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１　はじめに

平成 28 年度国営施設機能保全事業（ハード）
の対策移行に向け作業中の「筑後川中流地区」に
ついて紹介する。

２　筑後川中流地区の地域特性と概要

（１）地域の現状
本地区は，福岡県南部を流れる一級河川筑後川

水系筑後川の中流域に位置し，久留米市外３市１
町にまたがる 5,194 ha の農業地帯であり，水稲
を中心に，水田の畑利用による麦，大豆の土地利

用型農業をはじめ，野
菜，花き，花木，畜産
等を組み合わせた多
様な農業経営が展開
されている。

本地区の農業用水
は，筑後川本流に築

かれた大石堰，山田堰，恵利堰（床島堰）等から
の取水を主水源としており，これらによりかんが
いが行われてきたが，主体をなす筑後川掛かりの
用水ブロックでは水路が土水路で断面も大きく，
用排兼用水路が多いため用水配分や水路の維持管
理に多大な労力が必要であり，支派川を水源とす
る取水施設にあっては，施設の統廃合による管理
の効率化が必要となっていた。また，排水条件が
極めて悪いことから農地の汎用化が妨げられてお
り，国営筑後川中流土地改良事業（昭和 56 年度
～平成７年度）により，用水路等の施設改良と取
水施設の統廃合による用水系統の再編，用排水分
離による排水障害の除去が行われた。また併せて，
県営かんがい排水事業及び県営ほ場整備事業等の
関連事業を実施し，近代的な農業生産基盤の整備
及び経営の合理化が図られてきた。

これらの施設は造成後おおむね 20 年余が経過
し，経年的な施設の劣化により，頭首工，用水路
においては，コンクリート構造物の摩耗や鉄筋露
出，鋼構造物の腐食やローラの作動不良等の性能
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図－１　筑後川中流地区位置図 

図－２　筑後川中流地区 概要図
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低下が生じている。
前歴の国営筑後川中流土地改良事業により整備

された施設については，大石堰土地改良区，山田
堰土地改良区，三井郡床島堰土地改良区により維
持管理が行われている。

（２）地域農業の特徴
前歴国営事業による用排水路等の農業生産基盤

の整備により，水稲，麦，大豆の土地利用型農業
をはじめ，いちご，ねぎ，レタス等の野菜，花き，
花木，畜産等を組み合わせた多様な農業経営が展
開されている。 

特に，水稲と小麦の二毛作を中心に，大豆のブ
ロックローテーションが確立され，農業経営の法
人化や大型機械による低コスト化が進められてい
る。本地域の土地利用率（H18）は 129％で，全
国 93％及び福岡県 112％に比べて極めて高い。 

レタス，ねぎ，ほうれんそう，こまつなの作付
面積は，県内シェア６割以上を占めている。 

本地域の農業産出額（H18）は，県内産出額の 3
割を占め，県内有数の食料供給基地となっている。 

本地域はきゅうり，トマト，ねぎ，ほうれんそう，
レタスの野菜指定産地となっている。また，特に
全国的にも有名な「博多万能ねぎ」や「博多あま
おう（いちご）」等は，福岡県ブランド化戦略に
位置付けられており，高品質で安心・安全な農産
物を安定的に供給している。 

さらに，食のブランドと結びついた実需者との
連携，多様な流通・消費に対応した生産・販売の
取組が進められている。 

（３）歴史・文化
○筑後平野の農業生産の基礎をなす筑後三堰

江戸中期以降，水田開発と並行して整備され
た筑後三堰（大石堰・山田堰・恵利堰）（写真
－１）。『山田堰，堀川用水，水車群』は，平成
26 年 9 月 16 日に，建設から 100 年以上経過し
歴史的・技術的・社会的価値のあるかんがい施
設として「かんがい施設遺産」に登録された。
山田堰は，日本で唯一の「傾斜堰床式石張堰」
である。大石堰を完成させた五人の庄屋を祀っ
て建立された長野水神社（五霊社）（写真－２）
は多くの参拝者が訪れている。

（４）景観
○地域の景観に配慮した農業水利施設 

藩政時代の 1664 年に竣工した大石堰，長野
水道（現在の大石導水路）と山田堰，長野水道
の角間天秤（角間分水工）（写真－３）は，用
水を南北の二川に分水するもので，現在も往時
のままの形で使用されている。また，堀川用水
には，水を田畑に行き渡らせるために工夫され
た施設が今も残っている。水路よりも高い田畑
へ水を揚水するための三連水車（写真－４）や
二連水車が設置されている。そして水路の一部
は玉石積水路となっており景観の配慮がされて
いる。これら大石用水および堀川用水は，それ
ぞれ「疏水百選（農林水産省）」に選定され，

写真－１　左から大石堰，山田堰，恵利堰 

写真－２　長野水神社（五霊社）
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地域の代表的な景観である。白壁土蔵の町並み
（写真－５）は，国の伝統的建造物群保存地区
に指定されるなど，美しい景観が形成されてい
る。

（５）環境保全
○田園環境を支える地域の取組

地元環境を守る会と土地改良区との共催で，
地域住民等による農業用水路の清掃活動（写真
－６）が行われている。ＮＰＯ法人では，環境
保全及び子どもの健全育成等に取り組んでいる。

（６）施設の現状
前歴事業（国営筑後川中流土地改良事業（昭和

56 年度～平成７年度））から経年に伴い，以下の
課題が顕在化している。

１）土木施設・施設機械
土木施設については，ひび割れや摩耗，鉄

筋の露出，鉄筋の腐食・膨張によるかぶり部
分の剥離がみられる。また，施設機械につい
ては，局部・端部に発錆・腐食がみられる。

２）電気設備・水管理施設
電気設備・水管理施設については耐用年数

を超過しており，特に，水管理施設において
は保守期間が過ぎており，部品製造も終了し
ていることから故障時の対応ができない状態
である。

このため，本事業により農業水利施設の機
能を保全するため整備を行うものである。

３　機能保全対策の概要

本地区の農業水利施設については，古くから地
域住民に親しまれ，地域用水として農村の景観を
形成し生態系を保全するなど生活に密着した多面
的機能を発揮している社会資本であることを踏ま
え，コスト縮減の観点から，既存施設の有効利用
を図りつつ，施設のライフサイクルコストの低減
を推進する必要がある。（表－ 2，表－ 3）

また，本地区においても農業情勢は厳しく，土
地改良区及び受益者からは安価な費用で施設の補
修を行いたいという意向が強く，全面更新に依ら
ない整備が求められている。

よって，本地区では，施設の耐用年数を待って
全面的な更新整備を行うのではなく，施設を有効
利用し，適時適切な更新整備と維持管理を行うこ

写真－３　角間天秤（分水工）

写真－４　三連水車

写真－５　白壁土蔵の町並み

写真－６　農業用水路の清掃活動
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図－１　各シナリオの劣化曲線

図－２　機能保全コストの比較

（２）土木施設
コンクリート構造物については，劣化が見られ

る箇所があるものの，施設本体の安定性は保たれ
ており，石積みについても間詰めの溶出（写真－７）
はあるものの嵌合部の異常は見られないことから，
機能保全対策としては，施設機能の回復を行うと
ともに，劣化の進行を抑制する予防保全を主体と
したものとし，可能な限り既存施設の有効活用を
行うことで，施設の長寿命化を図ることとする。

とで，長期間にわたり安定的な施設機能が発揮さ
れることを目指す。

（１）対策工法の検討と機能保全コストの算定比較
機能診断調査結果よる健全度評価から劣化予測

を行い，対策の要否，対策工法とその実施時期の
組合せ（シナリオ）を検討した。施設長寿命化計
画の検討期間である 50 年間でシナリオ毎の機能
保全コストを比較し，対策工法を決定する。

本地区における水路の対策工法は，補修・補強
のシナリオ（表－ 1）により，施設の状況や機能
保全コスト等を踏まえて決定した。（図－１，２）

表－ 1　各シナリオの内容
名　称 内　　　　容

補修
シナリオ

健全度評価「S-3」以下で補修対策を講じる予
防保全的な機能保全シナリオである。
健全度評価「S-4」の施設は，「S-3」になった
段階で対策を行う。
初回対策後は，対策工法の耐用年数経過毎に対
策を行う。現段階で健全度評価「S-5」の施設
は経過観察とする。

補強
シナリオ

健全度評価「S-2」以下で補強対策を講じる予
防保全的な機能保全シナリオである。
健全度評価「S-4」及び「S-3」の施設は，「S-2」
になった段階で対策を行う。
初回対策後は，対策工法の耐用年数経過毎に対
策を行う。現段階で健全度評価「S-5」の施設
は経過観察とする。

検討対象期間

表－ 2　地区の概要
事 業 種 別 国営施設機能保全
都 道 府 県 名 福岡県 地 区 名 筑後川中流地区 目 的 施設機能保全
関係市町村名 福岡県久留米市，小郡市，うきは市，朝倉市及び三井郡大刀洗町（４市１町）

受益面積（ha）
事業名 水田 普通畑 その他 計

施設機能保全 5,188 6 － 5,194
計 5,188 6 － 5,194

主要工事計画 頭首工（改修）１箇所，用水路（改修）6.9km，水管理施設（改修）一式
総 事 業 費  2,200 百万円
予 定 工 期 平成 28 年度～平成 37 年度（10 年間）
受 益 者 数 6,022 人

負 担 割 合
区分 国庫負担 県負担 市町負担 地元負担

施設機能保全 60/90 20/90 9/90 1/90
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①頭首工（写真－８）
堰体及びエプロンの摩耗，堰柱部の鉄筋露出，

護床工部の洗掘が見られることから，頭首工の

長期供用を考慮し，全面的な補強対策を行う。
②導水路・幹線水路（開水路）

コンクリート水路区間については，流水によ

表－３ 機能保全対策総括表

工種 施設名 構造区分
耐用
年数

竣工
年度

経過
年数

老朽化と機能低下の状況
健全度
評価

整備
内容

頭首工 雲雀堰

①操作室 45 H3 23 ひび割れ，漏水 S-3 補強
②門柱，堰体 50 H3 23 ひび割れ，鉄筋露出，摩耗 S-3 補強
③護床，エプロン 50 H3 23 局所的な洗掘 S-3 補強
④施設機械 30 H6 20 主ローラの作動不良と戸当りの腐食 S-3 補修
⑤電気設備 20 H6 20 経年劣化，耐用年数超過，部品調達困難 S-4 更新

導水路 大石導水路

①開水路（コンクリート水路） 40 S32 57 ひび割れ，摩耗 S-3 補修
②開水路（石積水路） 20 S32 57 間詰めコンクリートの溶出 S-3 補修
③開水路（石積水路） 30 H6 20 一部で洗掘 S-3 補修
④サイホン 40 H5 21 漏水 S-3 補修
⑤施設機械 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 主ローラ，サイドローラの作動不良 S-3 補修

幹線水路

大石南
幹線用水路

①開水路（コンクリート水路） 40 H6 20 ひび割れ，剥離，鉄筋露出 S-3 補強
②施設機械 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 孔食，腐食 S-3 補修

大石北
幹線用水路

①開水路（コンクリート水路） 40 H6 20 ひび割れ S-3 補強
②施設機械 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 腐食 S-3 補修

大石雲雀
幹線用水路

①開水路（石積水路） 20 S32 57 間詰めコンクリートの摩耗 S-3 補修
②開水路（コンクリート水路） 40 H6 20 ひび割れ，剥離，鉄筋露出 S-3 補強
③施設機械 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 腐食，ローラの作動不良，遠心ブレーキの固着 S-3 補修

山田堀川
用水路

①開水路（コンクリート水路） 40 H2 24 摩耗，鉄筋露出 S-3 補強
②施設機械 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 木製ゲートの劣化，開閉装置のブレーキの作動不良 S-3 補修

床島江戸
水路

①開水路（コンクリート水路） 40 H7 19 摩耗，鉄筋露出 S-3 補強
②サイホン 40 H7 19 漏水 S-3 補修
③施設機械 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 主ローラ，サイドローラの作動不良 S-3 補修

床島北
幹線用水路

①開水路（コンクリート水路） 40 H7 19 摩耗，鉄筋露出 S-3 補強
②サイホン 40 H7 19 漏水 S-3 補修
③施設機械 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 腐食 S-3 補修

床島五郎丸
幹線用水路

①開水路（コンクリート水路） 40 H5 21 摩耗，底版損傷 S-3 補修
②サイホン 40 H7 19 漏水 S-3 補修
③施設機械 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 腐食 S-3 補修

床島大刀洗
幹線用水路

①開水路（コンクリート水路） 40 H6 20 摩耗，剥離，鉄筋露出 S-3 補強
②サイホン 40 H7 19 漏水 S-3 補修
③施設機械（ゲート，弁類） 30 H2 ～ H7 19 ～ 25 腐食 S-3 補修

水管理施設 水管理施設 電気設備 10 H7 19 故障，耐用年数超過，部品調達困難 S-2 更新
注１）経過年数は平成 26 年度時点
注２）雲雀堰の電気設備は参考耐用年数を超過しており，交換部品の調達も困難となっていることから更新とする。

写真－７　間詰めの溶出 写真－８　頭首工（雲雀堰）



●

40 JAGREE 91. 2016・5

る摩耗や鉄筋露出，ひび割れが見られることか
ら，劣化の抑制を図る部分的な補修・補強対策
を実施する。（写真－９～ 11）また，石積区間
については，間詰めの溶出がみられる箇所があ
るものの，嵌合部の異常は見られないことから，
洗掘防止のための根固め等の対策を実施する。
③幹線水路（管水路）

継続監視を行いながら，定期的に実施する機能
診断結果を踏まえて対策の実施について検討する。

（３）施設機械
頭首工及び水路付帯の施設機械については，施

設の長期供用・維持管理の負担軽減を考慮し，更
新及び補修を実施する。

（４）電気設備・水管理施設
電気設備及び水管理施設については，施設完成

後おおむね 20 年余が経過していることから，全
面更新を行うこととする。また，水管理施設の局
舎について，防水層の改修を行う。

４　環境配慮について

本地区は，筑紫山地を背景として広がりのある
農地により田園景観が形成されている。

地区内では，アリアケギバチ，センニンモ（写真
－ 12）等多くの生物の生息，生育が確認されている。

この事業においては，関係市町の田園環境整備
マスタープラン等との整合を図り，生態系や景観
との調和に配慮することとしており，具体的には，
頭首工及び用水路の改修に当たっては，施設の色

写真－９ 用水路の摩耗

写真－ 10 用水路壁面の鉄筋露出

写真－ 11 サイホン目地部からの漏水 

対策

対策

対策
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彩について周辺環境との調和に配慮し，工事の際
は，周辺環境への影響を軽減するため，騒音振動
対策を行うとともに，濁水流出防止等に努めるこ
ととしている。

（１）景観への配慮
①補修前と補修後の水路景観に違和感がないよ

うにする。
②地区内のゲート設備は，色彩基準等との整合

に留意しつつ，地元の意見も参考に配慮を検
討する。

※　山田堰においては，九州地方整備局，九州
農政局，福岡県，朝倉市，土地改良区からな
る「朝倉市山田堰周辺整備連絡協議会」を設
立し（平成 27 年３月 18 日），山田堰周辺の
総合的かつ計画的な環境整備・景観計画推進
のための連絡・協議を行うこととしている。

（２）環境への配慮
①工事の際は，濁水流出等に配慮する。
②センニンモが区域内で確認された場合は，根

茎のついた砂泥ごと掘り取り，類似環境（砂
泥が堆積した緩やかな流れ）に移植する。

③タガイが区域内で確認された場合は，類似環
境（砂泥が堆積した緩やかな流れ）に移動する。

④出来る限り低騒音型・低震動型の施工機械を
使用する。

５　地元協議等について

協議会の設立から施行申請までの土地改良区等
との主な協議状況は以下のとおりである。

（１）平成 24 年 12 月 13 日に，福岡県，関係市町及
び関係土地改良区を構成メンバーとする「筑後川
中流地区施設機能保全対策協議会」（以下「協議会」
という。）を設立し事業を推進。

（２）平成 26 年 8 月 19 日に開催した協議会（第４回）
で，事業内容及び平成 28 年度事業着手要求等に
ついて合意を得た。

（３）平成 27 年 3 月の各土地改良区総代会で平成 28
年度事業着工要求を議決。

（４）地元負担金の取扱いについては，平成 27 年 3
月 31 日に関係市町及び関係土地改良区で確認書
が交わされた（基本負担率：市町負担率　10％，
農家負担　1.11％）。

（５）福岡県の負担については，県費負担率を 22.23
％とすることで決定。

（６）福岡県より平成 27 年 5 月 22 日付けで国営施
設機能保全（ハード）対策移行に係る申出書の提
出がなされ，5 月 27 日付けで農村振興局長へ進達。

（７）大石堰土地改良区及び山田堰土地改良区の維
持管理計画書は，平成 27 年 10 月 15 日に認可。

（８）床島堰土地改良区の維持管理計画書は，若干
の面積変動等（軽微な変更扱い）があり平成 27
年 3 月の総代会議決をもって変更済み。

（９）申請人（代表：大石堰土地改良区）は，県・
市町の負担割合の予定について平成 28 年 1 月 12
日までに県市町より内諾済み。計画概要の公告

（1/15）縦覧（1/18 ～ 2/15）を実施，意見書の提
出は無かった。

（10）土地改良区総代会（大石，山田 3/2，床島
3/3）で施行申請の議決，施行申請書を福岡県知
事（朝倉農林経由）へ提出（3/7 まで）。福岡県
知事は九州農政局長（北調経由）へ提出（3/10）。
九州農政局長の本省進達（3/15），本省接受（3/16）
がなされたところ。

６　おわりに

本事業の施行申請書が本省で接受され，現在，
筑後川中流支所の 4 月 1 日開設に向け庁舎整備等
準備中である。（執筆は 3 月）本号発行時には本
事業も計画が確定していることを願っている。

写真－ 12
福岡県 RDB の絶滅危惧 IB 類に分類される種

であり，大石南幹線水路の砂泥が堆積した比較
的流れの緩やかな箇所で繁茂が確認されている。


