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１．地区の概要

大中の湖は琵琶湖東岸の近江八幡市および東近江

市に所在する面積 930 ha の干拓地です。

本地区は，第二次大戦終戦直後の緊急食糧増産計

画により，内湖干拓 5 地区のうちの一つとして構想

が策定され，農林省直轄事業として昭和 32（1957）

年に着工し，昭和 43 年に事業完了しました。

干拓工事の完了後に，県営事業として昭和 41 年か

ら 47 年に地区内の農地整備工事が実施され，その間

昭和 41 年に 153 戸，翌年に 63 戸が入植し，1 戸当

たり 4ha の農地と 10 a の宅地を配分され，営農がス

タートしました。

干拓地内の農地利用は，入植開始後数年間は水

稲単作であったものが，次第に麦，大豆，飼料作

物，園芸作物の導入が進み，現在ではスイカが特産

物となっているほか，露地でのキャベツなど野菜栽

培，グリーンハウスでのトマト，ピーマンなど施設

園芸も盛んです。また，市街地から離れているとい

う立地条件により，近江牛が約 7 千頭飼育されるな

ど，県内最大の畜産基地に発展しています。　

このように水稲単作からの脱却が進んだ要因とし

ては，当該地区のほとんどが高収益を目指す専業農

家による経営であること，農地の標準区画が 1.5 ha

（一部は 1.0 ha）となっており，稲作の労働生産性は

元々高かったこと，更に集落営農等で稲作を集約す

ることにより，労働時間を稲作以外の農作業・畜産

に振り向けることができたことに加え，平成になっ

てから暗渠排水が再整備されたことにより，地区内

農地の排水条件が改善され，畑作に支障が無くなっ

てきたことなどが考えられます。
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２．用排水施設の概要

干拓地内農地の標高は琵琶湖標準水面より約 3 m

低くなっているため，常時排水を必要とします。一

方で用水は干拓地周辺の承水路および隣接する大同

川から樋門を通じて自然流下で取り入れています。

干拓地内の全ての排水は大幹線排水路を介して新

田排水機場から排出されます。大幹線排水路と直交

して支線排水路が 250 m 間隔で配置され，集めた水

を大幹線排水路に送っています。

新田排水機場には 8 台のポンプが設置され，合計

で 21.56 m3/sec の定格排水量を持っています（別表

-1）。ポンプの原動機は 8 台のうち 3 台が電動機，5

台がディーゼルエンジンとなっており，常時排水（定

格 2.6 m3/sec）を 2 台の電動ポンプで行い，洪水時

の排水量増加分をエンジンポンプ 5 台とチューブラ

ポンプ（電動）1 台で受け持つ構成となっています。

大中の湖地区排水施設（排水機場および幹線排水

路）は平成 8 年に 3 市町（現在は 2 市）に管理移管され，

基幹水利施設管理事業として運営されており，操作

管理は琵琶湖大中の湖土地改良区が受託しています。

３．国営施設応急対策事業の概要および進
捗状況

本地区の排水施設は，最も古いもので 1963 年の造

成と，50 年以上経過していることから，近年ポンプ

設備の故障が頻発し，大幹線排水路の鋼矢板の腐食

が著しくなる等，干拓地内の安全管理において問題

となる状況となってきました。また，排水機場建屋は，

耐震構造が現在の基準を満たしておらず，強い地震

が発生すると建屋が沈下し，ポンプが運転不能とな

る恐れがあります。加えて，鋼矢板護岸の大幹線排

水路は経年劣化による腐食が進行し，一部の区間で

は矢板の穴あきが認められるなど，護岸の崩壊が懸

念される状況となっています。

このため，末端支配面積 500 ha 以上（水田の場合）

の国営要件を満たすこれらの施設について，国営事

（表－ 1）　排水機の構成（現況）
種別 台数 全揚程 定格排水量 原動機 備 考

φ 800 mm 
横軸斜流ポンプ

2 6.1 m 1.30 m3/sec × 2 = 2.60 m3/sec 電動機　115 kW
第１棟，常時排水用
国営干拓，H8 更新

φ 1,200 mm
横軸斜流ポンプ

3 5.9 m 3.16 m3/sec × 3 = 9.48 m3/sec ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　375 ps
第１棟，洪水用
国営干拓

φ 1,200 mm
円筒型斜流ポンプ

1 6.2 m 3.16 m3/sec 電動機　270kW
ﾁｭｰﾌﾞﾗ棟，洪水用
S46 県営増設

φ 1,200 mm
横軸斜流ポンプ

2 7.3 m 3.16 m3/sec × 2 = 6.32 m3/sec ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　470 ps
第２棟，洪水用
S58 県営増設

計 8   21.56 m3/sec

（表 -2）　排水機の構成（改修計画）
種別 台数 全揚程 定格排水量 原動機 備 考

φ 800 mm
横軸斜流ポンプ

2 6.1 m 1.30 m3/sec × 2 = 2.60 m3/sec 電動機　115 kW
第２棟，常時排水用
既存排水機を移設

φ 1,650 mm
縦軸斜流ポンプ

 3 6.2 m 6.32 m3/sec × 3=18.96 m3/sec ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　570 ps
新設棟，洪水用
H30 更新

計  5 21.56 m3/sec
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業により施設機能の回復と耐震安全度の確保を図る

こととしたものです。

事業量は，新田排水機場改修一式および大幹線排

水路改修 1.2 km，事業費は概ね 48 億円，工期は平

成 27 年から 31 年までを予定しています。

（1）新田排水機場改修工事

1）改修工事の概要

新田排水機場は，昭和 32 年の国営干拓事業（S32

～ 42 年）の実施時に 5 台，計 12.06 m3/sec の排

水ポンプが設置され，その後，県営農地整備事業

実施時に 3 台，計 9.48 m3/sec のポンプが増設され，

21.56 m3/sec の排水能力を持つ施設として現在に

至っています。

今回の応急対策事業では，平成 8 年に更新され

た常時排水用ポンプ（φ 800 mm）2 台を移設して

引き続き利用し，他の 6 台（洪水時用）は，新し

い 3 台のポンプに更新する計画となっています（表

－ 1，表－ 2 参照）。

2） 排水機移設および更新の手順

排水機の移設・更新工事は平成 30 年から 31 年

にかけて行う予定となっています。工事期間中は

φ 1,200 mm のポンプ 3 台（計 9.48 m3/sec）が運

転出来なくなり，排水能力が 44 ％低下するため，

工事は，大雨の発生確率が低い 11 月初旬に開始し，

翌年 4 月末迄に新しい排水機の運転が可能となる

よう工程を組んでいます。

施工の手順としては，① 新規ポンプ建屋（新設

棟）の建築，② 新設棟吐出水槽から中間水槽（排

水樋門内側の吐出槽）までの水路（カルバート）

建設，③ 新設棟排水機の据付，④ 常時排水機２

台を第１棟から第２棟へ移設，⑤ 第１棟およびチ

ューブラ棟の撤去，となります。

（2） 大幹線排水路改修工事

大幹線排水路の綱矢板更新については，事前に行

った施設老朽化診断において，腐食が著しく早急な

更新が必要（機能指標が S2，および数年以内に S2

への進行が懸念される S3）と判断された 1,189 m の

区間について，新しい綱矢板の打設および古い矢板

の引き抜きを行っています。

４．おわりに

干拓地において排水機場は，地区内で生活・仕事

をする方々にとってはまさに生命線であり，今回の

排水機移設・更新工事に際しても，土地改良区理事

からは「万が一にも地区内が水没することは許され

ない」との意見が多かったことから，施工期間中に

一部のポンプが運転出来なくなる排水樋管造成工事

については，台風襲来のリスクが低い 11 月からの実

施としました。

ひるがえってみれば，干拓地の中で最も重要な施

設である排水機場が，故障の心配の無い新しい機械

に替わることは，地域に大きな安心をもたらすこと

となるため，今回の事業は受益者，土地改良区のみ

ならず地域の全ての関係者から喜ばれています。

当該事業に携わる職員の一人として，予定してい

る全ての工事が無事完了し，近畿地方に於ける重要

な農業生産拠点である大中の湖地区が，今後とも変

わることなく繁栄していくことを念じている次第で

す。


