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国営農業用水再編対策事業勇払東部地区では、農業用水が兼ね備えている地域用水機能の維

持増進を図るため、用水路の整備と併せて地元合意形成を図りながら各種増進施設を設置して

いるところである。本地区では、地域自らが主体的に関わるワークショップの組織化により、

増進施設の構造・配置計画の策定に加え、施設の整備・管理に直接取り組む地域協働によって

果たされる地域交流や地域連携について、報告するものである。 
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1. はじめに 

 勇払東部地区内の用水路は、防火用水としての潜在的

な機能や農作物の洗浄などの生活用水としても多目的に

利用されているほか、水辺空間が創り出す景観が地域住

民に憩いと安らぎを与えるなど、地域用水としての機能

を有している。このため、国営農業用水再編対策事業

（地域用水機能増進型）により、地域用水機能の維持・

増進を図るため、用水系統の再編や老朽化施設の改修等

に合わせ推進施設の整備を図っている。 

本地区では、用水機能（景観機能）の増進を図るに当

たり自治会のメンバーが中心となり、ワークショップを

立ち上げ、増進施設の整備方向及び維持管理を含めた整

備計画の策定を行った。本報告では、地元住民が主体と

なったワークショップの取り組みがきっかけで深まる地

域交流や地域連携について、報告するものである。 

 
2.  国営農業用水再編対策事業（地域用水機能増進

型）の概要 
(1) 地区の概要 

関係市町村      厚真町、むかわ町 

受益面積・戸数  3,386ha  528戸 

総事業費         31,500百万円 

主要作物        水稲、大豆、小豆、ばれいしょ、 

                 スイートコーン、小麦、てんさい、 

                  ほうれんそう 

主要工事計画    ダム(厚真ダム取水施設改修)一式、 

頭首工(美里頭首工)1ヶ所、揚水 

機場(本郷、第9区揚水機場)2ヶ所、 

用水路(厚幌導水路他)18条76.8km、 

排水路(軽舞排水路他)3条8.8km 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

(2) 地域用水機能増進計画の概要 

1)地域用水機能増進事業概要 

①地域用水の概況 

本地域では、従来から農業用水としての流水が

周辺環境、住民生活の場と調和し景観用水として

の機能を有していること、用水路に簡易な渡し板

や土嚢により洗い場等の生活用水として利用され

ていること、また、かんがい期の通水時に簡易な

堰上げ施設による水の溜まり場等火災時の初期消

火の水源として活用し得る機能が多く見られる。 

 

  

 

 

図-1 勇払東部地区位置図 

 

  むかわ町 

厚真町 

写真-1 景観用水機能を有

している用水路 
写真-2 生活・防火用水機

能を有している用

水路 



②地域用水機能の整備方針 

本地区は、用水不足の解消を図るため用水施

設を整備するとともに、地域用水の現状を踏ま

えその機能の増進を図ることとしている。具体

的には、集落を形成（神社、会館、学校等公共

施設）するアクセス道路・住宅団地・商店街等

に隣接する用水路の景観用水機能の増進、用水

路の分水桝や排泥桝を利用し生活及び防火用水

の範疇で利便性を高め、機能の維持管理を図る

こととしている。 

なお、平成7年度に策定された厚真町新総合計

画において「農村環境・住環境整備」が位置付

けられており、地域用水機能の増進は、地域の

整備方針にも合致したものになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)地域用水機能増進施設 

①景観保全施設 

イ） 自然石護岸水路：厚真町土地改良区 

ロ） 植栽工（花）  ：厚真町土地改良区、厚真 

町コミニュティ運動推進

協議会 

植栽工の維持管理は、厚真町土地改良区と

厚真町コミニュティ運動推進協議会が協力し

て進めることで了解されている。特にコミニ

ュティ運動推進協議会は、現在、町の振興方

策として進めている生活環境の整備による美

化運動を実施しており、本事業の植栽工につ

いても、町、土地改良区、協議会事務局の間

で基本的事項が了解されている。 

②生活用水施設（分水工）：厚真町土地改良区、 

利用者 

生活用水施設として増進を図る分水工は、

土地改良施設として土地改良区が維持管理に

当たるが、生活用水として利用する個々の農

家は、施設の清掃等自主的に管理する。 

③防火用水施設（分水工、排泥工） 

：厚真町土地改良区、胆振東 

部消防組合（厚真支署） 

防火用水施設として増進を図る分水工及び排

泥工は、土地改良施設として土地改良区が維持

管理に当たるが、胆振東部消防組合（厚真支

署）において有事の際には有効に活用すること

及び活用の確実性を確保するため厚真支署で施

設の定期的な保守・点検を行う。 

3. ワークショップの取り組み 

(1)ワークショップの構成 

ワークショップは、国営農業用水再編対策事業

「勇払東部地区」の地域用水機能増進施設の整備計画

策定に当たり、地域の方々に参加してもらい整備方向

を考えてもらうものである。 

将来、地域の用水路がどのような用水路になった

ら良いのか、地域の方々の意見を取り入れた整備計画

の作成を行うために開催することとした。 

このため、ワークショップの構成員は、コミュニ

ティ運動推進協議会が中心となり、行政、ＪＡ、老人

会、建設協会、水利組合、小学校、自治会、商工会及

び各種婦人団体等から選抜された人で構成されており、

年齢が若い人から高齢者まで年齢構成が幅広くなって

いる。 

  

回数 開催日

第1回 平成17年2月1日
厚真町の地域
用水を考える

点検mapを作成した。

第2回 平成17年2月8日
地域に必要な
もの

具体的な整備構想を
検討した。

第3回 平成18年8月5日
用水路の現状
確認

重点ｴﾘｱとなった用水
路周辺を中心に、現
状の理解を深めるた
め、現地見学会を行
い、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者
の親睦を深めるため
の昼食会を実施した。

第4回 平成18年12月5日
何が出来るだ
ろう

整備構想及び現地見
学会のｲﾒｰｼﾞに基づ
き、地域住民の手で
実施可能な具体的な
整備案を検討した。

第5回 平成19年3月23日 まとめと実践

今後の取り組みの一
例として、「周辺施設
の案内板をつくり」を
実施した。

第6回 平成19年10月17日
6区第3ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ
整備計画につ
いて

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟの整備内容を
検討した。四阿(あず
まや)、ﾄｲﾚ、体験学習
用田んぼ、駐車場、休
憩用ﾍﾞﾝﾁ、蛍池、管理
施設などの配置計画
を作成した。

第7回 平成19年12月6日

町の活性化に
向けて①
子供たちからｱ
ｲﾃﾞｨｱをもらお
う

地域の小・中学生から
ｱｲﾃﾞｨｱをもらう方法を
検討した。
①ｲﾍﾞﾝﾄ・ｺﾝｽﾃｽﾄ等を
活用したｱｲﾃﾞｨｱ募
集。
②募集したｱｲﾃﾞｨｱを
展示・表彰等による評
価。

第8回 平成20年2月13日

町の活性化に
向けて②
子供たちの作
品を評価しよう

①参加した小・中学生
にﾜｰｸｼｮｯﾌﾟとして評
価（展示・表彰等）を
検討した。

実施内容

 

 図-2 景観用水イメージ図  図-3 生活用水イメージ図

 図-4 防火用水イメージ図 

表-1 ﾜー ｸｼｮｯﾌ゚ 開催状況 



回数 開催日

第9回 平成20年11月22日
ﾎﾀﾙ池の越冬
環境等の学習
と見学

沼田町の冬季のﾎﾀﾙ
池を見学して、沼田町
ﾎﾀﾙ研究会会長の「ﾎ
ﾀﾙの越冬環境」等に
ついての講話をもとに
学習を行った。

第10回 平成20年12月17日

ﾎﾀﾙ池の植
生、越冬環境
等について検
討

ほたる池の植生（が
ま・ﾖｼ・ｼｮｳﾌﾞ等）と深
さや風車等による揚
水（通年）の必要性に
ついて検討した。

第11回 平成21年3月2日
軽舞下流用水
路隣接地域の
環境点検

軽舞下流用水路に隣
接する地域における
景観の実態や改善す
べき点（よい所、悪い
所）などについて、意
見を出し合った。

第12回 平成22年8月2日
「沼田町ﾎﾀﾙの里」現
地観察会

第13回 平成23年12月26日
軽舞下流用水
路地域ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ開催

道々沿い用水路の景
観整備（植栽の種類）
及び正楽寺周辺整備
（親水水路）について
検討した。

第14回 平成24年2月1日
軽舞下流用水
路地域ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ開催

国の揚水整備計画に
準じた地域の景観整
備計画について再検
討した。

第15回 平成24年2月22日
軽舞下流用水
路地域ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ開催

道々沿い用水路の景
観整備（植栽の種類）
及び正楽寺周辺整備
（親水水路）について
検討した。

第16回 平成24年8月23日
軽舞下流用水
路地域ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ開催

道々沿い用水路の景
観整備（植栽の種類）
及び正楽寺に隣接す
る親水水路の一部変
更について検討した。

第17回 平成25年11月8日
軽舞下流地域
の景観整備に
ついて

①正楽寺前整地後の
景観整備（芝の選定、
上物の姿と形）につい
て検討した。
②用水路敷地に植栽
した芝桜と正楽寺前
の親水水路及び周辺
整備後の維持管理に
ついて検討した。

実施内容

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)景観保全施設の取り組み事例 

勇払東部地区では、表-1 のとおり 17 回のワー

クショップを開催しており、地域住民の積極的

な意見により、検討されている。 

本稿では、軽舞下流用水路の親水護岸計画策

定と芝桜植生の事例について、取り上げる。 

○第11回ワークショップ 

「軽舞下流地域の景観を評価しよう」というテ

ーマにより、正楽寺境内は赤松等景観に着目し、

親水公園・四阿等の周辺環境整備を行って、地

域住民が集う拠点的な場にしたいという意見が

多く出ている。 

○第13回ワークショップ 

「幅広・石積水路で施工する方針」としてい

るが、親水水路には、さまざまなタイプがある

ので、どのタイプを希望するか検討した。 

① 岩見沢市のあやめ公園ものがよい。 

② 福島県台新地区のせせらぎこみちのものがよ

い。 

③ 正楽寺側の法面をスロープ化する。 

道々沿い用水路の景観整備について、芝桜等

の多年草(ﾂﾙﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ、ｲﾌﾞｷｼﾞｬｺｳｿｳ、赤ｸﾛｰﾊﾞｰ)、ﾊｽ

ｶｯﾌﾟ等の小果樹(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ)の植栽の意

見が出された。 

○第14回ワークショップ 

親水護岸について、ワークショップの代表者と

厚真町土地改良区が胆振東部農業開発事業所へ要

望。 

①  要望があるスロープ側に用水路の管理用道路 

を設けると、スロープが急になり危険なので

玉石の階段部を設ける。 

②   排水路の安全対策は、国営事業後に道営等他

事業で検討する。 

○第15回ワークショップ 

平成24年度に施工する軽舞下流用水路は、一部

区間（30m）を親水水路（階段工 2ヶ所）とし、ほ

場整備事業で生み出された隣接空き地は庭芝とす

る。播種・管理は地域が行う。 

道々沿い用水路景観整備について、上流部の直

線は長いので数区間に分けて、芝桜の花の色を三

色に区分し植栽する。植栽は地域住民と連携し行

うという意見が出された。 

○第16回ワークショップ 

親水水路は、水路に降りられるのは 2 ヶ所の階

段のみであったが、地元の要望通り「幅広水路区

間全てを親水階段とする」ことになる。 

また、上記の一部変更に関連して地域住民から

は、ほ場整備事業によって生み出された残地の芝

生化や隣接する排水路の安全対策（補助事業によ

りボックスカルバート化予定）により発生する空

間整備等を検討する必要性があると意見が出され

た。 

○第17回ワークショップ 

平成24年度に施工された正楽寺前の親水用水路

の周辺整備についての検討する。 

①� 正楽寺前整地後の景観整備（芝の選定、上物 

  の姿と形）についての検討する。 

② 正楽寺前の親水水路及び周辺整備後の維持管 

理（誰が、どのように管理するのか）を検討す

る。交通事故防止の観点から、近郊に幼稚園が

あり児童の利用が考えれることから、一般道路

との境目に防護柵やプランターを配置する意見

写真-3 ﾜー ｸｼｮｯﾌ゚ 状況 



が出された。 

4.  地域交流・地域連携のあり方 

これまでのワークショップの活動を通して、次

のようなことが見られた。 

(1) 公共的な施設の維持管理は、行政に期待する

ことが多く、地域が主体的に取り組むことはな

かなか受け入れられない場合が多い。しかし、

この地域には親水公園がなかったこともあり、

整備構想の検討においては、親水水路内で遊べ

るようにしてほしい、進入路にスロープを設置

してほしい等の様々な意見が出され、親水用水

路の整備構想に対して期待が高まっていた。     

また、維持管理する立場での意見も多く出さ

れ、今後継続した施設機能維持をするため、地

域住民が自主的に維持管理する意識が生まれて

いた。 

(2) 地域住民による工事施工後の親水用水路の現

地調査では、地域の意見が形になったという達

成感が地域住民間で共有されていた。 

(3) 立地条件としては、近くに幼稚園があること

や家族の利用を想定した安全対策への意見が出

されており、地域の利用者の目線に立った意見

が共有され、共通認識が生まれていた。 

(4) 親水用水路周辺の幼稚園と寺院境内の景観と

いう立地条件は、地域住民が集う拠点としたい

という多くの意見があった。土地条件の新た魅

力が発見されたことにより、「地域の再発見」 

を誘発していた。 

ワークショップの構成員は、コミュニティ運動

推進協議会が中心となり、地域の団体である老人

会、小・中学校、自治会、農業用水の水利組合の

ほか、町役場、農協、商工会、建設協会などから

参加していることから、仕事、家族構成、年齢も

様々なメンバーとなっている。 

このため、農業関係者以外の人は農業用水施設

やその機能を改めて認識するとともに、地域住民

が、既存の団体の枠にとらわれず、地域資源の再

発見や自らの手による憩いの場作りのための地域

交流や地域連携の必要性を改めて住民間で共有し

ている。 

5.  おわりに 

これまでのワークショップの取り組みにより、

図-5に示すイメージ図が策定された。 

平成 24 年度には、親水用水路の工事を施工し、

今後、水利用高度化推進事業の補完ハードにより

具体的に検討されることとなっている。 

農村地域は、過疎化・高齢化で地域のコミュニ

ティが崩落する懸念があると言われているが、今

回の地域協働活動をきっかけに、地域の魅力の再

発見と地域住民の自発的行動の契機となり、地域

コミュニティ再生の一助になればと願っている。 

 

 

 

        
図-5 親水用水路周辺位置図 

          

親水用水路 



 

 

 

   

 

 

 

図-6 親水用水路周辺整備イメージ図 

写真-4 親水用水路周辺整備前写真 写真-5 親水用水路周辺整備後写真 


