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写真－１ 南高梅

写真－２ 梅の天日干し

３．国営施設応急対策事業の概要および実施状況
本地区の基幹的な農業水利施設は，国営南紀

用水土地改良事業（昭和 48 年度～平成７年度）
による整備後，東本庄揚水機場においてはポン
プの故障等による送水が停止する不測の事態が
発生し，辺川頭首工においては固定堰の摩耗等
による施設の性能低下，水管理施設においては
電気通信設備の故障等による性能低下が生じて
いました。このため，本事業の調査計画段階で
策定した施設長寿命化計画に基づいて，これら
の施設の機能を保全するための整備を行ってい
ます。

総事業費は 650 百万円，工期は平成 28 年度
～ 31 年度（令和元年度）の４年間であり，本
年度が最終年度となっています。（図－４）

（１）東本庄揚水機場
１）改修前

東本庄揚水機場は，１号機場と２号機場で構
成されています。本揚水機場においては，平成
22 年度にポンプの機械的な不具合に伴う軽故
障が頻繁に発生したことから，その都度，調整

図－４ 南紀用水地区 事業スケジュール
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や軽微な補修により復旧を行いました。その後，
平成 23 年度以降も故障が断続的に発生したた
め，グランドパッキンの交換や機器調整等の補
修を行うなどして復旧しましたが，平成 25 年
８月には１号ポンプの突発的な停止（「不測の
事態」）が発生し，急遽ポンプ設備の分解・整
備を実施しましたが，原因の特定には至らず，
その後も年数回の故障が発生している状況にあ
りました。

また，平成 23 年９月の台風 12 号襲来（紀伊
半島大水害）の際には，隣接する河川（辺川）
からの溢水に伴い，東本庄揚水機場内は，水深
1.0m 程度の水深で，電気設備及び電動機等も
浸水しました。浸水後は，電気設備等の乾燥や
電気業者による点検・整備の実施により何とか
再起動させることができました。しかし，機器
の老朽化や浸水後の運転状況の安定性に対する
不安もあり，頻繁に巡廻点検を行い機器の稼働
状況の確認が必要になるなど，維持管理面での
負担が増大しました。

２）改修計画
平成 23 年に浸水した実績から，施設の長寿

命化を図るため，本事業により浸水対策を実施
することとし，機場建屋への浸水経路【出入り
口，機器類搬入出用のシャッター部，通気用ガ
ラリ】の遮断を基本として，防水壁，防水扉，
着脱式防水板を設置する計画としました。

また，１号・２号機場ともに耐用年数を超過し
ている機器がありますが，１号機場は通年受電
であり年間を通して運用されている一方，２号機
場は，季節受電（５～ 10 月）による運転であり，
１号機場と比較して運転頻度は非常に少ないた
め，１号機場を優先的に整備する計画としました。

さらに，電気設備は，構成部品のほとんどが
耐用年数を超過しており，これまで，電気設備
単体での重故障は発生していませんが，平成
25 年度に発生した１号機場の重故障について，
電気設備の老朽化に伴う劣化も原因の一つと考
えられ，このまま継続使用した場合，さらなる
重故障につながるおそれがあることから，耐用
年数を超過した電気設備の更新整備を行う計画
としました。（表－１）

表－１ 東本庄揚水機場のポンプ設備諸元と更新 ･改修機器

※下線部が更新 ･改修機器
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３）改修後
揚水機場建屋の改修は，浸水対策として周囲

に防水壁を設置するとともにドアを防水扉と
し，また，正面シャッター前には着脱式防水板
を設置しました。加えて外壁塗装，屋上の防水
対策を行いました。（写真－３，写真－４）

写真－３ 東本庄揚水機場建屋（改修前）����

写真－４ 東本庄揚水機場建屋（改修後）
防水壁，防水扉，着脱式防水板

揚水機場の電気設備等について，改修計画に
基づき，平成 29 年度に２号機場の電気設備の
更新を行い，平成 30 年度に１号機場の電気設
備，電動機，補器類の更新及び主ポンプの改修
を行いました。（写真－５，写真－６）

写真－５ 電気盤（更新後）
【２号揚水機場】

写真－６ ポンプ，電気盤（更新 ･改修後）
【１号揚水機場】

（２）辺川頭首工
１）改修前

辺川本頭首工は，既存の「一ノ瀬堰」（固定
堰）を前歴事業において改修したもので，既存
固定堰を一部取り壊した上，土砂吐ゲート（転
倒式）及び魚道を設置し，残存固定堰部につい
ては，下流エプロンも含め，ほぼ現況施設が有
効利用されています。

しかしながら，残存の固定堰は，昭和 39 年
に築造されたもので，既に 50 年以上が経過し
ており，砂礫を含む流水や転石の影響等により
著しく摩耗し，粗骨材が露出した状態となって
いました。（写真－７～写真－９）
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写真－７ 全 景

写真－８ エプロン部の摩耗状況

写真－９ 固定堰本体の摩耗

また，土砂吐ゲート（転倒式）の機側操作盤
についても供用開始後 20 年以上が経過し，標
準的な耐用年数 10 年～ 15 年を超過するととも
に交換部品の調達も困難な状況となっているこ
とや，ゲート止水ゴム及び油圧シリンダパッキ
ンについても耐用年数を超過しています。

２）改修計画
このまま，固定堰の摩耗が進行した場合，安

定的な取水に影響を及ぼす可能性があり，固定
堰に影響があった場合には大規模な対策工事が
必要となることから，比較的軽微な対応が可能
な現段階で固定堰部（下流エプロンを含む）を
改修することで，施設全体の長寿命化を図るこ
ととしました。

改修に当たっては，骨材が露出しているコン
クリート表面部分を削った上で，高強度コンク
リートを打設し，全体的な耐摩耗性を向上させ
る計画です。また，耐用年数を超過している土
砂吐ゲート（転倒式）の機側操作盤やゲート水
密ゴム及び油圧シリンダパッキンについて，更
新を行う計画です。（表－２）

３）改修後
平成 30 年度は，土砂吐ゲート等のある左岸側

を大型土のうで半川締め切りを行い，下流の樹
園地や河川内に工事用道路を設置して，上流護
床ブロックの改修及び土砂吐ゲートの上下流エ
プロン補修や土砂吐ゲート塗装等を行いました。

（写真－ 10 ～ 12）

グループ名称 構造 規格・規模 名称

土砂吐側壁 RC構造 扉体

土砂吐ゲート

下流エプロン
RC構造 （塗装）

固定堰 無筋コンクリート造 （水密ゴム）

右岸護岸工 無筋コンクリート造 戸当り

左岸護岸工 無筋コンクリート造 油圧シリンダ式開閉装置 開閉装置

護床ブロック 無筋コンクリート造 （パッキン）

魚道 RC構造 アイスハーバー型

装置区分

機側操作盤

全堰長：55.80m

設計洪水量：

930.00m3/s

[固定部]

堰長：38.45m

堰高：1.30m、

2.30m

[可動部]

堰長：17.35m

堰高：1.30m

門数：1

土砂吐ゲート

起伏ゲート

表－２ 辺川頭首工の諸元と改修 ･更新部分
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また，本年度（令和元年度）は，固定堰の改
修など右岸側の工事を実施することとしています。

写真－10 改修前の護床ブロックの流出状況

写真－11 辺川頭首工（左岸側改修後）

写真－12 仮設計画（左岸側施工中）
【工事用道路 頭首工付近】

（３）水管理施設
１）改修前

水管理施設は，各揚水機場に設けられたＴＭ
子局からの情報（取水状況，ポンプの作動状況
等）を中央管理所ＴＭ親局を介して監視盤で確
認するシステム構成となっていますが，供用開
始後 20 年以上が経過し，ファームポンドの水
位，ポンプ吐出量等の数値や機械の異常状態を
示すランプが表示されないなど，一部の監視機
能が喪失している状況であり，また，不具合が
生じても交換部品が入手できない状況となって
いました。

図－５ 水管理施設システム構成図

      



33JAGREE 97．2019・11

ストックマネジメント

２）改修計画
水管理施設の改修は，中央管理所（親局），

揚水機場４箇所（子局）及びファームポンド７
箇所（孫局）の用水管理系の水管理施設を更新
するものです。（図－５）

水管理施設全体構成
中央管理事務所内：親局（１）；中央管理所
揚水機場：子局（４）；東本庄，岩代，芳養・
熊岡，芳養第２段
ファームポンド：孫局（７）；東本庄第１，
高田山・大久保，芳養第１・第２
熊岡第１・第２

３）改修後
水管理施設の更新にあたっては，遠方監視装

置は従来の専用操作卓によるものから，経済性
に優れ設備的にもコンパクトである汎用パソコ
ン及びモニターによる方式を採用しました。

写真－13 遠方監視装置（更新前）
【中央管理所】

写真－14 遠方監視装置（更新後）
【中央管理所】

写真－15 子局 ･孫局装置（更新前）
【揚水機場 ･ファームポンド】

写真－16 子局 ･孫局装置（更新後）
【揚水機場 ･ファームポンド】

４．おわりに ～二期事業の実施に向けて～
本年度（令和元年度）をもって応急的な対策

は完了する予定ですが，①施設の老朽化に伴う
島ノ瀬ダム，用水路，揚水機等の改修，②平成
23 年紀伊半島大水害に伴う流域内の土砂崩壊
等に起因したダム貯水池の堆砂除去，③かん水
時間帯の短縮のためのファームポンドの増設等
の課題に対応するため，本年度より，南紀用水
二期地区の事業化に向けた地区調査を開始して
います。

また，本地区内の造成畑約 1.56ha（３筆）を
対象として，かん水バルブの自動開閉や遠隔操
作により，担い手のニーズに応じた適切なタイ
ミングでの配水が可能となるとともに水管理労
力が削減されるシステム構築のためのＩＣＴモ
デル実証を行うこととしており，実証機器（①

      






