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ストックマネジメントストックマネジメント

1．はじめに

　本稿で紹介する吉井川地区は，岡山県の東部を
南流する吉井川の中流部から下流部に広がる地域
で，江戸時代初期から，稀代の名君といわれ農地・
農民政策に情熱を注いだ岡山藩主池田光政及びそ
の嫡子綱政，これら親子に仕えた津田永忠とその
腹心で普請奉行の田坂与七郎，近藤七助らにより，
堰，水路など農業水利施設の造成及び河口での大
規模な新田開発が行われ，今日の実り豊かな地区
の基礎が築かれた。
　本稿では，江戸時代に造られた施設を礎にしつ
つ，高度成長期を中心とした農業を取り巻く状況
変化に対応するべく実施された国営吉井川土地改
良事業（国営かんがい排水事業）及び礎となった
農業土木遺産並びに，先の事業において造成され
た農業水利施設の経年に伴う不具合，劣化等の性
能低下に対し，これら施設の機能を保全するため
の整備を行う国営施設機能保全事業「吉井川地区」
の概要について紹介させていただく。

2．吉井川地区の概要

（1）吉井川の概況

　取水源である吉井川は，旭川，高梁川とともに
県下三大河川の一つに数えられ，流路延長は約
131 ㎞，全支流を合わせた総延長は約 701 ㎞，流
域面積は約 2, 110 ㎢である。上流部から数多くの
支流を合流し，和気郡和気町において新田原井堰

（河口から 32. 5 ㎞）地点に達し，その後備前市坂
根の坂根合同堰（河口から 17. 4 ㎞）を通過，こ
の付近より左右両岸に邑久・上道の大平野が展開
し，さらに流れは南下を続けて裸祭りで有名な西

大寺に至り鴨越堰（河口から 7. 4 ㎞）を経て最下
流で左岸から干田川，千町川を合流したのち児島
湾に流入する。

（2）地区農業の概要

　本地区は，農地 5, 502 ha を受益とし，年平均
気温約 15℃の温暖な気候のため稲作には最適の
地帯であるが，年降水量は 1, 150 ㎜程度と少ない。
地区では，水稲のほか大豆・小麦・ビール麦（二
条大麦）・はくさい・キャベツ・ぶどう等が栽培
されている。また，代かきを行わずに耕した水田
に種子を播く乾田直播が多く地区全体では水稲作
付けの約 3 割を占めている。

3．国営吉井川土地改良事業（国営かんが
い排水事業）の概要

（1）事業化の背景及び事業概要

　吉井川の自然流量は豊富であるが，流量は豊渇
の差が大きく渇水期には用水不足，豪雨時には排
水不良を来す。また，吉井川下流の農業は，高度
成長期を中心として他産業の急激な発展に押さ
れ，裏作の減少，兼業農家の増加等農業構造の脆
弱化により低迷が続き，このような状況を打開す
るためには，300 年来の古いかんがい施設を更新
して近代的な農業生産基盤の整備を行い，用水配
分の合理化により用水の安定供給を図ることが求
められた。
　このため，吉井川にある旧堰（田原井堰，坂根堰，
吉井堰）を撤去・合口し 2 つの頭首工（新田原井
堰，坂根合同堰）を設置するとともに，幹・支線
水路の新設・改修を行うもので，昭和４5 年度に
事業着手し，昭和 63 年度に完了した（図－ 1）。
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　本事業の関係市町は，岡山市，備前市，瀬戸町，
熊山町，和気町，牛窓町，邑久町，長船町の 2 市
6 町である。（市町名は合併前のもの）
　受益面積は，水田 5, 723 ha，畑かん 1, 208 ha　
計 6, 931 ha。
　総事業費は，約 351 億円である。
主な造成施設の概要は次のとおりである。
①新田原井堰
　地区の最上流に位置する頭首工。旧堰である田
原井堰に代わる施設で，田原用水，和気用水の取
水を確保するとともに，200 万㎥の貯水量を確保
し，地区内の必要水量が不足する場合に補給を行
う施設であり，規模は以下のとおりである（写真
－ 1）。
　堰高 8. 2 m，堰長 220 m，調節ゲート；幅 40. 4
ｍ× 2 門，洪水吐ゲート；40 . 4 ｍ× 3 門，有効

貯水量 200 万㎥
　なお，国営事業完了後，県営かんがい排水事業
により，小水力発電（最大出力 2, 400 kW，H 15
供用開始）が設置されている。
②坂根合同堰
　地区の中流部に位置する頭首工。旧堰である
坂根堰，吉井堰に代わるもの（合口）で，大用水，
倉安川用水の取水を確保する施設である。また，
流水の正常な機能の維持（60 万㎥）及び都市用

図－ 1　事業概要図

写真－ 1　新田原井堰（下流側）
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水（上工水；100 万㎥）の機能を併せ持つ共同施
設であり，規模は以下のとおりである（写真－ 2）。
　堰高 4. 9 m，堰長 279 m，土砂吐ゲート；幅
30 m × 1 門，幅 20 m × 1 門，洪水吐ゲート；
42 m × 5 門，有効貯水量 160 万㎥
③用水路，揚水機場
　開水路については，既設の用水路の改修を基
本とし，これに新たに設置する畑かん専用水路

（管水路）を接続した用水系統となっている。国
営事業の対象は，和気，田原，大（邑久用水含む），
倉安川（二股用水含む），樋ノ口の 5 用水と，こ
れら用水から揚水機場を介して延びる基幹的な
畑かん専用水路等であり，延長等は以下のとお
りである（写真－ 3）。
　幹線用水路総延長；約 49 ㎞，畑かん専用水路
総延長；約 24 ㎞，畑かん揚水機場；5 箇所（浮
田玉井，邑久牛窓，太伯朝日，弁天，福谷（加圧
機場））
　※浮田玉井揚水機場は倉安川用水系統，他の機
場は大用水系統
　また，5 用水の最大取水量は，以下のとおりで
ある。
　和気用水；0. 443 ㎥ /s，田原用水；4. 300 ㎥ /s，
大用水；14. 479 ㎥ /s，倉安川用水；3. 218 ㎥ /s，
樋ノ口用水；4. 186 ㎥ /s

4．地区内の主な農業土木遺産

　現在の施設の基となった旧施設や水管理の方法
等について知ることは，施設の補修・更新や水管
理の適正化・効率化を進めていくにあたり，関係
改良区や農家の理解を得ていく上で有益である。
　ここでは，その主なものについて紹介する。

（1）田原井堰

　現在の新田原井堰の場所に，堰長 488 m，堰
幅 36 m，約 6 万 2 千個の巻石（重さ 1 t 以上も多
数，後方の捨石等も含め全体で約 26 万㎥）がぎ
っしり敷き詰められた斜堰で，元からあった旧田
原井堰を津田永忠が当地の郡代に就任（天和 2 年

（1682））したのち，基金運用（社倉米制度）の改
革による財源確保（特別会計扱い）と体制整備（人
材掌握）を背景に改築し，大規模な堰となったも
のである。田原井堰からは，和気用水（左岸側）
及び田原用水（右岸側）から吉井川地区の受益地
に水を引いている。堰改築は，大河に石を堰上げ
ていく大変な難工事であったが，優秀な石工集団
あるいは門外不出の秘法を用いることで成し遂げ
られたものである（写真－ 4, 写真－ 5）。

写真－ 2　坂根合同堰（下流側） 写真－ 3　大用水（上流部付近）
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（2）田原用水

　田原用水は，吉井川中流（和気町）に築かれた
田原井堰（現新田原井堰）右岸から取水し，上流
から和気町，熊山町（現赤磐市），瀬戸町（現岡
山市）をかんがいしており，延長は 20 ㎞にわた
り約 600 ha の農地に水を供給している。用水が
目的地まで完成したのは元禄 10 年（1697）であ
るが，途中には，小田川の横断「石の懸樋」，大
岩壁の掘り抜き「百間の石の樋」，丘陵地分水界
の「切抜」と多難な箇所が続いた。「石の懸樋」
は，全長 13 m，幅 3. 2 m の石造水路橋で，津田
永忠が招いた上方職人河内屋治兵衛を頭領とする
石工集団の高度な石材加工技術により築造され
た。石の接合と漏水防止に効果を発揮した特別製
の漆喰は，焼き砕いた貝殻（石灰）や塩（にがり）
を松脂で練り込んだとみられ，撤去されるまでの
約 300 年間剥離が生じなかった。また，橋脚基礎

部は，礎石の下に板材，柱材を敷き並べ，軟弱な
泥土の上に橋脚を浮かせた構造とすることで沈下
や横ずれ，防震等を考慮するなど当時の最高水準
の技術が駆使されている。また，硬い岩盤を掘削
して造られた「百間の石の樋」（延長 180 m）は，
岩の上に種油を流して燃やし，岩を脆くして掘り
進めたと言われている（写真－ 6, 写真－ 7）。

（3）大用水

　大用水は，坂根堰（現坂根合同堰）左岸から
取水し，邑久町千町平野，幸島新田を中心に延
長約 20 ㎞，約 3, 000 ha の農地を潤す用水である
が，元々は坂根堰とあわせ最下流部での新たな開
拓地（干拓地）である幸島新田のかんがいのため
に計画された水路である。大用水は，既設用水を
延長するとともに幅員拡張を行うことで，貞享 2
年（1685）に完成した。地区内では，上流で利用

写真－ 4　田原井堰（写真奥が上流） 写真－ 5　完成直前の新田原井堰と撤去前の田原井堰（写真
奥が上流）

写真－ 6　石の懸樋（田原用水水路橋）往時（S58） 写真－ 7　硬い岩壁を削って造られた百間の石樋
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した用水が下流でも有効利用（反復利用）できる
よう既存の自然河川（排水河川としての機能が主）
である干田川，千町川等と人工用水路を機能的に
連結させた水利用方式を創り出し，新田開発と相
まって生産機能の大幅な向上を果たした。この相
互の間に存在する用排水の関連は，そのまま地域
の用水形態と結びついている。大用水上流の地域
では，水路が地域内の高地部を流れることにより
自然取水によるかんがいが容易に行えるが，排水
河川として地域内の最低部を流れる干田川，千町
川では，樋門の操作による水位上昇によって，始
めてかんがいが可能となる。
　現在では，下流部まで大用水の水がそのまま届
けられるものの，取水が集中する時期には番水制
による取水や樋門，ポンプを利用した反復水利用
の形態を残している。

（4）倉安川用水

　吉井堰（現坂根合同堰）右岸から取水する倉安
川用水は，その下流にある倉田新田の用水である
と同時に，吉井川と旭川を結ぶ運河の役目も持つ
ものとして江戸時代に築造された。現在でも，坂
根合同堰下流右岸に旧水門（閘門）が残っており，
現存する閘門式水門としては日本最古と言われて
いる。倉安川用水は，用水としても運河としても
大きな役目を果たしてきたが，倉安川用水の主た
る役割が新田用水であったため，水運が制約され
ていた面があるが，やむを得ないことであった（写

真－ 8, 写真－ 9）。

5．国営施設機能保全事業「吉井川地区」
について

　先の国営事業により造成された農業水利施設
は，工事完了から約 40 年から 20 年が経過し，経
年に伴う性能低下が生じており，農業用水の安定
供給に支障を来すとともに，施設の維持管理に多
大な費用と労力を要することとなっている。
　これらの課題を解消するためには，施設の更新
等が必要であるが，同様な事態が全国的に見られ
る現状にあっては，各地区の社会資本の整備に充
てられる財源は限られている。また，農業情勢は
依然厳しく，維持管理費に係る負担軽減が不可欠
である。このため，ストックマネージメントの手
法（※農業水利施設の定期的な機能診断に基づく
機能保全対策を通じて，既存施設の有効活用や長
寿命化を図り，ライフサイクルコストを低減する
ための技術体系及び管理手法）を反映した施設長
寿命化計画を核とする国営施設機能保全事業に着
手することとしたものである。
　以下においては，国営施設機能保全事業「吉井
川地区」の概要を記すとともに，施設機能診断結
果による施設の現状並びに，本事業の計画・実施
の核である施設長寿命化計画の概要を示す。

写真－ 8　倉安川吉井水門（二の水門）；県史跡 写真－ 9　現在の倉安川用水と周辺状況
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（1）国営施設機能保全事業「吉井川地区」の概要

○事業の目的
　本事業において基幹的な農業水利施設の機能を
保全するための整備を行うことにより，施設の長
寿命化，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を図り，農業生産性の維持及
び農業経営の安定に資するものである。
○関係市町（旧国営事業に同じ）
　岡山市，備前市，瀬戸内市，赤磐市，和気郡和気町 
○事業工期　H 25 年度～ H 32 年度（予定）
○総事業費　95 億円
○受益面積　5, 502 ha（田 4, 867 ha，畑 635 ha）
○工事計画
　頭首工（改修）2 箇所（新田原井堰水管理制御
施設含む），揚水機場（改修）4 箇所
　用水路（改修）7. 9 ㎞，水管理施設（改修）1
箇所（図－ 3）

（2）施設の現状

　農林水産省では，平成 18 年度からストックマ
ネージメントの一環として，施設の機能診断の取
り組みを本格化した。このため吉井川地区におい
ても，国営造成水利施設保全対策指導事業（H 18
～ H 23 年度）により基幹水利施設の網羅的な機
能診断を行った。現在では，国営施設機能保全事
業のソフト事業の中で機能診断を行うのが通常で
あるが，事業制度創設が平成 23 年度ということ
もあり，先の国営造成水利施設保全対策指導事業

（H 18 ～ H 23 年度）での機能診断結果をもとに
施設の状況を整理した。これについて以下に示す。
　但し，今後も引き続き機能診断を行いながら事
業実施を進めていくので，その時点の診断結果に
より，施設状況（健全度レベル）を見直すことと
している。

図－ 3　国営施設機能保全事業「吉井川地区」事業概要図
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1）頭首工（新田原井堰）
　土木施設は，堰柱にはひび割れなどの劣化はみ
られない。護岸工には局所的に温度収縮によるひ
び割れや目地部のズレがあるが，緊急に対策を要
する箇所はない。
　ゲート設備のうち，扉体やワイヤーロープなど
は定期的な点検整備により良好な状態が保たれて
いるが，ローラー部は，腐食が進行し，開閉装置
の電動機は耐用年数を超過している。
　ポンプ設備は，耐用年数に近づき，電気設備は
耐用年数を超過し，更新の必要な機器がある。
　また，新田原井堰水管理制御施設は，耐用年数
が超過しており，経年に伴う性能低下が進行して
いることに加え，生産中止品の機器であり，予備
品の入手等，故障時の対応が不可能な状況である

（写真－ 10, 写真－ 11）。
2）頭首工（坂根合同堰）
　頭首工本体は，国土交通省が適正に管理してい
る。土地改良区は，農水の取水に係る施設を管理
している。

　坂根合同堰取水口ゲート設備のうち，扉体やワ
イヤーロープなどは定期的な点検により良好な状
態が保たれているが，ローラー部は，腐食が進行
し，開閉装置の電動機は耐用年数を超過している

（写真－ 12, 写真－ 13）。
3）揚水機場
　ポンプ設備は，耐用年数に近づき，電気設備は
耐用年数を超過し，補修，分解整備，更新の必要
な機器がある（写真－ 14, 写真－ 15）。
4）用水路
　開水路は，大用水路で構造的に不安定な事象や
構造的変状が確認された一部区間では早急な対策
が必要であるが，開水路全体としては，摩耗がみ
られる他，クラック等が確認される程度で全体とし
ての状態は良い。また，畑かん専用水路（管水路）は，
局部的な発錆はあるものの，全体的に状態は良い。
　一方，開水路の付帯施設であるゲート設備や畑
かん専用水路の付帯施設である弁類等は，発錆等
劣化が進行しており，補修及び更新が必要なもの
が多数ある（写真－ 16 ～写真－ 18，図－ 4）。

写真－ 10　洪水吐ゲートローラ部
の状況

写真－ 11　水管理制御施設（操作卓，グラパネ）

写真－ 12　大用水取水ゲート 写真－ 13　大用水取水ゲート巻上げ機
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写真－ 14　浮田玉井揚水機場（内部） 写真－ 15　太伯朝日揚水機場（内部）

写真－ 16　開水路のひび割れ，剥離の状況 写真－ 17　畑かん専用水路制
水弁

（大用水上流部）
　豪雨により側壁の倒壊が過去 3 回発生している。
倒壊箇所は復旧されたが，同様な構造の隣接する未
対策区間について浮上による倒壊が懸念される。周
辺には住宅が近接しており，事故時の影響が大きい
区間のため，浮上防止対策が必要。

（大用水下流部）
　厚い軟弱地盤の上に設置されているため現在も沈
下が進行しており，側壁の倒壊が懸念されている。
豪雨時には沈下による壁高不足により溢水被害が生
じている。民家の隣接，主要道路の併走区間であり，
対策が必要。

写真－ 18　過去の側壁倒壊状況

図－ 4　水路変状イメージ図
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5）水管理施設（農業用水管理所）
　水管理施設（農業用水管理所）は，耐用年数を
超過しており，経年に伴う性能低下が進行してい
ることに加え，生産中止品の機器であり，予備品
の入手等，故障時の対応が不可能な状況である（写
真－ 19）。

（3）施設の長寿命化に関する基本方針

　平成 23 年度までの施設機能診断結果及び各施
設の機能保全計画をもとに，平成 24 年度に関係
土地改良区，農業者，学識経験者，関係行政機関

（県，市町，農政局）で組織された「吉井川地区
施設長寿命化計画検討協議会」において，施設長
寿命化計画を策定。
　施設長寿命化計画は，継続的に行う施設の機能
診断結果を踏まえ概ね 5 年毎に見直す。
1）基本理念
　新田原井堰をはじめとする吉井川地区の農業水
利施設は，農業生産の基盤となる重要な社会資本
であるとの認識に立ち，今後直面する施設の老朽
化に対して，コスト縮減の観点から既存施設の機
能を安定的に発揮しつつ長寿命化（有効利用）を
図るため，一部施設機能の喪失に伴う全面的な更
新整備を行うのではなく，部分的に機能低下が見
られる範囲に対し事前に手当を施す予防保全対策
を行うことにより，農家はもとより地域にとって
も有利となる施設の保全管理を推進する。
　このため，リスク管理を行いつつ，施設のライ

フサイクルコストを低減し，施設機能の監視・診
断，施設の補修，改修等を機動的かつ確実に行い，
施設機能が長期間にわたって安定的に発揮するこ
とを目指す。
2）基本方針
①土木施設（頭首工・揚水機場・用水路）
　漏水・破損事故のリスクを踏まえ，施設の重要
度に応じた機能診断を定期的に行い，劣化要因と
地域特性や劣化メカニズムに基づく性能低下予測
を行った上で，施設の機能低下を抑制又は機能回
復を図るための予防保全対策を適時適切に実施す
る。
②機械設備（貯水池・頭首工・揚水機場）
　施設の使用頻度，劣化状況，故障の発生等，施
設状況の継続的な監視を行い，重要度や影響度も
加味した上で，実施時期や実施内容を検討する。
維持管理を適切に実施して可能な限り施設の有効
活用を図る。
③電気設備（頭首工・揚水機場・水管理施設）
　耐用年数を超過しているものは全面的に更新す
ることを基本とするが，他の施設と一体的に更新
した方が有利な場合で継続可能なものは，監視し
ながら可能な限り更新時期を延伸させる。また，
更新後においては，耐用年数の経過年を目途に，
施設の劣化状況やその時点の水管理施設，電気設
備関係の機能保全技術の向上も踏まえ，予防保全
対策を実施する。

写真－ 19　農業用水管理所水管理施設（グラパネ）
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（4）施設の長寿命化に関する方策

1）機能保全対策の概要
①土木施設
○揚水機場
　建屋については，構造上問題となる変状は起き
ていないが，屋根防水及びひび割れの補修等を行
い，劣化の進行を抑制する。
○用水路
　開水路については，ひび割れ（0. 4 mm 以上の
もの及び ASR によるもの）を対象にひび割れ補
修を行い，劣化の進行を抑制する。なお，大用水
路で構造的に不安定な事象や構造的変状が確認さ
れた区間については，早急な対策が必要であるた
め，改築・補強を行う。
　開水路の附帯設備であるゲート等については，
経年劣化が見られるため，補修・更新を行う。
　畑かん専用水路の管水路（本体）については，
機能診断の結果，腐食は認められず管厚も規格値
以上で劣化が認められなかったこと，造成してか
ら現在まで事故の発生もないことから，当面は継
続監視とする。
　畑かん専用水路の管水路の附帯設備である弁類
等については，経年劣化が見られるため，更新を
行う。
　調整池（ファームポンド）については，構造上
問題となる変状は起きていないが，屋根防水及び

ひび割れ補修等を行い，劣化の進行を抑制する。
②機械設備
　新田原井堰，坂根合同堰取水口，揚水機場にお
ける機械設備については，定期的な補修，分解整
備により長寿命化を図る。
③電気設備，水管理施設
　早急な対応が必要な新田原井堰の水管理制御施
設及び農業用水管理所の水管理施設は，優先的に
更新を行い，揚水機場における電気設備について
も，定期的な更新を行う。

（5）施設機能監視の考え方

1）施設機能の監視について
　既往の施設機能診断結果等により監視計画を策
定する。（監視方法は踏査，簡易測定等による簡
易調査を基本とする。）
　各施設の変状や不具合等の機能低下等を早期に
把握するために必要な頻度とする。
　監視結果や対策の実施内容を踏まえ，必要に応
じ監視計画を見直す。
　施設機能の監視（監視計画の作成，機能診断，
調査）の実施は，原則として施設管理者等の協力
を得ながら国が主体となって行う。
2）監視計画の作成
　各施設の機能低下の状況把握，施設の劣化要因
の推定結果を踏まえ，機能保全対策前，対策中，

（実施時期のおおむねの見通し）
　対策スケジュールから実施時期の概ねの見通しを整理すると次のとおりである。

時　　期 内　　容
平成 25 年度～平成 27 年度

（事業前期）
　新田原井堰のゲート設備の補修及び水管理制御施設の更新，農業用水管理所の水管理
施設等の更新を行う。

平成 28 年度～平成 32 年度
（事業後期）

　新田原井堰のゲート設備の補修，ポンプ設備の分解整備，弁類等の更新，電気設備の
更新，自家発電設備の更新等を行う。
　坂根合同堰取水口ゲート設備の補修を行う。
　揚水機場のポンプ設備の分解整備，弁類等の更新，電気設備の更新，建屋の補修を行う。
　用水路の一部区間について改築・補強を行う。また，開水路のひび割れ補修，ゲート
等の付帯設備の補修・更新を行う。畑かん専用水路の弁等の付帯設備の更新を行う。

平成 33 年度～平成 52 年度

　定期的に機能診断を行い，必要な対策を適時適切に実施する。必要があれば，施設長
寿命化計画の見直しを検討する。新田原井堰ゲートの開閉機本体，同機側操作盤，ポン
プ本体，電気設備，水管理施設，用水路の付帯施設の更新等や用水路（サイホン）の改
築等が想定される。

平成 53 年度～平成 72 年度
　定期的に機能診断を行い，必要な対策を適時適切に実施する。必要があれば，施設長
寿命化計画の見直しを検討する。新田原井堰ゲートの開閉機の電動機，同機側操作盤，
ポンプ設備の弁等，電気設備，水管理施設，用水路の付帯施設の更新等が想定される。
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対策後の各段階において，施設機能を監視するた
め，対象施設や頻度等を定めた「監視計画」は以
下を基本として策定する。

（対策前）
　既往の施設機能診断結果から，老朽化の程度が
著しい施設は，事業着手段階で機能診断を実施す
る。それ以外の施設は，日常管理をしている土地
改良区や農業者，さらに岡山県，関係市担当者等
からの情報等を踏まえて，年 1 回程度の外観目視
を主体とした調査を行う。

（対策中）
　外観目視を主体とした調査を行う。（年1回程度）

（対策後）
　【新田原井堰土木施設，用水路】

　新田原井堰の土木施設は 1 年に 1 回程度の頻
度を基本として外観目視を主体とした調査を行
う。
　幹線水路において開水路は 2 年に 1 回程度，
管水路は 5 年に 1 回程度を基本として，重要度
の高い施設は頻度を上げて近接目視を主体とし
た調査を行う。

　【機械設備，電気設備，水管理施設】
　2 年に 1 回程度の頻度を基本として，重要度
の高い施設は頻度を上げて，国が主体的に関わ
り，必要に応じて専門業者による施設診断を行
う。

※いずれも，機能低下の傾向に応じて，適宜調査頻度
を調整することとする。

（6）施設長寿命化の推進体制

1）関係機関との連携方針
　吉井川下流土地改良区，砂川右岸土地改良区，
山南土地改良区，行政機関（岡山市，備前市，瀬
戸内市，赤磐市，和気郡和気町，岡山県），中国
四国農政局（中国土地改良調査管理事務所）が連
携して長寿命化計画に基づく対策等を推進する。

具体的には，毎年度，監視計画等の内容，機能保
全対策の実施時期等について調整し，対策の円滑
な推進を図る。
2）第三者委員会の活用
　本計画の見直しにあたっては，吉井川下流土地
改良区，砂川右岸土地改良区，山南土地改良区，
農業者，学識経験者，行政機関 ( 岡山県他関係市
町 ) により組織された「吉井川地区施設長寿命化
計画検討協議会」において，技術的な課題や施設
管理上の課題等を検討するものとする。

6．おわりに

　これまでの主流であった建設事業完了から耐用
年数を機に施設を全面的に作り替える事業ではな
く，施設の機能低下が見られる範囲に対し予防保
全対策の実施により施設の長寿命化を図る国営施
設機能保全事業は，現在の社会・農業情勢を反映
した事業と言える。また，施設長寿命化計画策定
にあたっては，実際に施設の管理を行っている土
地改良区，市町等と技術的な課題や施設管理上の
課題を共有しながら作り上げていくシステムとな
っており，望ましい取り組みと言える。
　一方，地域に於ける営農・作付け等の変化への
対応を考えれば，本事業による対策だけでは地域
のニーズに十分応えられないことも起こり得る。
その場合には，施設長寿命化の取り組みは継続し
つつ，事業計画の見直しあるいは，他事業への乗
り換えも必要となってくる。
　いずれの場合にあっても，地域の方々の理解と
合意が得られる方策を着実に行っていくことが重
要であり，そのためには，我々は「積極的な現場
主義」を常に意識することが必要と考えるのであ
る。

（※本投稿文の内容や意見は，執筆者個人に属し，農林水産省の公式
見解を示すものではありません。）




