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農業用水合理化対策事業について

落 合 信 義

1.概要

都市への人口集中は，多面的な都市用水の増大をもたらすと同時に，他方

では水田の潰廃が進み，農業用水の潜在的余剰水が生じている。農業用水の

一部を都市用水へ転用しろという要請が起こるのは，都市用水側の圧力の強

さもさることながら，自然、のなりゆきでもあろう。

このよ うな社会の要請に答えるため，農林省では，昭和44年度から農業用

水合理化に対する調査研究を行なってきたところであるが，これら調査結果

に基づいて農業用水合理化対策事業を47年度より発足させ，都府県に対する

補助事業として実施することとなった。

本事業の背景，事業の内容，昭和47年度採択地区の概要について記すこと

とする。

2. 農業用水合理化の背景

( 1 ) 都市用水の増大

近年における急激な経済の発展は，都市の拡大，近郊農村の都市化を伴っ

て進行している一方，都市への人口の集中を促進している。

このよ うな都市化は，多面的な水需要を増大させている。上水道について
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第1表 上水道用水の動向

年度両司悦~ I ~＇~ 1詩剤取I ~：：＇~，＂ I ~~：＇.： 
43 I肌 4001 78, 0ば 771 -I 322 s, 493, ooo 
50 ｜肌叫 98, sooj 9oj 20, 8ool 52018, 7弘州問9,000

60 I 121, soo 121, 8引川町州山山2,0叫9,959,000

（注） 50年度， 60年度は厚生守町による悠！定である。

第2表 工業用水の動向

l日収水量を除いた淡 IIii］左年間 使 用量 ｜左の43年度に対する
年度 l水使用量（千m3／日〕 i千m') 議行m')

43 

50 

60 

36, 705 

79, 745 

144,280 

13,400,000 

29,100,000 

52, 700,000 

15,700,000 

39,300,000 

（注） 50年度， 60年度は新全国総合開発計画の主要目際による。

第3表 水需要の動向 (iii{.!. 倍、m＇／年〕

＼＼｜ 決業用水 L生 活 用 水i工業用水 ｜合 計

聖和｜ 総需要論依存｜辰五百両総需要論依存1総需要杭依存-

40 I 500. OI 375. 

60 I 583. 81 454. 5 201.…1. 31 393. 7 325. 51 1, 178. 61 960. 8 

新規 1 83. 81 79. 01 132. 81 127. 8j 266. s, 254. 4, 483. 41 461. 4 

（注） 建設省河川局「広域利水調査第1次報告書」 （昭和46年4刀） による。

は，給水人口の増加のみならず， 1人 1日当たりの給水量も増加する傾向に

あり（第1表），工業用水も，新全国総合開発計画によれば，著しい増大が子

想、されている（第 2表）。また地下水の過剰浪み上げによる地盤沈下現象に対

する地下水浪み上げ規制や， 都市化による上工水の水質汚渇に対処して，地

下水の地表水への転換や， 水質汚濁防止対策の樹立が強く要請されており，
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これらに伴し、従来予想されなかった面の用水需要増大も考えられる。

このため，建設省の調査によれば，昭和60年には，都市におけ る水需要

は，著しく逼迫することが指摘されている（第3表）。

( 2 ) 農業近代化と農業用水の増大

都市近郊農業は，雇用機会の増大等により，脱農業志向型の粗放経営と，

その立地条件の有利性に着目して生鮮食品等を生産する集約的な施設農業経

営とに分化する傾向にある。

この傾向は，今後さらに強まっていくものと考えられる。このうち都市近

郊の高生産性農業を持続するために必要な農業用水は，今後共より安定的に

供給されなければならない。さらに，現在ほとんど濯概されていない畑地帯

についても，湿潤を目的とする畑地濯j既を普及させると共に，労働生産性を

高め農業近代化を図るため，肥培，防除，防霜，塩害防止等の多目的瀧慨も

行なう必要がある。

したがって，農業用水についても水田の面積減少に伴う用水滅を見込むこ

とが出来るにしても，なお相当量，農業用水の需要が増加するものと思われ

る。

( 3 ) 都市化に伴う潜在的余剰水の発生

最近における都市への人口の集中と並行して，都市近郊地帯の農地転用も

ますます増大し，年間 2万ha以上の転用が行なわれており（第4表），今後経

済の発展に伴い，また，新都市計画法に基づく市街化区域内において，この

傾向はさらに促進されるものと考えられる。これらの無秩序な農地転用は，

都市における生活環境の悪化のみならず，都市近郊の農業地帯においても農

地のスプロール化をもたらし，農業関係施設の有効利用をも困難に してい

る。 また，都市用水等農業以外の用途に向ける水需要の増大の反面，農業用

水における潜在的余剰水の発生をもたらしている地域もあると見込まれてい

る。

つまり，都市化の進展により，水田の潰廃が進んでおり，農業用水の需要

量が減少しているにもかかわらず，用水施設の改善が加えられてい な いた

め，農業用水の取水量はそれほど減少していない地域が都市近郊地帯に多く
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第4表 経済J也併別農地転用面積

(1) 都市近郊地帯の転用

, I全農地面積1 I I I I 
経済地桁 ｜（昭叫 I 39年 ｜率 I40年 ！率 ｜昨 l率 I44年 ｜率

I ha ha＇ 銘I hal 猪！

都市近郊 1 町ベ16,26012. 21 22, 47いlha' %1 ha % 

' 0013. 11 20, 563i 2. 7 

(2）人為漬廃にもとづく転用のうち宅地，工場用地，道路，鉄道用地

帯i全農地面積I39年 ｜引 40年 （率I42年 ｜率 l44年 i率
（日召42) I I I I I I I 

I ha. ha1 %1 ha, %1 ha % ha 

都市近郊 ｜ 752,9州1い2011.91 16, 7判2.21 16, 5回 2.21叫鉛4[2. 7 

平地農村 I2, 693, ooo 8, 8401 o. 31 9, o9副0.3: 

農 山 村I1, 9…I 4: ：~~I 0. 21 5，中 ~I 5, 610~ o: ~I 7，ぷ：4
山 村 I588, 300， 叫 0.21 叫 0.21 川 6110. 21 1, 66:1 0. 3 

計 I5, 938, ooo: 2s, 3301 o. 51 31, 8281 日I vi I I I I’ l I vj 

見受けられる。これは，これらの地域における農業用水が一般的には農地の

スプロール化が進む以前に整備された擢瓶水路に依存しており，農地転用が

用水路系統から見た場合，一系統にまとまって集中的に転用されるというこ

とがほとんどないため，生じているものである。

( 4 ) 農業用水合理化の問題点

以上のような状勢から農業用水を都市用水に転用すべきであるとの要請が

強まっているが，農業用水の転用に当たってはいろいろな問題点がある。

1. まず第 1は農業用水水利権の発生というか，農業用水水利権が古くか

ら形成されていて，いわば資産的権利を有していることである。

すなわち，農業用水は，わが国の水田農業が始ま って以来，農民が開墾し

た水田に水を引く ため，多大の資金と労力を投入し，時には血を流して守っ

てきた一種の資産であり，他の用水の確保が困難であるからといって，簡単

に転用すべき性格のものではない。

2. 第 2は農業用水の転用を行なうには，施設のほとんどが，農地転用が

始まる以前の農地面積を対象にして，しかも開水路で作られているため，農
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地転用に伴って農業用水の転用を行なうとすれば，水路の水位が低下して，

各分水口において所定の水位確保が出来なくなるので，不必要であっても水

位確保のために，従来の取水量を減少で、きなかったり，農地転用面積に応じ

て取水量を減少させようとすれば，水位確保のためのゲートを設けるとか，

水路改修をするとかの必要があり，現状では取水量が確保されており，農業

側としては，特に不自由を感じていないため，農業用水を転用する動機が生

じない。

3. 転用を見込むことができる農業用水は，水田の濯概用水が対象になる

ので， 4' 5月頃から10月頃までのいわゆる瀧瓶期のみの取水であるが，都

市用水は，通年の取水が必要であり，新規利水の都市用水としては非瀧慨期

の用水を確保しなければならない。

4. 農業側には，積極的に用水合理化の動機がなく，都市側には用水確保

が緊急であり，非濯瓶期の水手当を別途考慮しなければならない等利害が対

立し事業に対する費用振分けの方法等について調整がむつかしい。

( 5 ) 農業用水合理化の方法

農業用水合理化の節水方法としては，既設水路の部分的改修による場合

と，用水路の全面的改修による場合とがある。

1. 既設水路の部分的改修による場合，既設水路の各分水工の直下流に水

位をせき上げる施設を設けることによって，各分水工の必要水位を保ちなが

ら用水の取水量を必要水量近くまで減ずることができ，漏水のはげしい｜玄関

についてはライニングを行なうことにより，さらに節水することができる。

しかしこの方法による場合，

（ア） これでは地域農業の近代化に対して十分な効果があるとはいえず，

水質の悪化にも対応できなし、d

（イ） 用水の管理ロス（分水等に伴うロス）が多くなり，これを節約する

ためには分水操作等の管理労力が大幅に増大する。

（ウ） 農地の転用の進展につれて再度節水を行なうとすれば，再び改修を

必要とする。

などの問題がある。

2. 用水路の全面的改修による場合
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この場合，従来どおり開水路で改修する方法とパイプシステムとする方法

がある。また用水路の配置方法と しては，従来の用水路の位置を通す方 法

と，圃場整備事業等の土地整備の実施とあわせて用排水系統の整理統合を行

なう方法とがある。

， 開水路と して改修する場合は，部分的改修の場合と大差はないが，パイプ

ヤステムを採用する場合は，建設立が多少かさみ，さらに加圧ポンプを設け

る場合はライニングコストも増加する傾向になる反面，次のメリットが考え

られる。

（ア） 用水の管理ロスはほとんど生じない。

（イ） 分水工等の管理労力が極めて小さし、。

（ウ） 農地の転用がさらに進んだ場介，転用面積に比例した用水の節約が

容易である。

したがって，地域農業の近代化と農業用水の合理化の両面からみた場合，

圃場整備事業の実施とあわせて，パイプシステムの用水施設を整備すること

が最も望ましい方式と考えられる。

3. 農業用水合理化対策事業の内容

( 1 ) 目的

都市近郊における農業地帯において，農業近代化を図るため農業水利施設

および付帯施設，並びに農地の総合的整備を図るとともに，その結果得られ

る農業用水の余剰水を都市用水等の新規利水者に転用し，水資源の有効利用

を図るものである。

( 2) 事業の内容

上記目的を達成するため，農業側で実施する事業の種類は，農業水利施設

整備および土地整備であろう。

1. 農業水利施設整備

濯議~施設 （付帯施設を含む）の新設，管理，廃止または変更で、あ っ て，受

益面積がおおむね 200ha以上であり，かつ，末端支配面積がおおむね 5ha

f管水路にあっては， 末端支配面積の制限なし）以上のものについて， 都府

県が事業主体となって事業を実施することができる。
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この事業は，市街化区域の内外を問わず，農地として用水を必要とし水

利施設を整備する必要がある地域について行なうこ とができる。特に農地と

宅地が入り乱れている潜在的余剰水の多い地域において行なうことが要請さ

れているが，農業側の補助事業としての公共的性格にかんがみ，次の条件を

充足する地域において実施することが出来る。

（ア） 当該地域内にlOOha以上の農業振興地域または同予定地域が含まれ

ること。

（イ） 次式で算定される合思化水量の比率が10%以上あること。
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（ウ） 合理化水量についての新規利水者が存在すること。

2. 土地整備

農業水利施設整備と同時に，一体として実施する ことが技術的 ・経済的に

必要，かつ，適当と認められる他の都府県営および団体営土地改良事業で，

次に掲げる事業をし、う。事業主体は，都府県，土地改良区，市町村，その他

都府県知事が適当と認める者で，採択必準は一般の事業の場合と同じであ

る。

（ア） 都府県営および団体営濯i既排水事業のうち排水事業

げ） 都府県営および団体営悶場整備事業

（ウ） 都府県営および団体営農道整備事業

（エ） 団体営暗渠排水事業

（オ） 団体営客士事業

農業水利施設整備と土地整備との受益の重なりは，原則と して，土地整備

の受益が農業水利施設整備の受益に含まれることが必要である。

( 3 ) 事業の しく み

1. 関係各省庁との協議

都府県知事は，農業用水合理化対策基本計画の策定に先立ち，必要な基礎
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調査を行なうとともに，この事業にかかわる基本的な方針について関係各省

庁と協議を行ない，その結果を事業の採択申請書に添付するものとする。

2. 農業用水合理化対策協議会の設置

知事は，この事業の実施地域ごとに，この事業に関係する各種団体等の中

から夕、：II事が選定する者をもって構成される農業用水合理化対策協議会を設置

し水利用，管理計画，資金計画等について利害関係者聞の権利調整につい

て協議するものとする。

3. 農業用水合理化対策基本計画の策定

知事は協議会の助言により， この事業を実施しよ うとする地区ごとに，事

業が円滑に実施されるよ うに，次の内容を盛り込んだ基本計画を策定する。

（ア） 事業の名称

（イ） 事業の目的

（ウ） 土地利用計画

農業水利施設整備および， 土地整備に関連する農業土地利用計画のみな

らず，新規利水および都市開発等の事業に関連する土地利用計画を含む。

（エ） 水利調整計画

農業用水の転用量および，その時期別変化等既得の農業用水の再配分の

計画等

（オ） 工程計画

事業の実施，農一業用水の転用開始時期等のスケジュ ール

（カ） 資金計画

事業笑施に必要な資金の調達方法，農業者，新規利水者の負担割合等

（キ） 施設管理計画およびその管理方法

施設（特に共用施設の場合）の管理に関する事項

（ク） その他必要な事項

4. 事業実施の申請

農業用水合理化対策基本計画に基づき，国の助成をうけてこの事業を実施

しよ うとすると き，知事は調査を行なって事業計画を作成し，事業採択申請

書を提出するものとする。

5. 事業の採択

農林大臣は， 提出された事業計画について審査のうえ，予算の範囲内で事
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業の採択を行ない，必要に応 じて全体実施設計書の作成を指示する。

( 4) 助成

国は，この事業に要する経費のうち，農業改良効果に見合う投資額の範囲

内で，新規利水者の負担分を除く経費について補助を行なう。

1. 操業水利施設整備

補助対象経費の50%

2. 土地整備

一般土地改良事業の補助率による

4. 昭和47年度採択地区の概要

昭和47年度は3地区を採択し全体実施設計を実施中である。

( 1 ) 権現堂地区

1. 地域

本地域は埼玉県の東部の春日部市，杉戸町，幸手町に位置し従来は利根

川より直接取水し，濯淑を行なっていたが，第 1次の農業用水合理化事業

（本稿における農業用水合理化対策事業によって実施したものでなく，県単

事業として行なわれた）によって，利根大堰から葛西用水を通して濯甑され

ることになった耕地面積l,515haの地域である。

2. 地積

現況，計画の地積とその変化は第5表のとおりである。

現況と計画との差は転用による面積減および＼圃場整備事業実施に伴う減

歩面積の合計である。

第 5表

区 田 ｜普通 畑 ｜樹園地 言十

現 況

I 1,3日， I 
1. 5ha 1,515.zha 

画 1, 231. 0 145. 0 1. 4 1,337.2 

差 ム 125.3 ム 12.4 ム 0. 1 ム 137.8
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3. 計画の概要

老朽化して漏水が多い幹線水路はコンクリ ート ライニングによ って盤備す

ると共に，圃場整備と相まって，末端水路については パイプライン化を図

り，農地および農業用施設の整備によって近代的農業の基盤を整備する。

この結果得られる転用および潰地に伴う用水減および幹線水路の整備，末

端水路のパイプライン化に伴 う用水路ロス減については，都市化に伴って，

逼迫している都市用水 （埼玉県企業局）へ転用する。

（ア） 事業計画

農業水利施設整備

水路 2. 42km, 加庄ポンプ8ヵ所 2,188百万円

土地整備（圃場整備） 377 ha, 552百万Fl

(l,23lhaと 377haとの差 854haは他事業で採択済である）

計 2, 740百万円

（注）事業費には事務費を含まず。

第 6表

区 r〆J、 最 大 理主1既期平均 i窪j侠j羽全量

現況 水 利 付｛ 5, 479m3/s 2, 953m'/s 35,202千m'

更新 水 利 椛 3,804 2,074 24,733 

合 理化 水量 1, 671 0.878 10,469 

合 理化 率 30. 5% 29. 8% 29. 896 

（イ） 合理化水量

合理化水量は， 最大 1,67lm3/sであるが， 濯i飯期の平均では 0.878m3/s 

となり， 都市側には濯i飯期平均の 0.878 m3/sを転用するものとする。非

潅i飯期の水利権については，河川の流況等を考慮して河川管理者に申請す

ることとしている。

4. 費用振分

（ア） 効用

農業効果 （農業振興地域内の農業水利施設整備による営農労力節減効

果，維持管理，節減効果，施設更新効果等）
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年効用 79, 128千円

妥当投資額 l, 127, 422千1'1

水資源開発効果（O.878m3/sの水が生み出されたく擢瓶期のみ＞ことに

よる効果を，最近年建設の草木夕、、ム水価くl昭和46年度に換算＞i2円／maを

用いて算出）

年効用

妥当投資額

（イ） 費用振分

93,468千l'J

1,201,388千円

農業振興地域内の農業水利施設については，妥当投資額割りによって費

用振分けを行ない，土地整備は全額農業側の負担とする。また，市街化区

域内に係る；農業水利施設については，本事業の補助対象にはしないものと

する。

費用振分けの結果を図示すれば，第 1図のとおりである。

｛~型Ii化事業＂｛ 'i
2,740 

( 2 ) 泉佐野地区

1. 地域

第 1図 （単位 100万円〉

大阪府の南端泉佐野市に位置し大阪市まで35kmと通勤圏内にあり，都

市近郊農業として，水田裏作の疏菜栽培が盛んである。現況の用水系統は，

大阪湾にそそぐ樫井川水系内にある稲倉池，大池および小溜池群（全溜池容

量346万3,000m3）によって濯概されている 588.8 haの地域である。

2. 地積
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第7表

区 稲 倉 池 掛 言十（小溜池群を含む）

現 況 l283.4(265.0) ha 305. 4(171. 0) ha I 588.8(436.0) ha 

3十 173. 1(154. 7) 293.2(158.8) 466.3(313.5) 

差 110. 3(110. 3) 12.2( 12.2) 122. 5(122.5) 

（注） 1. ）内は農振区域外の面積で内数である。

2. 差は転用済面積て、ある。

3. 計画の概要

溜池から地区内へ導水する用水路（管渠）が老朽化しているので，用水路

の整備を行ない，さ らに末端までのノξイプ化を行なって， 農業近代化のため

の農業基盤の整備を行な う。事業実施の結果， 農地の転用によ って遊休化し

ていた溜池の有効利用を図 り，さらにパイプライン化によ るロスの減少量を

他種用水（泉佐野市上水道） に転用する。

（ア） 事業計画

農業水利施設整備

幹線用水路の整備 14, 800m) 
( 500百万円

末端水路のパイプライン 466. 3haJ 

（イ） 合理化水路

区 分

第8表

l稲倉池 i大池（小溜池 i
I t洋を含む） ｜ 計

転 用による余剰水

取水効率の向上（上水の通年取水）

用 水 路改 修 によるロス減

計

（注） 単位は 1,ooon?である。

年間の総量を示す。

598 

222 

740 1,338 

1,682 

382 

3,402 

217 

1,460 

165 

2,365 1, 037 

年間の 総合理化水量は， 340万2,000ばであり， これを毎秒に直せば

0.108m3/sとなる。



4. 費用振分

（ア） 効用
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農業効果（農業振興区域内の営農労力節減効果，維持管理費節減効果，

施設更新効果）

年効用 17, 795千円

妥当投資額 252,901千円

水資源開発効果（合理化水量を生み出すことによる効果で，最近年実施

の府営滝畑ダムの水価く昭和46年度に換算＞10. 43円／rdで算定）

年効用 35,523千円

妥当投資額 367,353千円

（イ） 費用振分

農業振興地域分の農業水利施設について，妥当投資額割で費用振分けを

行ない，農業振興地域外については補助対象外とする。この関係を図示す

れば第2図のとおりである。

イ~J:111.f ヒ事設と＇／JI
500 

( 3 ) 津山東部地区

1. 地域

第2図 （単位 100万円〉

一ーーーーーー一一制i助対象

補助対象外
385 

岡山県津山市の東部に位置し吉井川水系加茂川に設置されている合同堰

および大井手堰によって濯慨されている628haの地域である。

地域内に中国縦貫自動車道のインタ ーチェンジが作られ，関西方面への出

荷ルー トが確立されることによって，従来から生産されていた野菜生産がま

すます盛んになるものと思われる。

2. 地積
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第 9表

区 分 換 計

現 況 628. 0(207. 1) hal 628. 0(207. 1) ha 

計 画 430.9(130.0) 120.0(0) 550.9(130.0) 

差 197. 1 （ム77.1) 120.0(0) ム77.1（ム77.1) 

（注） 1. ( ）内は用途区域内の面積で内数である。

2. 差の77.lhaは転用済面積である。

3. 計画の概要

井堰の統合によって取水の合理化を図るとともに，幹支線用水路をノξイプ

ライン化し， 現在の土水路の用水路を排水路として利用することによって用

排分離を行ない，田畑輪換が可能となるなど， 農業近代化のための土地基盤

の整備を行なう。

この事業実施の結果， パイプライン化による水路損失の滅，および転用に

よる用水減を他種用水 （津山市上水道）に転用する。

（ア） 事業計画

頭首工のかさ上げ （共同事業）

（井堰の統合に伴い取水量を増大させるく農業側＞ためおよび貯水量の

確保）

く都市側＞ 106,000千円

共用水路

（取水から沈砂池までの水路） 13,800千円

用水路の新設および改修 （農業）

48, 1oom 479,900千円

言十 599, 700千円

（イ） 合理化水量

現況水利権最大 2.296 m'/s 

更新水利権最大 1.862 

合理化水量最大 0.434

合理化水量平均 0.232 
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合理化率 18. 9 % 

非瀧j既期の水量は，河川の流況より判断すれば，確保出来るものと思わ

れる。

4. '1Ji:用振分

（ア） 効用

農業効果（農業振興区域内の営農労力節減効果，維持管理費節減効果，

および施設の更新効果等）

年効用 40,192千円

妥当投資額 573,470千円

水資源開発効果（通年にわたり 0.232m3/sの水を生み出すことによる効

果で，岡山県で最近建設された河本ダムの水仙1＜昭和46年度換算価格〉

3.60円／m3によってn定）

年効用 17,488千円

妥当投資額 143,046千円

（イ） 費用振分

共同事業（頭首工のかさ上げおよび共用水路）については通常のアロケ

ート方式による費用振分けを行なうと共に，用途区域外の農振区域分の農

業水利施設整備費については，妥当投資額割によって費用振分けを行な

う。

以上を図示すれば第3図のとおりである。

第3図 （単位 I. 0001'1) 

（南薩農業水利事来所）
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