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巻頭言

「仕事の ABC」

企画課長

藤井

秀行

今年の年末年始は義母が入院したこともあって、妻の実家で過ごすこととした。
妻の実家はお寺を営んでおり、年末年始は特に忙しい。藤井家５人が揃うのもお盆
休み以来であり、ご厄介になることにした。
大晦日の夜、私はいつものとおり紅白歌合戦が始まるころには酔いつぶれて寝てい
たが、
「除夜の鐘を突くよ」の声で起こされた。お参りの人がすでに突いており、寒
空に除夜の音だけが響いている。何発突いたであろう。義父いわく「何発突いても
ええ。煩悩は百八つどころではないだろう。」たしかにそのとおり。
除夜の鐘を突き終え、住職の新年の挨拶が行われた。
「新年おめでとうのいわれ」と「お釈迦様と弟子の会話」
今は誕生日に「おめでとう」と言うが、昔はその習慣がなく、新年が明けたととも
に、みんなそろって年をとったため「新年おめでとう」と言うことになったことと、
お釈迦様と弟子との問答で、過去や未来ではなく一瞬一瞬を大切にしなければなら
ないと説いたことであった。すぐに私の脳裏には、某予備校講師のフレーズが頭に
浮かんだ。「今でしょ！」一瞬一瞬を大切に過ごしていこうと思った次第である。
後日、新年のテレビを見ていたら、元ジャパネットたかたのサッカーＪ2 の会社運
営の話が取り上げられていた。
低迷する会社の建て直しのために取り組んだことは何かとの問いに『あたりまえの
ことをちゃんとする。』ことであった。すぐに、入省当時の先輩から教えられていた
ことを思い出した。
仕事を行うにあたっての姿勢「仕事のＡＢＣ」つまり「あたりまえのことを、ばか
にしないで、ちゃんとする。」と同じであった。
職種が違っても仕事に対する取組み姿勢の基本なのだなと感じたところである。
2018 年、「一瞬一瞬を大切にすること」と「仕事のＡＢＣ」を常に感じながら仕
事に取り組もうと考えている。
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【 特

集： 全体実施設計地区の紹介 】

国営総合農地防災事業 「児島湾沿岸地区」
【事業の概要】
位

関 係 市

岡山県岡山市、倉敷市、玉野市

受益面積

4,328ha（水田 4,321ha，普通畑７ha）

主要工事

締切堤防 １ヶ所、排水樋門 ６門、閘門 １門

予定工期

平成 31～42 年度（2019～2030 年度）

置

図
鳥取県

児島湾沿岸地区
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■児島湾締切堤防の耐震対策
児島湾締切堤防は、干拓地の農業用水の確保（児島湖の淡水化）、高潮被害の防止、干拓地の排
水対策（児島湖の水位調整）を目的として、国営児島湾沿岸農業水利事業（S25～36）によって
造成された施設です。
東日本大震災を踏まえ、中国四国農政局において締切堤防の耐震性を調査したところ、大規模地
震（レベル２地震動 ※ ）が発生した場合には、締切堤防が約２ｍ沈下するとともに、排水樋門も損
壊することで、
・ 児島湖は塩水化し、高潮被害の防止機能を損ない、水位調整も不可能になる
・ 地震によって津波が発生した場合には、児島湖周辺の農地や市街地に浸入する
といった甚大な被害が想定されるというシミュレーション結果となりました。
これを受け、大規模地震による堤防の決壊や樋門の損傷を防止し、児島湾締切堤防の機能を維持
させるため、締切堤防と排水樋門の耐震対策を行うこととしています。
（※

レベル２地震動：現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動）

東 南 海 ･南 海 地 震 防 災 対 策 推 進 地 域 に 指 定 (内 閣 府 )

児島湾締切堤防

締切堤防

堤防付近の最大震度は６強

排水樋門
南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 に よ る 津 波 浸 水 予 測 (岡 山 県 )
堤防が決壊したと想定した場合の予測

http://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html
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■耐震対策工法のイメージ
本対策を講ずることで、大規模地震によって堤防が損傷したとしても、一定の堤防高を保持でき
ることから、満潮時の海水が児島湖に浸入することや、設計津波が干拓地等に浸入することを防止
します。
現況断面
被災後の断面

※

設計津波：数十年から百数十年に一度程度発生する比較的発生頻度の高い津波で、海岸堤防の耐震対策に
おいて対象とするもの

■児島湾締切堤防の役割
児島湾締切堤防は、地域の農業や生活を支えています。
○

農業用水の確保
・児島湖に農業用水を貯留しています。

○

ナス

防災施設としての役割

レタス

・児島湖・干拓地への高潮の浸入を防止しています。
・豪雨による干拓地の湛水被害を防止するため、干潮時には、樋門を開放して児島湖の水位を
可能な限り低下させています。
・平成 16 年や 23 年の台風では、一部で床上浸水等の被害が生じましたが、高潮被害は防止
されています。

締切堤防による高潮被害の防止

締切堤防・樋門

干拓堤防

排水機場

▽朔望平均満潮位
▽平均潮位
▽かんがい期管理水位
▽非かんがい期管理水位

干拓地

○

児島湖

▽朔望平均干潮位

児島湾

ライフラインとしての役割
道路の交通量は約１万５千台／日で、電力・ＮＴＴ・水道施設も設置されています。
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【 新規着工地区の紹介 】

国営緊急農地再編整備事業 「宍道湖西岸地区」
■事業概要
○目的
本地区の営農は、水稲を中心に、小麦のほかブロッコリー、ねぎ等の野菜を組合せた農業経営が
展開されており、ほ場作業の効率化等による作物生産コストの低減、小豆などの高収益作物の導入
等による産地収益力の向上を推進することとしています。
本地区の農地は、県営ほ場整備事業（昭和 42 年度～昭和 47 年度）等により整備されましたが、
現在の区画では大規模経営を展開するうえでは、狭小な区画となっています。また、地下水位が高
く湿田であることや降雨時には湛水することなどが、畑作営農を進めていくうえで妨げとなってい
ること等から、今後、耕作放棄地が増加するおそれがあります。
このため、本事業では、区画整理及び農業用排水施設を一体的に整備し、排水改良による乾田化
及び農地湛水被害の解消と耕作放棄地を含めた農地の土地利用を計画的に再編し、担い手への農地
の利用集積を進め、緊急的に生産性の向上と耕作放棄地の解消・発生防止による優良農地の確保を
図るとともに、農業の振興と地域の活性化に資するものです。
○概要
関係市
島根県 出雲市（１市）
事業工期 平成 30 年度～平成 41 年度（予定）
受益面積 456ha
主要工事 区画整理
448ha
農業用用排水
456ha
排水機場
3 ヶ所
幹線排水路(新設) L=3.3km
幹線排水路(改修) L=9.2km
（うち、448ha は区画整理と重複。農業
用用排水単独は 8ha。）

■地区の課題
○地形等に起因する湛水被害、水田の排水不良
○区画は狭小・耕作道が狭隘であることから農業生産費の低減が困難

■農業振興方策
○担い手への農地集積の促進
○担い手の米生産費の低減
○湛水被害の防止
○水田の汎用化による小豆、ブロッコリー、青ねぎ等の高収益作物の拡大
○ロット確保や加工品展開による農業生産額の増加と出雲ブランドの拡大

＜出雲ブランド＞

http://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html
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【 新規着工地区の紹介 】

国営施設応急対策事業 「揖屋地区」
■事業概要
○目的
本地区の営農は、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。本地区の基幹的農業水利施設は、国営中海土地改良事業（昭和 38 年度～平成 25 年度）
等により造成されましたが、その後、排水機場においては、ポンプ廻りの配管からの漏水、幹線排水
路においては、局所的な崩壊が発生し、排水機能に支障を 来しているとともに、施設の維持管理に多
大な費用と労力を要しています。
このため、本事業では、排水機場及び幹線排水路の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施設の維持管理の費用と労力の軽減を図るとともに、農業生産性の維持及び農業
経営の安定に資するものです。
○概要
関係市
島根県松江市
受益面積
２０３ha
事業工期 平成 3０～3４年度(予定)
主要工事
排水機場（改修） １箇所
幹線排水路（改修） ０.2km

漏水によるポンプ停止

【 調査地区の紹介 】

国営施設応急対策事業 「寺間地区」
■事業概要
○目的
本地区の基幹的な排水施設である寺間排水機場は、国営笠岡湾土地改良事業（S41～H2）により
造成されましたが、洪水用ポンプ原動機で異常振動が生じる等の不具合による緊急停止により、農地
等が湛水する不測の事態が発生しており、排水機能に支障を来たしているとともに、維持管理に多 大
な費用と労力を要しています。
このため、本事業では排水機場の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に資するものです 。
○概要
関係市
岡山県笠岡市
受益面積 8２９ha
事業工期 平成 31～36 年度（予定）
主要工事 排水機場(改修) 1 箇所

原動機ピストンが裂傷しポンプが緊急停止
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【 事業地区の紹介 】

◆小阪部川地区の概要
本地区は、岡山県の南部に位置する岡山市、倉敷市、総社市および都窪郡早島町（３市１町）に跨がる
６,７３０ha の水稲を中心とした農業地帯であり、水田の畑利用による二条大麦、大豆等の土地利用型農
業のほか、野菜（なす、玉ねぎ、ほうれん草）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「小阪部川ダム」は、昭和２３年度から平成３０年度に国営小阪
部川農業水利改良事業において築造されました。
本ダムは、経年変化が大きな要因となり、取水設備および放流設備においては浮錆による腐食等が著し
く、電気設備では耐用年数の経過などによる操作・制御の不具合が生じており、今後、更に老朽化が進行
することにより、農業用水の安定供給に支障を来すだけでなく、施設の維持管理に多大な費用と労力を要
することになります。
このようなことから、国営施設機能保全事業「小阪部川地区」において、基幹的な農業水利施設の機能
を適切に維持・保全するための整備を行い、施設の長寿命化、農業用水の安定した供給および施設の維持
管理の軽減を図っているところです。

◆事業計画
関係市町
主要工事
総事業費
事業工期
進捗状況

：
：
：
：
：

岡山県岡山市、倉敷市、総社市、都窪郡早島町
小阪部川ダム（改修）１箇所
４５億円（平成２４年度単価）
平成２６年度～平成３５年度（予定）
２２.５％（平成２９年度末時点）予算執行ベース

http://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html
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◆今後の実施予定
本地区において整備する対象施設は大きく区分けすると、①堰堤、②取水施設、③放流施設、④管理
施設があります。ダムを管理する土地改良区と整備する施設の優先順位等を調整した上、適時適切な時
期に工事を実施しています。

時

期

対

策

実

施

内

容

【事業前期】
平成 26 年度～平成 28 年度

管理設備の更新を行う。

【事業中期】
平成 30 年度～平成 33 年度

取水設備、放流設備の補修、更新を行う。

【事業後期】
平成 33 年度～平成 35 年度

堤体（本体）
、堤体（鉄筋コンクリート部）の補修を行う。
機能保全対策を完了した各施設については、完了後 40 年間にお

【事業完了後】

いて、定期的に機能診断を行い、必要な対策を適時適切に実施す

平成 36 年度～平成 75 年度

るとともに、継続的な施設機能の監視を行うことにより、全面更
新の必要性・時期等の判断を行う。

◆工事の実施状況
ダム管理事務所敷地確保のための地山掘削

地山掘削後の法面保護

写真：急傾斜地における高所法面掘削機による施工（従来

写真：法面保護工を高強度特殊モルタルにより施工（特殊

工法であるオープン掘削での施工が困難な場合に適して

な繊維を同時に吹き付けることにより、クラック防止や施

おり、ＢＨをﾜｲﾔｰで吊して掘削）。

工時の垂れ止め効果がありラス張りが不要）。

ダム管理事務所の完成

写真：小阪部川ダム管理事務所（１階：ＲＣ構造、２・３
階：木質構造（ＣＬＴ：直交集成材））
平成３０年３月に完成

中調だより【７】

【 地域貢献活動 】

八木用水イベントに参加
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
との交流を熱心に行われています。当事務所は、近くに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。
【 出

前

授

業 】

梅林小学校 4 年生は、地域学習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。平成２
９年 1 1 月 1 6 日（木）の出前授業で、サイホンの仕組みについてバケツ 2 個とホース 1 本を使
い実演による説明や除塵機を実際に動かし、農業用水施設の大切さや機能について説明しました。
子どもたちからは、
「今も八木用水を使っている人たちのためにも、八木用水をきれいにしたい」
と関心を持って学んでいました。

【 ウォーキング 】
平成２９年 1 1 月 25 日（士）に「八木用水の歴史を訪ねて」ウォーキングイベントが開催され
ました。ウォーキングは八木用水沿線約 8km を散策し、一般参加者に農業用施設の役割の大切さ
と維持管理の大変さや、多面的な機能に対する理解を深めることを目的として開催されており、当
事務所から、農業用水施設の役割や機能について説明しました。
じょう

なお、今回は、平成 26 年の広島豪雨災害により流失した定用水碑（八木用水が完成するまでの
地元の苦労や卯之助の功績などの記）が、2 年ぶりに元の位置に戻り、碑に刻まれた想いを振り返
る散策となりました。

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

河川法の遵守について
■河川法とは
河川法（昭和３９年法律第１６７号）の目的は、
「第１条 河川について、洪水、高潮等による災
害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備
と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公
共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。」と記載され、河川の管理に
関する基本的な法律となっています。

■河川法の遵守
農業用水を確保するため河川の流水を占用し、河川区域内の土地を占用し、又は、河川区域内の
土地において工作物の新築・改築等を行う場合には河川法の規定により、河川管理者（国土交通大
臣又は都道府県知事）と協議して許可を受けなければなりません。
河川の流水の占用を受けた権利を一般的に「水利権」と呼んでいます。また、その具体的な内容
（水を使用するためのきまり） は、「水利使用規則」に定められています。

この水利使用規則には、地区により異なりますが、 取水口毎の期別のかんがい用水の取水量、

瞬間最大取水量、1 日、又は、年間の総取水量等が記載され、取水量について、月に 1 度、又
は、年に一度、報告義務があります。
(目的)
記載例
第１条 この水利使用は、かんがいのためにするものとする。
(取水口等の位置)
第２条 取水口の位置は、次のとおりとする。
取水口 ○○県○○郡○○町大字○○ ○番地の○地先
(取水量等)
第３条 取水量は、○.○○m3／sとする。
最大取水量○.○○m3／s、総取水量は○月○日から○月○日まで○○○m3とする。
：
(取水規程)
第８条 水利使用者は、取水を開始しようとするときは、あらかじめ、取水の基準について取水規程を定め河川管理者の
承認を受けなければならない。
(取水開始の届出)
第９条 水利使用者は、取水を開始しようとするときは、あらかじめ、○○県知事にその旨を届け出なければならない。
(取水量の測定等)
第１０条 水利使用者は、自記水位計を用いる水位法により、毎日の取水量を測定し、年ごとにその結果をとりまとめて
翌年の○月○日までにこれを○○地方整備局長に報告しなければならない。

：

このきまりの中で、運用することとなりますが、下記のような不適正な事項が発生しております
ので、今一度確認をしてみましょう。
・超過取水・・・・・許可取水量（期別最大取水量、年間総取水量）の超過。
・不適正報告・・・・虚偽報告、記録改ざん、記載ミス
・無届けでの施設改良
・目的外使用
・受益地外給水
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等

【お知らせ】

業務継続計画（ＢＣＰ）について
高い確率で発生が懸念されている南海トラフや首都直下型地震といった巨大地震や近年の集
中豪雨の増加など、日本全国どこにおいても災害が発生する可能性があります。土地改良施設
が被災して機能を果たせなくなった場合には、営農に支障を与えるだけでなく、地域社会全体
にかかる重大な事態を生じさせる恐れがあります。
このため、被災した場合の対応手順をあらかじめ考えておく『業務継続計画（ＢＣＰ）』を策
定し、施設管理者として被災時の対応力の向上、職員のスキルアップを図るとともに、防災ま
たは減災に資することを目的としています。
業務継続計画（ＢＣＰ）は、従来の防災計画と異なり以下
の特徴があります。
・被災を前提として、災害発生後に活用できる資源（ヒト、
モノ、カネ、情報、ライフライン等）に制限があるものと
認識し、継続すべき優先業務を絞り込みの対応手順を計画
します。
・訓練等の取り組みを通じて、対応力の向上を図るため定期
的・継続的に計画内容の見直しを行います。
中国土地改良調査管理事務所では、土地改良施設の維持管理のための業務改善計画（ＢＣＰ）
作成を支援しています。

農業水利施設の省エネルギー化対策について
東日本大震災後、エネルギーを賢く消費する社会の構築に向け、省エネルギー化対策を最大
限推進することが喫緊の課題となっています。また、地球温暖化防止の観点からも、省エネル
ギー化対策によるＣＯ ２ 排出量の削減が必要となっています。
他方、農業水利施設は、総電力容量が２５０万ｋｗ以上と大口の需要部門である一方、旧式
の施設も多く、省エネルギー化の余地は大きいものとなっています。
さらに、平成２８年度からの電力自由化といった現在のエネルギー政策の流れもあり、農業
水利施設を取り巻くエネルギー環境は大きく変わろうとしています。
エネルギーの使用は、施設の運転に必要な電気料金に大きく影響するため、省エネルギー化
は、利水者自身の電気料金の負担を下げることになり、土地改良区や農家の観点からも非常に
重要です。
このような背景のもと、農業水利施設の省エネルギー化対策を推進するため、誰もが取組み
を検討出来るよう「農業水利施設の省エネルギー化対策の手引き」が作成されています。
下記のウェブサイトに掲載されていますので業務の参考としてご活用下さい。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/sutomane

http://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/index.html

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

・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

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
保全計画課
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、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」

調

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

小阪部川支所
・国営施設機能保全事業「小阪部川地区」の実施
益田支所
・国営施設応急対策事業「益田地区」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

小阪部川支所

益田支所

〒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

〒698-0024
島根県益田市駅前町１７番１号
ＥＡＧＡ ３F
TEL 0856-32-3113
FAX 0856-32-3121
《表紙写真》

島根県揖屋干拓地

国営中海干拓事業により干拓造成された揖屋干拓地の
多面的機能支払交付金を活用した農村環境保全活動によ

松江分室
〒690-0841
島根県松江市向島町 134 番地 10
松江合同庁舎６F
TEL 0852-28-6240
FAX 0852-28-6242

り植付けされた水仙。

