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１．地域の概要・歴史
三方原用水二期地区は静岡県西部，三方原台
地を含む地域にあり，およそ 3,300ha の受益地
は政令指定都市である浜松市に全てが内包され
る。浜松市の農業生産は，令和元年度市町村別
農業産出額で，全国７位にランクされている。
また工業出荷額は全国21位（2020年工業統計），
林業に目を転じれば天竜杉を FSC 認証し，林
業振興を図るなど，農林工業のバランスがとれ
た町といえる。農業生産に関し，隣接する豊橋
市，田原市も豊川用水の恵みを受け同様に高位
にランクされているが，当地区と同様，基幹水
利施設が農業発展に重要な役割を果たしている
ことに何の疑いもない。
歴史的には，のちに関ヶ原の戦いを経て天下
を取った「徳川家康」が浜松城に居城している
際，武田信玄に惨敗を喫した三方ヶ原の戦いが
あった場所として知られている。また万葉集研
究で知られる国学の祖，「賀茂真淵」は江戸時
代中期の浜松の生まれであり，郷土の偉人の一
人である。
当地域はかつて農業に不適とされる強酸性土
壌に覆われ，かつ，台地上への用水の導水が困
難な不毛の台地といわれてきた。明治時代初期
には地元の実業家である「金原明善」が天竜川
から三方原に水を引くことを計画，資産を投げ
打って事業を成し遂げようとするも成就せず。
しかしながら今の国営事業につながる疎水計画
をつくったとして，令和４年に没後 100 年を迎
える今でも地元の大いなる尊敬を集めている。

彼もまた郷土の偉人である。
戦後の復興期には工業化を推し進めるための

発電ダムの建設が進められ，天竜川に電源開
発（株）による秋葉ダムが完成，それに合わせ
国営三方原用水土地改良事業が実施され，秋葉
取水口から農業用水，工業用水，上水の地域を
潤す水が取水された。浜松市のその後の発展そ
して浜松市の農業が全国トップクラスであるの
は，三方原用水が大きく貢献していると言える。

２．前歴事業について
戦後，電源開発のために佐久間ダムや秋葉ダ

ムの建設が進められた。当初発電単独で計画さ
れたが，「天竜奥三河特定地域総合開発計画」
が策定され，秋葉ダムを利用して天竜川から取
水する三方原用水の建設が計画された。昭和
33 年の秋葉ダム完成後，昭和 35 年度～昭和 45
年度にかけて前歴事業である国営かんがい排水
事業三方原用水事業が実施された。昭和 44 年
からは県営事業が始まり三方原台地への農業用
水の供給が始まった。また昭和 36 年に始まっ
た西遠工業用水道事業，昭和 37 年からの浜松
地方上水道事業と併せ行われた事業により施設
全体が完成し，浜松市の発展を支える重要な基
盤が整った。現況施設はトンネルやサイホン，
開水路で構成される全長約 43kmの用水路で受
益地へと送水している。
完成後，昭和 51 年度～昭和 54 年度には，国

営造成土地改良施設整備事業「三方原地区」に
より，トンネルの補強工（鋼管内巻工，グラウ
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ト工）が実施されているものの，本地区の基幹
水利施設は，建設後 50 年ほど経過し施設の経
年劣化が進行しており，ひび割れや鉄筋の露
出，目地からの漏水などの機能低下により用水
の安定供給に支障を生じている。そのため，平
成 27 年度より国営事業として本格的に改修工
事を進めてきている。

前歴事業内容としての整備施設は以下のとお
りである。国営事業では，機能診断調査による
健全度評価，重要度の判定に基づき，必要な箇
所について改修・新設を行うものである。
秋葉取水口　１カ所
導水幹線水路　L＝ 22.3km
南部幹線水路　L＝ 15.6km
北部幹線水路　L＝ 5.0km
 排水路　L＝ 23.8km（台地上の排水路改修，
下流排水河川接続部改修）

３．主な施設の劣化状況
本地区の施設は，毎年の点検や日常管理を行
いながら保守点検されてきた。日常管理は，秋
葉取水口から導水幹線，南部幹線の 21 号分水
工までの共有区間は静岡県企業局が行い，北部
幹線と南部幹線 21 号分水工下流は農水単独区
間として浜松土地改良区が行っている。また浜
松土地改良区は漏水状況の確認や補修工事の際
の断水調整などに多大な労力を要している。以
下，各施設の劣化状況を簡単にまとめた。

（１）秋葉取水口（昭和41年度～昭和43年度）
竣工後 50 年近くが経過しており，ゲート設
備の標準的な耐用年数を大きく超過している。
また，取水ゲートについては，ゲート開閉時に
整流板と戸当たりの接触により異音及び振動が
発生している状況である。更に操作室の鋼材腐
食や外壁・基礎コンクリートのひび割れ等が発
生しており，改修が必要となっている（図－１）。

 

（２）導水幹線（昭和37年度～昭和45年度）
トンネル，開渠，暗渠，サイホン，水路橋，

落差工，分水工からなる。施設は経年的な劣化
により，ひび割れや鉄筋露出，粗骨材露出等の
状況が見られる。またトンネル一部区間では
レーダー探査により空洞が確認された（図－２）。

図－２　導水幹線水路（４号トンネル坑口付近）

（３）北部幹線及び南部幹線（昭和41年度～
昭和43年度）
開渠，暗渠，サイホン，落差工，分水工から

なり，ひび割れ，欠損，鉄筋露出，目地の開き
などが見られる（図－３，４）。平成 16 年度～
平成 25 年度の北部幹線，南部幹線にかかる補
修費用は，他の施設を大きく上回り，特に南部
幹線では，漏水が多発し維持管理に多大な費用
と労力を要していた。

図－１　秋葉取水口の建屋全景
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４．大規模地震への対策
本地区が位置する浜松市は静岡県西部に位置
し，南海トラフを震源とする大規模地震が想定
され，今後東海地震，東南海地震，南海地震と
もに高い確率で発生されると予想されている。
このことから，本地区における耐震性能照査に
使用するレベル２地震動（施設に与える影響が
極めて大きい地震）は，将来にわたって最大級
の強さと考えられる「東海・東南海・南海連動
型地震」（３連動地震）とし，検討を行った。
一方，本地区の施設は，農業用水，工業用水，

上水道を供給する重要な基幹施設であり，その
重要性から大規模地震に対する対策が急務であ
る。耐震化対策を進める施設として，二次災害
への影響度，応急復旧の難易度，基幹施設の重
要度を勘案し，重要度区分として施設を評価，
その結果，重要度の高い秋葉取水口，導水幹線，
既設都田調整池，新設調整池５カ所を大規模地
震対策の対象施設とした。
今後，導水幹線トンネルの耐震補強，秋葉取

水口の整備，既設都田調整池の耐震化を進めて
いく予定である。
また，図－５は，大規模地震対策区間と老朽

化対策区間のおおよその位置関係を示している。

図－５　大規模地震対策区間と老朽化対策区間

図－６に示すのは，現在までに耐震化対策と
して実施した１号サイホンの耐震補強工事であ
る。この施設は地盤からの高さがあり，重心が
高いため地震時には大きな慣性力が働くことに
なる。対策として，上部工落橋防止装置補強，
下部工連続繊維シート補強を行った。

図－３　ひび割れ

図－４　鉄筋露出

１号サイホン水管橋部側面図
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橋脚の連続繊維シート補強

上部工落橋防止装置補強
図－６　１号サイホン耐震対策工事
（１号サイホン水管橋部）

５．施設の老朽化対策
施設の経年劣化対策としては，機能診断調査
を経て施設の健全度を評価し，対象施設を決め
て実施している。具体的には機能診断結果にお
ける総合評価の「S-1」や「S-2」は，施設の構
造的安定性に影響や変状が認められる状態であ
るため，更新計画の対象とし整備を進めること
とした。これまでに断面修復工，表面被覆工法
（パネル工法）（図－７），FRPM管による鞘管
工法等により改修を行ってきている（図－８）。
図－８の鞘管工法適用にあたっては，前歴事業
からの用水量の減や施工性，経済性等を考慮し
実施した。
なお，老朽化対策区間だけではなく，大規模
地震対策区間も含め全線に言えることだが，三
方原用水は農業用水，上水道，工業用水に利用
されていることもあり，共用区間は週６時間，

農水単独区間は週３日しか工事可能時間が許さ
れておらず，厳しい断水制限の中での工事を余
儀なくされている。よって，短時間かつ湿潤下
での施工などの施工性を考慮した工法選定を
行っている。

図－７　表面被覆工法（パネル工法）

図－８　FRPM管による鞘管工法
（既設暗渠をリフトイン工法により改修）
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６．水需要の変化等への対応（調整池の新設）
前歴の国営事業（昭和 35 年度～昭和 45 年
度）及び県営事業等によって農業水利施設が整
備されたことにより，農業用水の安定供給が実
現している。営農面では野菜類（チンゲン菜等）
や花卉類（ガーベラ等）が地域ブランド化さ
れ，果実類（みかん等）も含めて全国でも上位
の農業産出額を誇っている。一方で，近年，ハ
ウス施設の畑（チンゲン菜，ガーベラ）面積の
増加等による営農形態の変化に伴い，畑地かん
がい時間の集中などにより既設の調整池容量の
不足が生じ，農業用水の安定供給に支障が生じ
てきている。さらに，当地区の幹線水路は開水
路タイプのため，用水需要の応答時間が遅く，
秋葉取水口から末端地域まで用水が到達するの
に７時間以上必要であり，営農発展の阻害要因
となっていることから，こうした用水需要に応
えるため，新たに調整池を５カ所新設した。調
整池容量は，取水量が最も増量する５－６月に
おける不定流解析による到達遅れ容量，既設
ファームポンド不足容量を補う調整容量等を検
討の上決定した。
図－９の都田第２調整池は大規模地震対策施
設として整備済みである。

図－９　手前が新設の都田第２調整池
（奥は既設の都田調整池）

７．おわりに
二期事業はある意味，人の健康管理と類似性

がある。年をとれば自然とあちこちに支障が出
ることは多くの人が自覚しているとおりであ
る。人によって健康管理手法は様々であろうが，
病気と素直に向き合い，日常生活も無理をせず
節制するとともに，治せるところは治し，常に
健康であるよう意識を持つことが重要であろ
う。本地区において前歴事業から 50 年も経過，
老朽化は進行しており，現在維持管理に支障が
生じている。手遅れになる前に若返りを図り，
長寿命化と維持管理費の節減を進めているとこ
ろである。
実際の整備に当たっては，劣化状況の改善だ

けでなく，営農形態の変化，今後予想される大
地震への対応など，社会情勢の変化も勘案し整
備を進める必要がある。周囲に何もなかった当
時と比べれば都市化の進展は種々の工事施工に
おいても制約要因となる。また二期事業は既設
構造物が存在する前提での工事となり，工法選
択も一定の制限を受ける。加えて都市の大動脈
を完全に止めた工事を行うことはできず，少し
ずつ断水調整しながらの工事となり，関係者（農
家のみならず，上水道・工業用水関係者）との
密接な調整，協力なしには工事は成し遂げられ
ない。さらに農業の用水需要の集中化は，単な
る既存施設の補修ではなく調整池の新設へとつ
ながった。このように，自明のことながら，同
じ三方原用水を扱うにも，時代背景の異なる一
期事業と二期事業では，整備を進める手法や考
え方が大きく異なっている。
地域の大動脈であり命の水路である三方原用

水をしっかりと守り，地域の大いなる発展を今
後とも支え続けるため，地元にとって三方原用
水は重要であり，国営事業所としては，この整
備を通じて浜松市農業の一層の発展に寄与して
いきたいと考えている。
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