
設問(4) 正解 ②

①最大ではなく最小

③結晶質ではなく非晶質

④低温域ではなく高温域

設問(5) 正解 ④ 環境行動計画ではなく土地改良

長期計画

設問(6) 正解 ④ 室内試験ではなく移植試験

設問(7) 正解 ② 住宅元地ではなく沿岸部農地

設問(8) 正解 ③ フライアッシュではなく石材

設問(9) 正解 ④ 高い方ではなく低い方

設問(10) 正解 ②

ｂ：窒素と炭素が逆

ｃ：発信機の種類ではなく，レシーバーの種類
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平成 30 年度支部講演会報告

関東支部（第 69回）

日時 平成 30 年 11月 7 日

場所 ベルクラシック甲府（甲府市)

渡里幹線中丸暗渠における耐震補強の設計と施工事例

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所 奥間靖四

中林貴史・鈴木友康

既設ボックスカルバートの耐震補強設計に当たっては，耐震

性能はもちろんのこと，水理性能および施工性，経済性を考慮

した総合的な検討が必要になる。茨城県水戸市に所在するボッ

クスカルバートである渡里幹線中丸暗渠の耐震補強に当たって

は，現場条件から管更生工法である SPR工法が選定され，平成

29年度に SPR工法による対策工事を実施した。本論では，渡

里幹線中丸暗渠における耐震補強工法の検討および，施工事例

について報告する。

埋設管の破壊事故の類型化に関する検討

茨城大学大学院 入 栄貴・毛利栄征

埋設管の経年的な劣化の影響で，突発事故が急増している。

それらは，日常点検や施設状態監視が困難な場合が多く，事故

発生後に原因究明が行われるのが主となっている。今後も事故

増加が見込まれる中，埋設管のリスク評価を現場で簡易的に行

い，埋設管の状態を峻別できれば，効率的かつ迅速な対策へと

つながる。本報告では，事故後の調査データから，埋設管の変

形に着目してその類型化を試み，リスク評価についての検討を

行う。

方杖ラーメン橋の耐震補強の施工事例

山梨県富士・東部農務事務所 降旗木日子・菅原寿拓

山梨県南都留郡道志村は，きれいな水資源を活用したクレソ

ン栽培などの農業が展開されているが，地震防災対策強化地域

に指定されており，地震災害を受けやすい地域である。災害の

発生により，集落の孤立が懸念されることから，生活の安全性

や定住の促進を図るため，早急な災害防止対策が必要であっ

た。本講演では，橋梁の耐震補強として支承交換や制震ダン

パー設置などの施工事例を紹介する。

頭首工の耐震調査について

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 黒岩 明

群馬県の鏑川地区に設置されている3つの頭首工は造成から

約 50 年が経過し，一見すると健全性は保てているように見え

るが，造成当時の設計では耐震に対して考慮されていないこと

から，耐震調査を実施し耐震対策の必要性について確認を行っ

た。3つの頭首工の耐震調査の方法と結果などについて発表す

る。

東富士ダムにおける耐震性能照査（レベル 2 地震動）と

緊急放流体制の検討について

静岡県東部農林事務所御殿場支所 一瀬健史

(株)グリーン 海野謙二

東富士ダムは，地域農業を支える基幹的水源施設として，安

定的に農業用水を確保・供給するという重要な役割を担ってい

る。しかし，建設後半世紀を迎えようとしており，近年頻発す

る大規模地震などの自然災害に対する地域住民の不安意識が高

まる中，決壊した場合には甚大な二次災害を引き起こす危険性

が高いことから，堤体に対する耐震性能照査を実施した。その

内容について報告する。

部分的に浮上した開水路の

用水機能回復のための現地調査

鬼怒川南部農業水利事業地区を対象に

茨城大学 黒田久雄

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 直江次男

鬼怒川南部農業水利事業は，約 50 年が経過している。今回

は，部分的に水路浮上が起きているKK幹線水路について浮力

の効果を検討するため現地観測を行った。KK幹線水路は台地

からの地下水による水路浮上が懸念されたが，灌漑期・非灌漑

期とも地下水位からは浮力が発生していないことがわかった。

user
長方形
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また，水質調査からは，左岸地下水は用水や湧水と関係がない

結果が得られた。これらの結果から，地下水による浮力の影響

よりもアンダードレーンからの圧力の影響が強いことが示唆さ

れた。

二級河川養老川の農業用水利施設改修事例について

千葉県千葉農業事務所 土井翔太

千葉県千葉農業事務所では二級河川養老川において河川内工

作物の築造工事を2地区実施していた。両地区とも想定してい

なかった埋設物の出現など，不測の事態に遭遇したこともあっ

てその対応に苦慮したが，数カ年またがる工程を経て平成 29

年度完了を迎えた。ここでは本工事で出現した問題と，その対

策方法を紹介する。

伊那西部地区第 1揚水機場ポンプ整備事例について

関東農政局西関東土地改良調査管理事務所 白取秀樹

国営事業により，昭和 47〜62 年度に整備された伊那西部地

区の基幹的農業水利施設である第 1揚水機場の概要，整備内容

について報告する。

保水性インターロッキングブロック舗装における

目地を重視した温度測定方法の妥当性

正会員（千葉県個人） 細川吉晴

保水性インターロッキングブロック（ILB）は暑熱時に舗装

の温度上昇を抑制する機能を持つ。この評価法は，密粒度アス

ファルト表面が 60℃以上を示す環境に供試したブロックの表

面温度が10℃以上低く示せば保水性 ILBと認めている。実測

した ILB舗装温度は目地がブロック面より有意に低く発現し

た。目地を加えた面的温度測定方法がブロック面のみの現行法

より妥当なブロック舗装温度の評価法といえる。

農作業現場における危険箇所の特定と構造的特徴

宇都宮大学 小川悠一

宇都宮大学大学院 白髭祐未

宇都宮大学 田村孝浩・守山拓弥

本研究では，農作業安全対策を講じるための基礎として，農

業従事者が作業中に危険や不安があると判断した場所を特定す

るとともに，その構造的特徴を明らかにすることを目的とし

た。複数の圃場での作業経験のある農業従事者を対象として聞

き取り調査を行った。その結果，進入路や農道が危険箇所の大

半を占めており,その勾配や幅員などを測量した。また,機械と

環境のミスマッチが危険要因となっている事例も確認できた。

傾斜地が持つ細密起伏変化率から，区画再編成し，

高収益作物の栽培を始めるに

有利な農区を見つけ出そうとする試み

松本盆地梓川扇状地での事例研究

(株)ティーネットジャパン 江部春興

傾斜地に形成された中小田地・畑地群は，地形的制約から多

大な労力投入を強いられる。これら農地を，中山間の気候風土

を活
い

かし，高収益作物を栽培できる区画に再編成するとした

ら，現田区，畑区および低利用農区のどこが有利かを図上検討

できる細密デジタル地形図を作製した。支障となる起伏地形は

起伏変化率（試算値）を用いて明視した。さらに同数値で田区，

畑区および農区の優劣を浮かび上がらせた。

樹園地農地造成における ICT活用工事の効果について

静岡県経済産業部 赤松麻子

大規模な農地造成を伴う区画整理を実施する地区は，これま

で採択から工事が完了するまでに10〜20 年の期間を費やして

おり，事業の大部分を占める大規模土工事が長期化の一因と

なっている。近年，建設工事への ICT活用工事の導入推進が

高まり，工事施工の効率化への期待が大きい。県営畑地帯総合

整備事業にて ICTの技術を活用した工事施工を試験的に実施

したため，農地造成における ICT活用工事の効果について検

証した。

国営大和平野地区における QGISを活用した

情報資産管理の取組

(一財)農業農村整備情報総合センター 中司昇吾

近畿農政局農村振興部（前 大和紀伊平野農業水利事務所)

池田 剛

大和平野土地改良区 新井宏巳

平成 29年度に完了した国営大和紀伊平野土地改良事業では，

農業水利施設の効率的な維持管理に資するよう，QGISを活用

して構築した施設情報管理システムに国営事業の各種情報を整

理して，施設管理者である大和平野土地改良区などへ情報資産

を引き継いだ。国営大和平野地区における QGISを活用した

情報資産管理の取組みと今後の展望について報告する。

簡易型 GNSSロガーを用いた水管理時間計測と

ICT型給水機への適応

農村工学研究部門 坂田 賢

中央農業研究センター北陸研究拠点 関 正裕

稲作水管理の計測手法として簡易型 GNSS 記録装置で得ら

れたデータ（推定値）とビデオ撮影などによる記録（実測）と

の比較を行った。推定値から給水栓操作を抽出する閾値として

停止とみなす速度と，停止位置〜給水栓間の距離を適切に設定

すると実測と同程度の精度が得られた。また，作業所からの遠

隔制御と移動車両の中から行ったリモコン操作の2通りの方法

を比較し，前者では屋外作業が 4 割程度の時間で終了すること

などを示した。

アロフェンの帯電・凝集に対して

一価の陰イオン種が与える影響

筑波大学大学院 竹下千裕

筑波大学 小林幹佳

土壌コロイドの帯電・凝集挙動を理解し制御することは，汚

染物質の輸送や，土壌侵食，水質保全などさまざまな問題を解
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決する上で重要となる。日本に広く分布する火山灰土壌の主要

粘土鉱物の一つにアロフェンがある。有害な一価陰イオンは環

境中でも検出されており，それらがアロフェンの帯電・凝集挙

動に対し及ぼす影響を系統的に研究する必要がある。本研究で

は，アロフェンの帯電・凝集に対する一価陰イオン種の効果を

明らかにするために，光散乱法により得たアロフェンの電気泳

動と安定度比を検討した。

沖縄県における赤土流出の解析を目的とした

WEPPモデルの受食係数の感度評価

宇都宮大学 町田 元・大澤和敏・松井宏之

沖縄県では過度の赤土流出が問題となっており，農地におけ

る侵食量および水域における土砂輸送量を解析するために，土

壌侵食・土砂流出解析モデルであるWEPP が用いられてい

る。侵食の受けやすさの指標である受食係数は，重要な入力項

目であるが，日本の土壌に関する知見は少ない。そこで本研究

では，沖縄県の土壌を用いた室内実験や実圃場における観測結

果を用いて，受食係数の感度分析を行い，侵食量に及ぼす影響

について検討した。

関東甲信地方を対象とした

風食モデルWEPSによる解析

宇都宮大学 屋代周一・大澤和敏・松井宏之

信州大学 鈴木 純

千葉大学大学院 松岡延浩

関東甲信地方では，冬期から春期にかけて土壌や気象などの

条件に起因する過度な風食が問題となっている。農地における

風食は，農業のみならず生活環境への悪影響も引き起こす。風

食の程度を評価することや対策方法の検討のためには，現地調

査や観測に加えてシミュレーションモデルの活用が有効であ

る。そこで本研究では，関東甲信地方の3地点を対象として，

風食モデルであるWEPS（Wind Erosion Prediction System）

による解析を行った。

積雪期間が地表面の微細な土の粒の生成におよぼす影響

信州大学 横山空生・鈴木 純

山梨県 嶺村陸人

JA愛知厚生連 鈴木孝騎

根雪期間中に地表面土壌は，融雪水によって長期にわたる湿

潤状態に維持されるが，これが地表面の土の粒（以下，「土粒」

という）の状態に及ぼす影響などは明らかになっていない。本

報告では，根雪期間の前から融雪後にかけて採取した土壌試料

と，積雪を模した室内実験によって得られた土壌試料の土粒の

組成について検討した。その結果，積雪が2週間程度経過する

と，表面土壌には0.1mm以下の微細な土粒が多くなることが

明らかになった。

都市化に伴う降霜期間の変化

明治大学大学院 澁谷和樹

明治大学 登尾浩助

ヒートアイランド現象によって都市部では霜が発生しづらい

のであれば，防霜コストの削減といった都市農業の新しいメ

リットとなる。そこで本研究では全国 46 地点の降霜期間の変

化を解析した。その結果，ヒートアイランド現象によって大都

市ほど降霜期間は短くなり，霜害に遭いづらいことが示され

た。しかし，初霜・終霜の発生時期が水蒸気圧の低い真冬に移

動したことで，農作物の被害が重くなる白霜の発生が増加する

傾向が示された。

栃木県内複数地区における

昭和 30年頃の里山林の景観把握

宇都宮大学大学院 吉田直樹

宇都宮大学 守山拓弥・田村孝浩

里地里山の主要な土地利用として，広葉樹により構成される

里山林がある。昨今，生態系保全や生態系サービスの観点から

里山林が重要視されている。里山林の環境が良好であったとさ

れるのは昭和 30 年頃までであるが当時の情報は少ない。本研

究では栃木県内の複数地区において昭和 30 年頃の里山林の景

観把握を行った。昭和 20 年代に米軍により撮影された空中写

真を用い森林面積の把握，聞き取り調査により当時の里山林の

利用を調査した。

個別農家における農作業安全対策の実態

宇都宮大学大学院 白髭祐未

宇都宮大学 小川悠一

宇都宮大学大学院 田村孝浩・守山拓弥

日本の農作業事故死は，過去 40 年間高位安定で推移してい

る。対策が講じられてきたにもかかわらず，事故が減らない背

景には，これまで見過ごされてきた対策の存在が考えられる。

本研究では，安全対策構築の基礎として，農家への聞き取り調

査を通じ，農作業安全に関する取組み実態の把握を行った。調

査の結果，対象とした農家は，危険だと感じた圃場に関して土

盛りや進入路新設などの対策を講じていることが確認できた。

鬼怒川水系のダム式発電導入に伴う農業用水との紛争と

逆調整による調停の経緯

筑波大学 堀川洋子・佐藤政良・石井 敦

鬼怒川本川を堰き止める発電用中岩ダムの水利権許可（大正

11 年）に際し，審査を行う内務省と逓信省は，ピーク発電に伴

う日内流量変動の下流農業用水への影響を予測できたにもかか

わらず対策を指示しなかった。ダム運用開始後，農民は激しく

抗議し，県知事は中岩ダムを逆調整ダムとして運用することで

調停，昭和 7 年，決着した。これは同会社の別の水利権の更新

期を利用したもので，日本初の技術的な流量変動紛争調整事例

であった。
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福祉事業所に着目した関東地域の農福連携における

取り組みの特徴

農村工学研究部門 片山千栄・石田憲治・鬼丸竜治

九州沖縄農業研究センター 島 武男

障害者総合支援法のもとでの福祉行政がほぼ定着した平成

27 年 4月時点における農業と福祉の連携状況について，全国

の福祉事業所を無作為抽出して実態調査したところ，農作業を

支援内容に取り入れる福祉事業所の割合は，約46％であった。

本稿では，さらに地域別の視点から，就労系の障がい福祉事業

所が多様に取り組む農作業内容の分析を通して，関東地域にお

ける福祉事業所の農作業の取組みの特徴を明らかにする。

地域における農福連携の多様な取り組み

農作業の「ワークライフバランス」に着目して

農村工学研究部門 石田憲治・片山千栄・鬼丸竜治

九州沖縄農業研究センター 島 武男

農業生産現場における労働力人口の不足が深刻化するととも

に，障害者総合支援法のもとでの障がい者の地域自立を推進す

る福祉施策により，農作業を取り入れた就労支援サービスに関

心をもつ福祉事業所が増えている。ただし，福祉サービス種別

により農福連携の取組み方法や成否が異なることから，本稿で

は，多様な福祉サービスを念頭に，農福連携の取組み事例分析

を通して，地域の構成員として参画する農福連携の重要性につ

いて考察する。

あけぼの大豆の生産振興に向けた

取組みへの支援について

山梨県峡南農務事務所 内山裕之

山梨県身延町では，地域特産品である「あけぼの大豆」の生

産拡大，およびこれを利用した商品開発を通じた地域振興に取

り組んでいる。本講演では，あけぼの大豆生産振興の状況やこ

れを支援するための圃場などの基盤整備，加工施設整備，およ

び営農支援の体制について紹介する。

「らくらく農業」をめざして

大藤地区の基盤整備を契機とした集落営農の取り組み

山梨県峡東農務事務所 坂本一樹

急峻な地形のうえ不整形で狭小な圃場が多く作業効率も悪い

状況であることから，近年では後継者不足が深刻化し遊休農地

が増加するなど多くの課題を抱えているモモの一大産地におい

て，遊休農地を含めた既存果樹園の基盤整備と農地の流動化に

より，作業性を向上させたことによる大型機械の導入と機械作

業の共同利用化を実現した大藤地区におけるモモの集落営農の

取組みについて紹介する。

遊休農地を活用した基盤整備と

新たな農業の展開を図った取り組み事例

山梨県中北農務事務所 畠山健太郎

天王原地区はかつて養蚕業が盛んで桑園が広がっていた地域

であるが，その衰退とともに耕作放棄地化し，長年の間放置さ

れてきた。今回，区画整理などの基盤整備を導入することによ

り，耕作放棄地を優良農地に再生することで，企業などの多様

な担い手の農業参入を促進させ，新たな地域農業の展開を図っ

た取組み事例を紹介する。

国営事業地区における地域振興策の土台となる

農家意識の実態

関東農政局印旛沼二期農業水利事業所 坂上 卓・皆川裕樹

農家数の減少や耕作放棄地の増加が全国的に懸念される中，

国営事業を実施している「印旛沼二期地区」において，受益者

の現状および将来に対する率直な気持ちを把握するため大規模

なアンケート調査を行った。その結果，印旛沼地域では土地持

ち非農家の割合が土地持ち農家よりも大きい上に，10 年後に

は約 65％の農家が離農する可能性があるなど，農村が直面す

る実態が明確に表れた。

農山村への移住促進に関わる地元住民による助言･交流組織

山梨県，長野県を事例として

茨城大学大学院 金 怡君

茨城大学 牧山正男

全国の市町村において，さまざまな移住定住促進の取組みが

行われている。主要な移住促進取組みの一つである助言・交流

組織は，空き家バンクなどほかの取組みより取組み市町村数が

相対的に少ない。しかし，移住者の移住前後をサポートするこ

とは重要であり，取組みを行っている組織について把握するこ

とが課題となっている。本研究では，地元住民による助言・交

流組織について，取組内容およびその効果を具体的に把握する

ことを目的とする。

新潟県佐渡市羽茂地区の柿畑における

ドリップ灌漑の効果の検討

農村工学研究部門 岩田幸良

新潟県佐渡地域振興局 中川文男

(一社)畑地農業振興会 名和規夫

農村工学研究部門 宮本輝仁・亀山幸司

(一社)畑地農業振興会 菖蒲 淳

カキ圃場における灌漑効果を調べるため，新潟県佐渡市の農

家圃場でドリップチューブによる灌水を実施した。隣接する圃

場を無灌水の対照区とし，土壌水分状態を比較したところ，灌

水区では根の近傍を除き常に高水分状態が維持されたのに対

し，対照区では果実が肥大する 6月にカキの木が水ストレスを

受けたと考えられた。収穫物は対照区に比べ，灌水区でM玉

が減り2 L玉が増えたことから，灌漑の効果があったと考えら

れた。

工事に伴う農業用水の通断水計画の作成と実施について

関東農政局荒川中部農業水利事業所 近江 晶・三澤宏司

荒川中部地区では前歴事業などにより造成した農業水利施設

が経年劣化し，用水路から漏水などが発生していることから既
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設水路の補修を行っているが，当地区は畑受益が多く，農業用

水を通年使用していることから，工事実施に当たり農業用水の

通水および断水に関しての調整が必要となる。農業用水の通水

要望と工事の早期実施を勘案した通断水計画の作成と実施につ

いて報告する。

手賀沼周辺地域における

営農が周辺水質環境に与える影響の検討

日本大学 長坂貞郎

関東農政局農村振興部 浅川由香

インターナショナル・カーゴ・サービス(株) 伊達拓哉

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 尾美広幸

割田謙吾・鷲津瑛子

日本大学 對馬孝治

手賀沼周辺の干拓地水田およびその周辺の畑作を含む農地に

おいて水質調査を行い，営農が周辺水環境に与える影響を検討

した。全リンは灌漑期に高い値を示した。全窒素は畑作を含む

農地からの流出水で高い値となった。畑作を含む農地では流入

負荷量より流出負荷量の方が大きかったが，干拓地水田では流

出負荷量より流入負荷量の方が大きい場合があった。窒素安定

同位体比について，流出水と，雨や肥料とで値が大きく異なっ

た。

循環灌漑施設の供用に伴う水質変化

印旛沼二期・宗吾北地区の事例

農村工学研究部門 久保田富次郎・池山和美

吉田武郎・宮津 進

関東農政局印旛沼二期農業水利事業所 皆川裕樹

(株)日水コン 永渕正夫

国営印旛沼二期事業は，循環灌漑施設の整備などにより千葉

県印旛沼流域の水質保全に資することを目的に含めた「流域水

質保全機能増進型」の国営事業である。本地域で導入が進めら

れている循環灌漑は，印旛沼沿岸農地から流出した農地排水を

用水として循環利用することにより，排出負荷の削減を目指す

ものである。本研究では，新たに施設供用された宗吾北機場に

おいて供用前後の水質変化について，調査をもとに検討したの

で報告する。

那須野ヶ原における気象要素の変動と

それに伴う水資源量の解析

宇都宮大学 大澤和敏

邑楽舘林農業協同組合 佐藤生香

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 原田勝利

宇都宮大学 鈴木雄太・松井宏之

栃木県那須野ヶ原地域では，1967 年から1995年にかけて国

営那須野原総合農地開発事業が実施され，ダムや調整池の新設

により水源が確保されるほか，水路などの確保を図り農業用水

の供給が可能になった。本研究では，那須野ヶ原における気温

や降水量などの変動について分析し，深山ダムの渇水について

検討した上で，代表的な水文解析モデルである SWAT（Soil

and Water Assessment Tool）を深山ダム上流域に適用し，気

候変動に伴う水資源量の応答について解析した。

水撃作用による管路内の圧力波形の減衰を用いた

漏水検知に関する研究

東京大学大学院 浅田洋平・木村匡臣

農村工学研究部門 安瀬地一作

東京大学大学院 飯田俊彰・久保成隆

近年，農業用管水路の漏水・破損事故は多発しており，道路

や宅地などの周辺地盤の陥没を引き起こすなど，社会に大きな

損失をもたらしている。自身の研究では，コストが比較的安価

で管路への設置が容易である圧力計を用いた管路内の圧力計測

から漏水位置の特定を行うことを目指しており，本講演では，

特に管路下流端のバルブを閉塞することによって意図的に発生

させた圧力波形の減衰を利用した漏水位置の特定に関して発表

を行う。

鋼管内面塗装の流速係数確認実験

日本水道鋼管協会 薮口貴啓・笠原一朗・庵崎高志

前田真吾・團 邦男

鋼管内面塗装の流速係数 Cの値は，農林水産省の設計基準

「パイプライン」において水道用液状エポキシ塗装管（鋼）とし

て記載されているが，タールエポキシ樹脂塗装と同等として扱

われており，液状エポキシ樹脂塗装での実測による値ではな

い。そこで日本水道鋼管協会では，現在多くの採用実績がある

液状エポキシ樹脂塗装および無溶剤形エポキシ樹脂塗装の流速

係数 Cの値に関する実験を呼び径 300Aの鋼管を用いて実施

したので，その結果について報告する。

水田耕区における簡易落水工の洪水流出抑制機能

宇都宮大学 山田創太

神奈川県庁 泉 聡一郎

宇都宮大学 松井宏之・大澤和敏

栃木県の水田では，排水管の水田側先端に 90°エルボを装着

した「簡易落水工」が多く設置されている。しかし，この落水

工の流出抑制特性は十分には検討されていない。そこで，水理

実験で落水工の流出特性を把握したうえで，数値実験により市

販の落水工とピーク流量を比較することで，簡易落水工の洪水

流出抑制機能を評価した。その結果，簡易落水工が市販の落水

工より洪水防止効果を有していることが分かった。

農業用ダム貯水池の堆砂の進行に関する

近年のデータに基づく考察

農村工学研究部門 吉瀬弘人・島崎昌彦

ダム貯水池における堆砂は，貯水容量を減少させ，ダムの機

能発揮を阻害するため，適切な堆砂管理および対策が重要であ

る。本研究では，農業用ダム貯水池の堆砂管理を目的として，

全国のダムにおける貯水池堆砂量に関するデータを収集し分析

した。既往の研究成果をもとに，堆砂量や貯水容量，流入量の

経年変化に着目して，堆砂の進行に関して考察したので，その

結果を示す。


