
平成 29 年度国営土地改良事業等の再評価に関する関係団体への 

意見聴取の実施について 

「那 珂 川 沿 岸 地 区」 

関係団体の意見の概要 

関係団体（茨城県、関係市町村及び土地改良区）は、水田においては恒常化し

ている用水不足を解消し、畑においては高収益作物の生産や品質向上により多様

な営農を展開するため、着実に本事業を推進し、天候に左右されない安定した用

水供給を望む農家の期待に答えるために事業効果の早期発現を要望している。 

また、関係団体の財政は依然として厳しい状況が続いていることからも、事業

の推進にあたっては、地元負担が増とならないよう、コスト縮減により徹底した

事業費の制御を図るとともに、維持管理費の低減に配慮した施設の整備を要望し

ている。 
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（別紙１）
　平成29年度国営事業等再評価「那珂川沿岸地区」

関係団体への意見聴取結果（茨城県）

　凡　例

赤字：事業効果の早期発現について

青字：事業費の抑制（コスト縮減）について

緑字：維持管理費の低減について

茨城県

　国営かんがい排水事業那珂川沿岸地区は水戸
市ほか７市町村にまたがり、安定的かつ持続的
な農業用水の供給を行うことで、当該地域の農
業経営の効率化が図られることはもとより、高
収益作物の生産や農作物の選択肢が広がるなど
新たな営農への展開に資する重要な事業であり
ます。
　しかし、近年の農業農村を取り巻く情勢は、
農業従事者の高齢化や減少、耕作放棄地の増大
などに加え、人口減少や少子高齢化に伴う国内
市場の縮小、貿易自由化の進展などにより、こ
れまで以上に厳しい環境に置かれることが予想
されます。
　また、県をはじめとした関係市町村の財政は
依然として厳しい状況が続いていることから
も、今後の事業執行に当たっては、負担増とな
らないよう工事費及び調査設計費等の徹底した
コスト縮減を図り、事業費の抑制に努めるよう
願います。
　さらに、事業着手以来、四半世紀を過ぎても
ごく一部の受益地での水利用にとどまる中、近
年、本地域では少雨による渇水がたびたび生じ
ており早期着水を望む声が高まっています。
　国営事業で確保された農業用水が一刻も早く
全ての受益地に届き、事業効果を発揮すること
が、受益農家をはじめとした関係者一同の強い
願いでもありますので、地元の意見を十分反映
させ、今後の着水計画を明確にした上で重点
的、計画的に事業を進め、昨年度見直された事
業工期内で完了されるよう願います。
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（別紙２）　　平成29年度国営事業等再評価「那珂川沿岸地区」　関係団体への意見聴取結果（市町村）

茨　　城　　町 城　　里　　町 大　　洗　　町 東　　海　　村

　本土地改良事業につきましては、受益地区が
本町ほか７市町村にわたり、農業用水の安定的
な確保・供給を通じ、農業経営の安定化や地域
農業の活性化に資する重要な事業です。
　しかしながら、事業着手から25年が経過し、
農業の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加
のほか、施設の老朽化、維持管理費の増加など
農家を取り巻く状況は大変厳しいものとなって
おります。
　また、水田では麦・大豆等の畑作物の栽培や
新規需要米への転換が進み、用水受益も変化し
ております。
　つきましては、関係土地改良区及び関係団体
等の意向を踏まえ、引き続き関係者の理解を得
ながら、農家負担を含め市町村の増額とならな
いようコスト縮減や適切な事業管理を図ると共
に、耐震性、耐久性に優れ、維持管理が軽減で
きる施設を造成することを要望いたします。

　本土地改良事業は、受益地区が本町ほか7市町
村にわたり、農業用水の安定的かつ継続的な確
保・供給を通じ、農業経営の安定化や地域農業
の活性化のための重要な事業であり、平成22年
度に確定した変更計画に基づいた事業の効果発
現が期待されるところです。
　しかし、事業着手から工期が長期化し後継者
不足や耕作放棄地の増大、産地間競争の激化
等、地域農業を取り巻く環境や地方財政の状況
は極めて深刻な状況にあります。
　このため、適切な事業管理を行い工事実施に
あたっては、費用の縮減を行い、農家負担を含
め市町村の負担増とならないよう総事業費の抑
制を図るとともに、耐震性や耐久性に優れ、維
持管理が軽減できる施設造成と早期の事業効果
発揮を要望します。

　本土地改良事業につきましては、受益地区が
本町ほか７市町村にわたり、農業用水の安定的
な確保・供給を通じ、農業経営の安定化や地域
農業の活性化に資する重要な事業であり、平成
22年度に確定した変更計画に基づいた事業の早
期効果発現が期待されているところです。
　特に、本事業の受益地区であります「県営大
貫地区土地改良事業」は工事の大半が進捗し作
付けを開始しておりますが、毎年、水不足に悩
まされており、早急に那珂川の水を必要として
おります。
　また、本事業の末端地区である当町として
は、事業の変更により埋設管による水路から開
渠による送水に変わったことにより着水までに
水量や水質が確保できるのか。さらには、県営
事業による涸沼川の横断、団体営事業の採択時
期の明確化等について懸念しているところで
す。
　農業を取り巻く情勢や地方財政の現状は厳し
い状況の中、事業の工期延長が示されておりま
すが、早急に出来る対策を検討し、国・県の財
政措置に万全を期すとともに、適切な事業管理
を行い、工事の実施にあたっては、コスト縮減
を行い、農家及び市町村負担の増とならないよ
う総事業費の抑制を図りつつ、耐震性、耐久性
に優れ、維持管理が軽減できる施設の造成をし
ていただけるよう要望いたします。

　本土地改良事業につきましては，受益地区が
東海村ほか７市町村にわたり，農業用水の安定
的な確保・供給を通じ，農業経営の安定化に資
する重要な事業であり，平成２２年度に確定し
た変更計画に基づいた事業の早期効果発現が期
待されているところです。
　しかし，農業の取り巻く情勢や地方財政の状
況は大変厳しい状況であります。
　よって，下記のとおり要望いたします。

１．事業の早期完成に務めること。
２．事業継続にあたっては，市町村の負担額の
増とならない様，総事業費の抑制に努めるこ
と。
３．維持管理費等の農家負担については，当初
計画どおりとし，増額を伴わないこと。
４．新川上流部の宅地化に伴う雨水の流入や頻
発する集中豪雨，また，飼料用米の作付拡大に
よる用水の需要増加等の影響の把握と，その対
応に努めること。

水　　戸　　市 ひ　た　ち　な　か　市 常　陸　大　宮　市 那　　珂　　市

　本土地改良事業につきましては、受益地区が
本市ほか７市町村にわたり、農業用水の安定的
な確保・供給を通じ、農業経営の安定化や地域
農業の活性化に資する重要な事業であり、事業
の早期効果発現が期待されるところです。
　しかし、農業従事者の高齢化や担い手の不
足、耕作放棄地の増大、貿易自由化の動きな
ど、農業を取り巻く情勢は非常に厳しくなって
おります。
　このような厳しい情勢の中、本事業は着工か
ら26年目を迎えますが、用水を活用した営農が
開始されたのは、まだ一部の農地のみとなって
おります。
　つきましては、事業実施当時から那珂川から
の安定した水の供給を切望している農家のため
にも、一刻も早く全ての受益地へ通水し、事業
効果を発現するとともに、受益者へ信頼される
事業展開をお願いいたします。
　また、事業推進においては、今後、農家負担
を含め市町村負担が増とならないよう徹底した
事業費の抑制を図りつつ、小水力・太陽光発電
等の自然エネルギーの活用や高寿命化を図るた
めの高耐久性資材の活用などの維持管理のコス
ト低減にも配慮した施設の整備をお願いいたし
ます。

　那珂川沿岸農業水利事業は、御前山ダム及び
那珂川に水源を求め、那珂川沿岸流域８市町村
の受益地へ農業用水を安定的に供給すること
で、農業経営の安定化及び地域農業の活性化等
に寄与する重要な事業に位置付けられておりま
す。
  本市の農業を取り巻く環境は、農業従事者の
高齢化や後継者不足が進むとともに、特産物で
ある「干しいも」については、新たな品種の導
入により他地域においても生産されるなど、産
地間競争が強まってきており、農家も危機感を
抱いております。また、水田においては用水不
足や塩分遡上が恒常化し、畑においては品質の
向上と多様な営農の展開を図るため、農家から
天候に左右されない安定した用水供給が望まれ
ております。
　このようなことから、当事業による安定した
用水供給を図り、受益農家の期待に応えること
で、農業に対する将来への不安を払拭し、本市
及び関係市町村において安心して農業を経営で
きる環境を整備するため、事業効果が早期に発
現されますよう、事業の着実な実施をお願いい
たします。
　また、事業推進においては、農家負担や市町
村負担が増加しないよう、徹底した事業費の抑
制を図るとともに、維持管理費の節減を見越し
た施設の整備をお願いいたします。

　本土地改良事業につきましては、本市ほか７
市町村にわたり、農業用水の安定的な確保・供
給を通じ、農業経営の安定化や地域農業の活性
化に資する事業であり、平成22年度に確定した
変更計画に基づいた事業の早期効果発現が期待
されているところです。
　しかし、農業を取り巻く情勢は、高齢者の進
展や後継者不足など大きく変化してきており、
市の財政につきましても極めて厳しい状況であ
ります。
　つきましては、農業を取り巻く、これら厳し
い情勢及び受益者の農業経営を踏まえた具体的
な整備内容の検討を十分に行い、工事実施にあ
たってはコスト縮減に努め、農家負担の増額に
ならないよう適切な地方財政措置の適用等を講
じるとともに早期の事業目的達成がされますこ
と、また、耐震性、耐久性に優れ維持管理が軽
減できる施設を整備することを要望します。

　本国営事業につきましては、本市ほか７市町
村にわたる受益地に、農業用水を安定的に確
保・供給し、農業経営の安定化や、地域農業の
活性化を実現する重要な事業であると認識して
おり、平成22年度に確定した計画変更に基づい
た事業の早期効果発現を期待しているところで
す。生産者にとりましては、農業用水が安定的
に確保・供給されることで、収益性・持続性の
ある畑作営農が可能となり、本市におきまして
も、食料自給率を上げる生産基地としての田畑
を、有効に活用するかんがい施設に大いに期待
しており、平成26年度より、受益地２地区にお
いて、畑地帯総合整備事業を推進しているとこ
ろです。
　しかしながら、農業・農村を取り巻く情勢
は、農業従事者の高齢化や後継者不足など、大
変厳しいものとなっており、市の財政につきま
しても、きわめて厳しい状況が続いておりま
す。
　事業の推進について、受益者や議会の理解を
得られるよう、農業経営を踏まえた具体的な整
備内容の検討を十分に行い、徹底した事業費の
削減を図り、適切な地方財政措置の適用等を講
じることで、出来るかぎり地元の負担増を回避
していただき、早期に施設の造成がなされるこ
とを要望いたします。

3



（別紙３）
　平成29年度国営事業等再評価「那珂川沿岸地区」　関係団体への意見聴取結果（土地改良区）

渡里台地土地改良区 千波湖土地改良区

　本土地改良事業につきましては、那珂川沿岸
流域の農業経営の安定や活性化を図る上で、水
の安定供給及び農業基盤の整備は必要不可欠で
あり、平成22年度に確定した計画変更による早
期効果発現を切望します。
　しかし、農業農村を取り巻く情勢は、農業従
事者の高齢化、後継者不足に加え農産物価格の
低迷等など極めて厳しい状況が続いておりま
す。また、本土地改良区におきましては、電気
料金の値上げや老朽化した施設の修理と維持管
理費が増大しており、運営に大変苦慮しており
ます。
　そのため、工事施工にあたっては農家負担の
増とならないようコスト縮減を図ると共に安定
した農業用水を確保供給するため耐震性、耐久
性に優れ、維持管理が軽減できる施設への改
修、造成することを要望します。

　本事業につきましては、受益地が水戸市など
８市町村にわたり、農業用水の安定的確保・供
給を通じ農業経営の安定化や地域農業の活性化
に資する重要な事業であり、事業効果の早期発
現が期待されているところであります。
　本土地改良区におきましても、平成22年度に
確定した計画変更により水の安定的確保と老朽
化した土地改良施設を改修するために参入させ
ていただきましたが、震災により甚大な被害を
受けたことや老朽化が進んでおり、一刻も早い
事業効果の発現を切望しております。
　しかし、農業を取り巻く情勢は農業従事者の
高齢化や担い手不足、米価の低迷等大変厳しい
状況にあります。
　このため、適切な事業管理を行い、工事の実
施にあたってはコスト縮減に努め、農家負担の
増とならないよう総事業費の抑制を図りつつ、
耐震性、耐久性に優れ、維持管理が軽減できる
施設への改修及び改造をすることを要望いたし
ます。

那珂川沿岸土地改良区 那珂川統合土地改良区

　那珂川沿岸農業水利事業は、清流那珂川の流
域約8，600haの水田や畑地に対し、農業用水を
安定的に確保・供給することにより、水戸市な
ど関係８市町村の農業振興、農業経営の安定及
び地域農業の活性化などに寄与する重要な事業
であります。
　しかしながら、近年の農業・農村は、農業従
事者の高齢化や担い手の不足、耕作放棄地の増
大、貿易自由化の動きなど、今後も厳しい環境
が続くことが予想され、受益農家の将来への不
安は日を追って増大しているところでありま
す。
　こうした情勢変化にある中、本事業は着工か
ら26年目を迎えることになりますが、用水を活
用した営農が開始されたのは、水田の極一部で
あります。
　つきましては、那珂川の水を待ち望んでいる
受益農家の期待に応えるため、一刻も早く通水
区域を拡大し、事業効果を早期に発現するとと
もに、受益農家の不安を払拭できるようお願い
します。
　また、事業を実施するにあたっては、基幹施
設である揚水機場や頭首工、そして123kmに及
ぶ用水路工事を必ず完成させるため、建設コス
トや測量設計費の縮減などによる徹底的な事業
費抑制は当然のことながら、地元から信頼され
る公共事業を行うよう引き続きお願いします。
　さらに電力料金の値上げなど、これまで以上
に土地改良区の運営は厳しくなることから、自
然エネルギーを最大限活用した小水力・太陽光
等の設備導入や施設の長寿命化を図るための高
耐久性資材の利用など、造成する施設について
はライフサイクルコストの低減を十分意識し、
維持管理の容易性や人的コスト縮減にも配慮し
た施設整備を行うようお願いします。

　本土地改良事業については、８市町村に跨が
る8,600haの受益地への農業用水の安定的な確
保・供給を通じ、農業経営の安定化や地域農業
の活性化に資する重要な事業でありますので、
今後も受益者への用水供給に向けて事業推進を
お願いいたします。
　当改良区では、現在小場江頭首工・下江戸揚
水機場並びにかつら幹線用水路の整備が行われ
ておりますが、施設の整備に当たってはこれま
でも要望しておりましたように、農家の負担増
とならないようコスト縮減を図ると共に、耐震
性・耐久性に優れた施設への改修・造成工事を
お願いいたします。
　また、施設の管理方法並びに体制について
も、工事の進捗状況を踏まえて早急に整備して
いく必要がありますので、よろしくお願いいた
します。
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国 営 か ん が い 排 水 事 業 「 那 珂 川 沿 岸 地 区 」 

評価項目のまとめ(案) 

評価項目のまとめ（案） 

本事業は、水源となる御前山ダムが完成し、一部農地で供用を開始。頭首工、

用水路、揚水機場については順次整備を進めており、関連事業については、国営

事業と連携して、効果を十分発揮できるよう計画的に着手される予定である。 

本地域では、総農家・耕地面積は減少傾向だが、地域農業の担い手となる経営

体の育成及び農地集積による規模拡大が進んでおり、農業産出額は比較的安定し

て推移している。 

現時点において、事業計画の見直しが必要となる受益面積、主要工事計画、総

事業費の変動は認められず、関係団体は今後の農業経営の安定化や地域農業の発

展のため、コスト縮減を図りながら着実に本事業を推進し、事業の効果が早期に

発現されることを要望している。 
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