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１．はじめに
四国を代表する吉野川は，坂東太郎（利根川），

筑紫次郎（筑後川）と並んで「四国三郎」と呼
ばれ，四国４県にまたがる大河川であり，豊富
な水資源を有しています。
四国地方は四国山脈をはさんで多雨地帯と寡

雨地帯に分かれ，吉野川流域及び太平洋側では
しばしば大規模な洪水が発生し，瀬戸内海側で
は水不足に悩まされてきました。一方，吉野川
北岸地区では，「月夜にひばりが足を焼く」と
いう古いことわざがあるほどの干ばつの常習地
帯でした。吉野川の北岸に位置する農業地帯で
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図－１　吉野川北岸地区位置図（徳島県）

写真－１　早明浦ダム（水資源機構の施工・管理） 写真－２　池田ダム（水資源機構の施工・管理）
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ありながら，大部分の地域は自然取水が困難で
あり，重ねて降水量も少ないなど水利条件に恵
まれず，古くから農業用水の確保に力が注がれ
ていました。
折しも，「四国は一つ」のかけ声のもと吉野
川総合開発計画が進められ，その一環として
1971（昭和 46）年度に前歴事業である国営総
合かんがい排水事業「吉野川北岸地区」が着工
しました。

２．吉野川北岸用水
吉野川北岸二期地区（以下，「本地区」という。）

は，徳島県の中央部を流れる吉野川と東西に走
る阿讃山脈に挟まれた県北部に位置し，吉野川
市，阿波市，美馬市，三好市，板野郡板野町，
同郡上板町，三好郡東みよし町の４市３町にま
たがる受益面積 5,518ha の農業地帯です。
本地区の基幹的な農業水利施設（以下，「吉
野川北岸用水」という。）は，国営総合かんが
い排水事業吉野川北岸地区（1971（昭和 46）

年度～ 1989（平成元）年度）により，吉野川
総合開発計画の一環として建設された早明浦ダ
ムを水源に，多大な維持管理費に悩むポンプか
んがい地域を池田ダムからの自然取水に転換
し，水田用水の安定供給を図るとともに，水源
のない普通畑，樹園地に畑地かんがいを行い，
農業経営の安定を図ることを目的に整備されま
した。その後，国営造成土地改良施設整備事業
（2001（平成 13）年度～ 2005（平成 17）年度）
により，老朽化による機能低下が著しい池田取
水工，幹線用水路，頭首工ならびに水管理施設
の更新，改修が実施されました。
吉野川北岸地区では，池田取水工の他，幹

線 用 水 路（ 約 69.2km）， 支 線 用 水 路（ 約
82.7km），頭首工，揚水機場及び水管理施設等
が造成され，これら施設の完成により，安定し
た農業用水の供給が可能となり，水稲を中心に，
夏秋ナス，レタス，ブロッコリー，果樹等を組
み合わせた農業経営が展開されています。本地
区の農業産出額（2018（平成 30）年産）をみ

図－２　吉野川北岸二期地区の主な作物

写真－３　水稲を中心とした営農（阿波市） 写真－４　畑作中心の善入寺島（吉野川市，阿波市）
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てみると，県全体の約４割を占め，特に夏秋ナ
ス，冬レタス，春レタスでは県全体の生産量に
占める割合は９割を超えているなど，本地域の
農業が「とくしま特選ブランド」を牽引してお
り，吉野川北岸用水はその支えとなっています。
 
３．吉野川北岸二期地区の概要
吉野川北岸用水は施設の完成後 30 年以上が
経過し，近年の営農形態の変化に伴う用水需要
の変化により，農業用水の安定供給及びほ場の
用水管理に支障をきたしています。また，経年

的な劣化により用水路に漏水が生じるなど，農
業用水の安定供給に支障をきたしているととも
に，施設の維持管理に多大な費用と労力を要し
ています。さらに，本地区は，南海トラフ地震
防災対策推進地域の指定地域内にあり，大規模
地震が発生し施設が損壊した場合には，地域に
甚大な被害を及ぼす恐れがあります。
このため，本地区では，用水需要の変化に対

応するとともに，施設の機能を保全するため，
頭首工，揚水機及び用水路を改修し，これと一
体的に，必要な耐震性を有していない施設の耐

写真－５　特産品の白ナス（美～ナス） 写真－６　京阪神へ出荷されるレタス

図－３　吉野川北岸二期地区位置図（徳島県）

写真－７　小川谷頭首工

写真－８　池田取水工

写真－９　中央管理所
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震化のための整備を行うことにより，農業用水
の安定供給と施設の維持管理の軽減を図り，農
業生産性の向上及び農業経営の安定に資するこ
とを目的に事業を実施することとしています。

４．主な工事内容
主な工事内容は表－１のとおりで，事業工期
は 2020（令和２）年度から 2034（令和 16）年
度を予定しています。

（１）営農の変化による不安定な用水供給への
対応
本地区では，支線水路がパイプライン化され，
利水者の水利用は直接幹線水路に繋がっている
ため，用水需要が集中し期別計画分水量以上の
用水量が必要な場合には，幹線水路の貯留量ま
でしか利用できない状況にあります。
近年，水稲の後作にレタスやブロッコリーな
どの野菜の作付けが増加しており，水稲の作付
けが前倒しになるなど，用水需要に変化が生じ
ています。特に代かき期では，用水需要が昼間

に集中し，１日の需要変化に応じて用水供給す
るための貯留施設がないため，幹線水路の中・
下流部で用水不足（水位不足）が発生し，隔日
給水を余儀なくされるなど，農業用水の安定供
給に支障をきたしており，夜間には施設管理者
が幹線水路内に用水を貯留するなどの複雑な管
理を行っています。夜間に幹線水路内に貯留し
きれない用水は，やむを得ず河川へ無効放流す
ることになります。
このため，24 時間通水としての必要量は確

保できていることから，夜間の無効放流を有効
活用した施設計画を検討し，既に設置してある
２箇所の調整池を拡張するとともに，新たに調
整池を２カ所建設することで，用水の供給不足
に対応することとしています。
また，小流量時における水位調整施設の無人

無動力ゲートの誤作動防止，さらには，本事業
により拡張，新設を行う調整池を含めた水管理
施設の配置などを検討し，農業用水の安定供給
と維持管理の軽減を図ります。

図－４　調整池拡張のイメージ図（例：宮河内調整池）

写真－10　水位調整施設（伊勢チェック工） 写真－11　既設調整池（金清調整池）
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（２）施設の老朽化対策
本地区の基幹的な農業水利施設は造成後 30
年以上が経過し，コンクリート構造物である土
木施設では，経年劣化により用水路に漏水が生
じているほか，バルブ等の施設機械設備では，
大半の施設が耐用年数を超過しており，腐食等
の劣化が生じています。
このため，漏水補修や耐用年数を超えた施設の
更新などを行い，事故や故障を未然に防ぎます。

（３）大規模地震への備え
本地区は，南海トラフ地震防災対策推進地域
の指定地域内にあり，南海トラフを震源域とす
る海溝型巨大地震は，今後 30 年間に発生する
確率が 60 ～ 80％，50 年間では 90％程度若し
くはそれ以上に達するとされています。
大規模地震により農業水利施設が被災した場

合，用水路の上部を横断する緊急輸送道路，用
水路に隣接する道路や民家などへの影響が懸念
されるほか，用水供給が停止することにより営
農に大きな影響が生じます。
このため，被災時に影響が大きい施設の耐震

化のための整備を行い，長く安心して使える農
業用水を供給します。
なお，施設の全面更新は，用地上の制約や地

形の改変等の環境への影響があるため実施しな
いことにしており，曲げ補強やせん断補強の耐
震対策や対策箇所に応じて，RC増厚工法，せ
ん断補強鉄筋工法，製管工法，炭素繊維格子内
巻工法，鋼管挿入工法などの検討を行い，最適
な対策を講じることとしています。

５．事業の実施状況
2020（令和２）年８月１日，徳島県阿波市内

に吉野川北岸二期農業水利事業所を開設しまし
た。
現在，水位調整施設や調整池などの実施設計，

各種協議調整等を実施しており，２年目となる
本年度からは水位調整施設の改修工事に着手す
る予定にしています。
工事については，早期効果発現が可能な調整

池・水位調整施設の改修及び老朽化対策を優先
して実施し，耐震化対策は施工中の代替水源と
して計画している調整池の完成後に施工する予
定にしています。
このため，まずは調整池等に関する実施設計

を進めるとともに，並行して各種協議調整を行
い，工事実施に向けた準備を進めているところ
です。

表－１　主な工事内容

工種 施設名 主な工事内容

頭　首　工 小川谷頭首工 改修（魚道，ゲート設備他）

揚　水　機 西ノ池揚水機場 改修（電気設備）

用　水　路 池田取水工 改修，耐震化対策

幹線水路（L=6.4km） 改修，耐震化対策
調整池　新設２箇所・拡張２箇所

小川谷支線水路（L=0.1km） 改修

金清下支線水路（L=0.1km） 改修，耐震化対策

柿原支線水路（L=0.1km） 改修

その他かんがい施設 水管理施設 改修

小水力発電施設 １箇所
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６．おわりに
関係する土地改良区は，事業実施による維持
管理の軽減などに大変期待しています。また，
地区内には，ハウス内の温度や湿度などをコン
ピューター制御するとともに，肥料や水量をコ
ントロールしやすく，土壌由来の病気リスクが
低いロックウール栽培により，高収量・高収益
を目指すトマトハウスが昨年度に本格稼働して
おり，来年夏には新たなトマトハウスが稼働す
るなど，農業用水の安定供給に対する期待はよ
り高まっています。
一方で，本地区は通年取水のため，施設を供
用しながらの工事となり，非かんがい期に工事
が限定されます。また，断水期間も限られるた
め，効果的な仮設計画や点在する施工箇所の効
率的な施工などを，今後の課題として検討する
必要があります。
着工２年目であり，本格的な工事実施はこれ
からになりますが，関係機関と連携・調整しつ
つ，早期効果発現に向けて着実な事業推進を
図っていきたいと考えています。

写真－12　トマトハウス内の栽培風景

写真－13　管理されたトマトの養液栽培
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