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　日頃より、会津北部土地改良区の事業推進にたい

して、多大なるご支援を賜り感謝申し上げます。

　当土地改良区は会津盆地の北部に位置し喜多方

市、北塩原村、会津坂下町、湯川村の１市１町２村

の4 ,783haの受益地と3 ,831名の組合員を持つ地区

であります。

　本地域は福島県内有数の水田農業地帯であります

が、水源である濁川、押切川、田付川、大塩川、姥

堂川の５河川はいずれも水量の不足から110余ヶ所

に及ぶ井堰、大平沼、関柴ダム外、大小30余ヶ所の

ため池郡と多数の揚水機等により辛うじて農業用水

の不足に対処しておりました。

　このような状況から、農業の近代化を図るよう圃

場整備事業を行うとともに安定した水源確保のため

国営かんがい排水事業によるダム・頭首工・幹線用

水路の新設・改修、併せて国営附帯県営かんがい排

水事業及び団体営事業等が計画され、昭和47年国営

農業水利事業が着工され、日中ダムをはじめ頭首工

４ヶ所、幹線用水路５路線の新設、既存の大平沼、

関柴ダムの取水施設等の改修、大平沼に農業用水を

利用し地区内施設の電気を賄い維持管理経費の節減

を図るため、国営農業水利事業による国内第１号の

大平沼小水力発電所及び水利施設を一体管理するた

めに中央管理センター等を建設して、平成３年度に

事業が完工したところです。

　しかし、国・県営事業等で造成された施設も、造

成後30年以上が経過した施設もあり老朽化が進行し

ております。そこで、平成24年度から国において調

査を進めてきた、国営かんがい排水事業｢会津北部

地区｣の平成28年度着工に向けて国・県並びに関係

市町村と連携しながら手続きを進めております。

　将来の会津北部地域農業の発展に寄与出来るよ

う、今後とも農業農村整備事業に邁進してまいりた

いと考えております。

土地改良区理事長訪問

会津北部土地改良区

理事長　穴
あな

　澤
ざわ

　　　晃
あきら

◇プロフィール◇

●昭和９年９月９日生まれ

●会津北部土地改良区理事 平成15年１月

●会津北部土地改良区庶務理事 平成18年１月

●会津北部土地改良区副理事長 平成21年１月

●会津北部土地改良区理事長 平成21年12月

●福島県土地改良事業団体連合会理事 平成27年４月

《趣　　味》　読書

《座右の銘》　「決断と実行」
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阿武調情報
○平成27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27年11月26日～27日の２日間、「平成27年度阿武隈管内（福島・宮城）土地改良情報連絡会」を福島
県福島市で開催しました。本会は、阿武隈管内（福島県全域・宮城県南部地域）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、両県土地改良事業団体連合会、関係市町村・土地改良区）の実務担
当者の他、東北農政局農村振興部設計課、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58名に
よる会議となりました。

【会議１日目】
　国、県、土地改良事業団体連合会の各担当から情報提供を行った後、土地改良区等からの土地改良施設の
管理、事業制度等に関する意見・要望等について意見交換会を行いました。

　　東北農政局　設計課………………平成28年度農村振興局関係予算概算要求の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　天候不順等に伴う緊急取水に係る河川協議の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年度の渇水状況　等
　　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　施設管理関係補助事業の拡充等について
　　　　　　　　　　　　　　　　　農業水利施設のストックマネジメントについて　等
　　福　島　県…………………………国営農地開発事業実施地区の土地利用状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　国営農地開発事業実施地区における「母畑地区イチジク実証ほ場」の
　　　　　　　　　　　　　　　　　取組みの具体例
　　宮　城　県…………………………宮城県の農業農村整備の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県における農業用水利施設等を活用した小水力発電及び太陽光発
　　　　　　　　　　　　　　　　　電の取組み状況
　　福島県土地改良事業団体連合会…水土里情報GISを活用した多様な取り組みについて
　　宮城県土地改良事業団体連合会…大規模災害時における（土地改良区）相互応援に関する協定書締結に
　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて
　　阿武隈土地改良調査管理事務所…新規事業制度等について
　　　　　　　　　　　　　　　　　河川協議関係連絡事項について
　　　　　　　　　　　　　　　　　各種情報の収集について　等

　　意見交換会　「土地改良施設の管理、事業制度等に関する意見・要望等について」

【会議２日目】
各土地改良区が抱える懸案事項等について、関係土地改良区、県及び阿武隈土地改良調査管理事務所の担当
者による個別打合せを行いました。

１日目　会議の様子
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阿武調情報
○新規着工予定地区の紹介　国営かんがい排水事業「会津北部地区」

事業計画のあらまし
　本地区は、福島県の喜多方市、耶麻郡北塩原村及び河沼郡会
津坂下町にまたがる、4 ,558ヘクタールの農業地帯です。
　本地区のかんがい用水は、国営会津北部土地改良事業（昭和
48年度～平成３年度）で整備された日中ダム等に依存し、八方
頭首工、下台頭首工、松野頭首工及び塩川頭首工により取水され、
幹線用水路等により供給されていますが、事業完了後20年以上
が経過し、施設の老朽化等による劣化が進行しており、農業用
水を安定的に供給するための維持管理に多大な費用と労力を要
している状況となっています。
　このため、老朽化した施設の改修等を行い農業用水の安定供給と施設の維持管理の費用と労力の軽
減を図り、農業生産性の維持と農業経営の安定に資することを目的とした国営かんがい排水事業への
移行を目指し、現在、土地改良法に基づく手続きを進めているところです。

■老朽化した施設■

会津北部地区

【水管理施設】
　耐用年数の超過により、用水管理施設の故障が
頻発し、安定した用水配分に支障を来しています。

【取水施設】
　凍結融解等により、コンクリートにひび割れ
が発生し、強度低下の進行が懸念されています。

【幹線用水路】
　継ぎ手部の劣化等により、管水路は水密性の
低下により漏水のリスクが高まっています。

【取水施設】
　経年変化により、鋼製ゲート類は腐食と水密ゴムの劣化が
進行し、堰上げ水位の確保に支障を来すおそれがあります。
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[事業計画の概要]
１．受 益 面 積� （単位：ha）

関係市町村 喜 多 方 市 北 塩 原 村 会津坂下町 合　　　計
受益面積 4,389 161 8 4,558

� H26年４月時点　
２．工 事 計 画

施　　設　　名 数　量 内　　　　　　　　　　容
①貯水池等

日中ダム 一式 取水設備管理橋の改修
大平沼取水施設 一式 取水塔、取水ゲート、導水路の改修等
関柴ダム取水施設 一式 斜樋工、取水ゲートの改修等

②頭首工
松野頭首工 一式 堰柱、エプロン、洪水吐の改修等
八方頭首工 一式 堰柱、エプロン、洪水吐の改修等
下台頭首工 一式 エプロン、洪水吐ゲート、取水工の改修等
塩川頭首工 一式 堰柱、エプロン、洪水吐ゲートの改修等

③幹線用水路 一式 ５路線の改修等
④水管理施設 一式 水管理システムの更新
⑤小水力発電施設 ２箇所 小水力発電施設の更新及び新設

３．総事業費と予定工期

総事業費（平成26年度単価） 予　　定　　工　　期
54億円 平成28年度～平成35年度（８年間）

　※　総事業費は物価変動等によって将来変動することがあります。
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阿武調情報
○新規着工予定地区の紹介　国営施設応急対策事業「名取川地区」

事業計画のあらまし
　本地区は、宮城県のほぼ中央に位置し、仙台市、名取市
及び岩沼市にまたがる2 ,653ヘクタールの水田地帯であり、
水稲を中心に、水田の畑利用による大豆、六条大麦、
はくさい等を組み合わせた農業経営が展開されております。
　本地区の基幹的な農業水利施設は、国営名取川土地改良
事業（昭和42年度～昭和60年度）により造成されましたが、
名取川頭首工においては、洪水吐ゲートの開操作中に
緊急停止する等の不測の事態が発生していることから、
平成25年度より原因究明等調査に着手しました。
　名取川頭首工は、躯体のひび割れや摩耗等による施設の性能低下も生じており、さらに、大規模
地震動に対して必要な耐震性を有していないことから、施設が損壊した場合、地域の経済活動や
生活機能に甚大な被害を及ぼすおそれがあります。
　このため、名取川頭首工の機能を保全するための整備と耐震化のための整備を一体的に行うことに
より、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の費用と労力の軽減並びに大規模地震の発生に伴う
被害の防止又は軽減を図り、農業生産性の維持及び農業経営の安定に資することを目的とした対策事業
への移行を目指し、現在、土地改良法に基づく手続きを進めているところです。

■名取川頭首工■

【堰柱のひび割れ】 【洪水吐ゲート主ローラの腐食】

宮城県

名取川地区

【洪水吐ゲートが開操作中に緊急停止】
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[事業計画の概要]
１．受 益 面 積� （単位：ha）

関係市町村 仙　台　市 名　取　市 岩　沼　市 合　　　計
受益面積 237 2,199 217 2,653

� H26年４月時点　
２．工 事 計 画

施　設　名 数量 内　　　　　　　　　　容

名取川頭首工 一式

◦取 水 口：ゲート設備の改修
◦取 水 堰：堰柱、エプロン、導流壁、ゲート設備の改修
◦附帯施設：魚道の改修
◦管理施設：操作室、操作設備、管理橋、管理棟、予備ゲート格納庫の改修

３．総事業費と予定工期

総事業費（平成26年度単価） 予　　定　　工　　期
21億円 平成28年度～平成33年度（６年間）

　※　総事業費は物価変動等によって将来変動することがあります。

国営施設応急対策事業「名取川地区」概要図

【名取川頭首工】
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阿武調情報阿武調情報

大規模地震に対する国営造成農業用ダムの耐震性能照査
　平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により東北地方は甚大な被災を受けました。そのた

め国営造成農業用ダムにおいて、大規模な地震が発生しても、ダム堤体に壊滅的な損傷が生じないか耐震

性能照査を実施しています。

　平成27年度は、羽鳥ダム、西郷ダム、深田調整池の３箇所を実施しています。

羽鳥ダム
位　　置：福島県岩瀬郡天栄村

ダム形式：中心遮水ゾーン型フィルダム

堤高・堤長・堤体積：37 .1ｍ・169 .5ｍ・318千㎥

有効貯水量／総貯水量：25 ,951千㎥／27 ,321千㎥

本体着工年度／完成年度：昭和25年度／昭和31年度

安全性評価の実施状況：平成25年度～平成28年度（予定）

西郷ダム
位　　置：福島県西白河郡西郷村

ダム形式：中心コア型アースダム

堤高・堤長・堤体積：32 .5ｍ・220ｍ・360千㎥

有効貯水量／総貯水量：3 ,064千㎥／3 ,299千㎥

本体着工年度／完成年度：昭和17年度／昭和30年度

安全性評価の実施状況：平成25年度～平成27年度（予定）

深田調整池
位　　置：福島県郡山市

ダム形式：中心コア型アースフィルダム

堤高・堤長・堤体積：55 .5ｍ・339 .6ｍ・1 ,179千㎥

有効貯水量／総貯水量：8 ,040千㎥／8 ,690千㎥

本体着工年度／完成年度：昭和50年度／昭和57年度

安全性評価の実施状況：平成25年度～平成28年度（予定）
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出典：「国営造成農業用ダム耐震性能照査マニュアル（平成24年３月）農林水産省農村振興局」からの抜粋

大規模地震に対する国営造成
農業用ダムの耐震性能照査の流れ

大規模な地震が発生しても、ダム堤体に壊
滅的な損傷が生じないことを照査する

＊耐震性能照査は、設計・施工内容の確認、機
能診断による健全性の確認を行った後に実施
する。

【３】

レベル２地震による堤体損傷の有無の評価

損傷しない

損傷する

【１】

各ダム地点でのレベル２地震動の想定

【４】

レベル２地震動による堤体損傷程度の評価

許容可能な堤体の損傷か？
許容できる

【５】

地震後の堤体
の安全性評価

【２】

レベル２地震時におけるダム堤体挙動の推
定（地震応答解析）

堤体は損傷するか？ 安全

耐震補強の検討

地震後に損傷は拡大しないか？

拡大しない
拡大する

許容できない

修復方法の検討
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阿武調情報

中央管理所　改修前

中央管理所　改修後

◦事 業 目 的
　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、郡山市外２市１町１村にまたがる水田約
9,570haの稲作を中心とした県内有数の農業地帯です。
　本地区の農業水利施設は、国営新安積土地改良事業（昭和16年度～昭和41年度）及び国営安積疏水土地
改良事業（昭和45年度～昭和57年度）により造成されたが、造成後、相当の年数を経過し、老朽化等によ
る機能低下が著しいことから、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、本事業において、貯水池、頭首工及び用水路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、農業生産の維持及び農業経営の安定に資するものです。

◦関係市町村：福島県郡山市、須賀川市、本宮市、安達郡大玉村、耶麻郡猪苗代町
◦受 益 面 積：水田　9,572ha
◦予 定 工 期：平成23年度～平成30年度（８年間）
◦事　業　費：24.1億円（H23当初）
◦主 要 工 事：深田調整池、上戸頭首工、熱海頭首工、水管理施設
　　　　　　　幹線用水路（上流部水路トンネル　4.4km）
◦事業進捗率：53.9％（平成26年度末現在）

安積疏水二期地区　概要図

上戸頭首工　改修前

◦過年度工事実施状況

○国営造成土地改良施設整備事業　「安積疏水二期地区」の概要

上戸頭首工　改修後

改修箇所
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地域情報

　明治12年国営第１号農業水利事業として水路、幹線支線127㎞が建設され明治15年に安積疏水が完成しました。
　以降４度の国営事業が施工され、現在５度目の国営造成土地改良施設整備事業安積疏水二期地区が執り行
われています。
　昭和46年、猪苗代湖より同じ施設を共有し水源を同じくした水系的な観点から新安積土地改良区、五百川
土地改良区を吸収合併し、一体化した安積疏水に水利権が許可され現在に至っています。
　平成16年、国営新安積農業水利事業により安積疏水管理用発電所が建設され、落差約90ｍを利用し小水力
発電を行い、維持管理の負担軽減に取り組んでいます。

阿武調管内の土地改良区をご紹介する「水土里ネット訪問」
第２回目は「水土里ネット安積疏水」をご紹介します

十六橋水門 幹線水路

上戸頭首工（安積疏水取水口）

安積疏水土地改良区の概要（H27 .４月時点）
◦土地面積　　8 ,641ha
　　　郡山市　6 ,110ha、須賀川市　1 ,679ha
　　　本宮市　　738ha、猪苗代町　　114ha
◦組合員数　　8 ,718名
　　　郡山市　5 ,837名、須賀川市　1 ,745名
　　　本宮市　　791名、猪苗代町　　 94名
　　　管　外　　251名
◦組　　織
　　　理　事　16名　　監　事　３名
　　　総　代　70名　　職　員　26名
◦主な管理施設
　　　頭首工・堰　　計47ヶ所
　　　用水路　198路線　473 .755㎞
　　　揚水機　13ヶ所
　　　ため池　５ヶ所
　　　　　　　（有効貯水量約880万トン）
　　　集中管理システム　一式
　　　　　　　　（用水管理施設　21ヶ所）
　　　管理用発電所　一式

安積疏水土地改良区管内図

安積疏水土地改良区
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～第12回施設めぐり健康ウォーク～
　平成27年10月18日㈰福島県会津美里町において、「第12回施設めぐり健康ウォーク」[主催：国営会
津南部地区管理体制整備推進協議会（水土里ネット会津大川）]が開催されました。
　このウォーキングは、農業用水及び地域用水として利用されている土地改良施設を地域住民に理解
してもらう為に実施されてきました。
　暑くもなく寒くもない絶好の散歩日和のもと、約110名の参加者が本郷運動場をスタートし、カワ
ラク水路→会津大川土地改良区事務所→せせらぎ公園管理棟→御用地分水庭→本郷発電所→水車の広
場を経由しゴール地点の本郷運動場まで延長７㎞無事完歩しました。
　各施設では土地改良区職員からの説明があり、２時間程度のウォーキングを楽しみました。

～「第４回　さくらと水辺の回廊」ウォーキング～
　平成27年４月18日㈯福島県郡山市田村町において、「第４回　さくらと水辺の回廊」ウォーキング［主
催：国営郡山東部地区管理体制整備推進協議会（郡山市東部土地改良区）］が開催されました。
　このウォーキングは、震災後の平成24年度から、“大切な水は、農地を守り、暮らしを守る”をテー
マに、農業水利施設の多面的機能と地域に与える効用の啓蒙普及等を目的に毎年実施されてきました。
　当日は晴天に恵まれ、遠くは福島市からの参加者を含めた103名（子供15名を含む）が参加しました。
ウォーキングコースは、73種類のサクラが植栽されている「郡山市東部森林公園」をスタートし、「金
沢調整池一周（施設見学）」～「森林公園内遊歩道」をゴールとする、総延長５㎞のコースです。途中、
国営農地開発事業　郡山東部地区（事業：Ｓ54～Ｈ16）で造成された、金沢調整池では、「施設概要
や土地改良によって整備された農業施設が暮らしに様々に機能している」等の説明があり、満開の桜
を見ながら約２時間歩きました。

地域情報
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～今年度の取組～
　実証ほに作付けしたイチジクは今年度で定植から４年目となり、３
年目の昨年から少量ではありますが収穫できるようになりました。
　阿武調では収穫物を対象として簡易な収量調査等を実施しており、
今年度は成木でない４年生ということもあり、県の経営指標の約10分
の１の収量でしたが、イチジクの盛果期は一般的に７～15年目とされ
ていることから、今後の収量増加に期待しているところです。

　また、平成28年２月には今後の販路確立
や産地化（定着・拡大）を目指し、地区内
生産者等を対象に、福島市内の醤油・味噌
醸造元視察や郡山市内の食品加工業者の講
話、JAの取組など、福島県内の加工、流通
等の事例について現地調査を行いました。

○母畑地区営農推進活動の紹介
　国営母畑地区は、昭和42年度から平成９年度まで国営総合農地
開発事業により農業生産基盤の整備がなされました。当地区では
整備された農地と施設を有効活用するため、関係機関が連携し、
地域に即した営農を推進・定着させることを目的とした「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（母畑PT）」（事
務局：阿武隈土地改良調査管理事務所）を平成19年度に設立し、
営農推進活動に取り組んでいます。

イチジク実証ほ事業について
　平成22年度からは「石川町耕作放棄地対策協議会」と連携して、交付金活用による耕作放棄地の解
消や特産品の開発を目指した取組を行っており、平成24年度にイチジク苗を石川町内の再生農地「実
証ほ場」（45a）に定植し、須賀川農業普及所指導のもと営農講習会を実施して、剪定、病害虫（カ
ミキリムシ）対策、収穫前管理等の営農支援活動を行っています。
　これまで、営農講習会以外の取組としても、平成23年10月に「イチジクアイディアレシピコンテス
ト」を行ったほか、優秀賞のレシピで加工品の試作を行ったり、平成26年２月には農家の方を集めて
６次産業化の勉強会なども行い、生産技術の確立、販路拡大に向けて取組を強化しています。

イチジクアイディアレシピコンテスト 営農講習会（剪定作業）

収穫を終えて
〈実証ほの簡易収穫量調査結果〉

１樹当たり平均着果数 平均果重 単収
実証ほ（H26） 70個 42ｇ 52㎏
実証ほ（H27） 130個 42ｇ 100㎏

目標値 200～300個 40～80ｇ 1，200㎏

※実証ほ単収は、平均着果数×平均果重×10ａ当たり植栽本数（17 .1）／1 ,000で算出
※目標値の単収は、福島県経営指標より

醸造元での説明 食品加工業者の講話

地域情報



◇紙面作成にあたり、会津北部土地改良区並びに安積疏水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

所在地及び連絡先
阿武隈土地改良調査管理事務所
〒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43号　平成28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

福島県産品　応援サイト 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

　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。

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

このパンフレットは環境に優しい
再生紙とインクを使用しています。

○奇祭・高田大俵引き
　１月９日㈯に福島県大沼郡会津美里町で行われた、“奇祭大俵引き”に行ってきまし
た。会津美里町の奇祭「高田大俵引き」は、四百年余りの伝統行事で会津地方でも最古
のものとされています。「福を引き込むように」との願いで町民が作った直径３メートル、
長さ５メートル、重さ３トンの大俵を引き子たちが紅白に分かれて引き合いました。
　商売関係者の紅組が勝てば「商売繁昌」で、農業関係者の白組が勝てば「五穀豊穣」
の幸運が授かると言われています。今年は、白組が２本先取し３年連続「豊作」の勝利
を飾りました。勝者の白組の若衆が大俵の上からまいた「福小俵」を小生もみごとゲッ
トし、幸運が授かればいいですね。


