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１．地区の概要・歴史
本地区は，山形県北西部の庄内平野の南部に

位置し，鶴岡市，酒田市及び東田川郡三川町の
２市１町にまたがる一級河川赤川の両岸に広が
る約１万 ha の水田地帯である。米どころ「庄
内」として，近年では良食味の「つや姫」「雪
若丸」などの水稲を中心に水田の畑利用による
大豆や麦類のほか，地域特産のだだちゃ豆，民

みん

田
でん

ナス，赤カブ等の古くから地域に根ざし世代
を越えて優れた種とともに栽培技術や食文化を
継承してきた “ 生きた文化財 ” とも言える「在
来作物」などの栽培が盛んに行われる県内有数

の穀倉地帯である。
また，自然，伝統，多彩な食材と豊かな食文

化を活用し，食を起点として，農林水産業，食
品産業，観光業をはじめとする地域産業の活性
化を進めていく「食の都庄内づくり」が展開さ
れている。

庄内平野の開発の歴史は，712 年に出羽国が
設置され，朝廷が遠くは尾張や信濃などから，
千戸をこえる人々を移住させたのが始まりとさ
れている。平安時代から室町時代にかけて，庄
内には３つの荘園があり，その権益をめぐり激
しく争いが繰り返されたとされている。
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赤川はかつて，流域の生活を脅かす暴れ川で
あったが，戦国時代以降は堤防や用水路を造る
取り組みが始まったとされ，1601 年最上義

よし

光
あき

公が庄内三郡を治めたころから江戸中期にかけ
て赤川を水源とする左右両岸に９つの井堰（水
路），いわゆる「九堰」が誕生し，その後荒野
の開発や水田開発が積極的に行われ，庄内藩の
城下町・鶴岡の形成へと繋がった。

２．前歴事業
戦後，赤川上流に荒沢ダム等が建設され，赤

川の流況は安定したが，ダムの築造及び砂利採
取の影響を受けて年々河床が低下し，加えて取
水施設も老朽化し取水は困難を極めた。また，
地区内の水利用は，従来の赤川の流量が少な
かったため用水路断面が小さく用水量が常時不
足していた。さらに，末端水路も未整備で用排
兼用水路が多く，湿田・半湿田が大部分を占め

るなど，農作業の機械化による農業経営の合理
化を阻害する要因となっていた。

このため，これまで各堰で取水していた農業
用水の合口と一貫した用排水系統の見直しに向
け，1956（S31）年度から農林省及び山形県に
よる調査を開始した。その後，1961（S36）年
度から農林省による２か年の地区調査と 1963

（S38）年度の全体実施設計を経て，翌 1964（S39）
年度から「国営赤川農業水利事業」に着手し，
既存９箇所の取水井堰のうち８箇所を統合する
赤川頭首工を赤川中流上端部（旧朝日村地内）
に，また下流域における用水を補給するため河
川還元水を反復取水する赤川揚水機場を赤川下
流部上端部（三川町内）にそれぞれ新設し農業
用水を確保するとともに，渓流掛りの水利用の
転換と併せて幹線用水路７系統を新設・改修し，
1974（S49）年度に完了した。

図２　前歴事業の計画用水系統図

写真１　取水施設として新設された赤川頭首工（左）と赤川揚水機場（右）
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３．基幹水利施設の管理と老朽化の進行
前歴事業で造成された基幹水利施設は，1976

（S51）年に東北農政局長と赤川土地改良連合
理事長間で管理委託協定が締結され，1991（H3）
年度まで赤川土地改良区連合が管理を行ってき
た。しかし，赤川頭首工は，赤川の主要地点に
設置され，赤川上流の月山ダム（国土交通省施
工多目的ダム）を含む３つのダムや発電事業と
河川管理上密接な関係にあり，高度な管理技術
が求められることから，1992（H4）年度以降
は赤川頭首工と赤川揚水機場は山形県管理，そ
れ以外の施設はこれまで同様に土地改良区管理
と見直した。

国営事業で整備した基幹水利施設は，その後，
寒冷な気象条件等のもとで建設後 40 年ほどが
経過し，赤川頭首工のゲートなどの鋼製設備の
老朽化や幹線用水路の漏水，凍害による欠損な
どが著しく進行し，維持管理費が徐々に増加し
ていった。また､ 地域営農の形態は，前歴事業
実施時の米の単作から近年は水田の畑利用の浸
透により大豆や野菜，花きなどを加えた複合経
営が展開されるなど大きく変化し赤川揚水機場
の稼働期間が５月のしろかき期間のみに縮小さ
れるとともに，広大な受益地への分水操作はこ
れまでの現地操作から，一元的な監視・制御に
よる配水管理の効率化が求められるようになっ

ていた。

４．国営赤川二期農業水利事業
赤川地区国営土地改良事業促進協議会によっ

て，施設の改修・補修等を行う新たな国営事業
が必要であるとの合意形成が図られたことか
ら，西奥羽土地改良調査管理事務所において
2004（H16）年度から４年間の地区調査，2008

（H20）年度から２年間の全体実施設計を経て，
2010（H22）年 10 月に赤川農業水利事業所を
開所し「国営赤川二期農業水利事業」に着手
した。

本事業では，老朽化が著しい赤川頭首工及び
幹線用水路 48.4km を改修し，併せて維持管理
が増大していた赤川揚水機場を廃止し赤川頭首
工にその機能を統合する用水系統の再編等を行
い約１万 ha に及ぶ広大な農地へ農業用水を安
定的かつ効率的に供給するとともに，赤川頭首
工や幹線用水路分水工の水位・流量の監視と
ゲート設備の遠方操作などの一元的な水管理施
設の整備や幹線用水路の高低差から生じる自然
エネルギーを活用した小水力発電所の新設によ
り維持管理の軽減を図った。本事業の概要は表１
のとおりであり，具体の実施内容は次項のとお
りである。

写真２　老朽化した施設の状況
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（１）赤川頭首工
地区の取水口である赤川頭首工は，2013

（H25）年度から４か年かけて，土砂吐・洪水
吐の堰柱の補修やゲート設備の更新，取水・制
水ゲート設備の更新，堤体内サイホンの内面改
修，管理棟の改修等を行った。

土木構造物については，機能診断調査の結
果，土砂吐・洪水吐では凍害によるひび割れ，
取水工・制水工には摩耗によるすりへりなど
が生じており，注入・充填工法や断面修復工
法，目地補修等を主体とする補修工法を採用
した。赤川を横断する堤体内サイホン（RC
φ1,500mm）は，全線に亘って目地から漏水
し，管体の一部欠損や鉄筋露出も見られたため，
止水性・安全性を考慮し全線補修することとし，
経済的な鞘管工法（FRPM 管φ1,350mm）を
採用した。

ゲート設備には，土砂吐ゲート１門，洪水吐
ゲート４門，取水ゲート６門，制水ゲート６門，
サイホン取水ゲート１門，サイホン制水ゲート
１門があり，ローラ類やワイヤーシーブ，水密
ゴムの交換と既設鋼材部の塗装の塗り替え，開
閉装置や機側操作盤の更新を行った。土砂吐及
び洪水吐の開閉装置上屋については，軽量で経
済性・施工性に優れた組立ハウスを採用した。
また，取水ゲート及び制水ゲートには，安全性
や維持管理の容易性を考慮して，防護柵及び点
検歩廊を新規に追加設置した。

ゲートや開閉装置，上屋の改修に当たっては，
①半川締切，②仮設桟橋の２工法による仮設計
画を検討し，作業半径から大型クレーンの作業
となるが，前者よりも工程の短縮が図られ，不
測の河川水位の上昇に対する安全性を有する仮
設桟橋工法を採用した。

表１　前歴事業及び本事業の概要

項 目 国営赤川農業水利事業 国営赤川二期農業水利事業

事 業 期 間 昭和39年度～昭和49年度 平成22年度～令和３年度

受 益 面 積 12,770ha 10,054ha

関 係 市 町 村 鶴岡市※1，酒田市，庄内町※2，三川町 鶴岡市，酒田市，三川町

主
要
施
設

赤川頭首工 新設
堰長166.9m，堰高3.1m
最大取水量46.77m3/s

改修
堰長・堰高 変更なし
最大取水量41.45m3/s

赤川揚水機場 新設
ポンプ口径1,000mm×３台
最大取水量6.10m3/s

廃止 撤去

幹線用水路 新設 ７系統 総延長53.4km 改修 ６系統 総延長48.4km

水管理施設 － 新設 中央管理所（親局）１か所 ほか

小水力発電施設 － 新設
水車口径1,350mm×２台
最大出力297kw

※１：旧 鶴岡市，藤島町，羽黒町，櫛引町，朝日村，※２：旧 余目町
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（２）赤川揚水機場
赤川揚水機場は，前歴事業の際に最下流部へ

の用水補給と幹線用水路の断面縮小等を目的に
河川還元水を反復取水する施設として赤川中流
域の三川町内に建設されたものであるが，前歴
事業後の受益面積の減少及び代かき期間の拡大
や水田畑利用の促進などの営農形態の変化に伴
い稼働時期が限られるようになり，施設の老朽
化も相まって維持管理費が増大していた。

このため，本事業に当たって，赤川揚水機場
を①廃止，②同規模で存続，③規模縮小し存続
の３ケースについて施工費及び維持管理費を考
慮した経済比較を行った結果，機場を更新する
②及び③ではいずれも耐用年数 40 年間は常に
維持管理費がかかり続けることになることか

ら，経済性に最も優位な赤川揚水機場を廃止・
撤去して赤川頭首工に合口することとした。

撤去する施設は，取水工から揚水機場までの
導水路全区間，制水門，揚水機場上屋，下部工，
吸水槽，吐水槽などとし，東３号幹線用水路の
改修工事が終了し，取水を赤川頭首工へ変更し
た後の 2017（H29）年度から５か年かけて実施
した。〈図３及び写真４参照〉

撤去工事は，導水樋管部は赤川河川堤防の開
削が伴うため，仮締切堤の築立時期等を考慮し
て取水工から揚水機場までを３区間に分割し
た。また，堤防開削区間は国土交通省委任工事
とし，東北地方整備局酒田河川国道事務所が実
施した。

表２　頭首工ゲート設備改修の内容

ゲート設備 既設緒元 装置区分 改修内容

土砂吐（１門）
洪水吐（４門）

シェル構造ローラゲート  
　20.0m× 3.65m
　29.7m× 3.15m

扉体 ローラ・シーブ交換，水密ゴム交換，塗装塗替

戸当り 塗装塗替

開閉装置 更新

機側操作盤 更新（開閉装置と整合）

取水門（６門）
制水門（６門）
サイホン
　取水門（１門）
サイホン
　制水門（１門）

板桁構造ローラゲート
　5.0m× 2.5m
　5.4m× 2.5m

　2.3m× 2.5m

　2.7m× 2.5m

扉体 ローラ交換，水密ゴム交換，塗装塗替

戸当り 塗装塗替え

開閉装置 更新（形式変更）

機側操作盤 更新（開閉装置と整合）

付帯施設 防護柵や点検歩廊を設置

電気設備 遠隔電気設備 既設使用

写真３　仮桟橋工法による施工状況と新しく生まれ変わった赤川頭首工
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写真４　赤川揚水機場の撤去全景（堤防開削時）

表３　赤川揚水機場の廃止・存続・縮小による経済比較
項目 ケース①　廃止 ケース②　存続 ケース③　規模縮小

送水方式

・赤川揚水機場は廃止
・ 赤川揚水機場相当量を赤川頭
首工に合口
・ 幹線用水路の一部断面拡幅
（11.2㎞）

・ 赤川揚水機場は現況規模で存
続

・ 幹線用水路は劣化部補修のみ
（20.8㎞）

・ 赤川揚水機場は規模縮小
（64％）で存続

・ 幹線用水路の一部断面拡幅
（2.0㎞）

　 長所

　機場の運転・維持管理費が不
要
　水源１か所で送水管理の一元
化が可能

　機場掛りの下流受益者の独自
水源を保持
　水路拡幅やゲート規模を拡大
する必要なし

　機場掛りの下流受益者の独自
水源を保持
　揚水機場の運転・維持管理費
が軽減

　 短所

　機場掛りの下流受益者の独自
水源が消滅
　水路拡幅やゲート規模の拡大
が必要

　機場の運転・維持管理費を要
する
　水源２か所で送水管理の一元
化が図りにくい

　機場の運転・維持管理費を要
する
　水源２か所で送水管理の一元
化が図りにくい

総合検討

〇 事業費は最も高価となるが，
機場廃止による運転管理が不
要となり維持管理費が最も安
価となることから，全体的に
経済的。

× 機場改修を要し事業費は中位
だが，機場の運転・管理を要
するため維持管理費が最も高
く，全体的に経済性に最も劣
る。

△ 機場の規模縮小により事業費
は最も安価だが，維持管理費
は中位となるため，全体的に
は廃止案に劣る。

　 総経費 100 114 103

図３　撤去区間の分割
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（３）幹線用水路
幹線用水路は，東３号幹線用水路を皮切りに

全６路線の改修を行った。主な改修内容は，水

路断面の拡幅，嵩上げ，内面補修，トンネルや
サイホン・暗渠の改築，内面補強，流量の変更
に応じた分水工の改修や設備更新などである。

表４　幹線用水路の改修概要

○ 老朽化による劣化が著しい箇所
については，水路の内面補修を
実施した。

○対象区間
　 西１号，西３号，東１号，
東２号，東３号，東五ヶ村

○ 赤川揚水機場の廃止に伴い，水
路を流れる水量が増加する区間
については，水路側壁の嵩上げ
により通水量を増加させた。

○対象区間
　西１号，東３号，東五ヶ村

○ 嵩上げでは通水量の増加分を流
下できない区間については既設
水路を取壊し，L型ブロック水
路を新設し水路断面を拡幅し
た。

○対象区間
　東３号

○ 水路断面が小さい区間は，L型
ブロック水路に代わり底版が一
体となった大型フリューム水路
を新設した。

○対象区間
　東３号

○ 水路トンネル内の内面で劣化が
著しい箇所について，内面補修
を実施した。

○対象区間
　東１号

内面補修

嵩上げ

Ｌ型ブロック水路

大型フリューム水路

補修

補修

補修
トンネル
内面補修
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（４）水管理施設
幹線用水路の通水状況の監視やゲート操作に

よる通水量制御の遠隔化を可能とする水管理施
設を導入し，維持管理費や作業労力の軽減を図
ることとした。

この水管理施設は，庄内赤川土地改良区の隣

に新たに建築した赤川用水管理センター内に設
置する親局と赤川頭首工をはじめとする幹線用
水路の主要な分水工に設置する監視カメラ，水
位計等の監視装置又は監視・操作装置等からな
る子局 16 箇所，孫局８箇所で構成されている。

（５）小水力発電施設
2015（H27）年度から２か年かけて，西１号

幹線用水路の高低差を利用した小水力発電施設
を新設した。2017（H29）年度に試験運用調整
を行い，同年７月より庄内赤川土地改良区に管
理運営が委託され，同時に東北電力（株）へ売
電を開始した。

発電施設は，西１号幹線用水路の上流部の
200m に５か所の落差工が存在する区間に位置

し，用水路から右岸側に設置したヘッドタン
クへ取水し，導水管（FRPM φ 1,800㎜）を通
して発電施設まで導水・発電したのち，落差
工下流部にて用水路へ放流する仕組みとなっ
ている。かんがい期は農業用水（最大通水量
37.17m3/s）の一部 5.4m3/s，非かんがい期は下
流青龍寺川等の環境用水の全量 4.5m3/s を導水
し，年間を通して毎日 24 時間運転が可能となっ
ている。流量の小さい期間でも落差を十分に得

写真５　水管理施設が入る赤川用水管理センターの全景と操作室

表５　小水力発電施設の概要

項 　 目 内　　容 関係施設配置図

設 置 位 置 山形県鶴岡市板井川地内

最 　 　 大
使 用 水 量

かんがい期　：5.4 m3/s
非かんがい期：4.5 m3/s

有 効 落 差 7.2 ｍ

水 車 形 式 軸流プロペラ水車
　φ1,350 mm×２台

最 大 出 力 297 kW

年間発電量 約188万 kWh

発 電 開 始 2017(H29) 年７月

施設管理者
（共　同）

庄内赤川土地改良区 及び
因幡堰土地改良区
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られるよう幹線用水路には転倒ゲートを設置
し，水位の調整を行っている。

売電収益は，土地改良区が管理する農業水利
施設の維持管理費に充てられることから，組合
員の負担軽減が期待されている。

５．ICTモデル事業「国赤川二期地区」
（１）事業の概要

国営赤川二期農業水利事業の受益地である山
形県鶴岡市湯野沢地域の水田約30haを対象に，
ICT モデル事業「赤川二期地区」を実施した。

本地区は 1981（S56）年度には県営ほ場整備
事業により揚水機場の設置と区画整理が行われ
たが，水田への給水は手動操作のため水管理に
多大の労力を費やすとともに，揚水機場のポン
プが過度に稼働し適切な用水管理ができていな
かった。

このため，本事業では ICT（情報通信技術）
を活用して揚水機場とほ場に設置した自動給水
栓が一体的に連動する水管理システムを構築
し，営農者はほ場への給水を遠隔監視・制御す
るとともに，ほ場の水需要に応じて揚水ポンプ
稼働することにより適切な配水管理と揚水ポン
プの効率的な運転を実現し，土地改良区と営農
者の双方の水管理労力と維持管理費用の低減を
図るものである。

（２）効果検証
整備直後の１年間のみであるが，2021（R3）

年に整備前後の状況を比較し，水管理労力や用
水量，電気料金などの面での効果を検証した。
この中で，水田への給水等の水管理及び揚水機
場のポンプ運転に係る作業時間を比較したとこ
ろ，事業後の作業時間が半減しており，水管理
労力が大幅に軽減していた。また，自動給水制
御システムを活用することにより，無駄な給水・
排水が低減していた。

本地区の農家の方からは，「番水での見回り
がなくなった分，枝豆の収穫作業にあてること
ができた」，「ほ場へ出向く回数が減り，水管理
が楽になった」といった声が寄せられている。

整備後１年間のデータのみによる効果の検証
であるが，水管理に要する作業時間では大幅な
削減が発揮されていた。一方で，ポンプ揚水量

表６　ICTモデル事業の概要

受 益 面 積 水田　30ha（標準区画30a）

関係市町村 鶴岡市

実 施 内 容

（1） ICT 監視制御設備 ほか　     1 式

（2） 自動給水栓装置の設置　 117箇所

（3） 水位調節型排水調整器　 113箇所

（4） 効果検証業務　　　　     　 1 式

事 業 期 間 令和2年度～令和3年度（2か年）

主 な 作 物 水稲，だだちゃ豆

施設所有者 庄内赤川土地改良区（自動給水栓含む）

図４　事業による効果
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ストックマネジメント

や電気料金の低減効果については，引き続き
フォローが必要であると考える。また，整備内
容やその効果については，庄内地域の農家を中
心に多くの視察希望が寄せられるなど，スマー
ト水管理への関心が高っており，ICT 自動給
水栓を含む整備コストを如何に縮減していくか
が大きな課題と感じた。

６．おわりに
本事業は 2010（H22）年度に着工して以来，

12 年の歳月を経て 2022（R4）年３月に無事完
工する運びとなった。これまで，本事業の立ち
上げと着工後の実施の推進に，行政面や財政面
からひとかたならぬ御支援を賜ってきた山形県
をはじめ鶴岡市，酒田市，三川町，庄内赤川土
地改良区，因幡堰土地改良区そして受益者の
方々など地元関係者の皆様に心より感謝申し上
げる。

また，この間の事業実施に際し指導をいただ
いた農村振興局，東北農政局の皆様方や当事業
所に在席し汗を流してこられた歴代の所長を初
めとする延べ約 100 名の職員の皆様方に対して
も感謝申し上げる。

全国でも有数の取水量を誇る赤川頭首工から
取り入れた清らかな水は，６路線・約 48km に
及ぶ長大な幹線用水路群を経て赤川地域の水
田約１万 ha を潤し，庄内平野の美田を形成し
ている。そんな米どころで美しい田園空間を支
えてきた基幹的な農業水利施設をフルに活用し
て，水稲を中心とした水田の畑利用や農地の集
積・集約化による規模拡大，農産物の輸出拡大
などを推し進め，将来の日本農業を先導してい
く地域であり続けること，また地域に多くの恵
みをもたらし地域社会がより一層活性化するこ
とを心から期待するものである。

写真５　“未来につなごう 赤川の農業用水 ”
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