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イチゴの試験栽培 

奈良県農業研究開発センター（奈良県桜井市） 
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はじめに 

  当当事事務務所所管管内内のの大大和和平平野野地地区区（（奈奈良良県県））及及びび紀紀伊伊平平野野地地区区（（和和歌歌山山県県））ににおおいいてて

はは、、近近年年都都市市化化がが進進みみ農農地地のの減減少少がが進進むむ中中、、いいかかにに安安定定的的なな農農業業経経営営をを確確立立すするるかか

がが課課題題ととななっってていいまますす。。本本誌誌でではは、、ここののよよううなな課課題題にに対対すするる奈奈良良県県及及びび和和歌歌山山県県にに

おおけけるる取取組組をを紹紹介介ししまますす。。  

  奈奈良良県県ににつついいててはは、、消消費費者者ニニーーズズにに適適ししたた農農業業経経営営、、新新規規農農業業者者のの育育成成をを視視野野にに

入入れれたた奈奈良良県県農農業業研研究究開開発発セセンンタターーにによよるるイイチチゴゴのの新新品品種種「「珠珠姫姫（（たたままひひめめ））」」のの

開開発発のの取取組組ににつついいてて紹紹介介ししまますす。。  

  和和歌歌山山県県ににつついいててはは、、「「地地産産地地消消」」のの推推進進にによよりり意意欲欲ののああるる農農業業者者のの育育成成をを目目標標

ととしし、、令令和和元元年年1111月月にに農農林林水水産産省省のの「「令令和和元元年年度度地地産産地地消消等等優優良良活活動動表表彰彰」」ににてて農農

林林水水産産省省食食料料産産業業局局長長賞賞（（生生産産部部門門））をを受受賞賞ししたたＪＪＡＡ紀紀のの里里のの取取組組をを紹紹介介ししまますす。。  

    ままたた、、新新六六箇箇井井土土地地改改良良区区のの赤赤井井事事務務局局長長かからら農農業業水水利利施施設設をを管管理理すするるううええででのの

ごご苦苦労労ににつついいてておお話話をを伺伺いいままししたた。。  

－ 目 次 － 

   特集１ 奈良県 イチゴ新品種「珠姫（たまひめ）」誕生－－－－－－－－－－－ １ 

   特集２ 和歌山県 ＪＡ紀の里 地産地消等優良活動表彰－－－－－－－－－－２ 

   特集３ 農業水利施設の管理（新六箇井土地改良区）－－－－－－－－－－－  ３ 

   トピックス みなべ地域振興フォーラム－－－－－－－－－－－－ －－－－－ ４ 

   事務所トピックス  国営施設応急対策事業「南紀用水地区」完了－－－－－－－ ５ 

   事務所トピックス 国営施設応急対策事業「五条吉野地区」着工式 －－－－－－８ 
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写真：ＪＡ紀の里 めっけもん広場（和歌山県紀の川市） 桃の販売でにぎわう店内   写真提供：A紀の里 

表紙：奈良県農業研究開発センター（奈良県桜井市） 「珠姫」等イチゴの新品種試験栽培の様子 
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－２－ 

特集２ 和歌山県 ＪＡ紀の里 地産地消等優良活動表彰 

   ～農林水産省食料産業局長賞 受賞～ 
 令和元年11月2日、当事務所管内から紀の里農業協同組合（和歌山県紀の川市 以下「JA紀の里」と言う。）が

「令和元年度地産地消等優良活動表彰」の農林水産省食料産業局長賞（生産部門）を受賞し、東京都千代田区

の大手門タワー・JXビルで表彰式が行われました。 

 農林水産省では、全国各地のそれぞれの立場を活かした創意工夫ある様々な地産地消や、国産農林水産物・

食品の消費拡大の取組を募集し、優れた取組に対し表彰しています。 

 都市化が進む和歌山県紀の川沿いの紀伊平野地区において、JA紀の里では「地産地消」の推進により意欲の

ある農業者を担い手として育成し、安定的な農業経営の確立を図っています。 

効効果果  

 学校給食へは米や農産物を82.8t、2.167万

円を提供しており、農産物の地場産率は80%

を超える使用割合となっています。また、コ

メ会員制度では会員が11,000人を超えており

地域の米の消費拡大にもつながっています。 

 体験農園では平成15年のスタート当初は1

回のみの開催で37名であったが、2018年には

38回、2,887人を受け入れています。また旅

行会社とのタイアップにより関西国際空港か

らのインバウンドにも対応しています。 

JJAA紀紀のの里里のの取取組組  

概概要要  

 販路の多様化や産地競争、生産基盤の変化を目的

として、全国に先駆けて平成12年に「めっけもん広

場」をオープン、運営し、約1,600人の生産者を取り

まとめています。「体験農業部会」や「紀の川梅干

し振興協議会」を立ち上げ、また広場内に「イート

インコーナー」や食農体験交流施設「楽農クラブハ

ウス」を設置、さらには旬の地域食材を使用したオ

リジナルレシピをクックパッドに掲載する等、常に

新しい取り組みを続けています。 

 既存の５直売所や道の駅と合わせて生産・直接販

売の地域拠点として営業することにより地場産農産

物の生産拡大にも繋がっています。 また、八朔缶詰

やあんぽ柿、フリーズドライ等の６次産業化や行

政、学校・地域企業等との連携や調整等を行うこと

で地域との共生に積極的に取り組んでいます。  

 塩川食料産業局長からＪＡ紀の里

大原常務理事に表彰状の授与 

めめっっけけももんん広広場場 

餅餅つつきき体体験験  

芋芋ほほりり収収穫穫体体験験  

写真提供：ＪＡ紀の里 

写真提供：ＪＡ紀の里 

－１－ 

特集１ 奈良県 イチゴ新品種「珠姫（たまひめ）」誕生 

  奈良県のイチゴといえば、「アスカルビー」と「古都華（ことか）」が代表格ですが、この２つに続く新しいブランド

品種が奈良県農業研究開発センタ-（奈良県桜井市 以下、「センター」と言う。）で開発されました。名称は「奈良

９号（仮称）」とされていましたが、奈良県が令和元年６月から７月にかけて名称を公募し、生産・流通関係者らで

組織する委員会で選考した結果「珠姫（たまひめ）」に決定しました。同年９月に農林水産省へ品種登録出願さ

れ、同年12月12日付けで出願公表されました。正式な品種登録には２～４年かかる見込みです。 

 果実が大きく最大で７cm、80gを超えるようなものもあり、酸味が少なくさっぱりとした甘みが特徴です。平成28

年から試験栽培を開始、現在は奈良県内の37生産者・法人により栽培され、まだ生産量が少なく不定期ながら

奈良県内のJAならけんまほろばキッチン（橿原店・JR奈良駅前店）等の直売所や市場に出荷されています。今後

は順次、生産量の増加が期待されています。 

 センター研究開発部西本育種科長、矢奥指導研究員は、「奈良県内では天理市が一番イチゴの生産量が多く、

大和郡山市、奈良市と続く。「珠姫」は、「アスカルビー」や「古都華（ことか）」と比べ「うどんこ病」等の病気に弱く、

予防散布が必要。３品種とも味や大きさ等の特徴が異なる。味は消費者それぞれの好み、こだわりがあるので３

品種とも競合することなく需要がある。「アスカルビー」は収量

が多く市場出荷、「古都華」は高く売れ、大阪の百貨店や果物

店に直接販売、「珠姫」は大きいので収穫や出荷の手間がか

からないといった、それぞれの品種の特徴を活かした戦略的

な栽培・販売により儲かる農業を進めていきたい。昭和47年

はイチゴの栽培面積が全国３位を誇ったが、大阪のベッドタウ

ン化により農地面積が減少し、今は15位まで落ち込んでい

る。しかしながら、若い新規の農業者が参入しており、我々も

「珠姫」に続いて「奈良10号（仮称）」をはじめとする新たな系

統の育種を行っている。奈良県独自のブランドとして多様な消

費者ニーズ、農家の経営・取引形態に適した特徴のある新品

種開発を続け、生産者が元気になるよう頑張りたい。」と温か

いハウスの中で力強く語られました。  

 このように都市化が進む奈良県大和平野地区においては、

イチゴ等の高収益作物に力を入れて新規農業者を育成し、安

定的な農業経営の確立を目指しています。 

ニニホホンンミミツツババチチ  

南南高高梅梅  

～イチゴ王国 復活へ～ 

      「「珠珠姫姫」」のの特特徴徴  

・果実が卵円形でとても大きい 

・酸味が少なく、さっぱりとした甘み 

・果皮は光沢があり、橙赤色 

  （オレンジ色がかった赤色） 

・果肉もオレンジ色がかった赤色

西本育種科長 

矢奥指導員 

写真提供：奈良県 



－２－ 

特集２ 和歌山県 ＪＡ紀の里 地産地消等優良活動表彰 

   ～農林水産省食料産業局長賞 受賞～ 
 令和元年11月2日、当事務所管内から紀の里農業協同組合（和歌山県紀の川市 以下「JA紀の里」と言う。）が

「令和元年度地産地消等優良活動表彰」の農林水産省食料産業局長賞（生産部門）を受賞し、東京都千代田区

の大手門タワー・JXビルで表彰式が行われました。 

 農林水産省では、全国各地のそれぞれの立場を活かした創意工夫ある様々な地産地消や、国産農林水産物・

食品の消費拡大の取組を募集し、優れた取組に対し表彰しています。 

 都市化が進む和歌山県紀の川沿いの紀伊平野地区において、JA紀の里では「地産地消」の推進により意欲の

ある農業者を担い手として育成し、安定的な農業経営の確立を図っています。 

効効果果  

 学校給食へは米や農産物を82.8t、2.167万

円を提供しており、農産物の地場産率は80%

を超える使用割合となっています。また、コ

メ会員制度では会員が11,000人を超えており

地域の米の消費拡大にもつながっています。 

 体験農園では平成15年のスタート当初は1

回のみの開催で37名であったが、2018年には

38回、2,887人を受け入れています。また旅

行会社とのタイアップにより関西国際空港か

らのインバウンドにも対応しています。 

JJAA紀紀のの里里のの取取組組  

概概要要  

 販路の多様化や産地競争、生産基盤の変化を目的

として、全国に先駆けて平成12年に「めっけもん広

場」をオープン、運営し、約1,600人の生産者を取り

まとめています。「体験農業部会」や「紀の川梅干

し振興協議会」を立ち上げ、また広場内に「イート

インコーナー」や食農体験交流施設「楽農クラブハ

ウス」を設置、さらには旬の地域食材を使用したオ

リジナルレシピをクックパッドに掲載する等、常に

新しい取り組みを続けています。 

 既存の５直売所や道の駅と合わせて生産・直接販

売の地域拠点として営業することにより地場産農産

物の生産拡大にも繋がっています。 また、八朔缶詰

やあんぽ柿、フリーズドライ等の６次産業化や行

政、学校・地域企業等との連携や調整等を行うこと

で地域との共生に積極的に取り組んでいます。  

 塩川食料産業局長からＪＡ紀の里

大原常務理事に表彰状の授与 

めめっっけけももんん広広場場 

餅餅つつきき体体験験  

芋芋ほほりり収収穫穫体体験験  

写真提供：ＪＡ紀の里 

写真提供：ＪＡ紀の里 

－１－ 

特集１ 奈良県 イチゴ新品種「珠姫（たまひめ）」誕生 

  奈良県のイチゴといえば、「アスカルビー」と「古都華（ことか）」が代表格ですが、この２つに続く新しいブランド

品種が奈良県農業研究開発センタ-（奈良県桜井市 以下、「センター」と言う。）で開発されました。名称は「奈良

９号（仮称）」とされていましたが、奈良県が令和元年６月から７月にかけて名称を公募し、生産・流通関係者らで

組織する委員会で選考した結果「珠姫（たまひめ）」に決定しました。同年９月に農林水産省へ品種登録出願さ

れ、同年12月12日付けで出願公表されました。正式な品種登録には２～４年かかる見込みです。 

 果実が大きく最大で７cm、80gを超えるようなものもあり、酸味が少なくさっぱりとした甘みが特徴です。平成28

年から試験栽培を開始、現在は奈良県内の37生産者・法人により栽培され、まだ生産量が少なく不定期ながら

奈良県内のJAならけんまほろばキッチン（橿原店・JR奈良駅前店）等の直売所や市場に出荷されています。今後

は順次、生産量の増加が期待されています。 

 センター研究開発部西本育種科長、矢奥指導研究員は、「奈良県内では天理市が一番イチゴの生産量が多く、

大和郡山市、奈良市と続く。「珠姫」は、「アスカルビー」や「古都華（ことか）」と比べ「うどんこ病」等の病気に弱く、

予防散布が必要。３品種とも味や大きさ等の特徴が異なる。味は消費者それぞれの好み、こだわりがあるので３

品種とも競合することなく需要がある。「アスカルビー」は収量

が多く市場出荷、「古都華」は高く売れ、大阪の百貨店や果物

店に直接販売、「珠姫」は大きいので収穫や出荷の手間がか

からないといった、それぞれの品種の特徴を活かした戦略的

な栽培・販売により儲かる農業を進めていきたい。昭和47年

はイチゴの栽培面積が全国３位を誇ったが、大阪のベッドタウ

ン化により農地面積が減少し、今は15位まで落ち込んでい

る。しかしながら、若い新規の農業者が参入しており、我々も

「珠姫」に続いて「奈良10号（仮称）」をはじめとする新たな系

統の育種を行っている。奈良県独自のブランドとして多様な消

費者ニーズ、農家の経営・取引形態に適した特徴のある新品

種開発を続け、生産者が元気になるよう頑張りたい。」と温か

いハウスの中で力強く語られました。  

 このように都市化が進む奈良県大和平野地区においては、

イチゴ等の高収益作物に力を入れて新規農業者を育成し、安

定的な農業経営の確立を目指しています。 
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新六箇井土地改良区 

事務局長 赤井富士雄 
 
 
 
 
 
 
 

和歌山市出身。平成26年9月

に、改良区へ就職。 

施設の点検・調整から事務作

業まで日々行っています。 

－３－ 

特集３ 農業水利施設の管理（新六箇井土地改良区） 

赤井さんのある一日 

7:00出勤 

7:00 用水路等の巡視 

用水路等に異常がないか、

水路の巡視を行います。 

12:00 昼休み 

17:15 退庁 

降雨や紀の川等の水位変化

による緊急対応が必要である

ため、退庁後も天気予報や用

水路の水位確認は欠かせま

せん。 

～～新新六六箇箇井井土土地地改改良良区区のの業業務務～～  

 

紀の川大堰にある取水口調整ゲートを管

理し、水路から溢水することなく下流まで必

要な水量を流すことが出来るように水路の

水位等調整を行っています。 

今回は、和歌山県和歌山市に位置する約50haの水田に農業用水を供給する新

六箇井土地改良区（以下、｢改良区｣と言う。）の赤井事務局長にお話を伺いまし

た。 

昔は、六箇井の区域でしたが、なかなか水が届かずに水不足に苦しんでいまし

た。このため、1864年に新たに井堰を築設し新六箇井と名付けられました。その

後、1938年にコンクリート製の固定堰となり、何度か改修を行いましたが、現在

は、国土交通省により建設された紀の川大堰に取水口の変更を行い、本堰は撤

去されました。 

近年では、国営農業用水再編対策事業（大和紀伊平野地区・H13～H29）で一

部改修されています。 

～～日日常常､､特特にに気気ををつつけけてていいるるこことと～～  
 

取水量は、紀の川大堰の水位が大きく

影響することから、わずかな河川の水位

変化でも水路の水位が変化し、用水量が

不足したり、水路から溢水するため、場合

によっては、夜中でもゲート操作を行う必

要があり、24時間の管理体制となっていま

す。 

また、新六箇井水路は、六箇井水路か

らの合流によっても、水路の水位に影響

があります。 

そのため、取水口の水位及び六箇井水

路からの流量を常に確認し水路下流まで

溢水することなく、安全に水を配水出来る

ように気をつけています。 

 

13:00 諸対応 

事務処理や現地作業等、状

況に応じて対応します。 

～～施施設設のの維維持持管管理理でで課課題題とと感感じじてていいるるこことと～～   

 

和歌山県 

改良区 

和歌山市 

 水路に溜まるゴミが多く、管理上の問

題があります。 

 除塵機も設置されていますが、ゴミの

処分費に加え、除塵機の維持管理費が

嵩んでいます。また、使用時の音の問題

もあり夜間等は使用を控えています。 

8:30 所内 

事務処理等を行います。 
取水ゲート 

六箇井水路合流地点 

除塵機 

分水工 

 

令和元年11月19日（火）、ホテル＆リゾーツ和歌山みなべ（和歌山県日高郡みなべ町）において、

「みなべ地域振興フォーラム」が地域住民ら約200人の聴講により開催され、南紀用水地区における

農業による洪水防止機能などの多面的機能など地域が持つ価値を国      

民が認識する必要性、教育や歴史の面からの農業・農村の振興策が

提案されました。 

小谷芳正みなべ町長の挨拶から始まり、国土経営研究会による本

地区の多面的機能の評価が紹介され、続いて検討委員である奥園淳

子氏（NPO法人幼児教育従事者研究開発機構理事長）・桑子敏雄氏

（東京工業大学名誉教授）・重田麻紀氏（慶応大学福澤研究センター

研究員）及び青木友宏氏（みなべ町地域おこし協力隊）の４人による話

題提供があり、最後に各発表者と小谷みなべ町長らによる全体検討

会が行われました。 

以下、発表内容を紹介します。 

  

 歴史、伝統、文化によって育まれた地域資源を地域住

民及び国民共有の財産として位置付け、その社会共通資

本が有する資産価値の最大化を目指し、地域住民が主体

となってマネジメントしていくことが重要。 

 

 南紀用水地区には、洪水時に雨を一時的に貯留する機

能や、梅畑を整備することによる土壌浸食防止機能等の多

面的機能があり、地区全体で年間17億4,600万円という効

果を発揮している。（国土経営研究会による調査研究） 

 

①奥園氏： 廃校や空き家を利用してフリースクールを誘致すれば、教育効果だけでなく、農業の 

      新たな担い手を育成できるのではないか。 

               首都圏の小中学校と連携し、長期休暇に地域の特色ある教育を体験できる環境を整 

      備してはどうか。 

②桑子氏： 自然の恵みを享受しつつ、自然がもたらす脅威に備えるため、地域が持っている空間 

             の構造と履歴を踏まえながら地域資源を掘り起こして資産化することが重要。 

③重田氏： 特産の梅（梅干し）を「歴食」として再現する 

      などの体験とつなげた取り組みを行うととも 

       に、先祖たちが地域の資源をどのように扱っ 

             ていたかという証を現在につなげて活かすこ 

             とが地域振興につながる。 

④青木氏： 「紀州備長炭作り」のような地域の魅力的な 

             伝統技術を伝えていきたい。炭の生産量を上 

             げ、関わる人を増やすためには、昔から続け 

       られてきた方法がヒントになる。 

         

  

 

① ② 

③ ④ 

みみななべべ町町長長挨挨拶拶  

フフォォーーララムムのの視視点点  

みみななべべ町町のの農農業業・・農農村村がが有有すするる多多面面的的機機能能のの検検証証・・評評価価  

検検討討委委員員かかららのの話話題題提提供供・・提提案案  

全全体体検検討討会会  

写真提供：みなべ町、国土経営研究会 

－４－ 
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【はじめに】 

 本地区の基幹的な農業水利施設は、国営南紀用水土地改良事業（昭和48年度

～平成７年度）により造成されましたが、東本庄揚水機場においては、ポンプの故

障等による送水停止が発生し、農業用水の安定供給に支障を来たすとともに、施

設の維持管理に多大な費用と労力を要していること、また、辺川頭首工においては

固定堰の摩耗等、水管理施設においては電気通信設備の故障等による性能低下

が生じていたことから、平成28年度から施設の機能を保全するための整備を行うこ

とにより、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の費用と労力の軽減を図り、

農業生産性の維持及び農業経営の安定を目的とした国営施設応急対策事業を進

めてきました。 

  今年度が、事業最終年度であり、発注している工事が計画的に順次完成してい

ることから、これまで実施した施設の改修状況等について報告します。 

和和歌歌山山県県  

南南紀紀用用水水地地区区  

みなべ町 

田辺市 

 水管理施設は、耐用年数を超過しており、一部の

機器の機能喪失など不具合が発生。 

 東本庄揚水機場は、平成23年度台風12号の出水により浸水被

害が発生浸水。以降、突発的な停止等の不測の事態が発生。 

 辺川頭首工は、固定堰の摩耗による機能低下や護床ブロック流出による機能喪失、土砂吐ゲート操作盤等の経年劣化。 

【事業実施前の状況】 

【工事計画】 

浸水の痕跡 浸水の位置 諸量の一部が非表示 

固定堰（表面摩耗） 護床ブロック（上流側護床工） 土砂吐ゲート（扉体劣化） 

全景 

東本庄揚水機場 

1号機場 ポンプ設備(揚水量3m3/min、φ200mm×1台)改修、電気設備の更新 

2号機場 電気設備の更新 

機場上屋 浸水対策、屋根塗装、外壁塗装 

辺川頭首工 
固定堰(堤高1.3m、堤長55.8m)、護床ブロック、 

土砂吐ゲートの改修、土砂吐ゲート開閉装置の更新 

水管理施設 TM親局(中央管理所)、4系統のTM子孫局の更新 

ひがしほんじょう 

へがわ 

－６－ 

【工事実施状況】 

○東本庄揚水機場 

 工事完成時の状況を代表的な写真で紹介します。 

○辺川頭首工 

 平成30年度の工事完成時の状況を代表的な写真で紹介します。 

○東本庄揚水機場 

 平成29年度より、揚水機場の工事に着手、２号揚水機場の電気設備の更新、建屋の改修（浸水対策）を実施し、平

成30年度に１号揚水機場のポンプ設備の改修、電気設備の更新を実施し完了。 

○辺川頭首工 

 平成30年度より左岸側の護床ブロックの撤去・再設置、土砂吐ゲート本体の塗装・油圧シリンダー等の整備及び機

側操作盤の更新工事に着手。平成31年度（令和元年度）は右岸側の固定堰の改修、土砂吐ゲート油圧ユニットの更

新を実施し完了。 

○水管理施設 

 平成30年度より水管理施設（TM親局、３系統のTM子孫局）の更新工事に着手。平成31年度（令和元年度）は残り１

系統のTM子孫局の更新を実施し完了。 

土砂吐ゲート塗装 油圧シリンダー整備 

 平成31年度（令和元年度）の工事完成時の状況を代表的な写真で紹介します。 

油圧ユニットと操作盤(H30施工) 

機側操作室内 

止水板 止水壁 

防水扉 

建築工事（浸水対策）H29施工 ２号機場(H29施工) 

電気設備 

１号機場(H30施工) 

原動機･電気設備他 

護床ブロック再設置 

固定堰 頭首工（全景） 
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【閉所式等の開催】 

 令和元年１１月７日、南紀用水支所の看板降納のあと、田辺市の

ガーデンホテルハナヨにおいて、閉所式が開催され、松浦和歌山県

農林水産政策局長、松川南紀用水土地改良区理事長をはじめとす

る関係者総勢５３名により執り行われました。 

 式典では、本事業の完了へのお礼と二期事業の早期着工への期

待の祝辞が寄せられました。 

 今回の看板降納及び閉所式を終え、当事務所・支所職員一同は、

関係機関及び地元の期待に応えるため、一丸となって円滑な工事と

地区調査への取組の決意を新たにしました。 

【最後に】 

 平成28年度から予定の4年の工期で事業の完了を迎えることができました。事業関係者のみなさまのご理解と

ご協力により完成することが出来ましたことに感謝申し上げます。 

 本年度（令和元年度）をもって応急的な対策は完了しますが、今回事業の対象としなかった施設の改修、平成

23年紀伊半島大水害に伴う流域内の土砂崩壊等に起因したダム貯水池の堆砂除去など、本地区の課題解決の

ため、本年度から南紀用水二期地区の事業化に向けた地区調査を開始するとともに、ICTモデル実証を昨年度

から引き続いて実施しています。これらの事業等により、農業用水の安定供給や労力の軽減が図られ、本地区

が今後も全国有数の梅の一大産地として継続発展していくことに寄与していきたいと思います。 

南南紀紀用用水水支支所所玄玄関関前前ででのの看看板板降降納納  

【期待される効果】 

 これらの施設を改修することにより、年間12億円相当の作物生産が維持され、食料の安定供給に貢献するとと

もに、施設の維持管理費の軽減や効率的なかん水・防除作業の維持が図られます。また、地域経済への波及効

果の維持も見込まれます。 

スプリンクラーによるうめのかん水 みかんの防除作業 開花時期の梅林 

○水管理施設 

 工事完成時の状況を代表的な写真で紹介します。 

中央管理所 

（H30施工） 

揚水機場 

（H31(R1)施工） 

ファームポンド 

（H31(R1)施工） 

孫局装置 子局装置 親局装置 

－８－ 

 

五条吉野地区は奈良県中西部に位置した五條市及び下市町にまた

がる、受益面積１，５９３haの樹園地です。 

本地区の農業は、柿、梅を主体とする農業経営が展開されています。

特に柿については、奈良県の出荷量が全国の１６％を占めるなか、奈良

県から出荷される柿のうち、五條市及び下市町で９３％を占めています。

更に、ハウス栽培にも取り組まれており、露地柿が出回らない７月から

出荷され、高付加価値化を実現されています。 

このような中、本地区の農業を支える農業水利施設は、昭和49年～

平成13年の間に実施された国営五条吉野土地改良事業が大きな役割

を果たしています。 

しかし、事業完了後、２０年近くが経過しているため、この国営五条吉野土地改良事業で整備された

かんがい施設において、幹線水路の一部の水管橋部では、管体の腐食による漏水など不測の事態が

発生しており、また、一の木ダムの水管理施設では、経年的な施設の老朽化により、情報処理機器が

一時機能停止となるなど、農業用水の安定供給やダムの安全な管理に支障を来たしているとともに、

施設の維持管理に多大な費用と労力を要している状況です。 

このため、南近畿土地改良調査管理事務所では、これら果樹園へ農業用水を供給しているかんが

い施設の改修を行うため、国営施設応急対策事業「五条吉野地区」を実施することとなり、本年度から

事業を開始するにあたり、令和２年２月18日に着工式を行いました。 

着工式には奈良県杉山農林部長をはじめ、太田五條市長、小林下市町副町長、寺本五條吉野土地

改良区理事長のほか、奈良県、奈良県土連、五條吉野土地改良区、近畿農政局の関係者、総勢50名

にご出席いただき執り行いました。 そのなか、寺本理事長

から「今回の事業により、長年の悲願であった一の木ダム

の水管理システム等の改修・更新により農業生産の維持

及び農業経営の安定に資するものと確信いたします。」と

の祝辞を頂き、本事業により地域農業がさらに発展するこ

とに期待を寄せられました。 

 

寺本五條吉野土地改良区理事長 祝辞 

太田五條市長  祝辞 



－７－ 
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 令和元年１１月７日、南紀用水支所の看板降納のあと、田辺市の

ガーデンホテルハナヨにおいて、閉所式が開催され、松浦和歌山県

農林水産政策局長、松川南紀用水土地改良区理事長をはじめとす

る関係者総勢５３名により執り行われました。 

 式典では、本事業の完了へのお礼と二期事業の早期着工への期

待の祝辞が寄せられました。 

 今回の看板降納及び閉所式を終え、当事務所・支所職員一同は、

関係機関及び地元の期待に応えるため、一丸となって円滑な工事と

地区調査への取組の決意を新たにしました。 

【最後に】 

 平成28年度から予定の4年の工期で事業の完了を迎えることができました。事業関係者のみなさまのご理解と

ご協力により完成することが出来ましたことに感謝申し上げます。 

 本年度（令和元年度）をもって応急的な対策は完了しますが、今回事業の対象としなかった施設の改修、平成

23年紀伊半島大水害に伴う流域内の土砂崩壊等に起因したダム貯水池の堆砂除去など、本地区の課題解決の

ため、本年度から南紀用水二期地区の事業化に向けた地区調査を開始するとともに、ICTモデル実証を昨年度

から引き続いて実施しています。これらの事業等により、農業用水の安定供給や労力の軽減が図られ、本地区

が今後も全国有数の梅の一大産地として継続発展していくことに寄与していきたいと思います。 

南南紀紀用用水水支支所所玄玄関関前前ででのの看看板板降降納納  

【期待される効果】 

 これらの施設を改修することにより、年間12億円相当の作物生産が維持され、食料の安定供給に貢献するとと

もに、施設の維持管理費の軽減や効率的なかん水・防除作業の維持が図られます。また、地域経済への波及効

果の維持も見込まれます。 

スプリンクラーによるうめのかん水 みかんの防除作業 開花時期の梅林 

○水管理施設 

 工事完成時の状況を代表的な写真で紹介します。 

中央管理所 

（H30施工） 

揚水機場 

（H31(R1)施工） 

ファームポンド 

（H31(R1)施工） 

孫局装置 子局装置 親局装置 

－８－ 

 

五条吉野地区は奈良県中西部に位置した五條市及び下市町にまた

がる、受益面積１，５９３haの樹園地です。 

本地区の農業は、柿、梅を主体とする農業経営が展開されています。

特に柿については、奈良県の出荷量が全国の１６％を占めるなか、奈良

県から出荷される柿のうち、五條市及び下市町で９３％を占めています。

更に、ハウス栽培にも取り組まれており、露地柿が出回らない７月から

出荷され、高付加価値化を実現されています。 

このような中、本地区の農業を支える農業水利施設は、昭和49年～

平成13年の間に実施された国営五条吉野土地改良事業が大きな役割

を果たしています。 

しかし、事業完了後、２０年近くが経過しているため、この国営五条吉野土地改良事業で整備された

かんがい施設において、幹線水路の一部の水管橋部では、管体の腐食による漏水など不測の事態が

発生しており、また、一の木ダムの水管理施設では、経年的な施設の老朽化により、情報処理機器が

一時機能停止となるなど、農業用水の安定供給やダムの安全な管理に支障を来たしているとともに、

施設の維持管理に多大な費用と労力を要している状況です。 

このため、南近畿土地改良調査管理事務所では、これら果樹園へ農業用水を供給しているかんが

い施設の改修を行うため、国営施設応急対策事業「五条吉野地区」を実施することとなり、本年度から

事業を開始するにあたり、令和２年２月18日に着工式を行いました。 

着工式には奈良県杉山農林部長をはじめ、太田五條市長、小林下市町副町長、寺本五條吉野土地

改良区理事長のほか、奈良県、奈良県土連、五條吉野土地改良区、近畿農政局の関係者、総勢50名

にご出席いただき執り行いました。 そのなか、寺本理事長

から「今回の事業により、長年の悲願であった一の木ダム

の水管理システム等の改修・更新により農業生産の維持

及び農業経営の安定に資するものと確信いたします。」と

の祝辞を頂き、本事業により地域農業がさらに発展するこ

とに期待を寄せられました。 

 

寺本五條吉野土地改良区理事長 祝辞 

太田五條市長  祝辞 



 

洪水放流期間 

流域平均 

総雨量 

(mm) 

洪水吐 

放流開始 

最大放流量 

(m3/s)     

7/27 144 13:00 118.68 

8/14～ 

  8/16 
931 

8/14 

5:30 
640.90 

10/12～ 

 10/13 
330 

10/12 

5:00 
358.16 

10/18～ 

 10/19 
174 

10/18 

22:30 
92.68 

10/24～ 

 10/25 
236 

10/24 

19:00 
280.58 

R1.10.25 AM5:15頃 約200m3/s放流  

R1.10.25午前５時頃 約200m3/s放流  

近近畿畿農農政政局局  

南南近近畿畿土土地地改改良良調調査査管管理理事事務務所所  

〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕388-1 
TEL 0747(52)2791 FAX 0747(52)2794 

大大迫迫ダダムム管管理理所所  
〒639-3603 奈良県吉野郡川上村北和田長屋峯615- 5 

TEL  0746(54)0800 FAX  0746(54)0306 
津津風風呂呂ダダムム管管理理所所  
〒639-3102 奈良県吉野郡吉野町河原屋849-5 

TEL  0739(22)1123 FAX  0739(22)1107 

R1.10.25 AM9:30頃 約100m3/s放流  

南南畿畿  
第45号 令和２年３月  

農業競争力強化プログラム 

 大迫ダムにおいては、60m3/sを超える放流を行う場合は洪水吐ゲートより放流を行う必要が

あり、洪水吐ゲートから放流を行う場合は下流の危害防止のため警報車３台と警報サイレン30

カ所を使用し、放流開始の１時間前より放流警報活動を行います。  

 令和元年における洪水吐ゲートからの放流は５回となりました。  

－９－ 


