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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

佐賀県は，九州の北西部に位置し，東は九州一
の大河の筑後川，北は脊振山地を境として福岡県
と接し，西は国見山系や多良山系などを境として
長崎県と接しています。また，北にはリアス式海
岸と砂浜の玄界灘，南には干拓地と日本一の干満
差を有する有明海の異なる 2 つの海に面していま
す。土地面積は 2,440 .68 km2（平成 27 年 10 月 1
日現在，国土地理院調べ）となっており，耕地面
積は5万3千haで県土の約22 ％を占めています。

本県農業については，佐賀平野では表作として
水稲や大豆，裏作として温暖な気候により小麦や
大麦，タマネギを栽培する二毛作が行われており，
平成 27 年の耕地利用率は 131 .9 ％で 30 年連続全
国１位となっています。また，タマネギ，イチゴ，
レンコン，アスパラガスが多く生産されており，
二条大麦，タマネギ，アスパラガスについては全
国 2 位の生産量になっています。中山間地域では，
みかん，梨などの果樹が多く生産されており，ハ
ウスみかんについては全国 1 位の生産量になって
います。

農業生産基盤の整備は，水田では昭和 40 年代
から県営ほ場整備事業により区画整理や暗渠排水
などの整備を行い，ほ場整備率は 82 .3 ％（平成
25 年）と全国トップクラスとなっており，農業
用水が不足している地域にはかんがい排水事業等
により，水路や用水機場を整備してきました。樹
園地については，かんがい排水事業や畑地帯総合
整備事業でダムによる水源確保やパイプラインな
どの整備を行い，有明海沿岸の平野部では農地の
湛水被害を防ぐため排水機場を設置してきたとこ

ろです。
これらの事業により造成されたダム，用排水機

場，水路などの農業水利施設は，農業生産基盤と
しての機能だけではなく，地域の水の確保や循環，
洪水防止等の機能を有しており，地域全体にその
効果をもたらしています。

２．農業水利施設の状況

これまでに土地改良事業等により造成された農
業水利施設は，ダム 14 箇所，排水機場 44 箇所，
頭首工 316 箇所，用水機場 2,248 箇所，制水門
3,959 箇所，農業用水路の延長は約 4,300 km と
膨大なストック量となっています。これらの農業
水利施設のうち多くの施設は造成後 20 年以上が
経過し，老朽化の進行により，ポンプの不具合や
パイプラインの漏水が発生しており，施設の補修・
更新が必要な状況になっています。

３．取組状況

（1）農業水利施設予防保全事業の取組

昭和 48 年から平成 10 年にかけて県営かんがい
排水事業によりダム 1 箇所と幹線用水路 16 km
を整備した国見地区において，パイプラインから
の漏水（PC 管継手部からの漏水，FRPM 管の破
裂等）が度々発生し，県単独事業により補修を実
施していました。

このため，平成 19 年度に創設される基幹水利
施設ストックマネジメント事業に先駆けて，平
成 17 年度当時，補助事業として保全対策工事が
可能であった農業水利施設保全対策事業に取り組
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み，県内で初めて機能保全計画の策定，対策工事
を実施しました。

1）国見地区の概要
事業内容
　パイプライン　Ｌ＝ 2,135 m
　余水吐　1 式

 漏水事故の状況

管の破損状況（ＦＲＰＭ管）

2）工事概要
主な対策工事として，ＦＲＰＭ管については

破裂等を防止するため，コンクリート全巻によ
る補修や一部はダクタイル鋳鉄管への布設替
え，PC 管では継ぎ手部からの漏水を防ぐため
内面バンドによる補修を実施しました。

また，トンネル部のパイプラインについては，
固定バンドが腐食していたため，固定バンドを
更新しました。

＜コンクリート全巻による整備状況＞

改修前

コンクリート打設後

＜内面バンドによる整備状況＞

継手部の状況

内面バンドによる補修状況

＜トンネル内の固定バンドの整備状況＞

改修前

固定バンド取替後
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（2）農業水利施設ストックマネジメント事業の

取組

老朽化等により施設の補修や更新が必要な農業
水利施設について，（図－ 1）のとおり，受益面
積（末端支配面積）により，県や市町，土地改良
区でストックマネジメント事業に取り組んでいま
す。

具体的には，公益性が高く，施設の補修費や
更新が多額となる受益面積が 100 ha（田以外は
20 ha）以上の施設については平成 20 年度から「県
営農業水利施設ストックマネジメント事業」に取
り組み，ほ場整備事業等で造成された用水ポンプ
やゲートなど受益面積が 100 ha 未満の施設につ
いては平成 22 年度から「団体営農業水利施設ス
トックマネジメント事業」に取り組んでいます。

また，水路の浚渫などの団体営農業水利施設ス
トックマネジメント事業で実施できないものにつ
いて，維持管理適正化事業により対応することと
しています。

なお，現時点で県内での実施事例はありませ
んが，国営事業の対象となる受益面積が 3,000 ha
以上（田以外は 1,000 ha 以上）の大規模な国営
造成施設の更新事業については，実施に向けて国
と協議を行っています。

1）県営農業水利施設ストックマネジメント事業
　（基幹農業水利施設ストックマネジメント事業）
本県では県営土地改良事業等により造成され

た農業水利施設のうち受益面積が 100 ha 以上
（田以外は 20 ha 以上）の施設を基幹的農業水
利施設として「佐賀県基幹的農業水利施設の機
能保全に関する実施方針」に位置付けています。

基幹水利施設の内訳としては，ダム 9 箇所，
頭首工 1 箇所，用水機場 3 箇所，排水機場 16
箇所，水路 3 路線（35 .7 km）の 32 施設とな
っており，このうち，平成 20 年度から平成 27
年度までに 29 施設の機能保全計画を策定して
いるところです。

機能保全計画を策定した施設の保全対策工事
については，各施設の機能診断結果に基づき，
施設管理者の意向も踏まえ，地元合意が得られ
た施設から順次取り組むこととしており，平成
28 年度までに計画を策定した 29 施設のうち，
19 施設が対策工事に着手しているところです。
その他に国営事業により造成された施設につい
ても，国で策定された機能保全計画を基に 2 地
区で用水機場 1 箇所，水路 1 路線，排水機場 3
箇所を県営農業水利施設ストックマネジメント
事業で対策工事を実施しています。

これにより，平成 27 年度までに 3 地区（ダ
ム 2 箇所，排水機場 4 箇所），平成 28 年度には
1 地区（用水機場 1 箇所，水路 1 路線）の対策
工事が完了したところです。

また，平成 29 年度は 7 地区（排水機場 9 箇所，
水路 2 線）の対策を実施することとしています。

図－ 1　基幹ストマネと地域ストマネの区分
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＜制水門の補修整備状況＞

補修前

扉体・開閉装置塗装，水密ゴム交換後

2）団体営農業水利ストックマネジメント事業
（地域農業水利施設ストックマネジメント事業）
ほ場整備事業等で造成された頭首工，用水ポ

ンプや制水門など，市町や土地改良区で管理さ
れている施設については，以前は土地改良施設
維持管理適正化事業により補修・更新を実施し
てきていましたが，施設の長寿命化を図るため，
平成 22 年度から市町や土地改良区が事業主体
となり標準工期を 5 年として「団体営農業水利
施設ストックマネジメント事業」に取り組んで
います。これにより平成 22 年度から平成 27 年
度までに頭首工 25 箇所，用排水機場 502 箇所，
制水門 117 箇所，水路 85 箇所など 638 箇所の
施設の対策工事を実施してきたところです。平
成 29 年度は 34 地区で対策工事を実施していく
予定です。

また，土地改良施設維持管理適正化事業では，
基本的に団体営農業水利施設ストックマネジメ
ント事業の対象とならない水路の浚渫などを実
施することにしています。

一方，各地区には数多くの施設があるため，

優先度の高い施設から施工していますが，２期
対策を実施している地区も多く，今後も継続的
に取り組んでいく必要があります。

また，本事業は農山漁村地域整備交付金を活
用しているところですが，他事業も含めた要望
額が多いため，予定していた施設の補修・更新
ができない状況となっています。

県としても，国への政策提案などを行い予算
確保に努めていますが，事業促進を図るうえで
今後の課題と考えているところです。

＜用水ポンプの整備状況＞

　　
補修前

塗装及び部品交換後

４．おわりに

本県では，これまでに造成された施設以外にも
現在，国営，県営かんがい排水事業や地盤沈下対
策事業で用排水機場や水路などの整備を実施して
おり，将来，これらの施設についても長寿命化を
図っていく必要があります。

農業水利施設は，本県の基幹産業である農業に
必要不可欠な施設で，今後，長寿命化対策は益々
重要となってくることから，施設の管理者である
市町，土地改良区と連携を図りながらストックマ
ネジメント事業を推進していきたいと考えていま
す。


