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
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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)】
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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】
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【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。
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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
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・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。
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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

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
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松江分室（保全整備課）

松江市総合体育館

〒690-0841
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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。
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https://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html
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