平成 30 年 10 月 23 日、砺波市のロイヤルホテル トヤマ トナミにおいて、国営総合農地防災事業庄川左
岸地区の完工式が、農林水産省農村振興局次長、北陸農政局長、富山県知事、高岡市長、砺波市長、小矢
部市長及び南砺市長、関係 10 土地改良区等役員など約 230 名の出席により、盛大に行われました。
式典は、奥田北陸農政局長の式辞に始まり、来賓の方々より祝辞をいただいた後、庄川左岸地区用排水
対策促進協議会会長の夏野砺波市長より、「本事業により、地域の長年の課題であった洪水対策がなされ、
すでに効果が発現している。今後は、施設の維持管理を行うとともに附帯県営事業の進捗に努力したい」との
謝辞を受けました。
馬淵事業所長による事業経過報告では、本地区の歴史的な背景、地域の現状、本事業の着工に至る経
緯、事業の概要ほか事業効果の発現状況等について説明を行いました。
また、完工式に引き続き、完工祝賀会が開催され、参加者からは、事業が完了することによる安堵の表情が
あふれ、会場は和やかな雰囲気に包まれていました。

奥田北陸農政局長の式辞

～ 庄川左岸農地防災事業について～

夏野砺波市長の謝辞

祝賀会で閉会の挨拶をされる
廣瀬庄西用水土地改良区理事長

庄川左岸地区では、都市化の進展等による排水の流出形態の変化に起因して現況の用排水路の機能が低
下したことにより、広範囲にわたり洪水による農地、用排水路等に多大な被害が頻繁に発生していたことか
ら、用排水路の流下能力を本来有する機能に回復し、農地の湛水、用排水路等の被害を防止することによ
り、農業生産の維持及び農業経営の安定と併せて国土の保全を図るため、平成 21 年度から、国営庄川左岸
農地防災事業及び附帯県営事業を実施してきました。
国営事業では、庄川放水路や荒又排水路及び岸渡排水路の幹線水路の整備や二箇所の洪水調整池を
新設するとともに、これら施設を一元的に集中管理する排水管理施設の整備を行い、平成 30 年度に事業完
了を予定しています。既に完成した庄川放水路や岸渡洪水調整池については、これまで、梅雨前線や台風
などによる大雨に対し、庄川への流域変更や洪水の貯留を行うなど事業の効果が発現しています。
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県営 茶ノ木川排水路
5 工事 L=891m
ゲート工事 １式

県営 柳瀬口用水路
１工事 L=135.1m
ゲート工事 １式

県営 山王川用水路
洪水調整池工事 一式

県営 西新又口用水路
２工事 L=289m

県営 四ヶ村調整池
洪水調整池工事 1 式
ゲート工事 1 式

県営 舟戸口用水路
４工事 L=397m
県営 千保口用水路
２工事 L=75m

県営ストマネ
四ヶ村用水路
６工事 L=1356m
ゲート工事 １式

国営
荒又排水路分水工ゲー
ト製作据付工事
県営ストマネ
茶ノ木用水路
１工事 L=153m
ゲート工事 １式

県営ストマネ
舟戸口用水路
１工事 L=100m

平成３０年１０月２６日時点での契約済み工事
事業主体
工
事
名
国営 庄川放水路付帯整備その4工事
荒又排水路分水工ゲート製作据付工事
庄川左岸地区排水路等整備工事
荒又排水路周辺整備工事

工 種・規 模

庄川左岸地区排水管理施設据付他工事

分水場周辺整備工事

県営

四ヶ村調整池その５工事
四ヶ村調整池その６工事
四ヶ村調整池その７工事
山王川調整池その８工事
山王川調整池その９工事
山王川調整池その１０工事
山王川調整池その１１工事
柳瀬口用水路第５工区工事
柳瀬口用水路水門製作据付工事
茶ノ木排水路第１工区工事（三期）
茶ノ木排水路第２工区工事（三期）
茶ノ木排水路第３工区工事（三期）
茶ノ木排水路第１工区工事（四期）
茶ノ木排水路第２工区工事（四期）
茶ノ木排水路水門製作据付工事（四期）
西新又口用水路第３工区整備工事
西新又口用水路第４工区整備工事
舟戸口用水路第３工区工事
舟戸口用水路第４工区工事
舟戸口用水路第５工区工事
舟戸口用水路第６工区工事
舟戸口用水路水門製作据付工事
上新又口用水路第１工区工事
上新又口用水路第２工区工事
上新又口用水路第３工区工事

掘削・法面舗装・管理道路 １式

底版工 1式
底版工 1式
舗装工 A=3,969m2
植栽工 1式
植栽工 1式
整備工 1式
開水路 L=135.1ｍ
ゲート工事 1式
開水路 L=185.9m
開水路 L=178.5m
開水路 L=164.1m
開水路 L=209.2m
開水路 L=153.6m
ゲート工事 1式
開水路 L=150.5m
開水路 L=138.1m
開水路 L=116.8m
開水路 L=124.7m
開水路 L=97.0m
開水路 L=108.9m
水門製作据付 1式
開水路 L=202.0m
開水路 L=300.0m
開水路 L=234.0m

県営ストマネ
柳瀬口用水路
１工事 L=128m

契約年月日
H30.4.12
H30.4.26
H30.6.8
H30.6.8
H30.6.28
H30.8.3
H29.11.21
H30.2.7
H30.2.8
H30.7.11
H30.7.6
H30.7.9
H30.7.5
H30.7.18
H30.8.29
H30.7.26
H30.7.26
H30.7.31
H30.8.24
H30.8.23
H30.9.19
H30.4.12
H30.4.11
H30.3.29
H30.9.7
H30.9.11
H30.9.5
H30.9.6
H30.9.5
H30.9.5
H30.9.5

備

Ｈ２８年度までに完成

考

Ｈ２９年度に完成

県営 上新又口用水路
３工事 L=730m

翌債工事
翌債工事
翌債工事

工事中及びＨ３０年度工事

県営ストマネ
庄西幹線水路
８工事 L=1,620m
（ストマネ事業）
事業主体

県営

工

事

名

庄西幹線水路第４工区工事
庄西幹線水路第５工区工事

開水路 L=204.0m

契約年月日
H30.3.6
H30.3.28

備

考

翌債工事
翌債工事

庄西幹線水路第６工区工事

開水路 L=240.2m

H30.3.28

翌債工事

庄西幹線水路第７工区工事

開水路 L=277.9m

H30.3.29

翌債工事

庄西幹線水路第８工区工事

翌債工事

工 種・規 模
開水路 L=284.4m

開水路 L=131.0m

H30.7.2

庄西幹線水路第９工区工事

開水路 L=133.0m

H30.6.27

庄西幹線水路第１０工区工事

開水路 L=193.0m

H30.7.6

庄西幹線水路第１１工区工事

開水路 L=150.0m

H30.7.6

柳瀬口用水路第１４工区工事
舟戸口用水路第１工区工事
四ヶ村用水路第４工区工事

開水路 L=109.0m
開水路 L=80.2m
開水路 L=155.8m

H30.10.1
H30.8.29
H30.2.21

翌債工事

四ヶ村用水路第５工区工事

開水路 L=501.0m

H30.3.28

翌債工事

四ヶ村用水路第６工区工事

開水路 L=171.9m

H30.7.5

四ヶ村用水路第７工区工事

開水路 L=383.4m

H30.7.5

四ヶ村用水路第８工区工事

開水路 L=129.5m

H30.8.8

四ヶ村用水路第９工区工事

開水路 L=75.6m

H30.8.22

四ヶ村用水路水門製作据付工事

ゲー ト工事 1式

H30.9.20

改修（県営ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

