過した。そのため、老朽化が著しく安全性が低下するとともに、維持管理
に多大な労力と経費を要した。また、日常的に管理する分水工等は広範囲に設置され
ているため、操作管理に時間を要する上、近年の土地利用形態の変化による水需要の
集中化等に伴う用水の適正配分が困難となった。
　このため、地元から事業申請が行われたことを受け、農林水産省は国営中信平二期
農業水利事業に着手し、梓川頭首工や幹線水路の補修・改修、水管理監視・制御施設
の整備、小水力発電所の建設を行うことによって適正な用水配分と農業水利施設の合
理的な維持管理を行い、農業経営の安定と地域農業の振興および維持管理費の低減を
図るものである。
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事業費負担割合

事業費および工期

国

7/10

県

1/6 

市村

1/15

農家

1/15

国

2/3 

県

1/6 

市村

1/12

農家

1/12

内円：頭首工等

外円：幹線水路

国
2/3 

県
1/6 

市村
1/12

農家
1/12

指定工事 指定工事以外

事	業	費 163 億円

工　　期 平成 17年度～平成 26年度
（指定工事　平成 17年度～平成 20年度）
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本事業の３つのねらい

事業のねらい（１）－施設の適時適切な更新－
対象施設：梓川頭首工

事業のねらい（２）　－施設の有効活用（長寿命化対策実施）－
対象施設：幹線および付帯施設

　幹線水路や付帯施設は、造られてから 30 年以上が経過した。この間に鉄筋の腐食
や表層のひび割れが進行し、隧道では覆工コンクリートの背面に空洞が生じている。
また、サイホンは標準許容漏水量を超える等の老朽化が生じている。
　このため、今後も継続して現況施設を有効に活用するため、失われた機能を回復す
る補修・改修を行い、施設の長寿命化を図るものである。

　梓川頭首工は、造られてから 50 年以上が経過し、既に標準耐用年数（50 年）を超
えている。堰柱の鉄筋の腐食や表層のひび割れなどにより強度の低下の著しい箇所が
みられ、今後も損傷が進行した場合は構造的に不安定な状態に陥ってしまう危険性がある。
　また、魚道は河床低下によって、魚の遡上に大きな支障を来たしている。このため、
失われた本来の機能を回復するため、更新する。

頭首工の堰柱� 左岸側の魚道
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事業のねらい（３）－用水の適正配分と維持管理費の軽減－
対象施設：水管理施設、小水力発電所

　日常的に操作管理する分水工、放流工等は広範にある上、近年、土地利用形態や営
農形態が変化し、用水の需要が集中化したことによって、水管理操作の遅れ等による
用水の適正配分が困難となっていた。
　このため、日常的に操作管理する施設の監視・制御システムを導入することによっ
て、用水の適正配分に資する。また、梓川左岸幹線の通水機能（通水、勾配）を利用
して小水力発電所を設置することにより、地区内の農業水利施設の操作・管理に要す
る維持管理費の軽減を図るものである。
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梓川頭首工の改修（ねらい（1））

　新頭首工が完成するまでの間は旧頭首工にて取水を行った。
　半世紀を超える旧頭首工の働きに感謝の意を込め「感謝祭」が平成 20 年 10 月に挙
行された。

新旧頭首工の位置（右は上流） 感謝祭

　旧頭首工の下流に新頭首工とともに取水工も全面改修を行った。
　また、管理棟も老朽化が進み、全面改修した。改修に当たってはワークショップを
開催し、地域の声を反映したデザイン、色調とした。

取水工 管理棟

梓川頭首工の全面改修
　昭和 25 年に完成した旧頭首工は
平成 20 年 10 月に撤去されるまでの
約 60 年間の役割を終え、新しい頭
首工に引き継がれた。
　新頭首工は、平成 18 年９月に着
工し、付帯施設を含むすべての工事
は平成 21 年３月に完成した。
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　コンクリート表面の損傷が著しいところは、コンクリート強度より大きな強度が期
待できる材料（ポリマーセメント等）で被覆し、施設の長寿命化を図った。

表面処理工法

　隧道の背面に空洞が生じていたため、空洞にグラウトを注入して隧道の安定を図っ
た。
　コンクリート表面の損傷が著しいところは、フローリング工法で内面を被覆し、施
設の長寿命化を図った。

フローリング工法（梓川幹線（隧道））

　右岸上段幹線の小
こ そ ぶ

曽部川サイホン、鎖川サイホン、奈良井川サイホンの一部区間に
ついては、漏水量が多かったため、管内部に新しい管を形成する管更生を行った。
　また、PC管の継ぎ目から漏水の対策としてステンレス製内面ゴムバンド工法を行
い、漏水を防止した。

管更生工法 内面ゴムバンド工法

幹線および付帯施設の補修・改修（ねらい（2））
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水管理制御施設の整備（ねらい（3））
　農業用水の適正配分と維持管理の合理化を図るため、23 箇所（分水工、放流工等）の
監視、一部は遠方操作できる水管理制御システムを導入した。

分水工等の監視や操作を中央管理所で行うことができる。

防災無線にも利用されている信頼性の高い
デジタルMCA（マルチ・チャンネル・アクセス）無線を採用

中央管理所

分水工（TM子局）

右岸上段幹線取水工（水源）

放流工（TM/TC子局）
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水管理制御施設の整備（ねらい（3））

【効果２】�中信平小水力発電所の稼動によって、一年間のCO2排出削減量は2,000
トンに及び、ガソリン860,000㍑から排出されるCO2に相当する。

　１世帯が１ヶ月間に消費する電力量
は約290kWhである。
　中信平小水力発電所で１年間に発電
する電力量は、一般家庭1,000世帯が１
年間に消費する電力量に相当する。【効果１】1,000世帯の電力を発電

中信平小水力発電所
水路名 梓川左岸幹線

発電方式 流れ込み式（水路式）

水車形式 横軸チューブラ水車

最大出力 499	kW

常時出力 225	kW

最大使用水量 11.0㎥ /s

有効落差
最大	7.3 ｍ～最低	5.3 ｍ
最大出力時 5.54 ｍ

年間の発電量 370MkWh（見込み）

中信平小水力発電所の効果

豊穣な大地を次世代へ　国営中信平二期農業水利事業（平成 17 年度～平成 26 年度）
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環境との調和への配慮

生物環境検討委員会

　頭首工等の設計や施工の環境への影響と対策等を検討する「生物環境検討委員会」を設
置した。
　生物環境検討委員会では、環境への影響をミティゲーション５原則（回避・最小化・矯
正・軽減・代償）に基づいて検討が行われた。

市民タイムス（平成22年２月 23日）

生物環境検討委員会の成果
①常時照明はナトリウム灯（昆虫）
②コウモリピットの設置
③�魚道を左岸に設置（アイスハーバー型）
④�クマタカへの騒音対策（コンクリート
取り壊し、岩盤掘削等）
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ワークショップ

　梓川頭首工の改修計画に役立てるための住民参加による「景観検討ワークショップ」を
開催した。梓川の水面、河原、そこに続く傾斜林と調和させる様々な意見が出され、環境
配慮構想がまとまった。

ワークショップでまとめられた
環境配慮構想イメージ写真

信濃毎日新聞（平成18年２月２日）

「平成 23 年度松本市景観賞受賞」（梓川頭首工）
【表彰理由】（要約）
　ワークショップを開き、地元住民
の意見を空間整備に反映するなど、
景観およびアメニティへの配慮を評
価した。
　石積み風護岸、ダークブラウンに
統一された防護柵、構造体は余計な
装飾などを施さず、これを評価した。
　今後、必要な公共構造物を計画す
る際は、より高い景観意識で取組ん
でほしいと思い奨励賞とした。
�　　（松本市ホームページより引用）新しい梓川頭首工
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この事業誌は中信平二期農業水利事業について作成したものだが、本事業は昭和 52 年度に完了
した中信平農業水利事業で造成した施設の老朽化、陳腐化を受けて実施したものであり、その中
信平農業水利事業もまた、以前に行われた幾つかの大規模事業を拡充するために行われている。
一方、このような事業による施設と用水を管理している土地改良区もまた、幾多の歴史経緯を
有している。最も早く施設の近代化が行われた地域にある梓川土地改良区は上述の大規模潅漑事
業全てを経験しており、古来から梓川左右岸で展開されてきた複雑な取水の歴史を引き継いでい
る。また、波田堰土地改良区、黒川堰土地改良区は幕末期から独自に梓川本支流からの用水確保
に取り組み、いわゆる「鎚と鑿による手掘り隧道」を開鑿し長大な山腹水路による導水を行なっ
て困難な取水を続けて来た。この取水が国営中信平地区によるものに切り替えられて現在に至っ
ている。中信平農業水利事業の実施に当たって設立された中信平右岸、中信平左岸の両土地改良
区も既に 50 年の歴史を刻み、畑地や樹園地のかんがいに多くの経験を重ねて来ている。
本事業は、各土地改良区及び土地改良区連合が既存の潅漑施設を利用するに当たって多くの困
難や問題点と、これを改善する必要性を認識して始まったものであり、極論すれば、国営事業は
その必要に応えたに過ぎない。こうした見方をすると、この事業誌の主役は本地区の潅漑形態の
変遷であり、土地改良区はじめ地域の多様な関係者による用水利活用の歴史であると思われてく
る。
このような考えから、事業誌本編の編纂に当たっては中信平二期の事業のみを取り扱うのでは
無く、二期に至る地区内潅漑の全貌を網羅できないものかと考えた。大げさに言うならば、農業
用水を巡る当地域の一大叙事詩を紡ぐ事が出来るはずだと考えたのである。結果としては御覧の
通りであり、どうにか物語性を持たせる事が出来たかと思えるが如何だろうか。なお、以上は本
編についてであって、技術記録編は事実経緯の保存に徹して編集し、今後の参照に供するものと
している。
なお、中信平二期農業水利事業の着工に当たっては、平成 12 年度から地区調査が開始され、
平成 14 年に国営事業促進協議会結成、平成 15 年度からの全体実施設計を経て、平成 17 年に僅か
１か月足らずで 97％の同意をいただいて法手続が行われている。このように、本事業は全国的に
も余り例を見ないであろう強く熱意ある国営事業への取り組みに支えられ、10 ヵ年度という比較
的短期間で、計画した事業内容を完了する事が出来た。この事に深く感謝の意を表し、これから
も地域の農業用水を守り活用して多様な農産物を生産し続ける受益農家の皆様方への敬意と共に、
本事業誌を発刊する事としたい。� 平成 27 年３月

編 纂 を 終 え て

関東農政局中信平二期農業水利事業所長　　�江　上　博　司
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表紙の写真は、穂高連峰と岳
だ け

沢
さ わ

を背景にした梓川である。裏表紙の写
真は、中信平二期農業水利事業で改築した梓川頭首工と管理棟である。
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