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益田地区

ケールの収穫（島根県益田市）

写真提供：(株)キューサイファーム島根

巻頭言

「SDGs と農業農村整備」

中国土地改良調査管理事務所長

實井

正樹

管内農業農村整備事業の推進にあたり、関係者の皆様方には日頃より御理解と御協
力をいただき感謝申し上げます。また、中国土地改良調査管理事務所の業務推進につ
きまして、引き続き御支援いただきますようお願い申し上げます。
最近テレビ番組などでよく紹介される「SDGs」について簡単にご紹介します。
SDGs は、2015 年に国連で採択された持続可能な開発のための 2030 アジェン
ダの中の「持続可能な開発目標（英文の頭文字で SDGs）」で、17 のゴールと 169
のターゲット及び 232 の指標が掲げられています。これらは持続可能な世界を実現
するための統合的な取組であり、国際社会全体の普遍的な目標とされています。
日 本 国 内 の 取 組 と し て は 、 SDGs が 採 択 さ れ た 翌 年 に 総 理 大 臣 を 本 部 長 と す る
SDGs 推進本部が設置され、その中で SDGs 実施方針が決定されました。その後民
間セクター等でも取組が進み、日常生活の中でも見聞きするようになりました。
農業農村整備との関係では、昨年開催された SDGs 推進本部で決定された SDGs
アクションプラン 2021 においては、優先課題の一つ「成長市場の創出、地域活性
化、科学技術イノベーション」の中で農林水産業の成長産業化のため、農業農村整備
事業の推進が位置づけられています。また、新たな土地改良長期計画においても「自
然資本や環境に立脚した食料・農業・農村分野は、SDGs が目指す環境・経済・社会
の統合的向上において果たす役割が非常に大きく、他産業に率先して SDGs の実現
に貢献することが求められる。」としています。
このような中で、地域の皆様方とともに取り組んでいる農業水利施設の保全管理や
整備により農業用水の安定供給を確保していくことは、SDGs の実現に貢献するも
のでもあります。
中国土地改良調査管理事務所としても、地域農業の持続的発展のため取り組んで参
りますので、本年度もよろしくお願い申します。
参考：令和元年度
「トピックス１

食料・農業・農村白書
食料・農業・農村と SDGs」

https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r1/r1_h/trend/part1/chap1/c1_1_00.html

中調だより【１】

農政情報

令和 3 年 3 月 23 日、5 年ぶりに土地改良長期計画が策定されました。

New!

中調だより【２】

事業完了地区の紹介

◆ 益田地区の概要
本地区は、島根県西部の益田市内の畑地帯約 382ha の農業用水の安定供給、施設の維持
管理に係る費用の節減を図るため、老朽化している農業水利施設を改修する事業で、平成 27
年度から更新整備を実施して参りましたが、令和２年度をもって完了しました。
本地区の農業水利施設は、前歴事業である国営益田土地改良事業（昭和 49 年度～昭和 63
年度）により整備されましたが、事業完了後約 30 年が経過し、益田導水路等では漏水事故
等の不測の事態が多発したため、平成 27 年度から新管布設による改修工事に着手し、計画
的に更新整備を行いました。
令和元年度には各導水路の新管布設工事は完了し、事業完了年度の令和２年度は、益田導
た か つ

なんだがわ

水路及び 高津 ３号導水路の旧管閉塞工事 1.3km、 南田川 水管橋等の改修等工事を実施し
ました。

◆ 事業の実施概要
関係市町：島根県益田市
主要工事：管水路改修(DCIPφ350mm、φ400mm) L=6.1km、3 号 FP 改修 1 箇所、
南田川水管橋改修 1 箇所、高津川他水管橋補修 3 箇所
総事業費：19.5 億円
事業工期：平成 27 年度～令和２年度
主要作物：施設ぶどう、露地ぶどう、柿、ケール(青汁の原料)、施設トマト、
施設メロン、牧草、バラ

島根県益田 市

３号ファームポンド

南田川水管橋
高津川派川
水管橋

凡
受益地

高津川水管橋
本俣賀川水管橋

改修区間
既設利用

中調だより【３】

例

パイプラインの改修に伴う漏水事故への対策
○

マクロ セル腐 食による パイプの漏 水事故

【掘削】

【埋戻し】

○

当時は周辺の土壌により、砂
と粘土が混在することで電気が
発生、パイプに穴が空くこと
は、一般的には知られていませ
んでした。

マクロセル 腐食
粘土（酸素＝薄い）
から砂（同＝濃い）に
かけて腐食電流が発生
することにより、配管
にすり鉢状に腐食が進
行。

すり鉢状に腐食が発生

パイプの周囲にポリエチレンスリーブを
被せ、電気の流れを遮断

ポリエ チレン スリーブ 施工による 対策
電気の流れを遮断

・ 本事業 では、ポ リエチ レンスリー ブ施工 を採用。
・ ポリエ チレンの 袋状の ものを被せ 、パイ プと周辺 土壌とが直 接触れ るの
を防ぎ 、マクロ セル腐 食の発生を 防止。

導水路改修

ファームポンド改修

益田導水路 L=13.3km 及び高津導水路 L=4.5km のうち、劣化
の著しい管水路 L=6.1km で新管布設による改修を順次用水切
替をしながら実施し、令和元～２年度に旧管を閉塞しました。

３号ファームポンドを平成 30 年度に新設しまし
た。近接の旧ファームポンドは令和２年度に撤去
しました。

益田導水路の新管の布設状況

ポリエチレンスリーブ被覆
による腐食防止対策

新設した３号ファームポンド

水管橋改修
老朽化による漏水事故が起きた南田川水管橋の架替えの改修工事を令和２年
度に実施しました。

旧管の閉塞状況

旧南田川水管橋の空気弁
部 の 漏 水 （ H29.4.16）

架 替 改 修 し た 南 田 川 水 管 橋 （ R2.12.10 据 付 ）

◆ おわりに
「益田地区」の事業完了に伴い、実施組織である「中国土地改良調査管理事務所

益田支

所」の閉所式も新型コロナウイルス感染症の影響により、やむなく開催を中止しました。
本事業の完了により、施設の機能を回復し、農業用水の安定供給の確保及び維持管理の軽
減が図られることで、将来に亘り活力ある農業農村を構築し、今後、長寿命化された農業水
利施設により、益田地区の益々の発展及び安全・安心な食料供給に資する重要な役割を果た
されることを祈念いたします。

中調だより【４】

経営体の紹介

国営施設応急対策事業「益田地区」の農地において大規模に経営されている
（株）キューサイファーム島根様にお話を伺いました。

◆ 国営農地開発地を選んだ理由は。
当社は健康食品として有名な「青汁」の原料であるケールを無農薬・無化学肥料で
栽培しています。
ケールを安定的に確保するために、親会社であるキューサイ(株)（ 福岡県）に近く、
大規模な農地を確保でき、農業用水のある益田地区を選びました。近接する工業団地
内に建設した自社工場で新鮮なケールを加工できる利点もありました。
平成 10 年に進出してから現在では 50 ヘクタールの国営農地でケールを栽培し
ています。

【国営農地開発地一面に広がるケールの栽培風景】

◆ 農業用水はどのように使われていますか。
ケールは秋作（9 月定植、11～4 月収穫、40 ヘクター
ル）と春作（２～３月定植、５～6 月収穫、10 ヘクター
ル）で栽培しています。
農業用水は秋作の定植前に必ず必要となります。
当社の栽培は全て農業用水の完備している国営農地開発
地で行っており、今後もケールの安定生産のためには必要
不可欠な農地です。
ケール：地中海原産でキャベツの原種に近い。各種栄養素の
バランスが良くビタミンを多く含むアブラナ科の野菜
写真提供：(株)キューサイファーム島根

中調だより【５】

事業実施地区の紹介

◆ 揖屋地区の概要
本地区は、島根県松江市に位置し、中海南西部に面した 203ha の農業地帯で、キャベツ、
かぶ、ブロッコリー等を組み合わせた畑作による農業経営が展開されています。
い

や

本地区の基幹的な農業水利施設である 揖屋 排水機場は、国営中海土地改良事業（昭和 38
年度～平成 25 年度）により造成されましたが、ポンプ設備の腐食による漏水に伴い、ポン
プの稼働が停止する不測の事態が発生していたほか、幹線排水路においては、局所的な倒壊
が発生し、排水機能に支障を来しており、施設の維持管理に多大な費用と労力を要していま
した。
このため、国営施設応急対策事業において、揖屋排水機場及び幹線排水路の施設機能を保
全するための整備を行うことにより、排水機能の維持及び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指しています。
令和２年度には、幹線排水路の改修工事を行っており、令和３年度は、排水ポンプの更新
工事を予定しています。

◆ 事業の実施状況と今後の予定
関係市町：島根県松江市
主要工事：揖屋排水機場１箇所、幹線排水路 L=0.2km
総事業費：9.６億円
事業工期：平成３０年度～令和４年度（予定）
進捗状況：４８.５％（令和２年度末時点）
ポンプ設備

改修後の幹線排水路

【漏水(管外面)】
【揖屋排水機場】

【幹線排水路】

【腐食(管内面)】
中調だより【６】

営農情報

干拓地である揖屋地区は、営農が始まった平成元年から、地区全体でキャベツの栽培に取
り組み、平成 4 年には野菜指定産地となるなど、栽培面積 40 ヘクタールの県内最大のキャ
ベツ産地へ成長しています。

◆ 干拓地のメリット
まとまった農地を確保できるため、農地集約や作業の効率
化が図られ、規模拡大につながっています。また、夏場の定
植時には活着促進や苗の枯死防止のため、農業用水によるか
ん水は必須であり、用排水の完備された本地区では、適時適
量のかん水により、計画的な営農が可能となっています。

【キャベツの栽培状況】

◆ 「くにびきキャベツ」として出荷、「島根県 GAP 認証」取得
本地区のキャベツは、食味の良さと冬場で甘みを増した「くにびきキャベツ」として大阪
市場から高い評価を得ており、お好み焼きに使われて親しまれています。
生産面では、揖屋地区の生産者で構成されている「松江・八束くにびきキャベツ部会」全
員で適正な施肥量、減農薬及び衛生管理に取り組み、平成 23 年には「安全でおいしい島根
県ＧＡＰ認証（美味しまね認証）」を取得することで安心して取引できる産地として評価さ
れ、契約取引の増加につながっています。

【フェロモン剤による農薬削減】

【高床式運搬車による収穫】

【美味しまね認証マーク】
出典：島根県資料

◆ 「だんだん営農塾」で新たな担い手が誕生
キャベツ生産を支えてきた担い手の高齢化に対応するため、島根県、松江市及びＪＡしま
ねは平成 21 年に「だんだん（「だんだん」は、島根県東部の方言で「ありがとう」の意味）営農
塾」を開講し、新たな担い手が知識や技術を学んでいます。
これまでに 28 名の研修生を受け入れ、そのうち本地区内で新たな担い手が 14 名誕生
し、キャベツ部会の活性化や栽培面積増加につながっています 。

【耕耘の実習】
中調だより【７】

【定植の実習】

【追肥の実習】

出典：島根県資料

調査・事業関係情報

◆ 取り組みの経緯
令和元年 10⽉12⽇に上陸し、⼤きな被害をもたらした台⾵第 19 号等を踏まえ、⽔害の激甚
化、⽔対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯⽔
容量を洪⽔調節に最⼤限活⽤できるよう、関係省庁の密接な連携の下、既存ダムの洪⽔調節機能
の強化に向けて、速やかに必要な措置を講じるため、その基本的な⽅針が定められました。

◆ 治水協定の締結
河川管理者である国⼟交通省、県と全てのダム管理者及び関係利⽔者（ダムに権利を有
する者）との間において、⽔系毎の協議の場が設けられ、ダム管理者及び関係利⽔者の理
解を得て、⽔系毎に治水協定を締結しました。
（一級河川水系）
大山山麓地区：下蚊屋ダム、横田地区：坂根ダム、勝英地区：西原ダム、小阪部川地区：
小阪部川ダム、芦田川地区：三川ダム、広島中部台地地区：京丸ダム、目谷ダム
（二級河川水系）
東伯地区：西高尾ダム、小田股ダム、船上山ダム

◆ ダムの運用方法
事前放流及び時期ごとの貯水位運用により、一時的に洪水を調節するための容量を利水
容量から確保するものです。
「事前放流」とは、大雨が予測される際に、最⼤３⽇前から貯⽔位を低下させるために放
流しておく方法です。
「時期ごとの貯⽔位運⽤」とは、定められた期間は、あらかじめ貯⽔位を低下させておく
方法です。

中調だより【８】

調査・事業関係情報

◆ 事業の目的
土地改良施設突発事故復旧事業は、土地改良事業等によって造成された施設について、突
発的な事故により機能の低下又は喪失が生じた場合における機能回復を行い、農業被害を始
めとする地域への被害を防止し、もって農業者の経営安定に資することを目的として平成３
０年度に創設されました。なお、本事業の対象となる突発事故被害とは、土地改良法第２条
第２項第５号に規定する土地改良施設の突発事故被害をいいますが、以下のいずれかに該当
するものは、本事業の対象とはなりません。
・暴風、洪水、高潮、地震その他の天災現象を原因とするもの
・明らかに設計の不備又は工事の施工の粗漏を原因とするもの
・甚だしく維持管理の義務を怠ったことを原因とするもの
・施設管理者又は第三者の過失を原因とするもの
・維持工事として農村振興局長が別に定めるものによって復旧できる被害の程度が小さ
いもの

◆ 事業の内容
【直轄事業】
◯主な採択要件

・機能保全計画等の策定など、適切な保全管理がされている
国営造成土地改良施設であること
・末端支配面積：100ha 以上、復旧事業費：2,000 万円以上

◯事業実施主体

等

・国（国費率：内地２／３等）

【補助事業】
◯主な採択要件

・機能保全計画等の策定など、適切な保全管理がされている
土地改良施設であること
・末端支配面積：20ha（中山間地域等は 10ha）以上
復旧事業費：200 万円以上

◯事業実施主体

中調だより【９】

・都道府県、市町村、土地改良区

等
等 （補助率：内地１／２等）

お知らせ
と き わ こ

世界かんがい施設遺産「常盤湖」の紹介
平成２８年に世界かんがい施設遺産に登録された「常盤湖」（山口県宇部市）を
紹介します。
■江戸時代初期の宇部地方は水田の少ない寒村でした。長州藩永代家老の福原広
俊は積極的に農地の開作を進め、1695 年に常盤湖築堤に着手し、1698 年に
常盤湖が完成しました。
■ 現 在 は 、 周辺 の市 街化に より かん がい 面積は 減少 して いま すが、 築造 当時 は
300 ヘクタールに及び、荒野から食料生産地に発展を遂げました。また、1943
年からは工業用水としても利用の道を広げています。
■1925 年には常盤湖周辺が「ときわ公園」として整備され、現在では動物園、
遊園地、石炭記念館等を有する総合公園となり、「UBE ビエンナーレ（現代日
本彫刻展）」の会場としても利用されています。湖畔は緑と花であふれ、多くの
市民や県外からの観光客の憩いの場となっており、年間の来園者数は 78 万人
（令和元年度）を数えています。

しゃ ひ

【斜 樋 】（取水施設）

【常盤湖全景（右側）】

写真提供：宇部市

こうずいばき

【洪水吐 】（放流設備）
◆世界かんがい施設遺産とは･･･かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成を図るとともに、
かんがい施設の適切な保全に資することを目的として、歴史的・技術的・社会的価値のあるかん
がい施設を国際かんがい排水委員会(ICID)が認定・登録する制度。登録により、かんがい施設の
持続的な活用・保全方法の蓄積、研究者・一般市民への教育機会の提供、かんがい施設の維持管
理に関する意識向上に寄与するとともに、かんがい施設を核とした地域づくりに活用されること
が期待されています。

中調だより【１０】

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

調

・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
財産管理課
・完了地区の権利保全対策、改築・追加工事、他目的使用、
道路及び河川占用の更新事務等
・完了事業所の完了図書等の整備に関する事務

査

課

・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

保全計画課
企

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
計

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

・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・計画及び調整、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
・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」
・国営施設応急対策事業「揖屋地区」の実施

中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所
〒731-0221
広島市安佐北区可部２丁目６－１５
TEL 082-819-1617
FAX 082-819-1620
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松江分室（保全整備課）

松江市総合体育館

〒690-0841
島根県松江市向島町１３４番地１０
松江地方合同庁舎６階
TEL 0852-28-6240
FAX 0852-28-6242
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松江市立図書館

広報誌「中調だより」は、中国土地改良調査管理事務所ホームページにも掲載しています。
管内（中国地方）実施地区の概要等も紹介しています。ぜひご覧ください。
ＵＲＬはこちら→

https://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html
中国調査管理
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