
新規作物の導入と産地化 

盛岡南部地区・雫石川沿岸地区 
 も  り  お  か な  ん  ぶ 

国営施設応急対策事業 

〇地区概要  

 本地区は盛岡市、矢巾町及び紫波町にまたがる農地で、盛岡南部地区

（4,400ha）と雫石川沿岸地区（856ha）を合わせて4,514ha（重複742ha）が受益となっ

ています。 

 煙山
けむやま

ダム、鹿妻穴堰
かづまあなぜき

頭首工等の施設は、国営雫石川沿岸農業水利事業（S34～

S48）及び国営盛岡南部農業水利事業（H元～H13）により整備されました。 

 煙山ダムは、農業用水の安定供給のほか、洪水に対する機能を備えており、地域

の防災にも役立っています。今回の事業では、ゲート設備の更新や貯水池の堆砂

除去等を行います。 

 鹿妻穴堰頭首工は、盛岡市等の小学生が授業の一環として訪れる場所となって

おり、令和元年度は33校2,231人の小学生が訪れています。授業では、鹿妻穴堰

土地改良区の職員の方が、紙芝居「甚六の用水路～鹿妻穴堰ができるまで～」で、

現在の鹿妻穴堰頭首工の前身である鹿妻穴堰の歴史について話をされ、その後、

鹿妻穴堰頭首工の見学を行っています。今回の事業では、鹿妻穴堰頭首工の補

修や耐震対策の他、揚水機場、用水路及び水管理施設の改修を行います。 

 今年度は、西部用水路の改修、煙山ダムの堆砂除去工事に取りかかる予定として

おり、いよいよ工事が本格化します。 

  

都市近郊での産地直売等の取組 

 

輸出の取組 

 受益地の農産物の流通を担うＪＡいわて中央では、     

平成21年のタイ国へ向けたリンゴの輸出を皮切りに、

平成30年には厳しい検疫条件をクリアし、商業ベース

として日本初となるカナダへの輸出を開始しました。

現在はカナダ・ベトナム・タイ・バンコクの４ヵ国ま

で輸出先を拡大し、積極的に輸出事業に取り組んでい

ます。 

 ＪＡいわて中央管内のリ

ンゴ農家31経営体のうち３

経営体が輸出に取り組んで

おり、23ｔのリンゴがカナ

ダやベトナムに出荷されて

います。 

 ㈱JAシンセラ（JAいわて中央の100%子会社）が経営

する岩手県 大級の売り場面積を誇る産地直売所「サ

ンフレッシュ都南」では、約500名の生産者が持ち寄る

野菜や果物、生花、加工品が販売されています。ま

た、地元の野菜や果物を使用した食堂も併設され、盛

岡市中心部から車で30分以内の都市近郊施設として年

間約50万人に利用されて

います。消費者と地域を

結ぶ拠点としての役割を

担いつつ、農家の所得向

上にも繋がっています。 

 

カナダでのプロモーション活動 サンフレッシュ都南 

 しずく い し か わ え  ん が ん 

⿅妻⽳堰頭⾸⼯ 

輸出りんご 

煙⼭ダム 

「盛岡南部地区」 

関係市町：盛岡市、矢巾町、紫波町 

予定工期：平成30年度～令和７年度 

受益面積：4,400ha（用水4,400ha） 

     (水田4,166ha､畑234ha) 

主要工事： 

 鹿妻穴堰頭首工 

 [堰柱 の補修・耐震化、沈砂池・取付 

 水路の補修、管理棟の補修等] 

 西部揚水機場 

 [ポンプ設備の補修、電気設備の 

 更新、吐水槽の耐震化等] 

 鹿妻本堰、幹線用水路 

 [開水路の補修等] 

 鹿妻本堰用水路､西部用水路 

 [管水路の更新等] 

 水管理施設 

 [水管理施設の更新、建屋の補修] 

総事業費：40億円 

関係市町：矢巾町、紫波町 

予定工期：令和元年度～令和６年度 

受益面積：856ha（用水114ha、 

                      排水742ha）(水田856ha) 

主要工事： 

 煙山ダム 

 [貯水池の堆砂除去、ゲート設備の   

 更新、余水吐・取水・放流施設の補  

 修、管理施設の補修、網場・放流警  

 報設備の新設等］ 

総事業費：15億円 

【コラム】盛岡南部地区及び雫石川沿岸地区の営農展開  

 盛岡南部地区及び雫石川沿岸地区の営農は、水稲（うるち米／もち米）のほか、水田畑利用による小麦、大豆、

野菜類、畑でのきゅうりや、樹園地でのりんごを組み合わせた農業経営が展開されています。 

 受益地内では、農地の利用集積による経営規模の拡大や法人化などで経営基盤を強化しながら地域農業の担

い手として活躍する経営体や、実需者のニーズや高齢化が進む地域の実情を踏まえつつ収益性の向上に資する

新規作物を導入し産地化を実現した例、生産者の所得向上とともに消費者と地域を結ぶ拠点としての役割を果た

す産地直売所や高い栽培技術により生産される高品質な果実を海外に輸出する取組など、整備された基盤を活

用した多様な農業に係わる取組が展開されています（下記参照）。 

 国営事業は基幹的農業水利施設の整備を通じて、農業生産基盤を維持・形成し、受益地内における農産物の

生産をはじめとした農業の様々な取組を下支えしています。 

 
効率的かつ安定的な農業経営の展開 

  平成18年設立の集落営農組織｢上白沢営農組合｣が、

後継者不足や農業従事者の高齢化に対応するため、効

率的な営農と農業所得の向上を目指して、平成28年に

集落内農地の約６割を担う「農事組合法人みしま」と

して法人化しました。 

 現在は、農地中間管理管理事業も活用しながら、地

域の農地の集積・集約に取り組むとともに、機械の共

同利用によるコスト削減、

キャベツ、えだまめ等の高

収益作物の導入、法人自ら

による直売所の経営など、

地域農業を牽引する効率的

かつ安定的な農業経営を展

開しています。 キャベツの収穫作業 

 JAいわて中央では、実需者からの提案を契機に、高

収益かつ高齢者も栽培可能な作物として、イタリア料

理などで近年消費が伸びているズッキーニの産地化に

向けた取組を平成25年から行っています。 

 受益地の矢巾町では平成26年から本格的に栽培が始

まり、平成29年には17haの農地で160ｔが生産されてい

ます。なお、JAいわ

て中央管内の収穫量

は平成29年216ｔで、

東北管内で１位なっ

ており、実需者から

期待されるズッキー

ニの産地となってい

ます。 
ズッキーニ 

シンセラは、ラテン語で「誠実な、
正直な」を意味するsinceraに由来 

サンフレッシュ都南 

ズッキーニ 

輸出りんご 
輸出りんご 

⿅妻⽳堰頭⾸⼯⾒学会の様⼦ 

事業の概要 

「雫石川沿岸地区」 

令和２年度工事予定 
（西部用水路） 
（煙山ダム） 

盛岡南部地区・雫石川沿岸地区 受益地概要図 

～ 農事組合法人みしま ～ ～ ズッキーニの栽培 ～ 

～ サンフレッシュ都南 ～ ～ ＪＡいわて中央 ～ 

 
盛岡南部地区用水受益 

盛岡南部地区用水受益 

雫石川沿岸地区排水受益 

雫石川沿岸地区用水受益 
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新規作物の導入と産地化 

盛岡南部地区・雫石川沿岸地区 
 も  り  お  か な  ん  ぶ 

国営施設応急対策事業 

〇地区概要  

 本地区は盛岡市、矢巾町及び紫波町にまたがる農地で、盛岡南部地区

（4,400ha）と雫石川沿岸地区（856ha）を合わせて4,514ha（重複742ha）が受益となっ

ています。 

 煙山
けむやま

ダム、鹿妻穴堰
かづまあなぜき

頭首工等の施設は、国営雫石川沿岸農業水利事業（S34～

S48）及び国営盛岡南部農業水利事業（H元～H13）により整備されました。 

 煙山ダムは、農業用水の安定供給のほか、洪水に対する機能を備えており、地域

の防災にも役立っています。今回の事業では、ゲート設備の更新や貯水池の堆砂

除去等を行います。 

 鹿妻穴堰頭首工は、盛岡市等の小学生が授業の一環として訪れる場所となって

おり、令和元年度は33校2,231人の小学生が訪れています。授業では、鹿妻穴堰

土地改良区の職員の方が、紙芝居「甚六の用水路～鹿妻穴堰ができるまで～」で、

現在の鹿妻穴堰頭首工の前身である鹿妻穴堰の歴史について話をされ、その後、

鹿妻穴堰頭首工の見学を行っています。今回の事業では、鹿妻穴堰頭首工の補

修や耐震対策の他、揚水機場、用水路及び水管理施設の改修を行います。 

 今年度は、西部用水路の改修、煙山ダムの堆砂除去工事に取りかかる予定として

おり、いよいよ工事が本格化します。 

  

都市近郊での産地直売等の取組 

 

輸出の取組 

 受益地の農産物の流通を担うＪＡいわて中央では、     

平成21年のタイ国へ向けたリンゴの輸出を皮切りに、

平成30年には厳しい検疫条件をクリアし、商業ベース

として日本初となるカナダへの輸出を開始しました。

現在はカナダ・ベトナム・タイ・バンコクの４ヵ国ま

で輸出先を拡大し、積極的に輸出事業に取り組んでい

ます。 

 ＪＡいわて中央管内のリ

ンゴ農家31経営体のうち３

経営体が輸出に取り組んで

おり、23ｔのリンゴがカナ

ダやベトナムに出荷されて

います。 

 ㈱JAシンセラ（JAいわて中央の100%子会社）が経営

する岩手県 大級の売り場面積を誇る産地直売所「サ

ンフレッシュ都南」では、約500名の生産者が持ち寄る

野菜や果物、生花、加工品が販売されています。ま

た、地元の野菜や果物を使用した食堂も併設され、盛

岡市中心部から車で30分以内の都市近郊施設として年

間約50万人に利用されて

います。消費者と地域を

結ぶ拠点としての役割を

担いつつ、農家の所得向

上にも繋がっています。 

 

カナダでのプロモーション活動 サンフレッシュ都南 

 しずく い し か わ え  ん が ん 

⿅妻⽳堰頭⾸⼯ 

輸出りんご 

煙⼭ダム 

「盛岡南部地区」 

関係市町：盛岡市、矢巾町、紫波町 

予定工期：平成30年度～令和７年度 

受益面積：4,400ha（用水4,400ha） 

     (水田4,166ha､畑234ha) 

主要工事： 

 鹿妻穴堰頭首工 

 [堰柱 の補修・耐震化、沈砂池・取付 

 水路の補修、管理棟の補修等] 

 西部揚水機場 

 [ポンプ設備の補修、電気設備の 

 更新、吐水槽の耐震化等] 

 鹿妻本堰、幹線用水路 

 [開水路の補修等] 

 鹿妻本堰用水路､西部用水路 

 [管水路の更新等] 

 水管理施設 

 [水管理施設の更新、建屋の補修] 

総事業費：40億円 

関係市町：矢巾町、紫波町 

予定工期：令和元年度～令和６年度 

受益面積：856ha（用水114ha、 

                      排水742ha）(水田856ha) 

主要工事： 

 煙山ダム 

 [貯水池の堆砂除去、ゲート設備の   

 更新、余水吐・取水・放流施設の補  

 修、管理施設の補修、網場・放流警  

 報設備の新設等］ 

総事業費：15億円 

【コラム】盛岡南部地区及び雫石川沿岸地区の営農展開  

 盛岡南部地区及び雫石川沿岸地区の営農は、水稲（うるち米／もち米）のほか、水田畑利用による小麦、大豆、

野菜類、畑でのきゅうりや、樹園地でのりんごを組み合わせた農業経営が展開されています。 

 受益地内では、農地の利用集積による経営規模の拡大や法人化などで経営基盤を強化しながら地域農業の担

い手として活躍する経営体や、実需者のニーズや高齢化が進む地域の実情を踏まえつつ収益性の向上に資する

新規作物を導入し産地化を実現した例、生産者の所得向上とともに消費者と地域を結ぶ拠点としての役割を果た

す産地直売所や高い栽培技術により生産される高品質な果実を海外に輸出する取組など、整備された基盤を活

用した多様な農業に係わる取組が展開されています（下記参照）。 

 国営事業は基幹的農業水利施設の整備を通じて、農業生産基盤を維持・形成し、受益地内における農産物の

生産をはじめとした農業の様々な取組を下支えしています。 

 
効率的かつ安定的な農業経営の展開 

  平成18年設立の集落営農組織｢上白沢営農組合｣が、

後継者不足や農業従事者の高齢化に対応するため、効

率的な営農と農業所得の向上を目指して、平成28年に

集落内農地の約６割を担う「農事組合法人みしま」と

して法人化しました。 

 現在は、農地中間管理管理事業も活用しながら、地

域の農地の集積・集約に取り組むとともに、機械の共

同利用によるコスト削減、

キャベツ、えだまめ等の高

収益作物の導入、法人自ら

による直売所の経営など、

地域農業を牽引する効率的

かつ安定的な農業経営を展

開しています。 キャベツの収穫作業 

 JAいわて中央では、実需者からの提案を契機に、高

収益かつ高齢者も栽培可能な作物として、イタリア料

理などで近年消費が伸びているズッキーニの産地化に

向けた取組を平成25年から行っています。 

 受益地の矢巾町では平成26年から本格的に栽培が始

まり、平成29年には17haの農地で160ｔが生産されてい

ます。なお、JAいわ

て中央管内の収穫量

は平成29年216ｔで、

東北管内で１位なっ

ており、実需者から

期待されるズッキー

ニの産地となってい

ます。 
ズッキーニ 

シンセラは、ラテン語で「誠実な、
正直な」を意味するsinceraに由来 

サンフレッシュ都南 

ズッキーニ 

輸出りんご 
輸出りんご 

⿅妻⽳堰頭⾸⼯⾒学会の様⼦ 

事業の概要 

「雫石川沿岸地区」 

令和２年度工事予定 
（西部用水路） 
（煙山ダム） 

盛岡南部地区・雫石川沿岸地区 受益地概要図 

～ 農事組合法人みしま ～ ～ ズッキーニの栽培 ～ 

～ サンフレッシュ都南 ～ ～ ＪＡいわて中央 ～ 

 
盛岡南部地区用水受益 

盛岡南部地区用水受益 

雫石川沿岸地区排水受益 

雫石川沿岸地区用水受益 
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〇地区概要及び実施内容 

 本地区は一関市に広がる６４８haを受益地とし、前歴事業で造成された基幹的

な農業水利施設のうち、幹線用水路の漏水事故や、揚水機場のポンプ設備や受電

設備等の性能低下などが生じたため、施設の機能保全をするために整備を行って

います。 

 幹線用水路の漏水事故は、平成9年度から令和2年までに61カ所発生しました。

そのうち、国営事業開始前には岩手県がため池等整備事業及び県営かん排水事業

による改修、平成28年度国営事業着工後11カ所漏水事故が発生したものの、令和

2年度幹線用水路改修により完成します。 

 揚水機場及び受電設備の改修は令和2年10月工事着手、水管理施設は令和3年度

発注を予定し、揚水機場及び水管理施設の動作確認も含め、令和4年9月末までに

完成予定です。  

国営施設応急対策事業 須
す

 川
かわ

 地 区 
事業の概要 

「須川地区」 

予定工期：平成28年度～令和4年度 

受益面積：648ha(水田432ha、畑216ha) 

主要工事： 

第1揚水機場 

[ポンプ設備・建屋・吐水槽等の補修、   

 電気設備の更新] 

第1号幹線用水路 5.6km 

[管水路の更新、水管橋・調整池の補修] 

水管理施設 一式 

[水管理設備の更新、建屋の補修] 

総事業費：43億円 

第１揚水機場 

電気設備 

北上川 

吐水槽へ 

 

 

須川地区 営農状況 
前歴事業 

工期：昭和45年度～昭和62年度 

受益面積： 

 農地造成489ha、区画整理189ha 

主要工事： 

 揚水機場4カ所、排水路13.7km 

 道路106.9km 

総事業費：118.5億円 

国営総合農地開発事業「須川地区」 

第1号幹線用水路 

(管水路)施工状況 

取水口・土砂止ゲ-ト 

・スクリ-ン 

スクリ-ン 
流入ゲ-ト 

第1揚水機場 

須川地区 受益地 概要図 

第１号幹線用水路 国道 号横断部水管橋補強  

 

第１号支線用水路 大船渡横断部水管橋補強  

改修前  大船渡方面から一関方面望む 改修前  下流から上流を望む 改修後  上流から下流を望む 落橋防止含む耐震補強 

 第14号空気弁周辺 

FRPM管デ-タ測定中 

稲刈り作業 

(水田標準区画 20m×150m=30a) 

調整池 

第1号幹線用水路調整池等を空撮 

第４揚水機 

中央管理所 

吐水槽 

送水管 

第１揚水機場 

受電設備 
第１揚水機場の現況（地下４階） 

66,000V特別高圧受電設備の内部現況 
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 本事務所では、以下の体制で業務に取り組んでいます。 

 
所  長 

 
次  長 

 環境調査 

専門官 

 調査計画 

専門官 

 保全整備 

専門官 

 施設監視 

専門官 

 施設復旧対策 

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 

 宮城支所 
（宮城県大崎市） 

 須川支所 
（岩手県一関市） 

○人事、文書、会計、福利 

 厚生等の事務 

○経費、予算、契約の事務 

   

○調査計画に関する企画、 

 関係機関との連絡調整 

○水利権に関する協議調整 

○工事・業務の発注に関す 

 る事務 

○用地・管理に関する事務 

   

○土地利用計画・営農計画  

 の作成、経済効果算定等 

○事後評価 

  

○事業実施に関する調査計 

 画並びに着工に向けた全 

 体実施設計 

  

【 業 務 概 要 】 

○国営造成施設の保全に必 

 要な調査・監視、機能診 

 断等 

○国営造成施設の防災に関 

 する情報収集等 

   

○国営造成施設のうち、緊 

 急に補修が必要な施設に 

 関する調査及び工事実施 

 

○宮城県下における調査計 

 画並びに着工に向けた全 

 体実施設計 

 

○国営須川地区によって造 

 成させた施設の保全に関 

 する設計、整備の実施 

 事務所の発足当時(S45.4)は、

所長・庶務課・調査課の２課体制

でした。 

 その後、S55に宮城支所、H元に

計画課、H16年に保全対策課

（H22年に企画課へ再編）、H20

年に保全技術課（H22年に保全計

画課へ再編）、H23年に保全整備

課を新設、H28年に須川支所を新

設し、現在の体制となりました。 

組織の変遷 
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令和２年１２月発行 

事務所所在地及び連絡先 

 北上土地改良調査管理事務所 

住所 〒020-0023  
   岩⼿県盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎3階 
電話 019-613-2533（代表） 
FAX 019-654-0271 

宮城支所 

須川支所 

住所 〒029-3105   
   岩⼿県⼀関市花泉町涌津字⼀ノ町29 
   ⼀関市役所花泉⽀所3階 
電話 0191-48-5222 
FAX 0191-36-1622  

住所 〒989-6143 
   宮城県⼤崎市古川中⾥5丁⽬15-50 
電話 0229-24-1630 
FAX 0229-22-6314 

北上土地改良調査管理事務所ホームページでは、北調管内の四季の写真や実施地区の概要等を掲載しておりますので、 

そちらもご覧いただけると幸いです。 

（ＵＲＬ） 
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北上調査 




