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江島大橋

巻頭言

「子どもたちの生きる力を育む農業」

益田地区「ケール畑」

農業には、食料を生産し供給する役割だけでなく、

事例３の「こぶしヶ丘学園（福山市）」では、年６回、

その他の事例を拝見しても、土に触れ、作物や家畜

多面的な機能（洪水や土砂流出を防ぐ機能、地下水涵

バスで３時間ほど掛けて「武内さん」の農園へ出かけ

を育てる農業には、子どもたちの「生きる力」だけで

養機能、景観保全機能、伝統文化を継承する機能、等々）

ており、子どもたちはそこで野菜の収穫等様々な体

なく「道徳観」
「達成感」
「正義感」を培う力、
「好奇心」

があります。

験・経験を通して、
「自立の力」等を育んでいます。こ

を育て「感覚」を養う力を有していることがよく分か

中国四国農政局が発行している平成 24 年度の食

れらの児童養護施設の先生方は「農」や「食」に関す

ります。そして、このような農が有する機能は、社会

料・農業・農村情勢報告では、これら多面的な機能の

る様々な体験が子どもたちの生きる力、自立支援に繋

的養護が必要な子ども等だけではなく、すべての子ど

中で「子どもたちの生きる力をサポートする機能」に

がる、と考えています。

もたちに必要な「力」でもあります。

事例 14 の「猪上さん」は、20 代でサラリーマンを

しかし、農業関係者の多くは、
「農」が持っているこ

辞め、三原市で新規就農して水稲や野菜の有機栽培を

のような「力」に気がついていないようです。このた

この特集編は、社会的養護が必要な子どもたちの養

行っています。猪上さんは２才から高校卒業まで「似

め、私たちは「食」や「農」が有する情操教育的機能、

育や自立支援の過程において「食」や「農」がどのよ

島学園」で過ごしました。彼はこれまでの経験から、

心理的機能等の様々な機能についてもっと理解を深め

うに関わることができるか、その可能性についての検

子どもが農業を体験すると「生きる力が養える」
「将来

ることが必要となります。

討を行っているものです。この中では、中国・四国地

の選択肢が増える」と考えており、現在では、後輩た

子どもは国の宝です。今回の特集編のように「子ど

域において食や農に関する経験・体験の機会を増やし、

ちを自分の農園に招待して、農業体験の機会を提供し

もたちの生きる力を育む農業」にスポットをあて、こ

子どもの自立等を促進している事例が数多く紹介され

ています。

のような取組が拡大することが、農業・農村の価値を

着目し、特集編【「食」や「農」が有する子ども等への
自立支援の力】が報告されています。

ています。
中国土地改良調査管理事務所がある広島県内におい
ても特徴的な事例がありました。

事例 15 安芸高田市の「武内さん」は、耕作放棄さ
れていた実家の農地（約１ha）を復旧して、四季折々

す。

の野菜を栽培しています。武内さんは「様々な境遇の

事例１の「似島学園（広島市）
」の子どもたちは、広

子どもたちに、自分の農園で心に残る体験を味わって

い学園の敷地を活用して農園を造り、野菜を栽培しニ

もらいたい」と考え、自分が育てた野菜は、すべて県

ワトリを飼育しています。収穫した野菜は給食の食材

内の児童養護施設の子どもたちの収穫体験に提供して

として利用しています。

います。

【２】中調だより

適正に評価するコンセンサスにも繋がるものと考えま

保全整備課長

大

石 和
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【 特

集 】

ｎ

吉井川地区の概要
本地区は、岡山県の南東部に位置し、岡山市外 3 市 1 町にまたがる 5,502ha の農業地帯です。
本地域の営農は、水稲を中心として水田の畑利用による麦類や大豆等の土地利用型農業のほか、畑での野菜
や果樹の専作による農業経営が展開されています。
本地区の基幹的な農業水利施設である新田原井堰、坂根合同堰、用水路等は国営吉井川土地改良事業（昭和
45 年度から昭和 63 年度）により整備されましたが、事業完了後、経年に伴う性能低下が生じており、今後、
さらなる性能低下の進行により、農業用水の安定供給に支障を来すとともに、施設の維持管理に多大な費用と
労力を要することとなります。
このため、国営施設機能保全事業において、基幹的な農業水利施設の機能を適切に保全するための整備を行
うことにより、施設の長寿命化、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の軽減を図り、農業生産の維持及び
農業経営の安定を目指します。

事業計画の概要
おかやま

びぜん

せとうち

あかいわ

わ け

関 係 市 町：岡山県岡 山 市、備前市、瀬戸内市、赤 磐 市及び和気郡和気町
主要工事計画：新田原井堰（改修）１箇所（H25 着工対象）、坂根合同堰（取水口改修）１箇所
揚水機場（改修）５箇所、用水路（改修）7.9km、水管理施設（改修）１式
総 事 業 費：９５億円（うち H25 着工要求分 35 億円）
事 業 期 間：平成２５～３２年度

【４】中調だより

吉井川支所開所式
平成 25 年 7 月 31 日（水）

岡山県知事（代理）、関係市町長、関係土地改良区理事長、国の関係者２６名

参列の下、吉井川支所の開所式が行われました。式典では、田野井中国四国農政局長から「本地区の施設の整
備補修に要する費用が増加傾向にあることから、早期の施設整備による長寿命化を進め、施設の機能を保全す
る費用を軽減しつつ、農業用水の安定供給を図ることを目的に事業に着手した。本事業の実施により、農業用
水の安定的な供給が可能となることから、6 次産業化の進展などによる攻めの農業が広く展開されることを期
待する。」との挨拶が行われました。
来賓の行政機関を代表して、岡山県伊原木
知事（代読小橋農林水産部参与）より「本事
業のスタートは４市 1 町の関係受益者の方々
にとり、長年の懸案を解決する待ちに待った
もの。県としても大きな期待を寄せている。」
との祝辞。
関係土地改良区を代表して、吉井川下流土
地改良区小林理事長からは「土地改良区が設
立され 31 年目であり、農業用施設は物理的限
界がきている。その中で現場を守るものとし
開所式出席者による記念写真
て、苦労・努力をして維持管理してきたが、
事業実施ということで大変安心している。最
後までよろしくお願いしたい」との祝辞を頂
きました。
引き続き行われた看板掲示式では、田野井中国四国農政局長をはじめ関係者により事務所（岡山地方合同庁
舎）入り口で看板掛けが行われました。今後、吉井川支所では、支所長、保全整備専門官、２係長の４名体制
で、吉井川地区の老朽化した新田原井堰、水管理施設等の施設の長寿命化対策を進めて行くこととしています。

期待を寄せることば
国営施設機能保全事業吉井川地区の事業計画が確定され、去る７月には中国土地改良調査管理事務所吉井川
支所も開設されました。これまで事業化に向けての取り組みにお骨折りいただいた多くの方々に感謝致します
とともに、この度の支所開設を機に、さらに事業が順調に進んでいくことを組合員一同心から願っております。
初期事業の国営吉井川農業水利事業完了から既に 25 年が経過し、古いものでは 40 年を過ぎている施設もあ
ります。各施設の老朽化や機能低下が進み、日常の管理に多大な影響を与えるのではと心配されていただけに、
一日も早く施設更新が完了し、万全の体制で適切な施設の維持管理ができることを期待しております。

吉井川下流土地改良区
理事長
小林 健伸
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【 技術ノート 】
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■目的
国営総合農地開発事業大山山麓地区では、下
蚊屋ダムを主水源として、幹支線水路の管水路
を通じて畑地に農業用水を供給しています。
近年、受益者より時折かんがい用水が濁り、
営農に支障をきたすとの苦情が寄せられてお
り、また、ダム管理者からも大雨の後でダム湖
の水が濁りパイプラインに入ってしまうとの報
告がなされています。
そこで、当地区の下蚊屋ダムで発生する「農
業用水の濁り」について要因を調査・分析し、
その結果、必要と考えられる濁水発生防止対策
について、現地に適用可能な手法の検討を行っ
ています。

■ダム湖流入河川の濁水発生状況

【通常時】

【豪雨時】

■ダム湖の濁水発生状況

■濁水の発生状況
【通常時】

濁水発生の一つの要因として、下蚊屋ダムの
上流域は、大山火山の噴出物に覆われ、緩傾斜
面及び平坦面には風積の黒ボク土壌となってい
ます。黒ボク土壌は一般的に比重が小さく、粒
子が細かいため沈降速度が遅い特徴がありま
す。また、上流域の緩傾斜及び平坦地では農地
として開拓されており、耕耘時期の降雨の際に
は、農地のガリ浸食を発生させ、大量の黒ボク
土が濃い濁水となって河川から下蚊屋ダムに流
入していると推測しています。

【豪雨時】

■上流域農地のガリ浸食状況

【通常時】

【豪雨時】

■濁水の発生状況
本調査の実施にあたっては、各行政機関と協力して取り組むため『下蚊屋ダム濁水対策会議』を設立して
おります。この会議で、ダム湖及びパイプラインの対策は「国」、ダム湖上流域の対策は「県等地元関係者」
で取り組むよう役割分担を明確に決めています。このため、中国土地改良調査管理事務所では、平成23年度
からダム湖内の温度躍層や濁水の広がり等のダム湖内での状況把握とパイプラインに浸入した濁水の効率的
な排泥操作等の検討のため、水質調査の実施・分析やパイプライン、調圧水槽内の濁水状況を調査していま
す。
■濁水の発生状況
これまでに得られた調査結果を基に学識経験者で構成される第三者委員会に図り、下蚊屋ダムにおける濁
水対策工法の選定に向けた指導・助言を頂くこととしています。また、この結果を踏まえた上で、各関係機
関と協議・調整を行い下蚊屋ダムの濁水対策を実施する予定としています。
今後、本調査で取り組んだ濁水対策に向けた調査手法や濁水対策工法については、他地区においても参考
になるものと想定しています。
【６】中調だより

１１月６日及び７日、国営東伯土地改良事業で造成され
た、大父頭首工及び大父導水路の機能診断にかかる現地勉
強会を開催しました。
本取組は、国営造成水利施設保全対策指導事業(東伯地
区)として実施している、大父頭首工及び大父導水路の機
能診断業務における現地調査に併せ、東伯地区国営施設機
能保全事業調整協議会の関係者を中心に現地勉強会を企
画したものです。
当日は、関係土地改良区、鳥取県、琴浦町、北栄町をは
じめ、鳥取大学(学生含む)から、２日間で延べ約３０名の
参加がありました。
現地見学では、大父頭首工のコンクリート構造物（沈砂
池）において、シュミットハンマーによるコンクリート強
度推定調査及びドリル法による中性化深さ調査の実施状
況や、大父導水路のパイプライン区間の水張り法による漏
水調査、トンネル区間における近接目視等の実施状況を見
学しました。
参加者からは、「実際に機能診断を実施している現場を
見る機会がなかなか無いので、とても勉強になった」など
といった声が聞かれ、ストマネ事業や機能診断技術に関す
る関心の高さが伺えました。

おおぶ

大父頭首工

施設諸元
形

式

フローティングタイプ

堤

高

３．６ｍ

堤

長

２０．０ｍ

取 水 量

２．８５ｍ3/S

工事完了

平成１６年３月

ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰによる強度推定調査の様子

頭首工での近接目視状況説明の様子
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【 地域貢献活動 】

吉 井 川 地 区
吉井川下流土地改良区は、毎年小学生児童を対象に郊外学習の一環として、国営施設機能保全
事業吉井川地区にある倉安川用水の支線水路となっている角山用水路において、ホタルの幼虫放
流会を開催しています。
吉井川支所も事業着工する以前の調査計画段階より、このホタルの幼虫放流会に参加し、今年
度も 10 月 17 日（木）に開催されました。
まず、開催にあたって吉井川下流土地改良区の小林理事長より挨拶があり、その後吉井川支所
から吉井川周辺に住んでいる生きもの、環境の悪化により希少種となっている生きものがいるこ
と、みんなには『吉井川の環境を守っていくために川や水路にゴミを捨てないようにしましょ
う。
』と説明しました。
その後、改良区の職員によりホタルの一生について説明があり、みんなで用水路の清掃を行っ
た後、ホタルの幼虫を人工的に作ったワンドに放流しました。
参加した児童は、初めてホタルの幼虫を見る児童も多く、興味深そうに幼虫を観察したり、用
水路を泳ぐ魚などを観察したりして楽しい時間を過ごしました。

【８】中調だより

■事務所と八木用水のかかわり
当事務所は、近くに流れる八木用水のイベントにスタッフとして参加しています。組合員の高齢化により
活動に苦慮している土地改良区の支援を行うことで、地域との繋がりを持ち、継続的に取り組んでいます。

■八木用水てどんな用水？
八木用水は、一級河川太田川から取水し、都市化・混住化が進む広島の市街地の中を流れる、延長約 16km
の農業用水路です。築造されたのは、江戸時代で 240 年の歴史を持ち、当時、この地域は水不足に悩まされ、
地元の大工『桑原卯之助』が文字通り命をかけて八木用水の計画・工事を執り行いました。八木用水が完成し
たことにより、水不足が解消され、農民の生活がずっと楽になりました。
現在、施設は『広島市祇園町外二ケ町土地改良区』で管理され農業用水のＰＲ活動や地域住民との交流を熱
心に行っています。

■八木用水ウォーキング編■

■出前授業編■
梅林小学校 4 年生は、地域学習の一環として
八木用水の歴史とその機能について学んでいま
す。そこで、平成 25 年 9 月 27 日（金）に「サ
イフォンの実験」の出前授業、平成 25 年 10 月
1 日（火）に現地見学会を開催し、当事務所から
講師として 4 名が参加しました。
サイフォンの実験では、タライ 2 つとホース 1
つを使って、水を張ったタライから空のタライへ
どうやったら水を移すことができるか、児童に考
えてもらうこととしました。
最初はホースで水を汲んでいましたが、それで
はサイフォンの原理を使ったことにはならない
ので、少しずつヒントを出しながら誘導していく
と、児童の 1 人がホースの口の片方を水につけ
たまま、反対側の口から水を吸い込み、ホースが
水でいっぱいになったところで吸い込んでいた
口を空のタライに持っていったところ、うまく水
がホースを伝って流れていくようになりサイフ
ォンの原理を学びました。

サイフォンの実験

清掃活動

11 月 16 日（土）に開催されたこのイベント
は、毎年紅葉が彩るこの時期に行われ、今年で７
回目となります。また、広島県土地改良事業団体
連合会もスタッフとして参加しており、地域の農
業用水のＰＲに努めています。
ウォーキングは八木用水沿線約 10km を散策
し、一般参加者と都市部に存在する農業用水との
ふれあい、またその歴史を探訪することで施設に
関心を持ってもらうことを目的としています。
当日はさわやかな秋晴れとなり、参加者から
は、「水路が住宅街の中を通っているのは雰囲気
がいい」といった声が聞かれ、ウォーキング後ア
ンケートでは「孫が用水路の勉強をしていたので
良い勉強になりました。」と、梅林小学校での出
前授業の効果も得ることができました。
今年は、八木用水に興味を持っている参加者が
多く、このイベントを通じて更に八木用水につい
て関心を持ってもらうきっかけになりました。

八木用水ウォーキング

http://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html
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【 お知らせ 】

ｎ

農業・農村は、私たちが生きていくうえで必要な

学び体験する場や心と体をリフレッシュさせる

米や野菜などの食料を生産するだけでなく、洪水

場として活用されています。

や土砂崩壊を防ぎ、多くの生きものを育み、美し

このような農業・農村の持つさまざまな役割を

い景観を形成するなどさまざまな役割を持って

「多面的機能」と呼び、わたしたちの生活に密接

います。さらに、農業・農村は、自然の大切さを

に関わっています。

○農業・農村の多面的機能イメージ図
土壌侵食
防止
土砂崩壊
洪水防止
有機性廃棄物分解

防止

伝統文化の継承

地下水かん養
水質浄化

河川流況安定
保健休養
景観保全

気候緩和

生物多様性保全
体験学習と教育

棚田を保全する取り組み
中国地方は中山間地域が多く、昔から傾斜を利
用した棚田が多く造られてきました。棚田に水を
貯めることによって洪水を防いだり、美しい棚田

になっています。
そのため、棚田を守る様々な取り組みが各地で
行われています。

の景観は訪れる人の心を癒やすなど、棚田にもた

今回は、棚田保全活動に取り組む島根県の「山

くさんの「多面的機能」があります。しかし、近

王寺本郷地区」と、山口県の「三谷地区」を紹介

年は農家の高齢化や担い手不足などにより耕作

します。

放棄地となり、多面的機能も維持することが困難

【１０】中調だより

棚田景観の保全活動と棚田米のブランド化に取り組む

～

山王寺本郷地区（島根県雲南市）

標高３００ｍの山腹にある当該地区は美しい
棚田が広がり、平成１１年度には農林水産省から

安定と、棚田景観の保全を目指した活動が行われ
ています。
また、年４回開催している「田んぼの学校」で

「日本の棚田百選」に認定されています。
「棚田の保全管理を行いながら、かけがえのな

～

は、都市部に住む子どもたちが田植えや稲刈り、

い農村の原風景を維持していく」ことを目的に平

生きもの観察体験を通して農業や環境について

成１８年度に「山王寺本郷棚田実行委員会」を設

学んでいます。さらに、毎年 10 月に開催される

立しました。当委員会では、棚田米のブランド化

「山王寺棚田祭り」では、地元農産物の販売を行

や棚田オーナー制度導入などによる農業経営の

うなど、地域の PR にも取り組んでいます。

オーナーさんと地元農家が一緒に行う田植え(左)や「はぜかけ（右）」。

※はぜかけ：収穫した稲の天日干し

「田んぼの学校」の取り組みの
ひとつ「生きもの観察会」

棚田オーナー制度で歴史ある石垣棚田を守る

～

三谷地区（山口県山口市）

～

本地区は、東西 9km にわたり約千枚の石垣棚

設立し、
「棚田オーナー制度」による棚田保全活

田（40ha）が築かれています。この石垣は、

動に取り組んでいます。
「棚田オーナー制度」で

奈良時代から明治時代にかけて築石され、歴史的

は、田植えや収穫などの作業を地元農家と一緒

に貴重な石造り文化を今に伝えるものです。しか

に行うほか、収穫祭、しめ縄づくり、そば打ち

し、農家の高齢化等により荒廃が目立ち始めた

体験など様々なイベントを催し、都市住民と交

ため、平成１４年に「三谷いしがき棚田会」を

流を通じて景観的、歴史的に価値のある棚田を
保全しています。

棚田は不整形で狭いため、平地の水田
と比べ手作業の部分が多い。

オーナーさんと地元農家が一緒に田植え（左）やイベント
（そうめん流し：右）を行い、交流を通じて地区の棚田保
全に取り組んでいる。

http://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html
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中国地方５県の農業農村振興に資するため、主として①最も基幹的なインフラを整備する国営土地改良事業の調査計画の策定、②国営土地
改良事業によって造成された施設の健全な保全を図るため、機能診断等の調査及び施設管理者に対する指導・助言（ストックマネジメント）、
③国営土地改良事業完了地区のフォローアップとして水利権更新などの業務を行っています。
庶

務

課

計

・人事、文書、職員の福利厚生
・経費及び収入の予算、決算及び会計、職員の給与、旅費
企

画

画

課

・国営土地改良事業の実施に関する水その他の開発資源、水利調整等
に必要な調査・計画
・工事計画及びその技術的可能性の調査並びに全体設計の作成

課
保全計画課

・国営土地改良事業の実施に係る調査及び計画を企画、関係機関との
連絡調整等
・農地、農業用水利施設等の地図情報（水土里情報）の収集・整理、
並びに電子的利用に係る指導・調整
・国営土地改良事業によって造成された施設の水利権更新

国営土地改良事業によって造成された施設の
・保全に必要な調査、監視、保全計画、技術支援、機能診断
・防災に関する情報システムの整備、管理
保全整備課

調

査

課

・国営土地改良事業によって造成された施設のうち緊急に補修が必要
な施設の「整備に関する調査」
「整備に関する設計」
「整備の実施」

・地域計画、経営計画の調整、経済効果の測定及び他事業との共同費
用の振り分け等
・国営土地改良事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、土
地利用計画及び営農計画の作成等
・国営土地改良事業の事後評価

・国営施設機能保全事業「吉井川地区」の長寿命化対策の実施

編集後記
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『人生５０年』とは、信長の時代の

えた。ここは節目と思い立ち、職場

中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

ことではあるが、今年、その年を迎

の迷惑を顧みず、家族からは「私た

つも、９日間の休暇をいただき、関

ちをおいてどこ行くの」といわれつ

空 か ら ア メ リ カ に 旅 立 っ た。
ニューヨークで２日程滞在し、翌日は大都

会の喧騒を離れ、アムトラック鉄道でペンシ

ミッシュ」と呼ばれるオランダ系移民が多く

ルバニア州南東部へ。向かった先は、「アー

スの実物が走っている観光地でもある。スト

住む丘陵地帯の片田舎である。機関車トーマ

ラスバーグレイルロードに行き、片道２０分

農地の景色が目に飛び込んできた。その車窓

の蒸気機関車に乗ると、ほどなくして広大な

数にころがり、収穫前の試料用トウモロコシ

からは、オレンジ色に色づいたかぼちゃが無

アーミッシュの人々の生活も垣間見える。ア

畑が遠くまで見渡せ、遠くからではあるが、

なに守り、独特の衣装を身にまとい、馬車で

ーミッシュは、西部開拓時代の生活様式を頑

移動し、電気のない生活を送っている。アメ

ここ中国地方の原風景はというと、平野部

リカ農村地帯の原風景が、ここにあった。

《表紙説明：江島大橋と中浦水門》
鳥取県境港市と島根県松江市との間にかかる中央径
間 250m のラーメン箱桁橋。
『ベタ踏み坂』と呼ばれ、地
元ではちょっとした観光スポットになっている。
この橋の南側には、かつて中海地区で建設された中浦
水門管理橋が架かり交通の要となっていた。中海淡水化
中止により撤去され現在では跡形もない。昭和 38 年に
始まった中海干拓事業も 50 年経過し平成 25 年度で完了
を迎える。

では豊か に 実っ た稲 穂が 広 が る 水田の風 景

であり、山間部では棚田の風景であろう。

平成２５年度から新

て４つの改革が始まっ

たな農業・農村政策とし

業経営者が存分にチャ

た。創意工夫に富んだ農

備し、地域一体となって

レンジできる環境を整

を維持・発揮し、食料自

農業・農村の多面的機能

給率の向上と食 料安全

林水産業」を創り上げる

保 障 を 確 立 し 、「 強 い 農

この改革を契機に、日

としている。

本の原風景が永遠に続

る。

くことを、願うものであ

秀

吉井川支所

