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耕地条件と農業用水の配水機構

一一三重県菰野町川北地区 pipe配水地区

についての一事例一一一

松 本 勲

1. 川北地区と水

この事業の行なわれた川北地区は，鈴鹿山系御在所山ろくに源を発する海蔵川の上

流移行部をやや下流に下った三重郡菰野町大字川北，諏訪，野添の三部落に囲まれた

4lhaの地域で，この地域は通称、大強原（おごはら） といわれ，また隣接地に諏訪新田

とし、う地名もあって，比較的遅い年代になって水田が拓かれた地帯と推定されるが，

現在この地域は菰野町屈指の穀倉地帯であるにもかかわらず，なぜこの地域の関田が

遅れたかについては，関田は好適の地でありながら用水確保の見通しがたたなかった

ことによると伝えられ， この地区が関回以前から用水不足とL、う宿命をおわされて現

在まで水稲栽培が維持された数百年間の水に対する苦労の程も，古老の言を待つまで

もなく，今回の事業計画の基礎調査によって十分にそれを察知しうるものであった。

事業実施に当たっても元来この地域は，御在所山ろく特有の花尚岩の風化で生じた砂

の流出によって形成された扇状地で，透水位は極めてよく ，水田はその表土に混入し

ている粘質土によって，かろうじて用水の一時貯潟を可能にしている状態であって，

所要水量が大きく，他方水源としては海蔵川に頼るほかないが，本地区の取水地点に

おける集水面積（土 4km2で極めて小さく，木地区の最上流部に堰堤を設けて取水してい

るが，この堰堤で取水される水量は，木地区の20～30%の地域の必要水量をまかなう

のみであり，わずかな堰堤下流への漏水も拾わなければならない本地区では，次々に

その下流に堰堤が設けられて行ったのか，現在は本地区の取水用として 7ヵ所の堰堤

が設けられている。本地区は海蔵川の左岸に沿う全長約 l,200m の地域でまbり， した

がってその取水堰提の間隔は平均 l50m程度となってL、る。小河川にこのように流量
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の全量を取水してもなお足りない状態で全量取水の堰堤が林立して，円滑な取水がで

きるはずがなく，ここに我田引水の努力の必要が生じ，数百年間にわたって涙ぐまし

いまでの引水努力を惜しまない習性が培われてきた。用水は晴天 3日で不足が生じは

じめ， 1 週間を経過した頃から，完全に回聞につききりの引水努力がはじまる。しか

し用水不足が極端であったためか，世間でL、う水利紛争的なものは聴かれず，むしろ

地区内各ブロックごとの関係、農民は協力し合って，自分たちのブロックへ引水してく

ることに努力がはらわれ，自分の水田に水を引き入れている間は，取水地点から濯水

水田までの聞をつききりで監視するとともに，一滴でも多く速く届くよう努力し，必

要水量が磁保できたら，次の人と交代するといった方法が慣習となっていた。これは

極端な用水不足と，所要水量の大きい水悶をかかえて，集中かんがL、が之しい水をも

っとも有効に利用する最良の方法であるという，永年の経験から生まれた生活の知恵

とも考えられ，水の奪い合いによる用水の損失が習慣的に防止されているのも本地区

が僅端な常習的用水不足地帯であったことを裏付けするものである。

2. 改良前の川北地区の営農

川北地区の関係、農家戸数は 170戸で，本事業施行地区外にも耕地を所有するため，

一戸当耕作反別は 1haで養蚕，畜産等が副業的に行なわれ，昭和30年頃までは二毛作

（麦）も行なわれて全体的に標準以上の農家として安定した営農が続けられてきた

が，昭和30年以降，三重県北勢工業地帯のめざましい発展に伴ってこの地帯と 1Okm 

以内の至近距離にある本地区の労働力は次第にその流出が激しくなり，まず二毛作の

廃止，養蚕等の副業的農作業の縮小が顕著にあらわれ，水稲栽培においては特に手数

含かけてきた本地区の水管理も従来の慣習を踏襲することができなくなり，昭和35年

以降は年々早害による減収が25%以上に達するに至り，ついに曲り角にきた農業を痛

切に感じさせられてきたっ水稲栽培だけは何としてでもつづけなければならないが，

現状のように農道もなく，水は天気がつづけばっききりで入れなければならず，平

均 6～7aの不正形の小さい水田は耕転機等の使用も能率があがらず，その上周囲の

悶闘の田植が済んでしまうと耕転機を持ち込むこともできなくなる。このような状態

では近い将来にJll北地区の農業は破滅せざるをえないのではないかと真剣に考えなけ

ればならない時期に直面していた。

3. 川北地区Jfイプ配水の繕想と経緯

本地区のような用水不足の土地を基盤整備事業によって切盛整地し，土を移動させ

排水路を整備してそれで果たして用水不足が起こらないと保証ができるのだろうか，

これが関係農家の最大の不安であり，関心事であった。農業構造改善事業という旗じ

るしのもとに計画すべき事業がわれわれ技術者さえも基礎調査が進むに従って関係農

民の不安がそのまま不安となり，構造改善よりも用水不足の解決に向かつて全力を注
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がなければならないということがひしひしと身に迫り ，そしてこの地区で用水不足を

解消させることができれば用水不足のための今までの最大の労力の浪費が排除できる

のであり，その省力は農業構造改善事業の目的にかなうものであるとの大義名分をた

て，用水確保lこ全力を傾注した。

まず，用水源の確保が本地区の農業構造改善事業ができるかできなL、かの鍵である

ので，し、かにしてその水源を確保するかについて究明することとなったが，関係農民

の言によれば「あるのは海蔵川のみ，しかし必要量の半分にも満たないが」というこ

とで，まったく他に水源として暗示してくれるものさえもない，われわれとしては，

前述のような土質であるから，「地下水なら出るところもあるが」という発言もあろう

かと期待していたが発言がなL、。ついにこちらから尋ねざるをえなくなって問いただ

したが「雨が降れば出るところもあるが， 1週間も天気がっつ・けば出なくなる。早ば

つの時に井戸も掘ってみたが，まったくだめ」という，いよいよ心細くなる。 しかし

乗りかかった舟何とかという気持と，この頃から農業近代化上，水を合理的に使い，

大型機繊の導入にもっとも理想的な水回を実現させるには，農業用水もパイプ水路の

採用を考えなければならない時期がでているという考え方が台頭してきていたので，

さらに地下水について追究した結果，地区内の低いところは地下水が湧出して困り，

昭和19年度に暗渠排水を実施していることもわかり，低いところでなければ得られな

い水でも自由自在に全地区へ送水できるパイプ水路と考え合わせ，急に可能性へと好

転した。関係農民の地下水利用の望みのない話は地下水といえども本地区の高位部で

得られなlすれば利用できないという前提からであった。

こうして本地区の用水確保はパイプ水路の採用による徹底した反復利用によっての

み可能性があることで基本方針を定め，反復利用できる流出量の推定，流出地点の探

究を進めることとなったが，前述のとおり本地区は砂質壌土で心土に至っては砂軍事土

となっているきわめて透水性の高い地帯で，特に本地区との上流部の大半から地区外

上流部の水田にかけて反復利用取水予定地点に集まると推定される区域の透水性は顕

著で，その面積も地区内 20ha，地区外 30haに達し，地区外 30haについては20日以内

の連続早天には用水不足はきたさないということが判明していよいよ事業計画の見通

しが明るくなった。そこで主水源，反復利用水の取水地点の選定にはいったが，目安

として主水源は海蔵川の従来の最上流堰堤からさらに本地区パイプ配水に必要な水圧

が得られる地点までさかのぼることとし，反復利用取水地点は地区中央部の低地およ

び従来の海蔵川最下流堰堤位置を概定した。海蔵川最下流位置での反復利用について

は地区内の排水路に集まる大部分の水をこの地点上流で海蔵JI［に放流するよう配置す

ることによって地区内表流水を完全に反復利用する配慮も併せて検討した。 3ヵ所の

取水地点を概定した上でのそれぞれの決定は，主水源の頭首工については下流に下げ

ればそれだけ取水量は増加するが，パイフ。水路計画上，水圧がとれなくなること，こ

の頭首工での取水量が多少減っても下流に設ける反復利用のための取水寝へ回るだけ



96 

で全体の取水量の減少とならないことから，必要な水圧が得られる最少限度の上流地

点（地区上流端より 280mの地点）としs 地区中央部での反復利用取水（j:，地下渉透

を浅井戸により汲み上げることとなるので，なるべく広範囲の地下水を取水できるよ

う集水管の伏設による取水方法を予定し，試掘井を掘って揚水試験を行なった上，地

下 3.Smの位置に l40mにわたって集水管を伏設することに決定した。地区最下流の

反復利用取水は主水源同様の頭首工を設けて河川表流水およひ．伏流水を取水するが，

上流部に送水するため，堤内地：こ設ける竪井戸に導入した上，ポンプによって汲み上

げることとし，したがって，この頭首工は堰上げなしの地下〆ム型式とし，この上流

に関口する排水路の排水にも悪影響を及ぼすことをなくすることとした。こうして用

水確保上，本地区としてもっとも多量に取水しうる取水地点および取水方法の決定を

行なう とと もに，一方でl土将来最少限度の水利設でしかも便利に水管理ができるよう

な配水機構の検討を進めて行った。

各水源ごとの取水量（土地区上流頭首工 （第 1水源）は自然取入で水価は安いため最

優先とし，最大は本地区の所要水量 0.2m3/secとし，最小はこの地点の渇水量0.06m3/s配

とする。地区中央部の集水管による取水（第 2水源）と下流頭首工（第 3水源）によ

る反復利用水は，第 1水源の渇水時の不足分を補うものとし 0.2-0.06 = O. l 4m3/secを

二分してそれぞれ 0.07m3/secとなるが， これらはいずれもポンフョ揚水となるため l臼

の運転時閣を20時間とし，第 2水源， 第 311<.i原合わせて 0.17m3/secの取水能力とした

（当初計画では第 2水源，第 3水源それぞれ二等分として 0.085m3/secとしていたが，

第 2水源工事実施中lこ水脈（こ遭遇し，揚水試験の結果よりも取水量の増加が期待でき

るようになったため，集水管の延長 140mの予定を 132mにとどめ，しかも取水量を

0.1 m3/s配に急きょ変更し，第 3水源より水価の安い第 2水源を優先させた）。第 3水

源で 0.085m3/secを確保できるかでぎないfplこっL、ての検討は， ニの地点の集水面積

は 5.2km2あるが，上流｛こ6ヵ所の堰堤があり，本事業完成後（土 l,200m上流の 1ヵ

所のみとなること．基盤整備事業による排水路網の改良によりと、の程度の流出量が期

待で主るか等から推定が困難であったが，最上流堰堤を除く 6ヵ所の堰堤の取水量の

実損lj，頭首工設置地点に試掘井を掘っての伏流水の湯水試験等によって 0.05m3/secを

掌握し，その不足分については基礎整備による排水路がらの流出量を期待するよりは

かなかった。こう して水源確保はかろう じて目安がつきパイ プ配水の計画を進める ニ

ととなった。

パイ フョ水路の採用（三本地区の場合水の反復利用上絶対に必要ではあるが，それ以上

にパイフー配水を採用しハノレブをひねるだけで，かんがL、でざる 30a;!FJの整然とした水

閏の実現は近代化水田として現伝考えられる最高のものであり，永年最下位級の水田

で営農をつづけてきた康民が一躍最高級の水田を所有することとなるとし、う希望で関

係農家の事業達成への意気込入もいよいよ高まり，計画者側にとっては前例のない工

事であるため険しい道ではあったが，パイ プ配水の実現をめざして着々作業を進めて
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L、っfニ。

まずサンフ。ノレとするような水田のノミイプ配水地区がないため関係者を先進地見学と

して連れてゆくわけにもいかず，説明によって納得してもらうより方法がなくパイプ

配水の利点について次のような結論を出して説明した。

( l ) 水路損失の完全防止，必要用水量に対する過剰取水の完全防止。

( 2) 取水口や分水工での取水量の調節が不要で，もっとも手近な末端操作のみに

一元化することができる。

( 3〕 用水路敷地を必要としない（07～l.0%の有効面積の増加となる）。

( 4) 道路と水田の間に水路が介在しないので，大型機械の導入に便利。

( 5) 高低起伏の多い複雑な地形においても一筆一筆の水田との関係、標高や水路勾

配に留意する必要なく，計画，了張，施工，いずれも安易になしうる。

( 6) 同一地区での用水の反復利用計画が無駄なく実施でさる。

また欠点としては次のようなことが考えられた。

( l ) 1.Ki原水位と給水田面聞の落差を閥渠に比し大きくしなければならなし、。

( 2) 導水中の水温上昇が望めないの

( 3) 浮遊物の多い水に対しては，開渠に比し，完全な排除設備が必要となる。

以上のとおり長所に対し，短所は極めて軽微で長所のうち特に（ l ）は，利水上今後

大いに重規されなければならない問題が，パイプ配水では（ 2）の長所によって至って

簡単に解決される。これは開渠においては末端での使用水量の緩和を自動的に取水口

において調節されて流入するようにすることが不可能に近いものであるのに対し，パ

イプ配水では至極簡単に，自然に実現するという注目すべき特長であり水が農業の専

用であった時代は別として，今後は水の需要は増加の一途をたどることが明らかであ

り，農業用水といえどもパイプ配水の採用によって無駄をなくしいくらかでも他産

業へ水が回るよう（木地区の場合はとても回すどころではないが）心掛けなければな

らない時代がきているのではなし、かという考え方も入れて，パイフ。配水の効用と必要

性を裏付けして，対関係農家の納得を得るとともに，関渠での比較設計も行ない，経

費の点でも大差のないことを証明して農政局の承認を求め，いよいよ昭和39年10月に

は着工の運びとなり，翌40年 3月，全事業の完成を見た。

4. パイプ配水の機構と耕地

本地区4lhaの耕地は， 95%までが水田で，北東部にわずかに畑地が存在する長さ約

l,200m，幅約400mの地域で，地形傾斜は l/l60で，地区内：こは南北に本地区を縦貫す

る1～l.5mの高低差をつけている線があり，この線で地区が高地と低地に 2分され，

土質においても変化が認められる。低地は砂質土であるが，高地は壊土となってい

る。地味はこれとは別に上流部は悪く下流に行くに従って良好となっている。全体と

して水さえあれば菰野町の穀倉地帯といわれるだけあって lOa当り収量は 500kg内
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外とよく穫れる方である。土地の起伏状況は前述の高低差をつけている線上以外では

回差が10～20cm位で大きくはないが，今までに園場整備が行なわれた他地区に比べる

と起伏は大きい方である。パイプ配水の計画上（主起伏が多い場合は関渠で計画するよ

り容易であるが，各国面の標高差が大きいことは水圧が一定しない点では不利であ

る。本地区のパイプ水路による配水方法は海蔵川上流頭首工，第 l水源からは調整地

を経て自然導入で地区中央部やや上流寄りの高地に設ける調圧水槽ヘ導き，地区中央

部第 2水源からの取水と海蔵川下流第 3水源からの取水はポンプにより調圧水槽へ送

水する基幹路線が構成され，この調圧水槽から各水田へ配水することになるが，第 l

水源調整池および第 3水源から調圧水槽に至る路線（；！：， その途中においても分岐線，

給水パノレブ等を備えて送水管と配水管の用を兼ね，地区への送水専用路線としては第

1水源地区と上流端の調整池間の地区外区間および第 2水源のポンプと調圧水槽聞の

2区間のみとなってL、る。したがって本地区の配水は送水基幹路線の大部分が配水の

用を兼ねるとともに送水路線から離れた位置の水田への配水は基幹路線から分岐する

配水用路線を設定して地区全域各水田に用水を供給することとした。 各水田への用水

の供給方法は水田 2枚について 1ヵ所の給水栓を 2枚の境界の畦畔ごとに設けて共用

とし給水栓設置経費の軽減と水管理上，給水栓が少ない方がかえって便利であること

を配慮し，また配水用路線も局所的に大水量を必要とする代かき期の用水供給に際し

基幹路線の補助作用の働きを付加するため，末端を基幹路線に；帝着させて管網の形成

を計ることとした。配管は道路に埋設を主とし，部分的に最短距離を通じる必要が認

められる場合のみ耕地内を通じ，埋設深さは地表面下 50～BOmとした。調圧水槽の水

面と水田面の標高差は最小 lm （上流の一部の水田は第 1水源、からの水圧が働くため

例外とした）を管径，管種，ポンプの運転費等の総合的経済性から決定したが，最高田

面に対し静水圧を 0.01kg/cm2とした場合，最低回面に対しては本地区の場合0.08kg/cm2'

となり， 8倍の差が生じて給水栓からの放水量にも大きな差違を生じる。この解決は

給水栓の口径に変化を与えることと調圧水槽から低地の給水栓に至る配水管を細くす

ることによって給水栓に導水中に働く水圧の減少を計る 2つの方法を併用してある程

度まで放水量の均一化を計っている（調圧水槽の高さを高くすればする程各水田の

給水栓に対する水圧が平均化し，水圧が大きくなってパイプも細いものが使用できる

がパイプの耐圧強度の要求，ポンフ。の運転費の高騰を招くこととなるので，パイプ水

路計画において最も比較検討を要する問題である）給水松は水道用ノく／レフず等を使用す

ると高価で利用上も不便であるので特殊なものを考案して製作させたが費用は水道用

の1/3～1/5ででき（ただし耐圧も 1/4），本地区には φ75，φ100，φ125m'llの3種類を

取付けたがハンドノレを 2～ 3回廻すだけで勢よく用水が噴き出すことは従来用水不足

のなかった地区からの見学者さえも羨望の的であり，永年用水不足と戦ってきた本地！

区の農民にとって，用水不足の解消と併せていかにも近代化したという満足感を味

い，これが他のすべての農作業の近代化への誘い水となったことも否めない事実とな
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っている。

この勢よく噴出させる用水の供給は前述の 3つの水源からされるが，その供給は前

にも述べたように水価の安いものから優先するようにしているので第 l番に第 1水源

の海蔵川の流水が用水使用量に応じて流入し，海蔵川の流量が減って〔第 1水源流入

量＜使用水量）となり，調圧水槽の水位が低下すると第 2水源のや200mmー 15KW の

ポンプが自動的に始動する。このポンプの起動によって〔第 1水源流入量＋第 2水源

揚水量＞使用水量〕となると調圧水槽の水位が上がって第2水源のポンプは停止す

る。停止によって調圧水槽の水位が下がると再び始動する。この状態からさらに第一

水源からの流入量が減少し渇水期となると 〔第 l水源流入量＋第2水源揚水量＜使

用水量〕となって，第2水源のポンプは停止しなくなり，しかも調圧水槽の水位はさ

らに低下する。そこで第 3水源の φ180mmー llKWのポンプを始動し，調圧水槽の水

位と所要水量が確保され渇水期の用水不足を切り抜ける。これでかつての極度の用水

不足から救われ，しかも他の用水事業に比し安価な水利費での用水供給が実現した用

水供給方式であり，電力料金は lOa当り平年で 250円，早ばつ年で 400円と試算され

ている。

このような方式で供給する本地区の水田は 30a区画割の一般園場整備とほとんど変

わりない方式で施行しているが，一般に水田 1枚ごとに用水取入口を設けるのに対

し，本地区の場合は先にも述べたとおり水田 2枚ごとに 1個の給水栓を設け，2枚の

共用としている点と道路と水田の境に用水路がまったく存在しないということが他の

掴場整備水田との差異であり，このことが大型機械利用上大きな役割を果たしている

のであって，共用給水栓は常時用水の場合l土2枚の水田に同時にかんがL、されるが，

代かき時の多量に水を必要とする場合は l枚ずつ集中かんがL、してかんがし、効率を高

めることができ，また道路と水田の境に用水路が介在しないことは， トラクタ一等の

出入を自在化するほか，コンクリート水路等に沿う部分の耕転に際しての接触による

水路の損傷，機械の破損，またはこれをきけたための耕転不足等オペレーターの気苦

労の排除と耕転能率の向上等も見逃がせない効用であり，パイプ水路と大型園場のマ

ッチが農場の高度の合理化を実現し，期せずしてコンパインまでも導入され，減少の

一途をたどった裏作の麦作も全面積の60%以上に増加したが，この事業の実施がL、か

に，すべての農作業の近代化の原動力になったかを物語るものである。

5. パイプ配水における水管理

パイプ水路の完成により，本地区の水利権は一元化し利水条件も一変した。従来水

かみが有利であった利水がノξイプ水路となって水しもの方が水圧の関係上水が強い位

で利水が平等化し，また圃場整備の施行によりすべての水田が大型化するとともに，

道路に面し，水田各筆の条件も均一化された。このような状態で水管理を個人個人で

行なうことは便利になったとはいえ，労力の無駄であり，また便利になったため， 1 
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人でも全域の水管理ができるのではないかと L、う関係者の総意によって水管理（土早速

正，副 2人の水利係員によって行なわれることとなり，現在に至っている。

かんがいは，代かき期は本地区 4lhaをブロックに分けて 2台のトラクターの 1自

の作業行程に応じた面積（ l日1台 4～ 3ha）に代かき用水を給水し，約 1週間で田植

えを終え，常時用水に切換えるが，代かき用水はトラクタ ーのオベレーターが耕伝作

業に適合するよう水管理を行ない，田植えの終った水田から水利係員に常時用水の水

管理が一任される。各給水栓の最大放水量は 0.02m3/secを採用しているので，水源の

総水量 02m3/secに対し 10個までで為れば最大放水量が給水されるが，これは代かき

の場合で常時用水は常時20個の給水栓を開放てし40枚の水田に給水し，所要水量が入

った給水栓を閉鎖するごとに順次次の給水栓を開放して行く方法を採用している。こ

れによって略同一標高の水田プロックごとに給水され，給水時間，水量共に均一化し

管理上便利になっている。なおパイプ水路の一部に導水負荷が集中することばかんが

い時閣の損失となるので代かき同様地区を 2ブロックに分割しそれぞれ10個の給水栓

を開放することとしている。全域の水田に長時間をかけて同時にかんがし、すること

は，代かき時の給水量でパイプの断面，給水栓の口径が定めてあるため給水栓全開状

態では低地給水栓と高地給水栓に大きな水量差を生じ低地の給水栓を半開， 1/3関等

に調節しなければならず，その調節が困難である。したがって水源氷量が代かき用水

を 1日でかんがいできるだけ豊富であり，その導水路もそれだけの通水能力があるよ

う設計された場合以外は各水田が自由に利水することはできないのであって，農業用

水としては本地区のような水管理が適切な方法ではないかと考えられる。なお水利係

員による水管理の結果は従来水に飢えていただけに無理もないが水のか：す過ぎとなり

（多い自にかんがし、しておれば耕作者に喜ばれるので），農業改良普及員から再三忠告

を受けたが，完成第 1年度は逆に改まらなかったようである。

6. 農業用水としてのパイプ配水についての考察

この事業の経済性を証明するために，一般的なコンクリート水路圃場整備の比較設

計も行なって見た。本地区の極端な用水不足を解消させるには用水の反復利用がぜひ

必要であるが関渠ではそれが困難であり，無理にこれを関渠で実現させようとすると

パイプ水路よりも工事費が高くなると L、う結果も出てパイ f水路を採用したのであっ

たが，反復利用の必要のない一般的な場合でも「一般的に管渠は関渠に比して割高に

なるとみられる。しかし極端な割高とならないかぎり利用するものの責任におし、て国

家資源たる水の有効利用を計ることは閏民としての義務であって投資額の大小のみに

こだわることは正しいことではない」と L寸意見もあり，パイプ'7.k路の採用による工

事貨の増加があっても，それはパイプ水路が水路敷地を必要としないことや，水路の

維持管理が排泥パノレフーの操作のみで事足りるため，管理費が節減されることだけで

も，十分埋め合わせられるのであって，しかも先にも述べたとおりパイプ配水の利点は
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かず多L、。菰野町川北地区にパイプ配水の固場を実現させ，実際にこの水田で営農を

してみて体験し，知り得たノミイプ配水の良さ以上に，農業用水としてのノミイプ配水は

日なお浅く今後いろいろなパイプ配水を利用しての農法が考案されますますパイプ配

水の利点を拡大して行くのではなかろうか。こう考えると農業近代化が進みつつある

とき，その動脈である用水路が旧態依然の方式により計画し施行されて非能率的なか

んがL、を農民；こ強いているのではないか，具体的にいうならば全国的に開渠よりも地

形上，また水源と水田の標高差上，パイプ水路を採用した方が有利な水田団地が存在

するものと，思われ，用水路の途中にいくつもの落差工を設けるような関渠計画は，現

時点でもパイフ’水路を採用すべきで，将来パイプ配水の多目的利用も考慮、すれば一層

反省しなければならない問題である。

パイプ配水の多目的利用について考察すると，まず施設，防除済撒布の可能性が考

えられ，この実現は現行の方法での施肥，防除労力を 1/3～1/5とすることとなり，適

期の施行，防除が行なえることと相まってその効果は極めて大きいが，この場合はパ

イプ。水路にスプリンクラーの併設が必要と考えられ，スプリンクラーの併設に伴って

水圧も最低 3kg/cm2が必要となり， これを前提とすると静水圧 35kg/cm2以上のヘッ

ドが必要で，パイプも川北地区の場合に比し耐圧の大きいものが必要となってくる。

しかしパイプ断面は代かき，常時かんがL、時共水庄の上昇によって細いもので済み，

パイプ水路費の増加は一般にわずかにとどまるはずである。多目的利用が実現すれば

圃場整備事業で一括行なわれる場合，事業費の増加は問題にする程ではなし、。それよ

りも水圧を上げるためにポンプの運転経費が嵩む方が問題である。水源との地形的条

件に恵まれている場合は好結果が期待される。この場合パイフ。水路に細いパイプを使

用するため給水栓からかんがし、中は摩擦損失が大きくなり給水栓出口での放水中の水

圧は 1.0kg/cm2以内とするが，スプリンクラー使用時は放水量が 1/4内外となるので摩

擦損失水頭はいちじるしく減少し静水圧に近い状態でスプリンクラーに作用するので

はなはだ好都合である。このようなノミイフ’配水計画をしておけば，水稲栽培（土給水栓

よりかんがし、し，施肥，防除時はスプリンクラーにより，また田畑輪換を欲する場合

［まスプリンクラーで畑地かんがL、を，乾燥し過ぎて耕伝作業が困難な場合もスプリン

クラーで撒水といった具合に完ぺきの農場が実現し，また水稲栽培で時（こはスプリン

クラーで撒水することによって増収が計られるかも知れないし，従来の局所的防除が

スプリンクラーによるいっせい防除で害虫の絶滅にどのような働きをするかも知れな

い。現在農薬［ま粉剤に移行してきているといわれるがスプリンクラー防除が普及して

くれば当然それに適するものが開発されてくるはずである。防除機械も大型高性能の

ものが出現しJ短時間で防除作業ができるようになってきて（まいるが，走行機敏は大型

化すればする程専門のオベレーターが必要であり，定置施設のいっせい噴射には労力，

時間，簡便の点で勝るものではなし、。スプリンクラー配置としては固定施設とするた

め耕綜の邪魔になってはならなL、。したがって畦畔ヘ校線パイプを伏設し，これにー
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定間隔にスプリンクラーを立てる。30a~Jの水田では 30m 間隔に畦畔があるので半径

18～20mのスプリンクラーを立てた場合，畦畔のみの設置で都合よく全面撤布が可能

である。

そこでこのように闘場施設が完備してくるとさらにスプリンクラーの一歩進めた考

えもめぐらされる。水稲栽培のかんがし、といえどもスプリンクラーかんがし、で稲の生

育に応じた適度の水分を与えて行けば十分なのではないか，水稲栽培において潜水が

絶対に必要なものなのか，絶対必要であってもスプリン クラーかんがし、で湛水状態と

なる直前の状態までかんがし、してやれば湛水深が常時最小の状態となって稲の生育は

かえってよくなるのではないか，湛水の必要は（寒冷地の保混目的のもの等を除いて）

雑草の繁茂を防ぐ位で稲に対しては，適湿ではなく過湿となっている場合が多いので

はなかろうか。水田の片すみから用水を取り入れる現在の方法ではどうしても潜水さ

せなければ全面に用水を均等に行き届かせることができない。そのために大きな用水

量を必要とする，水稲のかんがL、もスプリンクラーによって 1日2～3時間ずつかん

がL、して水稲に最適の湿度を与えてやればよいとすれば，用水量は 1/2以下となり，農

業用水に大きな余裕を生じ，これが現在ほとんど行なわれていない畑地かんがし、や牧

草地のかんがいにも利用されるようになり，いよいよ田畑の区別もな くなり真夏の乾

燥にあえぎながら細々と生育している野菜もみられなくなろう。スプリンクラーによ

る水稲かんがい，スプリンクラーの多目的利用はその効用が大きいものと予想され，

今後大いにその効果的なかんがい方法，かんがい，施肥，防除に適するスプリンクラ

ーの改良，またスプリンクラーに適する液肥，防除剤の開発等それぞれの分野で研究

が進むことを願うものである。

以上は農業用水の夢を追っての試案に過ぎないが，川北地区のパイプ配水をさらに

前進させて行くこともこれからの農業関係技術者の使命と考えられ， また貴重な国家

資源である土地と水を如何に高度に無駄なく利用されるよう考察し実現して行くか，

本稿が水利用の一事例として，またパイプ配水農業への足がかりとして何らかの参考

となれば幸せである。

（三重県農林水産部耕地課）
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