
◆ 寺間地区の概要      

本地区は、岡山県南西部の笠岡市に位置し、国営笠岡湾土地改良事業（昭和 41 年度～平成

元年度）による干拓により造成された 829ha の畑地農業地帯です。 

  また、本地区では、ブロッコリー、キャベツ等の露地野菜やばら、いちじく、飼料作物など

多様な営農が展開されており、ブロッコリー等の高収益作物の生産拡大等による産地収益力向

上に取り組んでいるところです。 

  しかしながら、基幹的な農業水利施設である寺間排水機場は、昭和 51 年の完成後、約 40

年が経過したことから、老朽化が著しくポンプが故障・緊急停止するなど、排水機能に支障を

来すとともに、維持管理に多大な費用と労力を要しています。 

  このため、本事業により排水機場の機能を保全するための改修整備を行うことにより、排水

機能の維持及び維持管理費の節減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

を図ることとしています。 

  

◆ 事業計画の概要      

関係市町：岡山県笠岡市 

受益面積：829ha （畑） 

総事業費：23.22 億円 （共同事業費除く） 

事業工期：令和元年度～令和 6 年度（予定） 

主要工事：寺間排水機場（改修）1 箇所 

  立軸斜流ポンプ φ1,800mm ３台（洪水時） 

  立軸斜流ポンプ φ700mm   １台（常時・洪水時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手前が寺間排水機場 後方が干拓地】 

【排水ポンプ 手前３機が洪水時用、奥側１機が常時・洪水時用】 

寺間排水機場 

中調だより【７】  

【 新規着工地区の紹介 】 



 

◆ 寺間支所の開所式     

 令和元年１０月２５日（金）、国営施設応急対策事業「寺間地区」を実施する中国土地改良

調査管理事務所寺間支所の開所式を笠岡市において開催し、岡山県、寺間地区国営施設応急対

策事業推進協議会、笠岡市及び中国四国農政局の関係者ら２５名が出席しました。 

 開所式に先立ち、寺間支所玄関前に

て、関係機関代表者らが看板掲示を行っ

た後、会場を移し開所式が行われ、松本

農村振興部長から「本事業の実施によ

り、排水機能の維持及び維持管理費用の

軽減等を図り、農業生産性はもとより本

地域の特徴を生かした多様な農業経営が

展開されることを期待する」との挨拶が

行われました。 

 続いて、来賓の行政機関を代表して、岡山県農林水産部長（代読：堀田農林水産部参与）よ

り、「本事業のスタートは、地元の皆様にとっても長年の懸案を解決する待ちに待ったもの、

県としても関係の皆様と十分連携を保ち、円滑な事業推進のため、国にしっかりと協力してま

いる所存」との祝辞を頂き、推進協議会会長（小林笠岡市長）より「笠岡湾干拓地は県下でも

有数の畑作・畜産地帯として飛躍的に発展し、今や笠岡市の「宝」となっている地域。農家や

地域住民の水害に対する不安が高まる中、この度の着工は地元関係者一同、待ちに待ったもの

であり大変喜んでいるところ。本事業の実施により、将来にわたり個性と活力ある農業が維

持・発展していくものとして大いに期待している」との祝辞を頂きました。 

 今後、寺間支所では、支所長、保全整備専門官、保全整備係長の３名体制で事業を進めて行

くこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html  中調だより【８】 

その他土木構造物について、呑口導水路、 

吐出水槽、吐出樋門については補修。 

吐出樋管については、補修、耐震補強を予定。 

【開所式出席者による記念撮影】 



 

当事務所では地域貢献活動の一環として、各地域の様々な活動に参加することで

地域との繋がりを持つことに継続的に取り組んでいます。 

中海干拓地クリーン作戦に参加 

国営中海土地改良事業で干拓造成された揖屋干拓地

（島根県松江市）では平成元年の営農開始以来、キャ

ベツ、津田カブ等様々な農産物が生産され、また、地

域住民がふれあい農園として利用するなど憩いと安ら

ぎの場としても親しまれています。その一方で、通勤

等でも利用され

る幹線道路沿い

などでは空き缶

やプラスチック

ごみの投棄が後をたたず、干拓地の景観を損なうばかりかそ

のゴミが排水機場等に流入するなど土地改良施設の管理にも

支障が生じています。 

本クリーン作戦は年 2 回（6 月、1１月）実施されており、

営農者や改良区が中心となって干拓地に関係する非農家も含

めた地域活動として干拓地の美化とイメージアップを図り、

さらには干拓地の施設維持管理体制の構築に大きな成果を挙

げています。 

 

八木用水清掃活動に参加 

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』が命をかけて八木用水の計

画・工事を執り行い、大工事をわずか 25 日間で完成

させました。八木用水が完成したことにより、水不足

が解消され、田畑が水不足に悩まされることはなくな

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

との交流が熱心に行われています。当事務所は、近くを流

れる八木用水のイベン卜にスタッフとして参加し土地改良区の支援に継続的に取り組んでいます。 

【 地域貢献活動 】 

【揖屋干拓地のキャベツ栽培風景】 

 【地域の方と用水路清掃】 

中調だより【９】  



 
世界かんがい施設遺産の紹介 
「倉安川・百間川かんがい排水施設群」 

 
令和元年 9 月にインドネシア・バリで開催された第 70 回国際執行理事会において、『倉安川・百

間川かんがい排水施設群』が世界かんがい施設遺産に登録されました !! 

 

【登録施設の概要】 
 「倉安川・百間川かんがい排水施設群」岡山県岡山市  

（1）倉安川（水路）  

   吉井川と旭川を結ぶ延長約 20km，幅員 4m～7m のかんがい施設。 

（2）百間川（排水施設） 

    延長約 13km，旭川の洪水防止など基幹的な排水施設としての役割を有する。  

（3）倉安川吉井水門（堰） 〔岡山県指定遺跡〕 

切り石を丹念に積み上げた石垣護岸や水門石柱等高度な建設技術を駆使して築造された

現存する日本最古の「閘門式水門」。  

 

倉安川吉井水門は、吉井川中流と旭川下流

をつなぐ、総延長約 20km の運河である倉

安川の吉井川側の起点に設けられた取水口

であるとともに、船通しの閘門(こうもん)施

設なのです。この運河は、岡山藩主池田光政

が延宝７(1679)年に、津田永忠に命じて掘

削に当たらせ、１年間で完成しています。そ

の目的は、岡山藩が 17 世紀後半に干拓した

倉田・倉富・倉益の三新田への灌漑用水の供

給、和気・赤磐・上道 3 郡の年貢米の輸送、

岡山城下へ出入りする高瀬舟の水路整備な

どであり、通過地にちなんで倉安川と名付け

られました。  

 倉安川の掘削は、井ぜき造り・水門造り・

水路造りの三つの工事を必要としますが、い

ずれも大規模である上に、高瀬舟の運行をも図っており、他の地域での水路造りと大きく異なって

いました。特に水門造りは難工事であり、水位の異なる吉井川と倉安川に船を通すためには、水門

を 2 か所に造る必要がありました。吉井川堤防に「一の水門」を、倉安川側に「二の水門」を造り、

その間は水路を広くとって、「高瀬廻(まわ)し」と呼ばれる船だまりを設けて、二つの水門によって

水位の調節を行い、水位差のある二つの川の間の船の行き来を容易にする工夫が図られています。

船だまりは船の待避および検問に使われ、南側の護岸の上には船番所がありました。  

 

 この水門全体の構造を見ると、自然の岩盤を巧みに利用して、船だまり・護岸・水門などは花こ

う岩の切石で堅固に築かれています。完成以来約 320 年の間、数々の洪水に遭遇しながら、いま

だ一度も決壊をせず、往時の姿そのままで現存していることは、実にその土木技術の優秀さを証明

していると言えます。 

 

 今日では河川改修によって、一の水門が堤防に埋め込まれたほかは、船だまりにも水をたたえ、

水門全体としては当時の姿を良好にとどめており、実に感慨ひとしお深いものがあります。  

※以上、農林水産省 HP より引用 
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吉井川農業水利事業所より写真提供  

◆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。             （農林水産省 HP より） 

【お知らせ】 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

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  

〒690-0841 
 島根県松江市向島町１３４番１０ 
 松江地方合同庁舎６F 

TEL 0852-28-6240   FAX 0852-28-6242 

笠岡小学校
卍大仙院

伏越港

トマト銀行

コスモ石油

寺間支所
（豊ビル１F）

フェリー乗り場

松江分室（保全整備課） 

 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。 

 
・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 

庶 務 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 

計 画 課 

 

・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 

企 画 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 

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」 

・国営施設応急対策事業「揖屋地区」の実施 

保全整備課 

小阪部川支所 
〒710-0834 
 岡山県倉敷市笹沖４５５番３ 
 都市開発ビル２Ｆ 

TEL 086-441-2601  FAX 086-441-2647 

益田支所 
 
・国営施設応急対策事業「益田地区」の実施  

 

・国営施設機能保全事業「小阪部川地区」の実施 
 小阪部川支所 

益田支所 
〒698-0024 
 島根県益田市駅前町１７番１号  
 益田駅前ビルＥＡＧＡ３Ｆ 

TEL 0856-32-3113  FAX 0856-32-3121 

 

 

  

 

寺間支所 
 
・国営施設応急対策事業「寺間地区」の実施  

〒714-0088 
 岡山県笠岡市中央町２８－５ 
 豊ビル１F 

TEL 0865-60-0560  FAX 0865-60-0561 

寺間支所 
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