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１．事業の経緯
本地区は，香川県の島嶼部を除く讃岐山脈北

部から丘陵地帯を経て讃岐平野に広がり，島
しょ部の３町を除く県内すべての８市６町の高
松市，丸亀市，坂出市，善通寺市，観音寺市，
さぬき市，東かがわ市，三豊市，木田郡三木
町，綾歌郡宇多津町，綾川町，仲多度郡琴平町，
多度津町，まんのう町にまたがる，受益面積
23,593ha の農業地帯である。受益面積は県内耕
地面積 31,670ha の 74.5% を占める。

本地域の気象は 1991-2020 年において，年平
均気温 16.7℃，年間平均降雨 1,082mm であり，

瀬戸内海気候に属し，温暖寡雨である。（図－１）
なお，図－１で示した 1994 年は香川用水にお
いて最長の 139 日の夏期取水制限を行った年で
ある。

本地区は，古来より干ばつによる水不足に悩
まされていたが，吉野川総合開発の核となる早
明浦ダム（高知県土佐町）の整備によって生み
出された新規水源（農業用水，上水道用水，工
業用水）８億 6,300 万㎥が確保された。さらに，
池田ダム（徳島県三好市）の整備に伴い香川用
水（農業用水，上水道用水，工業用水）２億 4,700
万㎥の取水が可能となった。（図－２，３）共用
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図－２　早明浦ダムの新規用水の 4 県配分 図－３　香川用水年間導水量

図－ 1　高松市月間降雨量
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香川28.6%
2億4,700万㎥

農業 1億 500万㎥

水道 1億2,200万㎥

工業 2,000万㎥

徳島47.5%
4億1,000万㎥

農業 7,900万㎥

水道 7,800万㎥

工業 2億5,300万㎥

愛媛19.4%
1億6,700万㎥

農業 400万㎥

水道 700万㎥

工業 1億5,600万㎥

高知4.5%
3,900万㎥

水道 2,300万㎥

工業 1,600万㎥

 

JAGREE100.indb   51JAGREE100.indb   51 2021/07/06   11:21:092021/07/06   11:21:09



52 JAGREE 100．2021・7

写真－ 1
池田ダム（徳島県三好市）

写真－ 2
東西分水工（香川県三豊市）

写真－ 3
東部幹線揚水機場（香川県さぬき市）

区間の導水施設は独立法人水資源機構が整備を
行い，農業専用区間の導水施設は国営かんが
い排水事業「香川用水地区」（1968-1980）が行
われた。その後，老朽化が顕著な農業専用区間
において国営造成土地改良施設整備事業（1993-
1996，2009-2013）が行われた。

しかしながら，東西分水工，幹線水路等は，
築造から 30 年以上を経過しており，老朽化に
よる管水路の漏水事故が発生するなど，用水の
安定供給に支障を来すとともに，維持管理に多
大な費用と労力を要している。また，本地区は

「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法」に定める東南海 ･ 南海地
震防災対策地域に指定されており，大規模地震
により耐震性能が不足する香川用水施設が損壊
する懸念を有している。このため，大規模地震
により用水施設が損壊した場合，農業用水供給
が絶たれ，農業生産への甚大な影響を与えると
ともに，周辺地域への深刻な被害が想定される。
このことから，老朽化した幹線水路等の改修に
併せ，耐震対策を行う国営かんがい排水事業「香
川用水二期地区」（2014-2023）が行われること
となった。（図－４）

図－４　香川用水２期地区　概要図

JAGREE100.indb   52JAGREE100.indb   52 2021/07/06   11:21:092021/07/06   11:21:09



53JAGREE 100．2021・7

ストックマネジメント

２．香川用水地区の整備内容の経緯
香川用水地区の整備内容の経緯は次のとお

り。（表－１） 　

事業名
地区名

国営かんがい排水事業
「香川用水地区」

国営造成土地改良施設整備
事業「香川用水地区」

国営造成土地改良施設整備
事業「香川用水地区」

国営かんがい排水事業
「香川用水 2 期地区」

工期 1968-1980
（S43-55）

1993-1996
（H5-8）

2009-2013
（H21-25）

2014-2023
（H26-R5）

受益面積 30,638ha 29,934ha 29,579ha 23,593ha

主要工事 東西分水工　 125m
幹線水路　
　東部幹線　38.5km
　西部幹線 　9.5km
　高瀬支線　 7.3km
　和田支線　 3.3km
管水路　　20.5km
東部幹線揚水機場

大池揚水機場

仁尾揚水機場

箕浦揚水機場　
水管理制御設備

幹線水路　改修　
　東部幹線　3.3km
　西部幹線　0.8km

東部幹線揚水機場　改修
（電気設備等）

水管理制御設備　改修（計
測，伝達設備等）

東西分水工　改修
幹線水路　　改修　
　東部幹線　　0.6km
　西部幹線　　0.5km
　高瀬支線　　4.1km
　和田支線　　3.2km

東部幹線揚水機場　改修
（電動機，電気設備）

大池揚水機場　改修（ポン
プ，電動機，電気設備等）
仁尾揚水機場　改修

（ポンプ，電動機，電気設
備等）

東西分水工　改修
幹線水路　　改修
　東部幹線　　17.6km
　西部幹線　　 2.6km
　高瀬支線　　 3.1km

東部幹線揚水機場　改修
（ポンプ，電気設備，建屋・
吸水槽基礎）
大池揚水機場　改修（ポン
プ）

　
水管理制御設備　改修（計
測，伝達設備等）

事業費 12,747 百万円（決算額） 1,894 百万円（決算額） 2,714 百万円（決算額） 14,000 百万円（計画額）

表－１　香川用水地区の整備内容の経緯

表－２　施設の健全度指標と施設の状況

３．老朽化対策について
3-1　機能診断の考え方

香川用水地区は，築造から 30 年以上を経過
しており，用水の安定供給に支障を来すととも
に，維持管理に多大な費用と労力を要している。
こうした中，農業水利施設の適切な機能保全と
ライフサイクルコストを低減するストックマネ
ジメントの一環として，定期的に機能診断が実
施されている。

3-2　機能診断調査の結果
本地区では施設機能診断調査（2003-2007）

が実施され，施設の健全度ランクの判定を行っ
た。施設の健全度ランクは施設の状況に応じて
S-1 から S-5 の判定を行った。（表－２）

国営造成土地改良施設整備事業「香川用水地

区」（2009-2013）は S-1 に判定された施設の補
修を行った。併せて，施設の未補修区間を対象
に施設機能診断調査（2009-2012）が実施され，
新たに施設の健全度ランク S-1 から S-4 の判定
を行った。

施設の
健全度ランク

施設の状態

S-5 変状がほとんど認められない状態

S-4 軽微な変状が認められる状態

S-3 変状が顕著に認められる状態

S-2 施設の構造的安定性に影響をおよぼす変
状が認められる状態

S-1 施設の構造的安定に重大な影響を及ぼす
変状が複数認められる状態

JAGREE100.indb   53JAGREE100.indb   53 2021/07/06   11:21:102021/07/06   11:21:10



54 JAGREE 100．2021・7

3-3　機能診断結果を踏まえた補修工法　
国営かんがい排水事業「香川用水２期地区」

（2014-2023）は施設機能診断調査（2009-2012）
において新たに施設の健全度ランクが S-1，
S-2，S-3 に判定された施設の補修を行うことと
なった。揚水機場及び水管理施設等の機械設備
は耐用年数を超過するため全面補修，用水路等
の設備は健全度ランクに応じ，（表－３）の補
修工法を採用している。なお，現場条件によっ
ては他の補修工法を採用している場合がある。

3-4　主要な補修工
対象施設が施設健全度ランク S-1 から S-3 に

判定され場合，次の補修工を実施し，老朽化対
策を行う。
１）開水路補修工（写真－４，５，図－６）

機能診断を行った結果，アルカリ骨材反応
（ASR）が収束しているものは S-3 と判定され，
表面被覆工により老朽化対策を行う。その対策
は，劣化した表面被覆工を高圧洗浄により撤去

し，必要に応じてひび割れ補修，断面修復を行
い，無機系材料で表面被覆を行う。

機能診断を行った結果，アルカリ骨材反応
（ASR）が今後も継続するものは S-2 と判定さ
れ，表面被覆工により老朽化対策を行う。その
対策は，劣化した表面被覆工を高圧洗浄により
撤去し，必要に応じてひび割れ補修，断面修復
を行い，炭素繊維シートを張替し，有機系材料
で表面被覆を行う。
２）�管水路（プレストレスコンクリート（PC管）

補修工（写真－４，５，図－６）
機能診断を行った結果，1974 年以前に製品

化された PC 管はカバーモルタル厚が不足して
いることから老朽化が進行しており，S-2 と判
定され，老朽化対策を行う。また，不等沈下等
の変位が生じている区間は老朽化が進行してお
り，S-3 と判定され，老朽化対策を行う。

現場条件により開削が可能な区間について
は，老朽化対策としてダクタイル鋳鉄（DCI）
管に布設替えを行う。

工種 健全度ラング別劣化要因及び補修工法
S-4 S-3 S-2 S-1

開水路 － アルカリ骨材反応（ASR）
進行性なしは予防保全と
して表面被覆

アルカリ骨材反応（ASR）
ひび割れ顕著で，進行性
ありは炭素繊維シート張
替，表面被覆

外的要因による変位､ 縦
断ひび割れは改築

暗渠 － 鉄筋腐食局所的（側壁等）
は鉄筋防錆と表面被覆，
ひび割れはひび割れ補修

－ －

トンネル － 覆工コンクリートひび割
れはひび割れ補修，背面
空洞は裏込注入補修

－ －

管路
（プレストレスコン
クリート（PC）管）

－ 不等沈下等変位は既成管
挿入（PIP）工法又は布
設替え

1974（S49）以前製品
敷設区間はカバーコート
モルタル厚が不足するこ
とから，既設管挿入（PIP）
工法又は布設替え

－

管路
（石綿セメント（AC）
管）

－ － － 石綿を含有していない製
品に布設替え（石綿障害
予防規則第 1 条より）

管路
（ダクタイル鋳鉄
（DIC）管）

造成後 30 年以上経過，
S-4 判定

－ － －

水管橋 造成後 30 年以上経過，
S-4 判定

管外面塗装劣化顕著は塗
装替え

－ －

表－３　機能診断調査結果を踏まえた補修工法
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現場条件により開削が困難な区間について
は，老朽化対策として既設管挿入（PIP）工法
を行う。既設管挿入工法は既設管内に鋼管を運
搬・据付し，溶接接合と仕上げ塗装を行い，鋼
管と既設管との隙間にモルタル等の充填を行

う。なお，既設管挿入（PIP）工法等の採用にあっ
ては通水断面が縮小するが，工法選定の際には
必要水量を精査し，通水が可能であるかの確認
を行っている。

写真－４　施設の老朽化状況

写真－５　施設の補修工事状況

図－６　老朽化対策の標準断面

アルカリ骨材反応による
水路壁ひび割れ

表面被覆工
～炭素繊維シート貼付～

表面被覆工
～表面被覆材吹付～

既設管挿入工
～鋼管立坑搬入～

既設管挿入工
～鋼管溶接接合～

表面被覆材の劣化・剥離 管水路継手からの漏水
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４．耐震対策について
4-1　耐震対策の必要性

本地区は，「東南海・南海地震防災対策推進
地域」に指定されている。東南海・南海地震
の発生確率は，今後 30 年以内に 70% 程度，50
年以内には 90% 程度と高く，大規模地震によ
る施設の損壊や断水による農業生産への影響が
予測されるため，これに備えた対策が喫緊の課
題となっている。

4-2　耐震対策計画の考え方
耐震対策の検討においては，施設ごとの重要

度を①施設規模（用水供給の中断あるいは減少
が地域防災活動，経済活動に与える影響の度合
い），②二次災害危険度（水利施設が破損した場
合の人命及び重要施設に与える影響の度合い），
③応急復旧難易度（水利施設が破損した場合の
応急復旧の施工性の難易度）により評価を行っ
た。さらに，施設の重要度に応じて適用する地
震動レベルを定め，耐震照査を行った。（図－７）

�

図－７　施設ごとの重要度判断と耐震照査の対象となる地震動レベル

図－８　耐震対策計画の考え方フロー

①施設規模

②二次災害危険度

③応急復旧難易度

総合評価

重要度区分と耐震照査の対象となる地震動レベル

凡例
〇実施する
×実施しない

耐震照査の結果，施設が耐震性能を満足しな
い場合にあっては耐震対策の検討を行い，事業
で行う耐震整備計画の策定を行った。耐震対策
計画の考え方フローは（図－８）の通り。

4-3　耐震照査を踏まえた補強工法
耐震対策を行う場合にあって，（表－４）の

耐震補強工法を採用している。なお，現場条件
に応じて他の耐震補強工法を採用している場合
がある。

施設ごとに重要度を評価

・施設規模
・二次災害の危険度
・応急復旧の難易度

重要度が低い

重要度が高い

耐震照査の実施

耐震性能の判定 ＯＫ
耐震性能を
満足する

ＮＧ 耐震性能を
満足しない

耐震対策の検討

施設整備計画の策定

耐震対策を
実施しない

地震動
の設定

表－４　耐震照査を踏まえた耐震対策

工種 部材の強度不足状況及び耐震補強工法
東部幹線揚水機場 建屋及び吸水槽基礎杭の水平耐力不足のため，基礎地盤改良
東西分水工 余水吐及び分水工の側壁で曲げ・せん断耐力不足のため，鉄筋コンクリート（RC）増打ち，支持点増設

および底盤鉄筋挿入工
開水路 側壁下端外側で耐力不足のため，改築
暗渠 側壁内側で耐力不足のため，増厚補強工

側壁外側で耐力不足のため，鋼板内張補強工
トンネル 覆工コンクリート（無筋）側壁下端及びアーチ肩部で地震動の方向により，内側 ･ 外側双方で引張耐力が

不足のため，鋼板内張補強工
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4-4　主要な耐震補強工
対象施設が重要度区分でＡ種またはＢ種に選

定され，耐震照査を行った結果，耐震性能を有
していないと判断された場合，次の耐震補強工
を実施し，耐震化対策を行う。
１）暗渠補強工

耐震照査を行った結果，側壁内側で耐力不足
となる場合にあっては，増厚補強工により耐震
化対策を行う。実施にあっては既設コンクリー
ト表面に鉄筋を組み立て，コンクリートを打設
し，一体化を図る。（図－９，写真－６）

耐震照査を行った結果，側壁外側で耐力不足
となる場合にあっては，鋼板補強工により耐震
化対策を行う。実施にあっては，既設水路内に
鋼板製の内張を運搬・据付し，溶接接合と仕上
げ塗装を行い，内張と既設水路の隙間にモルタ
ル等の充填を行う。
２）トンネル補強工

耐震照査を行った結果，側壁外側で耐力不足
となる場合にあっては，鋼板内張補強工により

耐震化対策を行う。実施にあっては，工場にお
いてインバート材とクラウン材を分割して加
工・製作した鋼板を既設トンネル内に運搬・据
付し，溶接接合と仕上げ塗装を行い，鋼板と覆
工の隙間にモルタル等の充填を行う。（図－９，
写真－６）

　
５．本事業の施工にあっての特徴

本事業は短い区間に開水路，暗渠，サイホン，
トンネルが連続している個所が多く，水路表面
だけの補修から全面改修まで，施設状況や重要
性に応じた補修・補強を行っている。また，年
間を通じて通水が必要な施設であることから，
使用水量が少なくなる秋から既存のため池等を
活用して頂き，10 月中旬より通水を止めて工
事を行うこととしており，２月下旬には確実に
水を流せる状態に戻す必要がある。このため，
管材の調達を含め必要な工期が確保できるよう
早期発注に努めている。

増厚補強工

鋼板内張補強工

暗渠補強工 トンネル補強工

暗渠補強工
～増厚補強工～

トンネル補強工
～鋼板搬入～

トンネル補強工
～鋼板溶接～

写真－６　施設の補強工事状況

図－９　耐震対策の標準断面
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６．終わりに
1968 年に国営かんがい排水事業香川用水地

区が着手され，1975 年より一部通水，1978 年
より全線通水が開始された。これ以降，水資源
機構と香川用水土地改良区により香川用水の維
持管理が行われるとともに，適宜必要な補修工
事が行われ，必要な用水が配水されてきた。香
川県は県土の面積が全国で最も小さいものの，
香川用水やため池をはじめとする地域資源を有
効に活用され，全国に高品質な農産物が供給さ
れている。（表－５）

こうした地域の基盤産業となる農業を継続発
展させ，地域資源を有効に活用するには，本事

業の円滑な進捗が重要である。本事業は開始か
ら7年目となる2020年度末までに総事業費ベー
スで 78％の進捗となり，2023 年度完了に向け
て事業に取り組んでいる。引き続きコスト縮減
を図りながら，必要な品質を確保し，事業を終
えられるよう努めてまいりたい。

参考文献
国営香川用水二期土地改良事業計画書
香川用水土地改良区　設立 50 周年記念誌
統計で見る香川の農業・水産業　香川県農政水
産部令和 2 年度版
気象庁　HP

順位 名称 全国比率 生産量 調査期間

１位 金時にんじん ＊1

オリーブ
マーガレット

95%
94%
71%

2,198t
515t

1,641 千本

2018（H30）年度 
2017（H29）年
2018（H30）年

２位 はだか麦 16% 3,320t 2019（R 元）年

３位 にんにく
ラナンキュラス
ヒマワリ

 3%
14%
 7%

582t
1,511 千本
1,780 千本

2018（H30）年
2017（H29）年
2017（H29）年

４位 ブロッコリー
びわ

 8%
7%

13,000t
241t

2018（H30）年度
2019（R 元）年

５位 冬レタス 8% 15,300t 2018（H30）.11.1-2019（H31）.3.31

９位 たまねぎ
もも

1%
1%

10,000t
955t

2018（H30）年度
2019（R 元）年

参考：農林水産省「作物統計調査」「特産果樹生産動態等調査」，農業生産流通課「花き産業振興総合調査」
＊1  金時にんじんは大阪府内の中央卸売市場における入荷量に基づく順位

表－５　香川県における全国上位に位置する数々の農産物
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