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　３月11日に発生した東日本大震災は、宮城県、福

島県をはじめ各地に甚大な被害をもたらしました。

被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

　今回の大震災で名取川地区、亘理・山元地区は地

震と津波により甚大な被害が発生し、特に請戸川地

区は更に放射能汚染と予想もしなかった災害に遭遇

しています。地震による揺れが激しかった隈戸川地

区は液状化により、かんがい施設に大きな被害が発

生しています。福島中通り、会津地域では、地震に

よる被害は比較的に小さく、支線水路に被害が発生

しています。

　土地改良区、市町村、宮城県、福島県の皆さまは、

大震災直後の生活すら困難な状況から着実に復旧し

ており、これまで復旧・復興に携わってこられた皆

様に、その献身的な努力に敬意を表します。

　今般の未曾有の大震災の復旧・復興は、第一次補

正予算によって地震被害の復旧を中心に実施してお

り、本事務所管内では羽鳥ダム、西郷ダムの水源施

設、隈戸川地区のパイプラインなど、国営かんがい

施設の機能診断を踏まえて本格的な復旧工事が始

まっています。同時に県営及び団体営施設は機能診

断及び災害査定を踏まえて、復旧工事に移行しつつ

あります。11月21日に第三次補正予算が成立したこ

とによって津波地域の復旧・復興が本格的に始動し

ます。更に農地の放射性物質の除染モデル事業の実

施によって、農地除染マニュアルが作成され、請戸

川地区等の汚染地域のロードマップが示されるもの

と思います。

　今回の大震災は、日本社会の絆を改めて考えさせ

られ、またその絆を深めたように思います。地域農

業の持続的発展の礎である農業用水施設及び農地 

の復旧・復興を通じて、農業を支える方々との絆を

更に深めるよう努力して参ります。また、大震災に

よる農業用水施設の被害を踏まえて、農業用水施設

のストックマネージメント技術の向上に努め、災害

に強い農業用水施設の整備に資するよう努力いたし

ます。

　「がんばろう！　宮城！福島！」を合い言葉に、

職員一丸となって東日本大震災の復旧・復興に取り

組んで参りますので、関係者の皆様方の変わらぬご

支援とご協力を改めてお願いいたします。

阿武調所長挨拶

　平成23年７月に着任した、新所長よりご挨拶

申し上げます。

　阿武隈土地改良調査管理事務所

所　長　名
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Information〈平成23年度 阿武調の機構と業務分担〉

次　　　　長

企画情報管理官

水利調整専門官

環境調査専門官

調査計画専門官

保全整備専門官

庶　務　課

企　画　課

調　査　課

計　画　課

保全計画課

保全整備課

羽鳥ダム管理所

新請戸川農業水
利事業建設所

安積疏水特別
監 視 支 所

所　　　長

休止中

調査・計画及び工事実施に係る業務全般の指導

調査計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関す
る専門事項についての連絡調整及び指導等

河川の流水の農業上の利用に関する専門事項についての連
絡調整及び指導

環境調査及び環境に係る計画の作成に関する専門事項につ
いての連絡調整及び指導

調査・計画に係る専門的な企画調整及び指導

国営造成施設の保全整備に係る専門的な連絡調整及び指導

庶務、経理に係る業務全般

国営完了地区に関する調査、各種情報の一元管理・情報分
析及び関係機関との連絡調整並びに水利権に関する協議・
調整等

国営事業の実施に関する経済効果算定、土地利用計画及び
営農計画の作成並びにこれに必要な調査等

国営事業の実施に関する水資源開発、水利調整等に必要な
調査及び計画並びに建設工事計画及び技術的可能性に関す
る調査等

国営造成施設の保全に必要な調査及び調整並びに防災に関
する情報収集、整理及び分析等

国営造成施設の保全整備に必要な調査調整及び工事の実施

ダムの操作及び機械施設、電気施設等の点検整備

新請戸川地区に係る工事の実施及び土質、水理、工事用材
料等の試験に関する業務等

安積疏水地区における施設機能の監視を行いつつ、災害・
事故リスクの高い箇所の補修・補強工事を実施

　施設保全部門強化のために保全管理課を再編し、保全計画課、保全整備課とし、業務実施体制を強化して

おります。また、平成23年６月に安積疏水特別監視支所を開設しました。
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東日本大震災
　平成23年３月11日に東日本大震災（M9.0）による強振動及び津波により、当事務所管内の農業用施設の
多くが甚大な被害を受けました。当事務所においては、東日本大震災を受け、各施設の被害状況を調査し、
早急な復旧へ向け、事業化に取り組んでおります。

○羽鳥ダム、西郷ダム（福島県）
　阿武隈管内のダムにおいては、特に羽鳥ダム（天栄村）と西郷ダム（西郷村）に被害がありました。

【羽鳥ダム】
堤頂にひび割れ発生

貯水面 取水施設

　このような状況でのダム使用は安定性・安全性を欠くことから、国の直轄災害復旧工事にて復旧すること
で現在進めております。

復旧計画標準断面図（代表：西郷ダム）

【西郷ダム】
取水施設に隣接する法面
保護工崩落 

【羽鳥ダム】
堤体下流斜面に変状

【西郷ダム】
堤頂にひび割れ発生
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羽鳥ダム災害復旧工事 ［工期：平成23年９月30日～平成24年１月26日］
西郷ダム工事用道路その他整備工事（仮称） ［工期：平成24年１月～平成24年５月（予定）］
西郷ダム災害復旧工事（仮称） ［工期：平成24年４月～平成24年12月（予定）］
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○名取川、亘理・山元地区（宮城県）
　阿武隈管内の宮城県沿岸南部では主に津波による被害が発生し、県及び土地改良区と共に当事務所職員も
被害状況調査の支援を行いました。

災 害 復 旧 へ の 基 礎 資 料
　また、当事務所では、６月より被災地の復旧・復興に向けて、関係機関と連絡・調整を図りながら、下記
の調査を実施しております。

農 業 基 盤 復 旧 整 序 化 検 討 調 査

○広域な農地の排水不良により、特に梅雨・台風時期の地域全体の安全度が低下
○地震や津波により、｢地盤沈下｣「農業用用排水路損傷」が発生

①　土地利用現況等調査
○農業基盤の復旧に向けた土地利用等
の現況調査

②　農業基盤復旧整序化調査
○地域の農業復興に向けた基盤整備の
方向検討

○地域の防災力強化
○無秩序な土地利用の防止や農地の集約化を見据えて復旧事業を整序化

災害に強い新たな食糧基地の確立

【名取川地区】
○木流堀排水路
津波により剥ぎ取ら
れた排水路護岸

【亘理・山元地区】
○高屋堀排水路
津波により崩れ落ちた排
水路護岸

【名取川地区】
○増田幹線用水路
地震により漏水が確認さ
れたパイプライン
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阿武調情報
○安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業（特別監視制度）の概要
　平成23年度から新規着工した安積疏水二期地区について紹介します。

１．事業地区の概要
　本地区は福島県のほぼ中央部に広がる安積平野に位置し、郡山市、須賀川市、本
宮市、安達郡大玉村、耶麻郡猪苗代町にまたがる水田約9,570haの稲作を中心とした
県内有数の農業地帯となっています。本地区の農業水利施設は、猪苗代湖疏水事業
（M12～M15）、国営新安積土地改良事業（S16～S41）及び国営安積疏水土地改良事
業（S45～S57）により造成され、用水の安定供給が図られてきましたが、造成後相
当の年数が経過し、老朽化等による機能低下が著しく、施設の維持管理に多大な労
力と経費を要しています。

２．事業の目的
　本事業では特に老朽化が著しい調整池、頭首工、用水
路及び水管理施設の改修を行うことにより、施設の機能
回復及び維持管理の軽減を図り、もって農業生産の維持
及び農業経営の安定に資するものです。

３．事 業 内 容
　予定工期：平成23年度～平成30年度
　総事業費：24.1億円　（共同事業含む 24.3億円）
　主要工事：
　　・調整池改修　取水設備、操作設備等　一式
　　・頭首工改修　
　　　　（上戸頭首工）　　　ゲート設備等　一式
　　　　（熱海頭首工）　エプロン、護床工　一式　
　　・用水路改修　
　　　　トンネル、分水工、ゲート設備等　一式
　　・水管理施設更新　　　操作機器設備　一式

４．事業の実施状況及び特別監視制度について
　平成23年８月10日に事業計画確定がなされ、10月26日には安積疏水特別監視支所の看板掲示式を行いました。
　本事業において適用された特別監視制度とは、基幹水利施設の機能について国が監視を行い、災害・事故リスク
の高い箇所の補修・補強等を適時実施していく制度であり、施設の機能維持を最小限の範囲で着実に行っていきます。

安積疏水二期地区

上流部水路

上戸頭首工 田子沼分水工

熱海頭首工

新安積分水工

深田調整池

用水管理施設
(中央管理所)

上戸頭首工
ローラ欠損状況

熱海頭首工
エプロン摩耗状況

深田調整池　取水設備
老朽化状況

上戸頭首工
ローラ欠損状況

熱海頭首工
エプロン摩耗状況

深田調整池　取水設備
老朽化状況




