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事業の動き

国営施設応急対策事業「筑後川下流福岡地区」の
概要と実施状況
九州農政局筑後川下流福岡農業水利事業建設所
所長

１．はじめに
国営施設機能保全事業
「筑後川下流福岡地区」

松下

勝

なり，干潟がさらに進むにつれて，その程度は
ますますひどくなって湿田化する状態になって

（以下，「筑後川下流福岡地区」）について，前

いた。元々，軟弱地盤であることから地盤沈下

歴の国営筑後川下流事業を含めた地区の沿革を

が生じやすく，排水不良と地盤沈下はいよいよ

含めて，地区の概要及び事業の実施状況につい

深刻となったのである。そこで，これらの干潟

て説明したい。

を干拓し，陸地化して，旧干拓地とあわせて一
体的に排水路や耕地の整備をすることで土地基

２．地域の概況
（１）地区の沿革
筑後川下流福岡地区は前歴事業筑後川下流土

盤が整備され，有明海沿岸一帯ではこれらの干
拓の歴史が繰り返し行われてきたのである。
一方，筑後川下流地域におけるかんがい用水

地改良事業の福岡県側を受益とし，福岡県南部

の状況は，
干拓地の整備が飛躍的に進むにつれ，

を流れる九州最大の河川「筑後川」の下流左岸

用水が一層不足がちになったが，不規則で縦横

域に広がる約 13,900ha の水田農業地帯である。

に発達したクリーク網による用水確保による密

この地区は，一級河川筑後川をはじめとする

度の濃い水利用が行われてきたことから，ク

矢部川や沖ノ端川・花宗川など大小の河川が有

リークの利用は洪水被害との背中合わせの関係

明海へと流れ込んで河口一帯を中心に形成され

であり，水害と干害の常襲地帯となっていた。

た三角州（陸成粘土が分布）並びに干満差の大

また，これらのクリークを使って有明海の潮

きい有明海の潮汐により海岸線沿いに形成され

汐を利用して取水する，
所謂「淡水（アオ）取水」

た干潟が陸化し開田化されてできた干拓地（海

も行われてきたが，多大な労力と取水可能な時

成粘土が分布）により構成され，
平坦で低平地，

間や水量が不規則で不安定な取水であり，他方，

特に有明海沿岸地域では超がつくほどの軟弱地

その他の地域においても中小河川に依存するな

盤を有するという特色ある地形及び地質上の特

ど用水が不安定であった。これらの農業用排水

性を持っている。

について，用排水系統の再編成を行うこと，用

（２）前歴事業以前の水利状況

水の安定供給を図ること，排水の改良を行うこ

前歴事業が実施される前の筑後川下流左岸地

と及び地盤沈下の防止を図ることを目的として

域の利水，治水状況は，有明海沿岸地域の干潟

筑後川下流土地改良事業が着工し，併せて，関

が成長すると，干潟の奥（内陸側）にある旧干

連事業に位置づけされた干拓地等の区画整理事

拓地は，排水の吐き口がなくなって排水困難と

業が相前後して着工したのである。

JAGREE 96．2019・5

25

（３）前歴事業実施後の地区概況
本地区の前歴事業に当たる国営筑後川下流土
地改良事業は，大規模な用排水系統の再編によ

二毛作を中心に，大豆のブロックローテーショ
ンが確立され，農業経営の法人化や大型機械に
よる低コスト化が進められている。

り，用排水路，排水水門等の基幹的な農業水利

本地域の耕地利用率（H27）は 130% で，福

施設の整備を行い，アオ取水の合理化，農業用

岡県の耕地利用率の 112% に比べて極めて高い

水の安定供給及び排水不良の解消を図るととも

割合となっている。麦，レタス，なすの作付面

に，併せて，関連事業により，末端用排水施設

積は福岡県内シェア 5 割以上を占め，県内有数

の整備や区画整理を一体的に実施することで，

の食糧供給基地となっている。

営農の合理化・複合化を促進し，生産性の向上
と農業経営の安定を図ることを目的として，昭
和 51 年度から平成 21 年度にかけて国営かんが



い排水事業として実施された。このうち，用水



改良については，平成 8 年度より筑後大堰地点



からの取水を開始し，排水改良については，筑
後大堰掛（筑後川下流左岸地区も含まれる）を
部分完了する形で平成 21 年度に完成した。
（４）地域農業の概況
本地域においては，前歴国営事業による用排
水路等の農業生産基盤の整備により，水稲を中
心に，水田の畑利用による麦，大豆の土地利用
型農業が展開されている。特に，水稲と小麦の
26





Ỉ✄㻌

㇋㻌





ࣞࢱࢫ㻌

࠸ࡕࡈ㻌

JAGREE 96．2019・5

ストックマネジメント

３．国営施設機能保全事業「筑後川下流福岡地
区」の概要

労力を要することとなる。
このため，国営施設機能保全事業において，

（１）事業概要
受益面積

障をきたすとともに，維持管理に多大な費用と

農業水利施設の機能を保全するための整備を行

13,871ha
ha）

い，長寿命化による農業用水の安定供給，排水

福岡県大牟田市，久留米市，八女

機能の維持及び維持管理の費用と労力の軽減を

市，筑後市，大川市，みやま市，三潴郡大

図り，農業生産性の維持及び農業経営の安定に

木町，佐賀県三養基郡みやき町

資するものである。

（水田 13,871ha
関係市町

畑

－

総事業費

72 億円

事業工期

平成 29 年度～平成 38 年度

主要工事

用水路（改修）10.7km，制水工

１）土木構造物
本地区の用水路は，主に FRPM 管と DCIP
管により構成されており，経年変化によって，

（改修）1箇所，
制水水門（改修）14箇所，
排水

FRPM 管では管材のたわみ，ひび割れ等の変

路（改修）117.2km，
水管理施設（改修）一式

状，DCIP 管ではモルタルライニングのひび割

（２）事業の目的及び施設の現状と対策
本地区の基幹的な農業水利施設は，前歴事業
（国営筑後川下流土地改良事業）により平成 21
年度までに造成されたものである。

れや発錆がみられる。また，排水水門，制水門，
合流工のコンクリート構造物においては，ひび
割れ等の変状がみられる。
そのため，施設機能診断調査の結果により健

しかし，経年的な施設の劣化により，用水路

全度評価機能保全対策を必要とする施設に対し

においては管材のひび割れやたわみの進行，排

て，用水路においては，FRPM 管では管更生

水水門及び排水路においてはコンクリート構造

工法等による補強を行い，DCIP 管では管内補

物のひび割れ，鋼構造物の腐食等による性能低

修を行う計画である。また，排水水門等のコン

下が生じていた。今後，更なる性能低下の進行

クリート構造物においては，エポキシ樹脂等に

により，農業用水の安定供給及び排水機能に支

よる補修を行う計画である。
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２）機械設備
制水工，排水水門，制水門，合流工のゲート
設備においては，扉体の腐食，開閉機の作動不
良等による性能低下がみられる。また，補助排
水機は，ポンプ設備等の劣化による性能低下（主
ポンプ主軸の孔食，ポンプ等の水漏れ）がみら
れる。
そのため，施設機能診断調査の結果による健
全度評価機能保全対策を必要とする施設に対し

Ỉᶵሙ

て，ゲート設備においては，塗装等による補修
を行い，補助排水機においては，補修・更新を
行う計画である。
平成 30 年度に実施した下久末線 9 号制水門
は油圧式の起伏ゲートであったが，老朽化に伴
い駆動部から漏油が発生（H29）したこともあ
り早期改修要請が上げられていた。そこで，起
伏ゲートの開閉方式を，他のゲート設備と同様

ỈỈ㛛㸦ไỈ㛛㸧

のワイヤーロープ式に変更したものである。
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これは，平成 22 年 2 月に岩神線 (FRPM, φ
1350) において漏水事故が発生したことが一つ
の要因であるが，劣化の急速な進行が懸念され
たため，漏水事故発生箇所と現場条件及びたわ
み率が同程度の位置を選定し，管内調査 (H22.3)
によりたわみ率の計測を行ったところ，4.59%
という結果であった。
したがって，たわみ率 5.0% 以内であっても

╔ᕤ๓

漏水事故が発生したことが推測されたことか
ら，
「各施設や地域の条件等を加味する」必要
があると判断し，許容内圧を満足するたわみ率
を各路線で設定し，それを超える場合 S-2 とし
て対策（補強）を行うこととしたものである。
４．終わりに
（１）地域の取組

ᡂᚋ

３）水管理施設
水管理施設においては，完成から１２年以上

筑後川下流左岸地域においては，
歴史や文化，
環境保全，地域活性化など地域資源を活かした
様々な取組みが積極的に行われている。

経過しており，伝送装置の不具合によって一部

具体例として，疎水百選にも選定された「柳

の監視モニタでの水位無表示が発生している状

川の堀割」は，昔から水郷の町“柳川”の基盤

況である。そのため，不具合の発生頻度に注視

を成し，農業用水，生活用水として重要な役割

しつつ，早期の施設機器更新を行う計画である。

を果たしてきた。上水道が普及するまでは飲料

（３）施設計画の基本的な考え方（用水路の例）

水としても使われていた堀割は，現在，機能面

本地区の用水路の施設計画においては，機能

では農業用水路と排水路としての役割を残して

保全の手引きに記載されている許容たわみ率

いるのみである一方で，堀割を活かした「どん

5.0% を用いず，地区独自の基準を用いている。

こ舟」による川下りは，四季折々に多くの観光

機能保全対策検討フロー（用水路）

客が訪れる貴重な文化資源となっている。
また，国営水路を活かしたイベントで
ある大木町「堀んぴっく」は，地域内外
の住民との交流促進に寄与している。
さらに，国営水路をはじめとする筑後
川下流域のクリーク農業は農業遺産とし
ての価値が極めて高く，歴史，文化，社会，
景観など多種多様な方面からの遺産価値
の検討を始めている。
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疎水百選（柳川の堀割）

堀んぴっく
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