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○国営施設機能保全事業「会津南部地区」の概要
　平成24年度から施設長寿命化検討調査を実施している会津南部地区について紹介します。

１．調査地区の概要
　本地区は、福島県西部に位置する会津盆地の中央を東西に流下す
る阿賀野川の左右岸に展開する水田約4,500ha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、国営
会津南部土地改良事業（Ｓ52～Ｈ５）により造成され、用水の安定
供給が図られてきましたが、地区内の基幹的水利施設は造成後20年
以上が経過している施設もあり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。

　このため、平成24年度から平成26年度にかけて、施設長寿命化検討調査を実施し、「施設長寿命化計画（案）」
及び「土地改良事業計画（案）」を策定する予定です。

【施設の老朽化状況】

２．平成24年度の調査方針
　今年度は、主要工事計画や事業費の概定、営農計画、環境配慮の検討などを行うとともに、施設長寿命化
計画（案）の取りまとめに向けて、地域の状況や特徴を考慮し、施設の長寿命化を図る上での方策等につい
て関係者の意見・要望を踏まえ、合意形成を図りつつ施設長寿命化計画（案）を策定する予定です。

馬越頭首工　護床工（右岸下流部）

富川頭首工　取水ゲート

会津南部地区
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○郡山東部地区事後評価調査の紹介
郡山東部地区事後評価調査の概要
　９月７日、郡山東部地区の事後評価結果が公
表されました。調査は平成22年度から行われま
したが、震災の影響により公表が延期されるな
どしたものの、今年度は評価基礎資料（案）を
取りまとめ、事後評価技術検討会（第三者委員
会）による現地調査及び委員会などを経て、公
表することができました。

　評価結果は、いくつかの課題はあるもの
の、「国営事業による様々な効果が認められ
る」というものであり、地元関係機関のこ
れまでの努力が客観的に評価されたものと
考えます。
　ここに改めて、本調査にご協力を頂いた
郡山市東部土地改良区をはじめ、地元関係
機関の皆様に感謝申し上げます。

※公表結果URL：http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/zigohyouka/zigohyoukatop/zigohyouka.html

事業概要
① 工 期 昭和54年度～平成13年度
② 関係市町村 福島県郡山市
③ 受 益 面 積 1,528ha
④ 総 事 業 費 62,500百万円
⑤ 主 要 工 事 開 畑 農地造成291ha

農業用用
排水施設

調整池２ヶ所、取水工１ヶ所、揚水機場５ヶ所、
用水路171.4㎞、排水路24.1㎞、水管理施設一式

道 路 幹線道路18.1㎞、支線道路248.0㎞
区画整理 水田517ha、普通畑344ha、樹園地52ha

技術検討会による現地調査 技術検討会

②　農業用水の安定的な確保
　「水不足への不安が解消された」に関
する回答

③　農業生産性の向上
　「区画が整形されて、農作業時間が短
縮した」に関する回答

　「農業機械の効率的な利用が可能とな
り、農作業の労力が軽減された」に関す
る回答

郡山東部地区事後評価アンケート調査（H22.12～H23.１）結果より

農家１戸当たり団地数農家１戸当たりの経営耕地面積（単位：a）

―事業効果の発現状況―
①　経営規模の拡大、農地の集団化
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④　地域特産物の生産拡大
　本事業を契機として、「曲がりねぎ」（阿久津工区）や「梅」（太田工区）などの作付面積が拡大し、産地
の拡大が図られています。
　地域特産物として定着してきており、販路の拡大に向けた取り組みが進められています。

阿久津曲がりねぎ 西田の梅干し

⑤　事業による波及効果
　―水利施設の多面的利用―
　金沢調整池では、農業用水が山林火災時の消火用水として利用されたり、湖面を活用した地元消防隊等
による水難救助訓練など、水利施設の多面的利用が見られます。

山林火災時の消火用水の運搬 水難救助訓練の様子

　―農村景観の創出―
　白岩工区の「花木団地」では、サクラなどの花木の生産が行われています。「郡山の花見山」とも呼ば
れており、花見の季節には毎年多くの観光客が訪れる名所にもなっています。

啓翁桜 モクレンなど

●今後の課題等
　本地区では、当初想定をしていなかった波及的効果を含め、様々な事業効果の発現が見られます。
　今後、本事業による効果をより一層発現させていくためには、関連事業の推進、新規作物の集団的導入及
び販売体制の整備等に向けた精力的な取組みが望まれます。
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阿武調情報

地域情報

○福島県及び宮城県との情報交換会を開催
　平成24年５月22日に福島県農村整備総室農地管理課と農業農村整備に関する情報交換会を開催し、阿武調
からは今年度の調査概要等について、福島県からは今年度の事務分担及び農業用水の管理等についての情報
を発信するとともに、地域農業を取り巻く諸課題等についての意見交換を行いました。

　また、平成24年６月15日には宮城県及び東北農政局北上土地改良調査管理事務所と国営調査業務等情報交
換会を開催し、各調査管理事務所からは国営調査地区の概要等、宮城県からは県の農業農村整備事業等につ
いての情報提供を行い、議論を深めました。

○「さくらと水辺の回廊」ウォーキング！＜郡山東部地区＞
　平成24年４月22日、『「さくらと水辺の回廊」ウォーキング』が福島県郡山市の金沢調整池周辺で開
催されました。これは、国営郡山東部地区管理体制整備推進協議会（事務局：郡山市東部土地改良区）
の主催によるもので、今年初めて開催されました。
　郡山市外からも多くの参加があり、桜の開花を確認しながら、金沢調整池周辺のコース（約４㎞）
をめぐりました。

福島県との情報交換会 宮城県との情報交換会

総勢100名の参加金沢調整池
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きらりピープル　～角田土地改良区～

（取材：平成24年９月）

　きらりピープル第11回目は、角田土地改良区、排
水係の渡邉寿伸さんを訪ねました。

―主な業務内容を教えて下さい
渡邉さん：排水機場の維持管理業務を主に行ってい
ます。
かんがい期は、日中職員が担当している揚水機場の
管理や、用水量の調整、水路の点検など現場の作業
が多いですね。
　非かんがい期になると、期間中使用していた27箇
所の水中ポンプをユニック車での引き揚げ作業から
始まり、機場の越冬準備、ポンプの簡単な整備をし
ながら、工事発注などの事務処理をしています。
―改良区に勤務されるようになったきっかけは
渡邉：在学していた高校に求人が有り、学校の先生
や親戚に相談したところ「角田には必要な、いい職
場だよ。」とみんなが話していたので、受験してみ
ようと思いました。
―お仕事をされているなかで、大変だったことは
何ですか
渡邉：東日本大震災関連の事務処理作業は大変でし
た。被害の調査測量設計は土地改良連合会に委託し
ましたが、今迄に災害復旧事業の事務処理経験が無
かったので、関係機関の方々に色々助けられ何とか
処理を進めることが出来ました。本当に、自分の力
量不足を痛感させられました。
―お仕事でのやりがい、嬉しいと感じる時は
渡邉：角田土地改良区の管理区域では従来から阿武
隈川の氾濫に悩まされていた歴史があり、「国営角
田農業水利事業」で平成７年度に完成した現在の「江
尻排水機場」を角田市から管理委託を受け管理して
います。その歴史有る角田土地改良区の排水係長を
任されていることは、責任の重さを痛感しながらも、
やりがいを感じています。
　現場の作業では、暗渠パイプが詰り、竹で突いた
り、ワイヤーを通してみたり、消防ポンプを使って
みたり試行錯誤を繰り返し、詰りが取れたとき「や
った、流れた～‼」と、みんなで喜びを合うのは最
高ですね～（笑）
―気分転換の方法はなんでしょうか
渡邉：最近ドライブくらいですかね、愛車は整備途

中で車屋に置きっぱなしですけど。
　全般的に乗り物を運転操作するのが好きなので、
仕事でもユニック車やバックホーを操作するのは長
時間で無ければ楽しいですね（笑）
―角田地区の自慢をお教えて下さい
渡邉：やっぱり、「国営角田農業水利事業」で造成
された「江尻排水機場」です。ポンプ口径2,600㎜
４台、排水量は毎秒62ｔで東北地方第１位、全国
でも５位の規模を誇っています。ちなみに昭和初
期に造成された「旧江尻排水機場」は1,220㎜６
台、1,320㎜３台、900㎜１台計９台で排水量は毎秒
33.36ｔ、当時は排水機場としては「東洋一」と言
われました。現在も市内の「江尻排水ポンプ展示館」
で旧機場の設備の一部などを展示しています。
　その他にも角田市には､「宇宙航空研究開発機構 
（JAXA）角田宇宙センター」が有る事から、ポン
プ展示館向側の台山公園内には「H－Ⅱロケット実
物大模型など」があり、展示室内は実物大の各種人
工衛星の模型やロケットエンジンの実物が展示され
てあります。他にも各種イベントも行っていますの
で、一度来て見て下さい。

―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。
　渡邉さんは、若くてフットワークが良いだけでは
なく、地域を守る使命感に燃えていると感じました。
　また、排水機場を維持管理する技術力を兼ね備え
た方です。
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。



◇紙面作成にあたり、名取土地改良区並びに角田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

○鏡石町田んぼアート
　福島県岩瀬郡鏡石町では、町制施行50周年を記念して、「田ん
ぼアート」を始めており、農業への理解や、町の活性化に役立っ
ております。
　「田んぼアート」とは、田んぼをキャンバスに見立てて、黄色
や紫色などの稲で巨大な絵を描くものです。
＜鏡石町HP　http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp＞
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