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母なる大隅湖の恵みによみがえる笠野原台地農業
（笠野原土地改良区における国営施設機能保全事業の取り組み）
笠野原土地改良区

理事長

道免

勇
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1．地域の特性
笠野原台地は，鹿児島県大隅半島の中央部に位
置し，高隈山系に源をもつ肝属川と串良川に挟ま
れ，南北 16 km 東西 12 km 面積 6, 000 ha を有し，
北（標高 170 ｍ）から南（標高 30 ｍ）へとゆる
やかな勾配（1/80 〜 1/100）をなしており，畑地
かんがい地域として理想の台地であります。
地質は南九州一帯に分布するシラス地帯に属
し， 厚 さ 10 m か ら 数 10 m の シ ラ ス 層 の 上 に
1 m 程度「クロボク」と呼ばれる軽い黒色火山灰
土に覆われています。
気候は南海型に属し，
一年間の平均気温は 17℃，
年間降雨量は約 2, 500 mm ありますが，降雨分布
が悪く集中豪雨が多い反面，無降水が続きしばし
ば旱ばつ被害を受ける状態でありました。

2．台地開発の歴史
�

台地開発の歴史は「水との闘い」でありました。

位置図

藩政時代から先人のたゆまぬ努力が重ねられ，つ
いに念願の上水道が高隈山を水源として，大正
14 年から昭和 2 年にかけて布設されました。
これに併行して耕地整理が実施され，昭和 9 年
に完成しました。一区画を 3 ha に整理し，碁盤

業水利事業の第一歩を踏み出すことになりました。

3．畑地かんがい事業計画
笠野原地区の農業開発は，昭和 30 年に国営

の目のように道路が張り巡らされました。しかし，

畑地かんがい事業の第一号地区として採択され

依然として農業の生産性向上は見られませんでし

たことにより，高隈川の上流にダムを築造して，

た。そこで鹿児島県を初め，地元市町では，経済・

1,393 万㎥の水を貯溜して笠野原台地に導水し，

社会・文化方面において後進性を持つ大隅半島及

4,807ha の畑地かんがいを実施すると共に，集中

び熊毛郡の総合開発を企画し，学識経験者による

豪雨から農地を守るための農地保全事業，排水路

大隅熊毛開発調査会を組織し，その研究の中で高

整備等を総合的に実施し，生産性の高い作物を計

隈ダム建設（笠野原台地の畑かん構想）が打ち出

画的に導入して，台地農業の飛躍的発展を図るも

され，昭和 26 年農林省の調査が開始，本格的に農

のでありました。
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4．事業への期待と営農計画（米の生産過剰）

して，笠野原営農指導管理センターを設立しまし
た。県関係，市町，農協，県農協連等の職員 26

笠野原地区の営農計画は，事業採択の頃は，ま

名のスタッフが受益農家に濃密な指導を行うと共

だ第二次世界大戦の後遺症も癒えず食糧不足の

に，作目団地育成に取り組み，7 種類 38 団地（1

時代であり，主食（米）の確保といった大きな目

団地 30 ha）が結成されました。その他，水の多

的のもとに計画されました。当時の台地農家に水

目的使用，スプリンクラーの使用方法及び経営指

田耕作者は殆ど無く，当初の営農計画の畑作水稲

導等を行った結果，畑地かんがい営農の基本が出

27.8％の作付に大きな希望を抱いていました。し

来てきました。

かし，農業技術の進歩が米の増産をもたらし，一
方，社会経済の発展は国民の食生活を変化させ，

5．施設の管理と整備

米の消費が減少し，
生産過剰の時代を事業途中（昭

笠野原土地改良区では，国・県・団体営で造成

和 44 年）にして迎える事になりました。そして

された施設（昭和 35 年〜 57 年完工）を管理して

水田転作が打ち出され昭和 47 年に営農計画が変

おます。国営で造成された高隈ダム，調整池，幹

更され，台地農家の大きな夢が無惨にも打ち砕か

線用水路及び管理施設機器は，既に 43 年を経過

れました。また水利用をした高度な営農展開も一

して老朽化が著しく，各所に故障が発生しており

部の人に限られておりました。そこで鹿児島県で

ます。最初に，土地改良施設維持管理適正化事業

は，昭和 48 年に畑地かんがい技術普及を目的と

により施設整備を実施しましたが，事業費に限度

表− 1

土地改良施設維持管理適正化事業
（単位：千円）

期 別
事業年度
1 期生 S52 〜 56
3 期生 S54 〜 58
6 期生 S57 〜 61
8 期生 S59 〜 63
9 期生 S60 〜 H 元
10 期生 S61 〜 H2
13 期生
H 元〜 5
18 期生
H6 〜 10
19 期生
H7 〜 11
23 期生 H11 〜 15
27 期生 H15 〜 19
30 期生 H18 〜 22
32 期生 H20 〜 24
計

施工年度
S53
S56 〜 58
S57 〜 60
S60 〜 62
S60 〜 62
H元
H4
H9 〜 10
H10
H13
H17
H18.19.21
H21.24

事業費
11, 300
27, 400
20, 000
7, 000
16, 000
5, 150
7, 210
5, 500
5, 000
5, 000
8, 000
8, 000
10, 000
135, 560

表− 2

事
業
内
容
揚水・加圧機場，ポンプ設備
町野式給水栓取替，鵜の首取替
牛牧川サイフォン塗装，F2・F3・F4，導水路安全施設
C・E 幹線制水弁取替
高隈ダム取水塔水密ゴム取替及び塗装
団体営管補修及び制水弁設置
制水弁 3 ヶ所取替
管水路改修，制水弁土砂吐設置，空気弁改修，マンホール改修
管水路改修，制水弁土砂吐設置，空気弁改修，マンホール改修
管水路改修，制水弁土砂吐設置，空気弁改修，マンホール改修
導水路サイフォン・送水管塗装，揚水・加圧ポンプ整備一式
管水路改修，制水弁土砂吐設置，空気弁改修，マンホール改修
ダム，揚水加圧機場管理設備補修，管水路改修，制水弁，空気弁取替

土地改良施設管理設備修繕事業
（単位：千円）

事業年度

地

区

事業費

S62 年度

笠野原地区

43, 890

S63 年度

高隈地区

31, 350

H2 年度

高隈地区

25, 080

計

100, 320

表− 3

事
業
内
容
高隈ダム管理所室内改修及び塗装外，パトロールカー更新
揚水・加圧機場建屋塗装・修繕補修外，F1 安全施設
ダム防塵ネット設置，揚水・加圧機蓄電池取替
鉄骨スレート倉庫，C・D 幹線制水弁取替
土砂吐制水弁新設 4 ヶ所，制水弁取替
管水路新設Φ＝ 250 mm
L = 900 m

県営土地改良施設整備事業（H8 〜県営基幹水利施設補修事業に改称）
（単位：千円）

事業年度
S62 年度
〜 H17 年度
30

地

区

笠野原地区

事業費
1, 485, 248

事
業
内
容
ファームポンド，アスパネル張り替え 3 ヶ所，
幹線水路布設替え 5, 924 m，水管理施設 一式，測量試験費外
JAGREE 85. 2013・5

●

ストックマネジメント

●

があり抜本的な改修が必要になり，昭和 62 年度

め以下のような補修事業を引き続き実施し，総事

から制度化された県営土地改良施設整備事業を始

業費は 33 億 5 千 8 百万円余りになります。

平成 16 年，10 号ずい道の改修工事（SPR 工法）
表− 4

平成 17 年，串良町

国営Ｅ・Ｆ幹線の布設工事

県営土地改良施設整備事業
（単位千円）

事業年度
H2 年度
〜 H7 年度

地

区

事業費

高隈地区

事
業
内
容
高隈ダム電気設備 一式，揚水・加圧機場電気設備
付帯工事 一式，測量試験費外

478, 040

表− 5

一式

国営造成施設権利調整対策事業
（単位千円）

事業年度
H4 年度
〜 H14 年度

地

区

事業費

笠野原地区

表− 6

465, 500

事
業
内
容
地上権権利設定登記 479 筆（用地費 64, 190 千円）
測量及び試験費用地測量業務等
（測量延長 46. 57 ㎞，測量業務費 182, 641 千円）
管保護工事等 1, 759 ｍ（工事費 218, 669 千円）

県営基幹水利施設補修（ストックマネジメント）事業
（単位千円）

事業年度
H19 年度
〜 H25 年度

地 区
第二
笠野原地区

事業費
693, 500

事
業
内
容
高隈ダム水管理施設 一式，地区内幹線水路 一式
揚水・加圧機場 一式，付帯工事 一式，測量試験費外

平成 19 年，揚水ポンプの吸水管改修
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平成 19 年，加圧ポンプの分解改修
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6．財源対策として小水力発電事業
こうして数々の補修事業を取り入れて施設の機

7．更新（二期）事業の推進
これまでに土地改良施設維持管理適正化事業，

能維持に努めて参りましたが，農産物の価格低迷

県営土地改良施設整備事業等を導入して施設の機

により農家負担を増額するのは難しくなりそこで

能維持を図ってきましたが，経年劣化による機能

高隈ダムの責任放流水（河川維持用水）を利用し

低下が避けられず，補修を要する施設が年々増加

て水力発電所を建設して組合員の負担軽減を図る

してきています。そこで先ず国営土地改良事業地

という構想ができてきました。そして平成元年か

区調査が平成 13 年度から 17 年度まで実施されま

ら小水力発電所建設の可能性調査に入り，平成 4

した。それにより二期事業の概算事業費が国営施

年に基本計画策定調査が実施され事業としての可

設で約 120 億円となりました。そして平成 18 年

能性が確認されました。それを受けて平成 6 年 3

度に鹿屋市・肝付町並びに笠野原土地改良区が一

月の通常総代会で発電事業が採択されました。当

体となって笠野原畑地かんがい整備推進協議会が

初はダム直下で発電を行なうという考えでした

設立されました。しかし県の負担はもとより，地

が，充分な落差が得られないので，ダムから地区

元負担金も高額になったことから事業着手に至り

内への導水路の空容量を利用して約 8 ㎞導水し，

ませんでした。

河川に落とすという方法に変更されました。これ
により有効落差 75 m を確保し最大出力 820 kW

8．国営施設機能保全事業へ変更

の発電をするというものです。当時は再生可能エ

平成 23 年度に国営施設機能保全事業が創設さ

ネルギー特別措置法のような支援制度は無く，許

れたことから，九州農政局南部九州土地改良調査

認可に関する事案が多く農林水産省，建設省，通

管理時事務所で笠野原地区連絡調整会議を開催す

産省，九州電力等交渉を順次重ね平成 13 年３月

ることになりました。この会議で国営造成された

に完成しました。この間 13 年の歳月と約 7 億円

畑地かんがい施設の更新等に係わる必要な施策の

を費やしました。資金の内訳は通産省の補助金が

検討，基本方針策定を行い，そして事業費 24 億円・

20％，残額については農林漁業金融公庫と市中銀

工期 10 年程度と決まりました。

行からの融資によるものです。ダムからの責任放

笠野原土地改良区ではこの事業の導入に向けて

流水と無効放流水を利用して効率よく運用されて

平成 24 年 3 月の通常総代会で導入の意思表明を

います。

議決しました。また事業の早期着工に向けて笠野
原畑地かんがい整備促進協議会を母体に早期着工
に向けて関係機関と協議を行い，地元負担への対
応，県知事への要望活動を行ないました。
国営事業の施行申請に先立ち，混住化，大規模
農業施設や高規格道路等への農地転用で地区面積
が減少したことから，現在の維持管理計画の変更
が必要になってきました。まず市町での計画変更
の概要公告，地区説明会，組合員 2/3 以上の同意
徴集，総代会での承認と一連の法手続きを行い，
平成 25 年 2 月 25 日付け県の認可を得られました。
そして国の事業公告縦覧終了後，総代会で施行申
発電所内部

32

請することになります。
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国営管（φ 600 mm）漏水状況
（表紙の裏にカラーで掲載）

茶防霜散水
現在は全国的に定着した散水氷結による茶防霜
笠野原台地で最初に本格的に導入された

9．県営・団体営造成施設の更新
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●

管の破損状況
（表紙の裏にカラーで掲載）

キャベツ散水
作付面積が 100 ha を超え笠野原台地の重要品目と
なっている

決まりました。そして 25 年度から実施計画書等
の作成に入る予定です。

国営施設の長寿命化は目処が立ちました。しか

こうして計画的に施設を改修し機能維持に努め

し末端百ヘクタール未満の施設は対象外となって

て行きますが，一方，農業を取り巻く環境は厳し

おり，また県営・団体営施設は耐用年数が経過し，

く後継者不足，農産物の価格低迷など明るい展望

老朽化による漏水事故も年々増加してきており，

はあまり無いのが実情です。しかし当地区は気候

通常の維持管理では対応出来なくなりつつありま

温暖で基盤整備が出来ており，農業をする条件と

す。また現在の県営施設補修事業は平成 25 年度

しては最高の土地であり，このすばらしい財産を

で終了することから新たな事業の導入が急務とな

次の世代に引き継ぐことが我々の使命だと信じ，

り，関係機関と協議を進めてきました。そして県

日々努力しております。

営農地整備事業により更新して行くという方針が
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