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１．地区の概要
河北潟周辺地区（以下「本地区」という。）は，

石川県中央部の日本海沿岸に位置し，金沢市，
かほく市，津幡町，内灘町の２市２町にまたが
る河北潟干拓地（以下「干拓地」という。）及
び河北潟沿岸地域（以下「沿岸地域」という。）
に広がる県内有数の農業地帯であり，水稲，大
豆，大麦などの穀類の生産や，地域の特産とし
て市場価値の高い加賀レンコン，小松菜をはじ
めキャベツ，スイカなどのほか，県内の牛乳生
産の約５割を占める酪農経営など多様な営農が
展開されている（図１）。

２．前歴の国営土地改良事業
本地区では，1963（昭和 38）年から実施さ

れた国営河北潟干拓事業（以下「干拓事業」と
いう。）及び国営附帯土地改良事業（以下「附
帯事業」という。）により，食糧増産を図るべ
く米の生産を前提として水田の基盤整備が始め
られた（写真１，２）。しかし，1970（昭和 45）
年に始まった米の生産調整による農政の大転換
に伴い，干拓事業は畑地整備に計画が変更され，
農家をはじめ関係者の不断の努力により，現在
では多様な農業が展開され，県内有数の農業地
帯へと発展した。

ストックマネジメント

国営総合農地防災事業
「河北潟周辺地区」の実施状況

事業の動き

北陸農政局河北潟周辺農地防災事業所長
　家元　隆佳

図１　河北潟農業の石川県に占める割合

写真１　干拓前後の河北潟
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また，低平な湿田域が形成されていた沿岸地
域は，附帯事業による排水施設の整備により安
定した水稲栽培が行われるようになり，現在で
は良質米の産地として知られるようになって
いる。

写真２　河北潟干拓事業

堤防築堤後・干陸前の状況

放水路の工事状況

３．国営河北潟周辺土地改良事業の計画
しかしながら，多様な営農に不可欠な農業水

利施設は，造成後 50 年以上が経過しているこ
とに加え，自然条件や社会条件の変化などに起
因して機能が低下している。このため，地域の
農業、防災等に様々な影響が生じてきたこと
から，これら施設の早急な機能回復が望まれて
いた。

本事業では，前歴事業で造成された排水機場，
防潮水門等の改修を行い，併せて関連事業で排
水機場を改修することで，農業用排水施設の機
能を回復し，湛水被害の軽減を図ることにより，
本地区の農業生産の維持及び農業経営の安定を

図り，もって国土の保全に資するものである。
事業計画の概要及び計画平面図は表１及び

図２のとおりであり，各施設の整備方針を以下
に示す。
（１）排水機場の整備

前歴事業で整備された排水機場は，干拓地に
４ヶ所，沿岸地域に９ヶ所造成されている。本
事業では，それらの排水機能を回復させるため，
既設機場に隣接して新たな機場を建設する計画
である。新設機場の排水能力は現在の降雨強度
や流出形態に対応して，干拓地で概ね 50％増，
沿岸地域では概ね 70％増としている。

なお，沿岸地域の国営事業要件を満たさない
排水機場４ヶ所は，今後，関連事業として県営
事業で改修する計画としている。
（２）防潮水門の整備

防潮水門は，設計洪水量を 704m3/s から
784m3/s に増強することから，既設の防潮水門
より堰長を10m拡幅し120mとしている。また，
位置を約 270m 上流に移設するとともに，大規
模地震にも対応できる耐震性能を有した施設に
改修する計画としている。

表１　国営河北潟周辺土地改良事業計画概要
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（３）幹線排水路の整備
干拓地の中央に位置し干拓地全域からの排水

を内灘排水機場に導く幹線排水路は，農地から
の流出土砂による排水路内への堆砂，及び機場
を含めた排水能力の増加に対応するため，断面
の拡大を行う計画としている。

なお、干拓地内は生態系豊かな空間を呈して
いることから各施設の整備に当たっては環境保
全に配慮して実施することとしている。

４．事業の実施状況
（１）排水機場

国営事業の対象となっている９ヶ所の排水機
場のうち，まず湛水被害の頻度が多い沿岸地域
の潟端南排水機場について，2021（令和３）年
度から改修工事に着手した。この潟端南排水機
場は，排水量を 2.80m3/s から 9.70m3/s に，ポ
ンプは口径φ 700（３台）からφ 1000 ～ 1500（３
台）に増強を図り，2025（令和７）年度の完成
を目指している（写真３）。また，2022（令和４）
年度には，内灘排水機場及び八田排水機場の工
事に着手することとしている。

排水機場の工事に当たっては，建設位置が干
拓地特有の非常に軟弱な地盤（シルト質粘土層）
であり，機場本体の基礎は良質な支持層の礫層
まで約 60m の支持杭を施工する必要があるこ
と，また柔構造となる樋門工は 20m 以上の地
盤改良を行う必要があることから，深い軟弱地
盤の条件下で施工の確実性を高めるための適切
な施工管理及び品質管理が求められている。

図２　国営河北潟周辺土地改良事業計画平面図

写真３　潟端南排水機場工事実施状況
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（２）防潮水門
防潮水門が設置されている放水路は河川指定

されているが，防潮水門工事（図３）は工期短
縮と事業費節減のため，河川区域内での通年施
工を計画している。放水路両岸上部には福祉施
設などの重要な公共施設が位置していることに
加え，工事施工場所への進入路やヤードの確保
が困難など厳しい条件下での工事となることか
ら，実施設計段階において施工者から仮設計画
などの工事施工に係る技術協力を得ながら進め
る ECI（Early Contractor Involvement）方式
により発注準備を進めてきた。2021（令和３）
年 10 月からの優先交渉権者との価格交渉を経

て、2022（令和４）年度早期の工事着手を目指
しているところである。

防潮水門の周辺では，石川県の準絶滅危惧に
指定されている内灘町の町花のハマナスが群生
しており，環境配慮計画の保全対象生物となっ
ている。このため，改修工事に当たって，ハマ
ナスの生育場所が改変される約 3,100m2 の範囲

（約 600 株）を対象にハマナスの移植を行い，
海浜環境の保全に努めた。移植に当たっては，
住民への周知活動，学校教育との連携（環境教
育の推進）を図るため，地域のイベント活動と
して実施した（写真５）。

図３　防潮水門計画平面図

図４　防潮水門完成イメージ図写真４　既設防潮水門

写真５　ハマナスの移植イベント（2021（令和３年）11月）内灘町の小学５年生180 人が参加
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（３）幹線排水路
幹線排水路は，2020（令和２）年度から工

事着手しており，2021（令和３）年度まで
に L=544m が整備済となっている（改修延長
L=3,200m）。工事に当たっては，軟弱地盤のた
め，大型土のう等を使用した半川締切によるド
ライ施工ができないことから，ICT 施工によ
る河床掘削及びブロックマット敷設による水中

施工を実施している。
特に，河床掘削（水中部）を ICT 施工で行

うことにより，掘削高の管理が容易かつ効率的
で精度の高い施工が可能となるとともに，施工
時期の柔軟性が確保され，また工事工程の短縮
が図られるなど，品質及び工程管理の向上に大
きく寄与している（写真７）。

図５　幹線排水路計画断面図

写真６　幹線排水路工事整備前後

写真７　幹線排水路工事施工状況
河床掘削（ICT施工） 護岸工事（ブロックマット据付）
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幹線排水路の工事に当たっては，環境配慮計
画に基づき，保全対象生物であるキタノメダカ

（写真９）を保全するため，水田環境を模した
水深の小さいワンドを設置した。幹線排水路と
接続して造成し，キタノメダカが繁殖可能な環
境を創出することで，キタノメダカだけでなく，
多くの水生生物の保全に資する取組を行った。
事後のモニタリング調査においては，ワンド（写
真８）を設置した場所で，移植したヨシが活着
するとともに，秋季に多くのキタノメダカやヌ
マチチブが確認され，ワンド設置による生態系
保全の効果が確認された。

一方，同モニタリング調査により，北陸管内
ではこれまで福井県及び石川県南部のみで存在
が確認されていた特定外来種であるカダヤシ

（写真９）が本地区でも初確認された。河北潟
周辺地域の生態系保全のため，カダヤシの生息
範囲把握と駆除が急務とされており，今後石川
県の関係各課と連携し，生息域が拡大しないよ
う監視等を行うこととしている。

５．国営事業による地域貢献
既設の防潮水門は，洪水時に排水を行うため

の５門全てのゲートが扉体下部から放流するタ
イプの単式ゲート構造となっており，河北潟の
水位が日本海の潮位より 20cm 以上高い場合に
ゲートを開け，潜流させて排水する仕組みと
なっている。海水は比重が大きいため，河北潟
の水位と日本海の潮位との水位差が 20cm 以上
なければゲートを引き上げた時に，塩水がかん
がい用水源となっている河北潟に遡上し，農業
用水としての水質に影響を与えることから、水
位差 20cm 以上の確保がゲートを開ける前提条
件となっている。

しかし，河北潟の水位が上昇する洪水時は日
本海の潮位も高くなり水位差 20cm 以上となる
ケースは極端に少なく，また 20cm の差が生じ
たとても波浪の影響なども重なり，現在の防潮
水門はほとんど閉まったままの状態であり，河
北潟の水位は常に高く保たれ，洪水警戒水位に
近い状況が常態化しているのが実態である。

このため，防潮水門の改修にあたり，調整用

写真９　保全対象のキタノメダカと特定外来種のカダヤシ

写真８　幹線排水路に設置したワンド
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に１門のゲートの形式を既存の一段ゲートから
扉体上部から放流できる二段式ゲートへ変更
し，水位差が少ない場合でも塩水遡上がない
オーバーフロー（越流）による先行排水が可能
となるよう構造を見直すこととした（図６）。

これにより，洪水時には事前に先行排水を行
い，河北潟の水位を低下させることが可能とな
る。仮に河北潟の水位を 10cm 低下させるとし
た場合，約 40 万 m3 の洪水調整容量の確保が
期待できる。この二段式水位調整ゲートと気象
情報を連動させ，河北潟の水位をあらかじめ低
下させることにより，沿岸地域の自然排水量の
増加に伴う機械排水経費の節減，並びに河北潟
の洪水調整容量の増加による治水安全性の向上
に貢献することができる。

また，河北潟は閉鎖性水域のため，生活排水
等による水質悪化が地域課題の一つとなってい
るが，防潮水門から潟水の排水が可能となり，
潟の水循環を促進させることができるため，植
物プランクトンの増殖抑制や，潟の水質改善が
期待できる。

６．おわりに
2022（令和４）年２月，石川県，関係４市町，

関係 3JA，関係２土地改良区，石川県農林業公
社から構成される営農情報連絡会の初会合を開
催した。事業による地域農業の振興に向けて，関
係機関の様々な取組について情報共有し，連携の
促進を図り，営農計画の更なる充実や計画実現へ
の協働体制の強化に繋げていくこととしている。

連絡会に先立って，担い手等へのアンケート
調査（約 50 経営体）を実施し，営農や農地利
用に係る課題等について聞き取りを行った。ア
ンケートから見えた主要な課題は，所得減少，
労働力不足，用排水条件の悪化であり，連絡会
ではこれらの課題に対応し，高収益作物導入，
労働力確保，農地集積，基盤整備の観点から，
今後の地域農業の展開方向について情報共有を
行ったところである。

河北潟周辺農地防災事業所としては，事業効
果の早期発現に向け，着実に事業推進を図るとと
もに，治水機能の向上や営農推進などの取組を関
係機関と連携して推進することにより，河北潟周
辺地域の発展に貢献していきたいと考えている。

図６　国営河北潟周辺農地防災事業による地域への貢献
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