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○会津坂下初市大俵引き
　『会津坂下初市大俵引き』は、福島県会津坂下町に400年以上
続く伝統行事で、毎年１月に開催されます。2014年は１月22日
に行われました。
　直径2.5ｍ、長さ４ｍ、重さ５ｔの大俵を東西に分かれて引
き合い、上町（東方）が勝つとその年の米の値段があがり、下
町（西方）が勝つと豊作になるといわれています。また、引き
子は一年間無病息災になるといわれ、全国から引き子が集まり
ます。

表 紙 写 真
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　関係者の皆様方におかれましては日頃から農業農村整備事業の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げま

す。また、２月の記録的な大雪で被害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げます。

　農業情勢は、依然として高齢化や耕作放棄地などの課題を抱えており、農林水産省では、農業を足腰の強い

産業としていくための政策（産業政策）と、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための政策（地

域政策）を車の両輪として推進していくこととしています。具体的には、①担い手への農地利用集積の加速化

（農地中間管理機構の制度化等）、②経営所得安定対策の見直し、③水田フル活用とコメ政策の見直し、④日本

型直接支払い制度の創設の「４つの改革」を新たな農業政策として強力に進めているところです。

　阿武隈土地改良調査管理事務所では国営完了地区を中心に地域の皆様と一体となって地域農業の振興に取り

組んできました。当事務所の管内には、延べ22の国営完了地区があり、更新事業等の調査地区は現在３地区、

来年度はさらに２地区に着手します。

　国営完了地区のフォローアップには２つの視線で取り組んでいます。１つは「“長期的にみた”“地区全体の”

維持管理の負担軽減」です。担い手への集積の加速化など農政の大きな波は、土地改良区などの負担にも大き

く関わってくると考えられます。国営施設だけでなく地区全体の施設あるいは農地を対象に、当面補修等が必

要な施設だけではなく次期改修等事業も視野に入れ、また、国営事業だけでなくソフト対策も含めた各種補助

事業もフルに活用しながら、長期的にみた地区全体としての維持管理の負担軽減方策を検討する必要があると

考えています。再生可能エネルギーの活用も必須です。

　もう１つの視点は「新たな農政に対応した各地域の農業の展開方向に寄り添った基盤整備」です。生産基盤

は地域農業の大きな要素であり、逆に地域農業の展開方向に沿って生産基盤の整備方向が検討されるべきでも

あります。各地域の特性やそれぞれの検討時期にもよりますが、両者が連携しながら前進していくことが必要

と考えます。農業農村整備事業が産業政策と地域政策という両輪のハブとして、地域農業の振興に貢献してい

けるよう地域の皆様と相談しながら進めていきたいと考えています。

　当事務所のもう１つの大きな柱が東日本大震災からの復旧・復興です。震災以降、管内の農地・農業用施設

の復旧に向けた調査・設計の一端を担当してきましたが、各地区で順次、災害復旧計画の策定、復旧事業の着

手に移行してきております。原発事故の影響を大きく受けている請戸川地区においても、大柿ダム等主要施設

にようやく復旧工事の手が届くところまで来つつあります。営農の再開に向けては依然として様々な課題があ

りますが、地域の皆様と一体となって復興を進めて参ります。

　当事務所では、完了地区のフォローアップ、震災の復旧復興等の課題に対して、地域に寄り添って関係する

様々な要素にも十分注意を払いながら取り組む所存であります。職員一同、土地改良区はじめ地域の関係の皆

様とより近い距離で東北農業の発展に貢献して参りますので、今後とも皆様のご指導方よろしくお願いいたし

ます。

平成26年３月

　　　阿武隈土地改良調査管理事務所

 所長　　上　月　良　吾　　

は じ め に
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阿武調情報

○平成26年度新規・拡充制度紹介

　老朽化した農業水利施設の更新等に併せて、防災上重要な施設であって、必要な耐震性能を有してい

ない施設の耐震化整備を一体的に実施します。

国営耐震対策一体型かんがい排水事業（新規）
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阿武調情報

　畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等の農地の整備、老朽施設の更新等の農業水利施設等の整備を

地域の実情に応じて実施します。

①　農業競争力の強化に向けた取組を行う地域

②　総事業費200万円以上

③　受益者数２者以上

•都道府県

•市 町 村

•土地改良区、農業協同組合、農地中間管理

機構等

下線部は平成25年度補正予算以降の拡充内容

詳しくは農林水産省HP
　　URL：http://www.maff.go.jp/ 検 索

○我が国農業の競争力を強化するためには農地の大区画化・汎用化や畑地かんがい施設等の基盤整備に

より、担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化を図ることが重要。

○その際、既に区画が整備されている農地では、農業者の自力施工も活用した畦畔除去等による区画拡

大や暗渠排水等の簡易な整備を安価かつ迅速に実施することが有効。

○このため、農地中間管理機構とも連携しつつ、きめ細かな農地・農業水利施設の整備を推進。

農業基盤整備促進事業（拡充）

２．実施要件 ３．事業主体

1．事業内容
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○河川法改正について　　～河川管理施設等の維持又は修繕について～
　「水防法及び河川法の一部を改正する法律」（平成25年法律第35号。以下「改正法」という）が平成25年６月
12日に公布され、平成25年12月11日に施行されました。
　改正法では河川管理施設等の維持又は修繕、その技術的基準について定めて
います。
　今回の法改正では固定堰、堤防の無い区間に設置された取水口など、公共の
安全に著しい影響がない施設は、点検の頻度や結果の保存を義務化されないな
ど、地域の実情に即した内容で基準化されました。
　施設管理者の皆様におかれましては、改正法による適切な施設の維持管理を
引続きよろしくお願いいたします。

【 改正の内容 】

１）河川法第15条の２：許可工作物等の維持・修繕等の関連
⑴　河川法第15条の２
　河川工作物等を良好な状態に保つよう維持・修繕する旨を規定し、そのための技術的基準を政令に委任。
⑵　河川法施行令第９条の３（維持又は修繕に関する技術的基準）
①　適切な時期の巡視、草刈り、障害物処分等の施設機能維持に必要な措置を講ずる。
②　適切な時期に、目視等によって施設の点検を実施。
③　②のうち施行規則で定める施設は、１回／年以上の適切な頻度で点検を実施。
④　②の点検等により施設の異状を把握したときは、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措
置を講ずる。

⑶　河川法施行規則第７条の２
①　上記⑵③の対象施設は、ダム、堤防（堀込河道を除く）、堤防区間の可動堰、水門、樋門その他
堤防の機能を有する閘門、陸閘など、公共の安全に著しい影響を及ぼすおそれのある施設に限定。

②　上記⑶①の施設は、点検結果を１年間又は次回点検まで保存。

【３階】治水等で特に重要な施設に維持・修繕等を条件付け
　許可の条件として維持・補修等を水利使用規則に基づく
管理規定等で規定（法第90条）

【２階】ダム、堤防等公共上著しい支障を及ぼす恐れのある施設が対象
１年に１回以上の点検（制令第９条の３）
点検結果は１年間又は、時期点検まで保存（制令第７条の２）

【１階】　全施設が対象
　許可受者による点検、維持、修繕の義務（法第５条の２）
　適切な時期の巡回、草刈り、障害物処分等の施設機能維持（制令第９条の３）
　適切な時期に目視等による施設の点検（制令第９条の３）
　異常を把握したとき効率的な維持及び修繕が図れるような措置（制令第９条の３）

 ※　施設の１階、２階の区分については現在検討中であり、H26かんがい期までに決定

阿武調情報

法改正後（今後）の
点検等に関するイメージ
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○平成25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25年11月25日～26日の２日間、「平成25年度阿武隈管内（福島・宮城）土地改良情報連絡会」を福島県
猪苗代町で開催しました。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、関係機関（福島県、宮城県、関係土地改良区等）の実務担当者の他、東北農政局整備部設計課、水
利整備課、福島地域センター及び阿武隈土地改良調査管理事務所職員の総勢48名による会議となりました。

【 会議１日目 】

　国、県各担当からの情報提供を行った後、各改良区における渇水対応状況について意見交換会を行いました。
　意見交換会では、今年度の羽鳥ダムの渇水対応について、阿武調と矢吹原土地改良区の報告を皮切りに、取水
管理者の地区ごとの課題や取り組み状況について活発な意見交換が行われました。
　（羽鳥ダムの渇水状況については　６～７Ｐ）

　主 な 内 容

各担当からの情報提供
福島地域センター ････････････････「人・農地」プランについて
東北農政局　設計課 ･･････････････平成26年度 農村振興局関係予算概算要求の概要
 豪雪・天候不順等に伴う緊急取水に係る河川協議の状況
東北農政局　水利整備課 ･･････････かんがい用水の適正な取水管理について
 土地改良施設PCB廃棄物処理促進について　等
宮城県 ･･････････････････････････宮城県内の災害復旧状況
福島県 ･･････････････････････････福島県内の災害復旧状況　等
阿武調 ･･････････････････････････国営事業完了地区のストックマネージメントについて
 河川協議関係連絡事項について
 国営事業完了地区の営農推進について　等

意見交換会　「渇水対応について」

【 会議２日目 】

　安積疏水２期地区で改修されている上戸頭首工の補修工事内容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 上戸頭首工　現地研修状況

阿武調情報
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阿武調情報

○平成25年　羽鳥ダムの渇水報告

　平成25年のかんがい期は、全国的に小雨となり阿武調管内の貯水池の一部では、貯水率が平年と比較
して大幅に少ない状況となりましたが、施設管理者、利用者が一体となって節水対策を行うことにより、
実りの秋を迎えることが出来ました。関係者の皆様の適切な水管理に感謝いたします。
　東北農政局が直轄管理を行っている羽鳥ダムでも、昭和31年の運用開始以来、過去に類を見ない渇水
となりましたので報告いたします。

羽鳥ダムの概要

　羽鳥ダムは「国営白河矢吹開拓建設事業」により1956年（昭和31年）に完成したゾーン型フィルダムです。
その役割は、日本海に流下する阿賀野川水系鶴沼川の水をせき止め、奥羽山脈の分水嶺を貫く導水トンネルに
より、太平洋に流下する阿武隈川水系隈戸川に注水し、２市２町３村にまたがる約3,200ha の水田に農業用水
を供給しています。
　福島、新潟の２県にまたがって利水及び治水が関連するほか、ダム及び付帯施設の安全管理及び取水に高度
の技術と調整を要することから国で管理しています。

平成25年度の運用状況

◦非かんがい期の貯水状況
　羽鳥ダムの非かんがい期の管理は、かんがい開始時に貯水位が常時満水位となるように、流入量の計測、
河川放流量の調整を行っています。
　平成24～25年の非かんがい期は平年に比べ降雪量が少なく、雪解け水の流入量による貯水の回復が見込め
なかったことに加え、春先の降雨量も平年より少なく平年並みの流入量が得られなかったことから、かんが
い開始時の貯水率は平年比84.6%でした。

羽鳥ダム非かんがい期の貯水状況

期　間 項　目 平　　年
（過去10カ年平均）

Ｈ24～Ｈ25

観測値 差 平年比

10月１日～翌４月29日

降雪深累計 455㎝ 396㎝ ▲59㎝ 87%

降雨量累計 684㎜ 491㎜ ▲193㎜ 72%

流入量累計 35,069千㎥ 24,456千㎥ ▲10,613千㎥ 70%

５月１日（取水開始） 貯 水 率 99．1% 84．6% ▲14.5% 85%

【諸　　元】
堤　高： 37.1m
堤　長： 169.5m
堤頂幅： 9.0m
堤体積：329千㎥
有効貯水量：25,951千㎥
総 貯 水 量：27,321千㎥

羽鳥ダム

太
平
洋

福島県

山形県 宮城県

新潟県

位置図
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阿武調情報

◦かんがい期の貯水状況
　平成25年は５月１日よりかんがい取水が始まった後も、ダムの集水域の降水量が少なく流入量が少ない状
態が続きました、また、受益地でも小雨や高温の日が続いたため営農者の取水量も増え、羽鳥ダムの貯水率
は５月末の時点で約50％に落ち込んだことから羽鳥ダム管理所は６月上旬に取水施設管理者である矢吹原土
地改良区に貯水状況の説明を行いました。
　矢吹原土地改良区では、羽鳥ダム管理所からの説明を踏まえ、用排水調整運営委員会等を開催するととも
に、８月の出穂期の用水を確保するため、羽鳥ダム管理所と調整を図りながら営農状況及び貯水状況に応じ、
隔日かんがい（ブロックかんがい）、約３週間の取水停止等の取水管理を決定しました。
　かんがい期間中の長期の取水停止は羽鳥ダム供用開始以来、初めての出来事です。

　H25かんがい期の貯水率推移

平成25年度の渇水を振り返って

　羽鳥ダム管理所と矢吹原土地改良区は、かんがい期終了後に渇水対応についての勉強会を行いました。
　勉強会では、平成25年の渇水対応を振り返って、今後の渇水対応の体制作りについて意見交換を行いました。
　渇水は自然現象によるものであるため、完全に回避することは不可能ですが被害を最小限にとどめるために、
早期に渇水を予測して先手の渇水対策を行える体制作りを行い、普段からの準備を心がけることが重要となり
ます。
　羽鳥ダム管理所では今年度の流入量を基に渇水の目安となる水位を設定し今後の渇水予測精度向上を図るこ
ととしました。また、定期的に改良区と勉強会を開催し、節水型の水利用システムの構築を行っていくことと
なりました。

平成26年冬の貯水状況
　平成26年は、昨年秋の台風により貯水量が増加した後も平年並みの流入量が継続していることから、
２月末時点で貯水率が90％を超えています。また例年より積雪量が多く春先の流入量の増加が見込まれ
ることから、平成26年はかんがい開始時を貯水率100％で迎えるよう調整しています。

羽鳥ダム湖面状況
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仙台市

名取市

白石市 角田市

岩沼市蔵王町

七ヶ宿町

大河原町

村田町

柴田町

川崎町

丸森町

亘理町

山元町

福島市

郡山市
会津若松市

いわき市
白河市

南相馬市

須賀川市

喜多方市

相馬市

二本松市

桑折町

国見町

伊達市

川俣町

大玉村

本宮市

鏡石町

岩瀬村

天栄村下郷町

檜枝岐村

南会津町

只見町

北塩原村

西会津町

磐梯町

猪苗代町

会津坂下町
湯川村

柳津町
三島町

西郷村 泉崎村
中島村

矢吹町

棚倉町

矢祭町

塙町

鮫川村

石川町

玉川村 平田村

浅川町 古殿町

三春町

小野町

田村市

広野町

楢葉町

富岡町
川内村

大熊町

双葉町

浪江町
葛尾村

新地町

飯舘村

金山町

昭和村

羽鳥ダム

西郷ダム

避難指示区域 

新潟県

群馬県

栃木県

茨城県

太平洋

山形県

宮城県（仙北）

会津美里町

阿武調情報

○東日本大震災復旧取組み状況（H26年３月時点）
　阿武調管内における東北地方太平洋沖地震による被災地の直轄災害復旧
事業は、現在まで地震災害地区２地区が完了しました。
　請戸川地区について、平成25年12月３日にその一部の直轄災害復旧事業
が確定し、実施中の地区は６地区となりました。

　東日本大震災の被災地及びその周辺地域で生産・製造されている農林水産物、加
工食品（以下「被災地産食品」）を販売するフェアや、社内食堂・外食産業などで
もこれを優先的に利用しようという取組が全国に広がっています。国民全体で被災
地の復興を応援していこうというこれら取組みに対して、心から感謝申し上げます。
　農林水産省では、被災地産食品を積極的に消費することによって、産地の活力再
生を通じた被災地の復興を応援するため、多様な関係者間で一体感を醸成できるよ
う共通のキャッチフレーズ「食べて応援しよう！」の利用をフード・アクション・
ニッポンと連携して呼びかけております。

URL：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/index.html

直轄災害復旧事業（完了）

　　　 〃 　　　（実施中）

地震被災

津波被災

凡　　例

白河矢吹地区（完了）
名取川地区（実施中） 仙台東地区（実施中）

亘理山元地区
（農地海岸）（実施中）

亘理山元地区（実施中）

南相馬地区（実施中）

請戸川地区（調査継続中）

阿武隈上流地区（完了）
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地域情報

○宮城県亘理土地改良区における地域活動について
◇取組概要
　亘理地区（国営亘理かんがい排水事業：Ｓ34～Ｓ45、国営亘理・山元かんがい排水事業：Ｈ８～Ｈ12）では、
亘理土地改良区が中心となって、平成14年度から関係機関と連携した、生きもの調査と用水見学会等の活動を
行っています。
　この活動は、亘理地区国営造成施設管理体制整備促進事業（亘理地区管理体制整備促進協議会、以下「協議会」
という。）の推進活動の一環として、土地改良施設の持つ役割や多面的機能を啓発することを目的に、地元（亘
理町と山元町）の小学生を対象に行われています。
　協議会は、地元関係機関から構成され、地域や土地改良区との結び付きが強く、協議会スタッフは全ての活
動に参加します。また、スタッフ自ら、生きもの調査を行うなどの体験を通じて、農村環境に関する理解を深
めております。

◎協議会構成員

＜会　長＞　亘理土地改良区事務局長 
＜会　員＞　地域住民代表（区長会会長、JAみやぎ亘理女性部長）
　　　　　　東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所
　　　　　　宮城県仙台地方振興事務所
　　　　　　宮城県土地改良事業団体連合会
　　　　　　亘理町、山元町
　　　　　　JAみやぎ亘理
　　　　　　亘理土地改良区（事務局）

◎主な活動内容（Ｈ25）
７月４日　高屋地区「生きもの調査」／場所：小学校付近の用排水路
　　　　　対象：亘理町立高屋小学校　３・４年生　７名
８月30日　亘理用水見学会／場所：亘理用水（岩地蔵幹線）、山下揚水機場
　　　　　対象：山元町立山下第一小学校　４年生　18名
９月19日　坂元川探検「生きもの調査」／場所：坂元川流域
　　　　　対象：山元町立坂元小学校　４年生　34名
10月17日　亘理用水見学会／場所：亘理用水（岩地蔵幹線）
　　　　　対象：亘理町立亘理小学校　４年生　130名
10月29日　亘理用水学習会／場所：亘理小学校体育館
　　　　　対象：亘理町立亘理小学校　４年生　130名

H25.９協議会スタッフ一同

＜位　置　図＞

Ｈ25．７高屋地区　生きもの調査 Ｈ25．９坂元川探検　生きもの調査 Ｈ25．10亘理用水学習会

山形県

岩手県

宮城県 

亘理地区

太平洋

福島県
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○がんばるぞ！白河「食と職の市」で広報活動＜阿武隈川上流地区＞
　「がんばるぞ！白河　食と職の市」は「しらかわの匠と伝統の技」をテーマに、福島県白河市の主催で毎年

行われるイベントで、平成25年は10月12～13日にかけて開催され、総来場者は35,000人で過去最大を記録しま

した。会場では実際に木材を組み上げた現場で模擬上棟式を行うなど、子供から大人まで様々な『匠の技』を

体験できるコーナーや、白河ラーメンや白河そばなど美味しいブースもたくさん出店されました。

　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広報活動を行いました。

　本広報活動は、阿武隈川上流地区内の関係土地改良区、福島県、白河市、福島県土地改良事業団体連合会及

び阿武隈土地改良調査管理事務所などにより組織され、今年で連続４回目の参加となりました。

　屋外出展テント内には、阿武隈川上流地区や西郷ダムなどのパネルを展示し、多くの皆様に見ていただきま

した。

◆広報活動の概要

　白河駅前イベント広場に設置された屋外テントで、以下の広報活動を行い

ました。

○パネル展示

　阿武隈川上流地区の概要、西郷ダムの概要、地域の農業特産品の概要。

○広報活動資料等の配布

　パンフレット、米３合（天のつぶ）・食器用洗剤・ポケットティッシュ等。

○アンケートの実施

　土地改良区の認知度、西郷ダムの認知度などについてのアンケート。

地域情報

出展テント パネルの見学

アンケート回答 水土里ネットによる風船の配布

太
平
洋

山形県
宮城県

新潟県

位置図

福島県

白河市
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県内 93% 

県外 7% 農家 2%

非農家 98% 

地域情報

◆アンケート結果

　本イベントに４年連続参加し、広報活動を行ってきたことにより、土地改良区、西郷ダム及び農業用水の役

割の認知度が高まってきています。

　アンケート回答者の多くが地区内の非農家の方々であることから、今後も農業施設管理の啓発活動を継続し

ていき、地域の皆様の理解と支援により農地や農業用水を守る取組への理解を求めていくことが大切であると

思われます。（回答者　508人）

Ｑ　「農業用水」が農業以外の役割も担っていることをご存じですか？

Ｑ　お住まいはどちらですか？ Ｑ　ご職業は？

Ｑ　「土地改良区」という言葉や業務内容を知っていますか？

Ｑ　「西郷ダム」は知っていますか？
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○羽鳥湖（羽鳥ダム）周辺環境美化作業を実施
　平成25年10月11日に羽鳥湖環境保全観光対策協議会主催による、羽鳥湖周辺環境美化作業が行われ、
羽鳥湖周辺の地域環境の保全に取り組みました。
　本取り組みは毎年恒例となっており、天栄村、福島県、羽鳥ダム管理所等の行政機関及び矢吹原土
地改良区、羽鳥湖周辺の観光団体等から併せて約90名が参加しました。

　当日は、曇り空の中、
晴れ間も見られ、参加者
毎に割り当てられた清掃
箇所で、空き缶やビン、
ペットボトルや家庭ごみ
等の不法投棄物を回収し
ました。

地域情報

ゴミの集積・分別状況美化作業に従事する参加者

○大深沢ダム大作戦！
　平成25年７月４日に雄国山麓土地改良区が主催による「大深沢ダム大作戦」が行われ、地域の方々
をはじめ、当事務所からも参加してダム周辺のゴミ拾いや花壇の植栽などを行いました。
　清掃活動と併せて地元漁業組合の協力のもと刺網によるダムの生態系調査を行いました。フナなど
と一緒にブルーギルやブラックバスなど外来種も多く捕獲され、生態系への影響が心配されます。

大深沢ダム大作戦開始‼ ダム堤体でのゴミ拾い

花壇の植栽風景 外来種の捕獲
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きらりピープル　～矢吹原土地改良区～

　今回の「きらりピープル」は、矢吹原土地改良区
の事業係主事の井上さんを訪ねました。

― 主な業務内容を教えて下さい
井上さん：土地や組合員の異動等の財務に関する業
務を主に担当しています。また、かんがい期は２市
２町１村に広がる約1,500ヘクタールの矢吹ヶ原台
地に用水供給するための頭首工及び各分水施設の水
量調整を行うなど、施設の操作や維持管理業務につ
いても行います。最近では、老朽化した施設の補修
にかかる委託業務の設計や工事発注にも積極的に取
り組んでいます。

― 改良区に勤務されるようになったきっかけは
井上さん：尊敬する祖母が町役場で勤務していたの
で、私も何か地元地域に貢献できるような職がない
かと探していたところ、当時の職員が退職される時
期と重なり、ちょうど求人があったので迷わず受験
しました。新卒での採用は30数年以来のことだと聞
いたので運がよかったと思っています。

― お仕事をされている中で、大変だったことは何
ですか
井上さん：祖父母が農家のため、多少の手伝い程度
で農業を経験したことはあったのですが、米作りに
関する知識がほとんどなかったため、組合員の要望
にうまく対応できなく悔しい思いをしたことがあり
ます。また、かんがい期は水管理に関する警報メー
ルが昼夜を問わず鳴り狂うため、その対応に神経を
すり減らしていました。あとは、やはり東日本大震
災にかかる復旧事業で、まだ施設や受益地の全容を
覚えきれていない状況で補助率増高図を作るのは一
苦労でした。

― お仕事でのやりがい、嬉しいと感じる時は
井上さん：大口の未収賦課金が回収できたときや、
組合員の要望にうまく対応できた時はやりがいを感

じますね。現場に出て初めのころ、分水工にゴミが
詰まって水が出なくなったとき、一人で詰まりを解
消したとき感動したのを今でも覚えています。

― 気分転換の方法について教えて下さい
井上さん：カラオケいって半日くらい歌いこんだり、
バイクにまたがり風を感じてみたり、そんなときに
気分転換しているなという気持ちになれますね。ま
た、お酒が好きなので、休日は気が置けない友人た
ちと飲みに出かけたりもします。

― 地区の自慢を教えて下さい
井上さん：やはり国営白河矢吹開拓建設事業で造成
された「羽鳥ダム」ですね。平成25年９月現在、ア
ースダムの中では日本一規模の貯水量をほこりま
す。その周辺ではキャンプ場やスキー場などのレジ
ャー施設があり、季節を問わず観光客や地元の人た
ちで賑わっています。レジャー施設にはまだ行った
ことがないので近々足を運んでみようかと思いま
す。

― 財務から用水管理、施設維持まで幅広く地元農
業のバックアップを行う井上さんからは、地元に対
する思いが伝わってきました。今後も一層のご活躍
を期待しております。
　本日はお忙しい中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。



◇紙面作成に当たり、矢吹原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。

◇農政に関するご要望がありましたらお寄せ下さい。

編集後記

所在地及び連絡先

咲かそう！笑顔のむらづくり

　私たちが住む里は、いつまでも美しくたくましく人々ととも
に息づいて欲しいとの願いをシンボルマークに託しました。さ
んさんと輝く太陽のイメージは、希望と優しさ、そして実り豊
かな大地のカタチを表しています。太陽の中には笑顔を配し、
美しく豊かな自然に生きる人々をシンボライズしています。

事　務　所
〒960-0241　福島県福島市笹谷字稲場38-7

TEL 024-555-3780　FAX 024-555-3783

羽鳥ダム管理所
〒962-0623　福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥字水上5-1

TEL 0248-84-2211　FAX 0248-84-2702

安積疏水特別監視支所
〒963-8851　福島県郡山市開成二丁目38-20

TEL 024-927-0303　FAX 024-927-0301

位置（北緯37度47分07秒　東経140度27分11秒） 位置（北緯37度16分07秒　東経140度04分46秒） 位置（北緯37度01分50秒　東経140度01分39秒）

編集･発行
阿武隈だより 第41号　平成26年３月　発行
東北農政局　阿武隈土地改良調査管理事務所
URL：http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/abukuma/

食べて応援しよう!
被災地を応援

ふくしま農林水産ポータルサイト 検索 食べて応援しよう 検索

食材王国みやぎ 検索

咲かそう!笑顔のむらづくり

阿 武 隈 土 地 改 良
調 査 管 理 事 務 所

東北農政局


