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　日頃より、安積疏水土地改良区の事業に対し、ご

支援を賜り、深く感謝申し上げます。

　本地区は、福島県中通り地方ほぼ中央の安積平野

に位置し、猪苗代湖より郡山市、須賀川市、本宮

市、猪苗代町、大玉村の３市１町１村にまたがる約

9,600haに潅漑しております。本地域の農業は、明

治の国直轄第一号の猪苗代湖疏水事業により大きく

飛躍し、更には昭和に行われた国営新安積開拓建設

事業と国営安積疏水農業水利事業により開発が進め

られ、基幹産業として位置づけられております。用

水状況といたしましては、猪苗代湖を主水源とする

外、阿武隈川及び地区内を流下する９河川及び深田

調整池、ため池に依存しており、地区内への導水は、

安積疏水幹線水路、新安積幹線水路、青田原水路等

500㎞の管理線により通水しております。

　現在の通水状況でありますが、東日本大震災では、

国・県営かん排事業にて改修が済んでいた基幹水路

につきましては、深刻な被害状況はなく、あらため

て、事業の重要性を認識致しました。しかしながら

特に未改修の支線部においては100件を超える被害

報告が寄せられており、鋭意復旧作業を進めており

ます。役員及び関係各位の協力もあり、平成23年度

は無事通水することができました。これからも、組

合員のため安定した水供給に向かって粛々と進めて

参りたいと思います。

　また、特に老朽化の著しい上戸頭首工、上流部水

路などの用水路及び水管理施設の改修を目的とした

国営事業安積疏水二期地区事業が平成23年度より着

工されました。10月26日には安積疏水特別監視支所

の看板掲示式が行われました。

　安積疏水は、明治12年に着工され、３年の歳月と

85万人の労力により幹線52㎞、分水路78㎞に及ぶ安

積疏水路が見事に完成しました。水が地域開発に貢

献した日本の最たる例の安積疏水。今年度は、通水

130年という節目の年であり、あらためて未来に引

き継ぐ疏水の偉業、尊い財産、辛苦の思いで維持発

展に努められた多くの先人に感謝をこめ、限りある

水の大切さを伝えていきたいと考えております。
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◇プロフィール◇
●昭和18年３月10日生まれ
●県立岩瀬農業高等学校農業科卒業（昭和35年３月）
●郡山市喜久田町青年団長（平成40年４月～昭和42年３月）
●  郡山市消防団喜久田地区隊地区隊長（平成元年４月～平成
５年３月）

●  郡山市喜久田地区防犯協会会長（平成２年４月～平成７年
３月）

●郡山市喜久田町区長会会長（平成16年４月～平成20年３月）
●安積疏水土地改良区総代（平成８年10月～平成12年10月）
●安積疏水土地改良区理事（平成12年11月～平成20年10月）
●安積疏水土地改良区理事長（平成20年11月～現在）

◇座右の銘◇ ◇趣　味◇
　一所懸命 ゴルフ
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阿武調情報

平成23年度　阿武隈管内（福島・宮城）土地改良情報連絡会を開催

　平成23年11月24日～25日の２日間、「平成23年度阿武隈管内（福島・宮城）土地改良情報連絡会」を福島

県西白河郡泉崎村内で開催しました。本会は、阿武隈管内（福島県全域・宮城県南部）における国営事業完

了地区の水利使用・農業用施設の管理運営及び施設の更新等に係わる諸問題に対応するため、最新の情報を

基に意見交換を行い、今後の農業農村整備に役立たせることを目的に毎年開催しています。

　今回は、福島県、宮城県、関係土地改良区（13団体）、土地改良事業団体連合会の実務担当者の他、東北農

政局整備部設計課、水利整備課及び阿武隈土地改良調査管理事務所職員の総勢40名による会議となりました。

　会議１日目は、東北農政局整備部設計課から、平成24年度予算概算要求の概要、農業水利施策の展開方向、

水利使用許可申請及び適正な取水管理等について、水利整備課からは、土地改良施設の安全管理及び事故報

告、災害用緊急通信機器等についての情報提供がありました。

　福島県からは、福島県沿岸における海岸保全施設の復旧についての情報提供、宮城県からは、東日本大震

災における農地・農業用施設等の被災状況についての情報提供がありました。

　阿武調からは、次の情報提供を行いました。

•羽鳥ダム及び西郷ダムの東日本大震災における被災状況と復旧計画

•南貞山堀沿岸地区（名取川地区）及び亘理山元地区の災害復旧事業

•国営完了地区等における水利権取得状況

•水利使用規則に係る取水量報告

•国営施設機能保全事業の事業紹介

•国営造成水利施設保全対策指導事業や国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業の実施状況等

　会議２日目は、隈戸川地区のパイプライン災害復旧工事実施状況、羽鳥ダムの被災状況及び復旧工事実施

状況についての現地研修を行い、全日程を終了しました。

会議の様子 隈戸川地区　現地研修
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阿武調情報
○国営母畑地区営農推進活動の紹介（今年２度目の登場!!）
いちじく実証ほ事業の推進について
　母畑PT（国営母畑地区要活用農地利活用推進プロジェクトチーム）では国
営母畑地区において、農地の有効活用を図る上で期待出来る重要な作物とし
ていちじくを位置づけています。

　地域の方々に向けて、いちじくの
様々な特性を知ってもらう機会や地域
への普及・拡大の機運醸成を狙い、地
区内にいちじく実証ほ場を設置中です。
　いちじくの特性の一つに「挿し木で容易に増やせる」という点があ
ります。母畑PTではその点に着目し、挿し木により育苗中です。約一
年間で50㎝以上成長するなど、生命力の旺盛さが良く分かります。
　苗木の定植はH24春に予定しており、その模様は次号掲載予定です。

H23年度これまでの取組内容　～前号のつづき～
　実証ほ事業では将来のいちじく需要の拡大を目指し、いちじく加工品
試作・試験販売を計画しています。そこで、いちじく需要拡大に向けた
PRイベントとして「いちじくアイディアレシピコンテスト」を開催し
ました。
　応募作品はなんと100通を超え、どれもアイディアあふれ、工夫が感
じられました。
　プロのお菓子屋さんを審査員にお招きし、味や美しさだけではなく作
品の独創性、レシピの正確性、再現性、手軽さ、普及性等の様々な視点
から評価しました。
　審査員が熟考を重ねた結果、最優秀賞ほか受賞レシピが決定しました。
その一例を下に掲載します。
　応募作品はレシピ集として来年度以降の加工品試作の参考として活用
が期待されます。

育成中の苗木たち

審査員の面々

受賞者へ表彰

最優秀賞／一般料理部門
いちじくまきまき

最優秀賞／加工品部門
いちじくのワインコンポートショコラ

審査員特別賞
２色のフルーツジュレ（いちじく・キウイ）

※詳しいレシピは福島県石川町ホームページへ　http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/

母畑地区位置図
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きらりピープル　～会津宮川土地改良区～

（取材：平成24年２月）

　きらりピープル第12回目は、会津宮川土地改良区、
事業管理係の諏訪さんを訪ねました。

―主な業務内容を教えて下さい
諏訪さん：主に３ヶ所の防災ダムと頭首工の管理を
担当しています。防災ダムについては、かんがい期
のゲート操作や災害防止の施設点検・挙動観測など
を行い、頭首工の管理については、取水量の調整に
最善の注意を払いながら対応しています。そのほか、
施設の維持管理に伴う委託業務の設計や発注業務等
を行っています。
―改良区に勤務されるようになったきっかけは
諏訪：当初は鶴沼川防災ダム連合協議会に勤務して
いましたが、国営事業の完了に伴い、平成15年度に
協議会と改良区が施設の一体管理をすることになり
改良区職員として勤務することになりました。その
後、平成17年度から４土地改良区の合併を経て現在
に至ります。
―お仕事をされているなかで、大変だったことは
何ですか
諏訪：他地区もそうでしょうが、夏場の水管理がと
ても大変です。延長約30㎞のパイプラインでの通
水、更にダムの放流量に合わせた頭首工の取水量調
整や各調整池の水位などのチェックをこまめに行わ
なくてはなりません。また各分水工を定期的に見回
ることで、用水不足や無駄な分水にならないように
調整を行う訳ですが、特にダムの残量が規定量を下
回った場合は、ブロックごとに輪番制を実施し、限
られる用水を公平かつ効率的に供給する必要があり
ます。また、ゲリラ豪雨のような降雨が発生した場
合は、災害発生防止のため24時間体制で分水の停止
操作などを行いながら監視業務に徹しています。当
土地改良区で管理している施設は、ダム・頭首工を
含め膨大な施設の数である為、全体を管理していく
のは非常に困難で苦労しています。
―お仕事でのやりがい、嬉しいと感じる時は
諏訪：分水の開始の時が一番気合が入ります。各分
水工では組合員さんが待機し、水が出るのを心待ち
にしています。その瞬間の皆さんの安心した顔を見
るととてもうれしくなり、今年もみなさんに不便の
ないような水の供給をしなくてはならないと思いま

す。また、苦労しながらでもこれだけの施設を管理
できることの喜びや組合員から「ありがとう」「御
苦労さま」の言葉を聞くと携わっていてよかったな
あと改めて感じます。
―気分転換の方法はなんでしょうか
諏訪：子供がまだ小学生なので、スポ少の応援とか、
日々子供との時間を作りコミュニケーションをとる
ことが楽しみの一つです。また、家電が好きなので
量販店に行き新製品のチェックなどをして気分転換
をはかっています。
―会津宮川地区の自慢をお教えて下さい
諏訪：国道401号を昭和村の方へ進んでいくと、福
島県管理の新宮川ダムがあります。上流には博士山
があり博士峠付近には名水で有名な夫婦清水が湧き
出ており、四季を通じて水温が11℃前後とほぼ一定
で、各地から水汲みに訪れる所です。また、夫婦清
水はダムの水源にもなっており、５月の連休には、
貯留水がダムから越流した姿を見ることができま
す。新緑と桜とのコントラストが非常にきれいで一
見の価値があります。また、ダム付帯設備として今
注目のクリーンエネルギーでもある小水力発電もお
こなっています。そんな宮川地区では、ダムの清流
を利用した稲作が盛んであり、そのお米の味と言え
ば、あの有名な魚沼産のコシヒカリに引けを取らな
いのでは……。と実感しています。
―本日はお忙しいところ、インタビューにお付き
合いいただきありがとうございました。
　諏訪さんは、自分に厳しく誠実に仕事をされてい
る方でした。ご紹介いただいた会津宮川地区のお米
を食べてみたいと思います。これからもお体にお気
をつけて一層のご活躍を期待しております。
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地域情報

○がんばるぞ！白河「食と職の市」でPR活動＜阿武隈川上流地区＞
　平成23年10月29日～30日にかけて、白河市主催の『がんばるぞ！白河「食と職の市」』が開催され
ました。阿武隈川上流地区管理体制整備推進協議会では、阿武隈川上流地区についてPR活動を行い
ました。
　本PR活動は、土地改良区、福島県、福島県土地改良事業団体連合会、阿武調などにより運営され、
今年で２回目の参加となりました。
　ブース内には、西郷ダムなどの農業水利施設及び土地改良区の役割などのパネルが設置され、たく
さんの方に見て頂きました。
　また、同時に実施したアンケート結果から、来場者は県内の農家以外の方が多く、農業用水の多面
的機能（親水、生態系保全など）について認知度が低い事が判明しました。しかし、昨年の結果と比
較するとこれまでのPR活動により、西郷ダムなどの農業用施設の認知度が上がってきており、PR活
動の成果が出始めていると感じました。

◆ PR活動の概要◆
　白河駅前イベント広場に設置された屋外ブースで、以下のPR活動を行いました。
○パネル展示
　阿武隈川上流地区の概要、土地改良施設（西郷ダムなど）の概要、地域特産品の概要。
　地域の昔の写真、土地改良区ってなぁーに？
○パンフレット配布
　農業水利施設のいろいろな役割、土地改良区ってなぁーに？
○アンケートの実施
　土地改良区の認知度、西郷ダムの認知度、農業用水の多面的機能の認知度など
○PRグッズの配布
　協議会名入りのボールペン・ポケットティッシュ・エコバックなど

水土里ネットPRブース アンケート回答

パネルの見学 水土里ネット風船の配布
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○秋の会津路をウォーキング＜会津北部地区＞
　平成23年10月23日に会津北部土地改良区が主催する「第６回水土里ウォークinきたかた」が福島県
喜多方市の日中ひざわ湖で開催されました。地域の方々をはじめ、子供たちも多数参加し、日中ダム
管理所や取水塔を見学しながら、約6.5㎞のコースをめぐりました。
　また、メイン会場にはブースが開設され、水土里ネットについてのPRが行われました。

みんなでウォーキング！

日中ダムを背景に記念撮影
水土里ネットPRブース

平成22年度

平成23年度

知っており、行ったことがある 知っているが、行ったことはない 知らない

農業用水以外の役割について回答された方のご職業

西郷ダムの認知度について

回答された方のお住まい

西郷ダムの認知度について（平成22年度と平成23年との比較）

県内が約９割 農家以外が約９割 「知っている」が約３割

知らない
23%
知らない
23%

県外 9%県外 9%

県内
91%
県内
91%

農家 11%農家 11%

農家以外
89%
農家以外
89%

知っている
28%

知っている
28%知らない

72%
知らない
72%

知っており、
行ったことがある。

47%

知っており、
行ったことがある。

47%知っているが、
行ったことはない。

30%

知っているが、
行ったことはない。

30%

0％ 50％ 100％

37％

47％

30％

30％

33％

23％

◆アンケート結果◆



◇紙面作成にあたり、安積疏水土地改良区並びに会津宮川土地改良区におかれましては、ご協力いただき大
変ありがとうございました。

◇農政に関するご意見・ご質問、事務所や情報誌に関するご要望等がありましたらお寄せください。

編集後記

所在地・連絡先

羽鳥ダム災害復旧工事の実施
　平成23年３月11日の東日本大震災により被害のあった羽鳥ダム
において平成23年９月～平成24年５月までの予定で被害のあった
堤体等の改修を行っています。現在は堤体の復旧盛立てを終え、
今後は附帯設備（計測設備、天端道路等）の改修を行う予定です。

阿武隈だより 第38号　平成24年3月　発行
東北農政局　阿武隈土地改良調査管理事務所

特別監視支所

4
4

49

安積疏水特別監視支所安積疏水特別監視支所

〒963-8851 郡山市開成二丁目36-20
Tel  024-927-0303　Fax 024-927-0301


