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地方の動き

笛吹川沿岸土地改良区における
国営施設機能保全事業の取り組み
山梨県

笛吹川沿岸土地改良区

専務理事

横田

達夫

1．はじめに
改良区の名称ともなっている笛吹川は，山梨
県甲府盆地の東部を流れる 1 級河川であり，東は
大菩薩峠，北は秩父多摩甲斐国立公園の甲武信ヶ
岳や新日本 100 名水で知られる西沢渓谷を源流と
し，県の西部を流れる釜無川と盆地の南端で合流
し，富士川となって駿河湾に注いでいる。山岳地
域を流れるため，日本三大急流の一つとなってい
る。
当改良区は，この笛吹川の水を活用し，管内 5
市 1 町の 4, 145 ha の果樹地帯や畑地に農業用水
を供給することを目的に，水利施設の維持管理を
位置図

行っている。
管内の平場地域では古くからモモやブドウが栽
培されてきたが，年間降水量が 1100 mm と少な

減を図る目的で新設された「国営施設機能保全事

いため，山付きの水利が得難い地域では養蚕が盛

業」を初めて導入することとなったが，その経緯

んに行われていた。

と取り組み状況を紹介する。

安定的な用水の供給により農業経営の安定や生
産性の向上を目的に昭和の 40 年代後半に国営農
業水利事業として事業化され，昭和 63 年に完成
した水利施設である。

2．施設の状況と特徴
笛吹川の水を使った畑地かんがい施設は，広瀬
ダムを水源としている。水は途中 3 つの発電所で

今では，モモやブドウの産地として全国に知れ

利用され，調整池に入り，ここの藤木取水工から

わたり，生産量は日本一を誇っており，シーズン

農業用水・水道用水となり笛吹川の両岸に国営幹

には富士五湖や八ヶ岳高原の観光地と相まって，

線により自然圧で配水される。派生する枝線を副

モモ狩りやブドウ狩りなどを楽しむ観光客にも人

幹線と呼び，標高の高いところの受益地にはファ

気を集めている地域である。

ームポンド（配水池）からポンプアップされ吐水

施設が完成し 20 数年が経過したため，経年劣

槽から配水される。

化などにより漏水や機能低下に陥り，維持管理に
多大な労力と費用が掛かっていた。
平成 24 年度から農水省において，農業水利施
設の長寿命化を図り施設機能の維持及び管理の軽
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図− 1
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笛吹川畑地かんがい事業の概要

国営では末端支配面積 100 ha までの管路を造

改良区が財産管理している施設。三つめは県営畑

成したが，それ以下 20 ha までを県営かんがい排

地帯総合整備事業により造成された散水施設で，

水事業の基幹水路，20 ha 以下，果樹園の散水器

県から事業完了後に関係市町村に譲与され，その

までを末端水路と呼んでいる。

後改良区に管理委託された施設。この三つで構成

人間でいえば，大動脈から徐々に血管が太さを
変え，毛細血管に至り細胞に活力を与えるような

され，農業用水として機能している。
管内の受益地は標高 260 m 〜 800 m に点在し，

もので，国・県が役割分担して，国営幹線水路，

中山間地域の扇状地形を横断する路線であり，起

副幹線，県営基幹水路，配水線，散水線と呼び名

伏に富んでいるため減圧施設や空気弁，排泥工な

や口径を変え，縦横に張り巡らされた管路により

どの管水路本体以外の水利施設も多く，管理する

畑地に用水が供給され農作物の生育に貢献してい

改良区の職員は日々昼夜を問わず，点検や補修に

る（図−１参照）
。

奮闘している。

受益地のほとんどでモモやブドウなどにスプリ

管理している国営の管理系統模式図は図− 2 の

ンクラーによる樹下散水を行うため，相当な圧力

とおりであり，施設の規模はつぎのとおりである。

が必要であること。また，水利施設のほとんどが

1）国営造成施設

パイプラインであり地表には現れず地下に埋設さ

昭和 46 〜同 63 年度

○幹線・副幹線管水路

れていること。さらに，散水しなければ，水は動
かず放流もないこと。この三点が水田地帯の開水

φ 250 〜 1, 800 mm
○ファームポンド

改良区が管理する施設は，つぎの 3 つに区分さ

20 か所
V ＝ 1, 640 〜 10, 200 m3

路とは異なる特徴である。

3．管理の状況

L ＝ 104 km

○揚水機場 10 か所

ポンプ 20 台
φ 150 〜 200 mm

○空気弁 354 か所

れる。一つ目は農水省の財産であるが，国から管

○中央管理所

1棟

理委託を受けた施設。二つ目は県営かんがい排水

○水管理施設

1式

排泥工 159 か所

事業により造成され，
完成後に改良区に譲与され，
JAGREE 84. 2012・11
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□

図− 2

制水弁

管理系統模式図
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図− 3

2）県営造成施設

過去 10 年間の故障件数

昭和 48 〜平成 13 年度

（かんがい排水事業，畑地帯総合整備事業）
○基幹管水路

L ＝ 118 km

過去 10 年間の故障件数の推移は図− 3 のとお

φ 125 〜 350 mm
○ファームポンド

1 か所

V ＝ 1, 186 m
6 か所

φ 80 〜 150 mm
○減圧施設
○自動制御工

57 か所

○散水施設

1式
1式

りであり，年間 500 件にも及ぶトラブルの処理に
職員が東奔西走しているのが実態である。

3

○揚水機場

4．水利施設の故障

末端施設に故障が多いのは，経年によるものの
ほか，散水器や給水栓が外気にさらされ寒暖の影
響を受けやすいことや利用に際し圧力の変化が大
きく使用頻度も多いこと，施設が塩ビ管であり継
手等耐久性がやや劣ること，さらに定置式畑地か
んがいの面積が 2, 000 ha 余と広範囲に及び延長
がけた違いに長いことなどが要因としてあげられ
る。故障は多いが一つの施設や管路が支配する農

22
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写真− 1

写真− 3

畑の末端施設漏水状況

排泥工のマクロセル腐食

写真− 2

写真− 4
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●

電動弁及び周囲の状況

幹線系の漏水補修の工事例

地面積が小さいため，トラブルの影響範囲は比較

2, 3 cm の穴ではあるが，地表下深く埋設されて

的狭い範囲で済み，短期間で復旧ができる。写真

いるため大規模な工事が必要となる。

− 1 はブドウ畑における漏水状況であり，畑の土

国営造成施設は，個々が支配する農地面積が広

壌を流し浸食されるが，範囲は一筆でおさまる。

く，一部の水は上水道にも利用されているため，

一方，国営施設は昭和 46 年度着工，同 63 年度

故障による影響は膨大な面積となり社会的・経済

に完成しているため，40 年から 24 年経過してお

的な影響も大きくなる。写真− 4 は幹線系の漏水

り，経年変化による腐食や老朽化があり，近年，

補修工事の事例である。このような工事では，幹

年間 20 か所程度の故障が発生している。

線内の水処理だけでも水抜きに一日，復旧に数日，

主な故障は，ポンプの損傷や電動機の摩耗，弁

水張りに二，三日掛かった例もある。

類の腐食，制御器の不具合などがある。写真− 2

これらのトラブルが度重なる状況は，水利シス

は電動弁がさび付いた状況であるが，ボルト・ナ

テムの危機であり，関係者の不安を招き，対応策

ットにも錆が進行し，作動不良などの機能低下が

は悩みの種となっていた。

生じた事例である。
特にマクロセルについては，205 か所の事前調

5．新規事業の導入

査のうち，143 か所（約 70％）が影響を受けて

平成 23 年度に閣議決定された「土地改良長期

いるとの結果が得られている。写真− 3 は排泥

計画」では，「これまでの全面的な改築・更新に

工の鋼管のマクロセル腐食の事例であり，直径

代え，機能の監視・診断等によるリスク管理を行
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●
いつつ，劣化の状況に応じた補修・更新等を計画
的に行うことにより，施設の長寿命化とライフサ

・建屋

ひび割れ補修

9 か所

4）水管理施設

イクルコストの低減を図る戦略的な保全管理を推

・水管理システム

更新

進する。」としている。

・中央管理所建屋

ひび割れ・防水補修

これにより農水省では基幹的水利施設を対象に

なお，地元負担の軽減を図るため，関係する

機能診断から補修・補強などによる長寿命化対策

市町が代って負担すると英断されたことは，この

までを一体的に実施する
「国営施設機能保全事業」

農業用水が地域にとってかけがえのないものであ

を創設した。事業の目的と改良区の日常管理の増

り，地域振興のために期待するものが大いにある

加や調査結果から，今後必要と考えられた対策内

からにほかならない。

容とが合致し，県や農水省に働きかけて事業化が
実現した。

6．今後の取り組み

すでに，前年度には改良区の理事会や総代会に

当改良区の管理する畑地かんがい施設は，基幹

おいて施設の長寿命化対策及び受益農家の負担軽

水利施設だけで機能するものではなく，毛細血管

減を図るための事業導入の承認について議決され

である末端施設がなければ，用水機能が成り立た

ていた。

ない。新土地改良長期計画でも「農業用用排水施

さらに，翌 23 年度には西関東土地改良調査管

設の適切な保全管理・整備を通じて，水源からほ

理事務所や山梨県農政部耕地課などの協力や指導

場に至る水利システムの一体的かつ安定的な機能

のもと，関係市町の賛同も得て，推進協議会を設

の確保を図る。」としている。県営で実施した基

立し，事業化に向けた地元の組織体制を整えるな

幹水路から末端散水器までにおいても近年経年変

ど具体的な準備を進めた。計画概要公告から始ま

化による腐食や老朽化が激しくなってきており，

る数々の法手続きを経て，
本年 7 月に計画の決定，

機能診断から補修・補強などによる長寿命化対策

8 月末に計画が確定されたところである。

を一体的に実施する必要があり，追っかけ新たな

現在事業の実施に向け，西関東土地改良調査管
理事務所笛吹川沿岸支所において諸準備が行われ
ており，
今年度末までに事業着手される運びである。

事業導入の取り組みが必要となっている。

7．結びに

主な工事内容はつぎのとおりであり，総事業費

今年は干ばつ年に当たり，所によってはモモや

55 億円，工期は平成 24 年度から 10 年間を想定

ブドウの木が枯れたとの話を聞くにつけ，管内で

している。

は適切な散水により良好な収穫を迎えたことが職

1）取水口

除塵機更新，補修

員の誇りであり，何よりの喜びであった。

2）幹線・副幹線水路
・導水路

今回，「国営施設機能保全事業」の事業化第 1

巻き立て

号として採択や実施に向けてご協力願った方々に

・マクロセル対策

247 か所

感謝するとともに，笛吹川の流れが過去から変わ

・ファームポンド

ひび割れ・目地補修

らぬように，幾多の先達たちが築き上げたこの農

ディスクバルブ更新 19 か所
・分水工建屋等

ながら未来永劫機能を果たし，農家の経営の向上

建屋更新 19 ヶ所

制水弁交換 23 ヶ所

・弁室，空気弁
弁交換 387 ヶ所

左岸 2 か所

3）揚水機場
・ポンプ，電気設備更新
24

により地域農業がさらに発展し「果樹王国やまな
し」を下支えし続けることを願ってやまない。

弁室蓋更新 576 ヶ所
・緊急遮断弁設置

業水利システムが，関係者の尽力により手を加え

9 か所
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