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　ただ今、紹介いただきました、農政部技監の足

立です。

　本日は「北海道農業土木測量設計協会平成29

年度通常総会」がこのように盛大に開催されるこ

とを心よりお祝い申し上げます。

　また、神会長をはじめ、お集まりの皆様方には、

日頃より、農業農村整備事業に係る調査、測量、

設計などを通じ、事業の推進にご尽力いただいて

いることに、厚くお礼申し上げます。

　また、先週、先々週と釧路・根室、オホーツク

管内で会計検査院農林２課の実地検査が行われ、

大きな課題を残すことなく終えることができまし

た。これも、会員企業の皆様の努力の賜と考えて

おります。改めて、御礼申し上げます。

　さて、昨年の北海道は、８月中旬から相次ぐ台

風の上陸・接近により、上川、オホーツク、十勝

管内を中心に甚大な農業被害が発生しました。

　この台風災害の農地・農業用施設の災害査定件

数は399件、56億円にのぼりましたが、会員の皆

様方に迅速な対応を頂いたことにより、28年10

月から12月にかけて、すべての災害査定を無事

実施することができました。この場を借りて感謝

申し上げます。

　今回の災害では一連の台風に伴う、これまでに

ない記録的な大雨により、河川の氾濫や堤防の決

壊が発生した箇所においては農地が浸食され、長

年かけて作り上げあげた肥沃な表土や農地の基盤

ごと流されたり、土砂や流木が堆積するなど深刻

な被害が発生しました。

　このため、農地の復旧については市町村が事業

主体となって実施することが基本でありますが、

被害が特に甚大でかつ広範囲で河川との調整や一

体的な復旧が必要となるものについては、北海道

が事業主体となって、復旧に取り組んでいるとこ

ろです。

　農地の災害復旧面積は約500ha ですが、５月

19日現在　約６割の復旧が完了しており、秋ま

き小麦の作付けや緑肥の作付け等、秋には８割が

営農再開できるように取り組んでいるところであ

り、被災された農家の方々が一日も早く元の生活

を取り戻し、安心して営農できるよう、全力で対

応しているところであります。

　現在、道農政部では、今回の災害に関してその

対応について検証を行い、今後の大規模災害への

対応として、迅速な被害状況の把握、調査・連携

体制の整備等などについて検討しているところで

す。今後、貴協会の意見も伺いながら７月末まで

には取りまとめていきたいと考えていますので、

よろしくお願いします。

農業農村整備事業を取り巻く情勢

　農業農村整備事業を取り巻く状況ですが、まず、

近年の予算の状況についてお話しします。農業農

村整備に関する予算は、平成22年度の当初予算
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の大幅削減に以降、補正予算によって全体予算を

確保してきたところですが、一昨年、平成27年

度は、平成26年度の補正予算が十分に措置され

なかったため、十分な年度予算を確保することが

できず、地元要望に応えられないことは基より、

調査・設計などの委託業務も大幅に減少して皆様

方には大変なご迷惑をおかけしたところです。

　昨年、平成28年度は、平成27年10月にＴＰＰ

大筋合意という大きな動きがあり、国は「総合的

なＴＰＰ関連対策大綱」をとりまとめ、その中で、

農業農村整備事業については「農地の大区画化・

汎用化、畑地の高機能化や草地の大区画化による

体質の強化」が盛り込まれ、それを受けて国では

その対策として必要な予算を27年度補正予算に

計上しました。

　農業農村整備事業については国費で全国940億円、

そのうち北海道には６割を上回る587億円が措置

されました。当初予算については公共事業全体が

伸びない中、全国では107.6％　北海道は補正予

算が大きかったことから前年度比100％となりま

した。

　平成28年度の調査・設計等の委託業務が平成

27年度に比べて大幅に増えたことは皆さんご存

じのとおりです。

　本年度、平成29年度は、28年度補正予算にＴ

ＰＰ関連対策として、27年度補正（940）を上回

る960億円や地域の活力創造プラン分（120億）

や防災・安全対策分（500億円）として、国費で

全国1,580億円措置され、このうち、北海道には

直轄分を含めて、３割弱の440億円（ＴＰＰ分で

396億）が措置されました。

　また、29年度の当初予算については、全国の

公共事業全体の予算が前年度比100.0％の中、農

業農村整備事業は、104.1％と重点的に措置され、

さらに、北海道分につきましては、104.8％734

億円の予算が措置されたところです。

　この結果、直轄分を除いた農業農村整備事業補

助分の補正予算と当初予算を合わせた29年度予

算は、前年対比90％を確保できたところであり、

地元の整備要望には概ね応えられるものとなった

と考えています。

　しかしながら、調査・設計業務については対前

年比で８割に満たない状況になっておりますが、

補正採択などで実質平成28年度の委託業務が大

幅に増加したことの影響と考えています。

　このように、補正予算を活用し農業農村整備事

業を実施しているところですが、私どもが扱って

いる補助事業では、予算削減前の平成21年は国

費で358億円でしたが平成28年、29年では補正

予算を含めると480億円、430億円と２～３割増

になっていますが、約半分は補正予算という状況

にあります。

　平成22年度の農業農村整備予算の大幅削減、

その後の補正予算対応は、「営農計画を踏まえ、

計画的に事業を進めている農家の方々」、年度の

予算が増減し安定しないことにより「施工業者の

皆様」「調査・設計を担って頂いている測量・設

計業界の皆様」、受益者と調整を行っている土地

改良区、市町村、農協の方々などに大変なご苦労

をおかけしているところです。

　私としては必要な予算を安定的に確保していく

こと農業農村の振興のため、そして建設業や調査

設計を担う測量設計業の健全な発展という点から

も重要な課題であると考えており、道としても来

年度に向け、関係団体と連携して当初予算をはじ

めとした予算確保に向け、国に強く働きかけてま

いります。

　それでは農業農村整備を取り巻く情勢について

お話しますが、平成27年度と平成28年度にＴＰ

Ｐ関連の補正予算が、先程お話ししたように全国

で940億円、960億円が措置されました。ＴＰＰ

補正はＵＲ補正と異なり総額は示されておりませ
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んが、規模としては今後、1,000億円／年程度の

対策が行わるのではないかと思われましたが、ア

メリカのトランプ大統領が今年の１月に就任しそ

の３日後にＴＰＰから永久に離脱する大統領令に

署名し、現在アメリカ抜きの11カ国での発効を

進める等の動きも出てきているところです。ＴＰ

Ｐが発効されない中，今後のＴＰＰ補正はどうな

るのだろうかという点ですが、昨年、平成28年

12月の「ＴＰＰ協定等に関する特別委員会」で

のＴＰＰ関連法案に関する国会議論では、「ＴＰ

Ｐの発効は絶望的だと言われる今、これを前提と

した予算は執行停止にするべきではないか。」と

の質問に対して、安倍総理からは「これらの予算

は、ＴＰＰ協定の発効を見据えたものではありま

すが、しかし、ＴＰＰ協定の発効を前提としたも

のではないわけでございまして、執行を停止する

ことは想定していないわけであります…、ＴＰＰ

協定が発効するかいかんにかかわらず、例えば農

業者においても、言わばそれは見据えてはいます

が、ＴＰＰ発効が前提でなくても、農業の体質を

強化して、例えば山形の農家がもっと強化をして

いこう、青森の農家が頑張っていこうというもの

を応援するためのもの…」というように答弁。

　先行きは不透明ではありますが、アメリカはＴ

ＰＰ離脱はＴＰＰより更に有利に進めるために２

国間交渉を求めてくるのでしょうから、ＴＰＰが

発効されなくても、国際環境の面からも農業の体

質強化策は今後とも必要であり状況変化はないと

個人的には考えています。

　一方、国では平成25年に、農業生産額の減少、

農業従事者の高齢化等の課題を克服し、若者たち

が希望を持てる「強い農林水産業」「美しく活力

ある農山漁村」を造り上げる我が国の農林水産業

のグランドデザインとしてとりまとめた「農林水

産業・地域の活力創造プラン」を決定しており、

そこには「高負荷価値化・生産コスト削減に資す

る大区画化と国土強靱化を踏まえた水利施設の整

備等」が具体的な施策として明示されております

が、昨年11月に改定され、生産資材価格形成の

仕組みの見直しなど、13項目が「農業競争力強

化プログラム」として追加されるとともに、プロ

グラムの実現に向け、「農業競争力強化支援法」

をはじめとする関連８法案が今国会で審議されて

おります。

　その中には、土地改良法の一部改正も含まれて

おり、基盤整備が滞り、担い手への農地の集積・

集約が進まなくなる可能性があることから、中間

管理機構が借り入れている農地について、農業者

からの申請によらず都道府県営事業として、農業

者の費用負担や同意を求めない基盤整備事業を実

施できる制度の創設などが盛り込まれる等、農業

改革が進められる状況にあります。

農業農村整備事業の方向性

　これまで最近の予算状況や海外、国内の農業農

村整備を取り巻く状況についてお話ししてきまし

たので、北海道における農業農村と今後の基盤整

備の方向性について、お話します。

　１つ目は、「農家戸数の減少等への対応」です。

道内の農家戸数ですが平成17年～平成27年の10

年間で販売農家戸数は５万２千戸～３万８千戸へ

と約３割減少しており、戸当たりの経営面積も３

割増加しております。また、中央農業試験場の「農

林業センサスを用いた、北海道農業・農村の動向

予測」では、農家戸数は37年には２万６千戸となり、

今後10年間でも約３割減少すると予測されており、

道内の農業生産を確保するためには一層の農地の

集約化や区画拡大による作業効率の向上が必要と

なります。

　２つ目は、「昨今の異常気象の多発」です。毎

年のように異常気象の報道がなされ、連続した台

風の上陸や、ゲリラ豪雨が全国各地で発生してい
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ますが、北海道の農地の約７割が排水不良地であ

ることから、これらに対応するための排水対策が

必要と考えております。

　３つ目は、「更新期を迎える農業水利施設の増

加」です。老朽化が進む基幹的農業水利施設のう

ち28年時点で標準耐用年数を超過した施設は32

％であり、さらに今後10年のうちに超過する施

設を加えると51％になる見込みであることから、

これら施設の老朽化対策が必要と考えています。

　昔、ある上司から我々農業土木職員は「完璧な

生産基盤を整備し、早く解散するために仕事をし

ていくべきである」とそんな話をされたことがあ

ります。「整備は早く行うことで効果が早く出る。

できるだけ早くすることでそこの地域は整備をし

ていない地域に比べより高品質な農作物を効率的

に生産でき、メリットを得ることが出来る。」し

かし、その方は「でも、なかなか解散できないん

だ。」時代・時代に応じた整備が出てくるからと。

　確かに昭和40年代半ばから３反田んぼを整備し、

全国１の整備率になりましたが、今は１ha 以上

の大区画水田を整備しています。これは農業機械

の大型化や性能向上によることそしてレーザー均

平の出現による施工技術や農家が整備後に自ら均

平作業を行えることにより、泥炭地帯でも大区画

化が可能になったでしょう。

　それと、施設は必ず更新整備が出てくる。単独

の営農用水も畑総事業で単独整備が可能になった

のは昭和43年ですが、十勝、網走等の酪農地帯

では３回目の整備を行っています。

　また、ＧＰＳガイダンスシステムの導入は北海

道が全国の９割を占めていりますが、将来的には

無人トラクター等、ＩＣＴ技術を活用を視野に入

れた基盤整備が出てくるかもしれません。このよ

うになかなか解散できないわけです。

　現在は、水田地帯を中心に圃場の大区画化等の

新規採択希望地区の要望が多く、採択時期を調整

している状況であり、整備コストの縮減も重要と

考えています。

委託業務をめぐる情勢

　委託業務についてですが、先程も、お話ししま

したが、29年度の委託業務の３月発注予定を含

む発注見込み額は、補正予算で大幅に増加した、

昨年と比較すると減少する見込みですが、今後も

補正予算等不透明な中で、地元要望に対応するた

めには工事費を確保しながらも調査設計のストッ

クを確保することが重要と考えています。工事と

委託の適正な量、バランスの確保、そして、年度

間で大きな増減が出ないようなことにも十分配慮

し、しっかり対応していきたいと考えている。

　また、委託業務技術者単価は３月以降に契約を

締結する業務から、新単価を適用しているところ

であり、昨年と比較すると、平均3.1％の増とな

っているところです。

　現場で発生した諸問題に迅速に対応するため、

受注者からの質問を「その日のうちに回答する。」

ことを目指した、ワンデーレスポンスの取り組み

については、引き続き対象業務数を拡大し、取り

組んでいくとともに、設計基本条件検討　会の更

なる充実など図っていく考えです。

　最後になりますが、北海道の成長産業は「食」

と「観光」です。観光客は安全安心でおいしい食

べ物と豊かな自然や農村景観を求め北海道にやっ

てくるのです。耕作放棄地がなく、農地が農地と

してしっかり使われていることで農村景観が形成

されているのです。

　農家戸数が減少する中、本道農業農村の持続的

な発展のためには、効率的な農業展開による生産

性向上や６次産業化による高付加価値化などを進

めていくことが重要であり、農業農村整備が不可

欠であると考えています。
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　そのためにも、今後とも事業の推進に対しまし

て、皆様の、一層のご協力を賜りますようお願い

申し上げるとともに、北海道農業土木測量設計協

会並びに皆様方の益々のご発展をご祈念申し上げ

まして、ご挨拶とさせていただきます。

　本日は誠におめでとうございます。

平成29年度　通常総会
　平成29年度の通常総会が５月23日、ホテルポール

スター札幌で開催された。

　神耐三会長の開会挨拶に続き、北海道農政部 技監 

足立一郎様からご祝辞をいただいた後、議事に入った。

　定款第16条により神会長が議長となり、議事録署

名人は定款第20条２項に基づき、出席理事の中から

吉田理事、滝沢理事を指名し、議案の審議に入った。

　まず、報告事項 ①平成29年度事業計画及び収入支

出補正予算について、②技術者資格取得支援事業について、③会員の退会について、議案書に基づき事務

局より詳細な説明があった。

　第１号議案「平成28年度事業報告及び収入支出決算の承認について」事務局の説明、菊地勇監事から

の監査報告があり、全員の賛成により承認された。

　第２号議案「任期満了に伴う役員の選任について」後掲（P．20）の理事14名と監事３名が全員の賛成

により承認され、総会は終了した。
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道営地域用水環境整備事業（小水力発電）
緑地区について（計画検討編）

北海道農政部　農村振興局　農業施設管理課　山村　航也

１．はじめに

　我が国の農業とその基盤の整備は、アジア・モ

ンスーン地帯の地理的、気象的条件を生かした水

稲栽培を中心に、水を制することで発展した。そ

の水に内在するエネルギーを活用しようと、水車

という動力装置を用いてそば挽きなどに活用され

てきた。

　このエネルギーを電力に用いる試みは、修学旅

行で定番の京都南禅寺を通る琵琶湖疏水の落差を

市電の電力供給等に活用した「蹴上（けあげ）発

電所」が我が国のスタートだった。その後、戦後

の国民の大量の電力消費を背景に、火力や原子力

発電が進められたものの、中東情勢に端を発した

昭和50年頃の石油価格高騰、平成９年京都議定

書をはじめとする地球温暖化への国際的な取組な

どが契機となり、比較的小規模な水力発電が見直

された。平成23年東日本大震災による原子力へ

のリスクの顕在化と電力供給の逼迫により、中小

水力発電を含む「再生可能エネルギー」（以下、「再

生エネ」）が見直され、資源エネルギー庁が掲げ

るエネルギーミックスでは、2030（平成42）年

度までに再生エネの構成比率を22～24％（水力

を除く平成26年度では約3.2％）と設定されており、

これを背景に、「固定価格買取制度」（以下、「Ｆ

ＩＴ」という）が平成24年度からスタートとなり、

法律により高値で再生エネが買い取られることと

なった。

　北海道特有の「冬期間の水供給」という課題か

ら展開を見せていなかった農業用用排水施設の小

水力発電について、ダムを用いた事例としては北

海道で初となる「緑ダム」（所在地：斜里郡清里町）

における、ＦＩＴを前提とした小水力発電施設整

備の「計画」について、現在策定中ながらも、施

設の概要、諸課題及び検討結果について報告する。

図－１　農業用用排水施設を活用した小水力発電
　　施設の整備状況）　　出典：農水省

２．小水力発電とは

２－１．定　義

　 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 の 区 分 に よ る と、出 力

2000kW 以下を「中小水力発電」と称している。

明確な区分はないものの、一般的には1000kW

未満を小水力発電と称している。河川や農業用水

の落差を用いる発電が一般的だが、上下水道でも

落差があれば発電はできる。

　なお、全国で農業用用排水施設を用いた小水力

発電施設は、平成28年５月時点で65地区におい

て整備が完了しているが、北海道の地区はない。

２－２．発電原理

　発電出力は、使用水量と落差により決定され、
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機器仕様による効率を乗算することで算定される。

発電電力量にはこれに時間の要素が加わる。原理

及び数式は以下のとおり。

・ 発電電力量（kWh）＝発電出力（kW）×発電

時間（hr）

・ 発電出力（kW）＝9.8×使用水量（m3/s）×

有効落差（ｍ）×水車及び発電機効率

種類があり、「水力発電計画工事費積算の手引き」

（平成25年３月、経済産業省資源エネルギー庁）

に水車形式などが詳しく記され、計画段階の水車

形式選定に用いられる。

３．緑地区の小水力発電施設の概要

３－１．事業の目的

　小水力発電施設の整備は、斜網地域における畑

地かんがい施設の維持管理費節減及び二酸化炭素

の排出削減を図ることを目的としている。

３－２．畑地かんがい施設の概要

　１市４町（網走市・斜里町・清里町・小清水町・

大空町）にまたがる農用地18,514ha を受益地と

する畑地かんがい施設は、国営畑地帯総合土地改

良パイロット事業「斜網西部」「小清水」「斜里」、

国営かんがい排水事業「斜里二期」により整備さ

図－３　畑地かんがい施設の位置概要図　　出典：網走開発建設部の資料に追記

図－２　水車形式選定表
出典：資源エネ庁「水力発電計画工事費積算の手引き」

２－３．水車形式

　水車形式は、使用水量と有効落差に応じて様々な
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れ、平成18年までに完了した。この受益地の主

な水源として緑ダムが造成された。

・貯留施設：緑ダム

・水源：普通河川斜里川支流アタックチャ川

・形式：ロックフィルダム　

・堤高：73ｍ　有効貯水量：640万ｍ3

・取水方式： 傾斜式シリンダゲート（MAX3.28

ｍ3/s）

・取水施設： 清泉頭首工（斜里川←アタックチャ

川←緑ダム）

・ 札弦頭首工（札鶴川）江鳶頭首工（チクサクエ

トンビ川）

・その他施設： 幹線用水路76㎞、支線用水路340

㎞、ファームポンド12箇所

・配水ブロック：11ブロック

３－３．維持管理費への充当

　上記の畑かん施設は国の財産であり、土地改良

法第94条の６に基づき国が各市町と委託協定を

締結している。管理の事務は、１市４町が地方自

治法第252条の２に基づく「斜網地域国営畑地か

んがい維持管理協議会」を組織して運営を行って

いる。

　農水省によれば「売電収入を当該発電施設に関

係する施設のほか、当該地方公共団体が管理する

一連の管理体系下にある土地改良施設の維持管理

費に充当することができる」とのことから、発電

施設本体の維持運営費を除いた売電収入は、上記

協議会が管理する施設の維持管理費等へ充てるこ

ととした（詳しくは後述）。

４．検討事項

４－１．使用する既存施設の検討

　緑ダムの農業用水は、河川維持流量も含め、非

常時以外は傾斜式シリンダゲートから取水し、導

水管路を通り、放流ゲートから普通河川アタック

チャ川に注水する。取水ゲート上部にはスクリー

ンがあり、ゴミ等の混入による水車機器への損傷

も少ないと想定され、導水管路に分岐工を新たに

設けて発電に用いることとした。

　なお導水管の隣に非常放流管があるが、スクリ

ーンが設置されておらず、流量等の調整が難しい

ことから発電への利用は考えなかった。

４－２．有効落差等の検討

　有効落差を決める要素は、①ダムの水位、②損

失となる落差、③放水位であり、①はダム水位の

実績データを活用、②は既存施設の設置状況（一

部新設区間有）、③は施設位置選定により定まり、

その概要は次のとおり。

①ダム水位： 年間を通じて観測が可能となった

H23以降のデータを用いた。

②損失落差： 導水管路（圧力鉄管）を水が通過す

る際、流入やわん曲、分流及び鉄管

そのものの延長に応じた損失。

③放水位→「４．発電施設位置の検討」による

４－３．使用水量の検討

　緑地区においては、「これまでの水の流し方を

変えずに発電する」（漁業者協議）ため、これま

での流量データを前提として流量を検討する。検

討に当たっては日々のデータを累加曲線に置き換

え、損失水頭や機器の発電可能水量（定格水量の図－４　有効落差　　出典：H26概略設計
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約30％　水車形式により異なる）を考慮し、水

位と水量の条件を加えて日々の発電量計算を行い、

比較により使用水量を決定した。

４－４．発電施設位置の検討

　施設位置検討には、「有効な落差が確保される」、

「維持管理が容易」、「整備が可能でコストが安価」

という点が求められる。

　H26概略設計においては、放水ゲート工上流側

に発電施設を設けることが提案されたが、より大

きな落差が確保でき、切土は発生するものの上部

のコア保管庫の移設が不要となり、橋梁の新設等

による動線確保への検討が不要であるため、洪水

吐の下流側（護床工脇）とした。

４－５．各種法令等の検討

　発電施設の建設にあたって関係する法令等は、

河川法・土地改良法・電気事業法・ＦＩＴ法であ

り、これに売電に関する事項（後述）を考慮して

施設を検討する必要がある。

①清里町普通河川管理条例

　アタックチャ川は普通河川であり管理者及び水

利権者は清里町となる。畑かん用水の水利使用に

従属した発電となることから、清里町では河川法

に準じて条例を改正し、許可制ではなくて「登録

制」により水利使用を行う方針となっている。

②土地改良法

　緑ダム及び附帯施設、建設用地等は国の土地改

良財産であり、これを改築するための申請が必要

となる。また土地及び流水を使用することから他

目的使用の申請が必要となる。

　他目的使用料が減免されるためには、本体維持

運営費や畑かん施設維持管理費以外へ充当しない

ことが必要であり、「会計の見える化」（特別会計

や複式簿記の採用等）が求められる。現在関係す

る１市４町では、共同管理手法も含めて検討して

いる。土地使用に関しては整備内容が定まり次第、

水量の使用に関しては施設整備計画や試運転等の

成果を踏まえ、他目的使用申請や他目的使用料の

検討が行われることとなる。

図－５　現況放水量　　出典：維持管理協議会

図－６　施設位置の検討（上：概略設計　下：今回設計）
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③電気事業法

　小水力発電施設は、電気事業法上の「事業用電

気工作物」であり、電力会社等の所有ではないこ

とから「自家用電気工作物」に分類され、「技術

基準への適合」「工事計画の策定」「保安規程の策

定」「主任技術者の配置」が求められており、最

大出力規模等に応じて経済産業大臣（北海道産業

保安監督部）への届出または申請などの手続きを、

施設の設置前に行うことが必要となっている。

　このうち主任技術者には、「ダム水路主任技術者」

（注：ダム主任技術者ではない）と「電気主任技

術者」があり、工事・維持または運用にかかる経

験年数等に応じ、経済産業大臣が免状を交付する

ことで資格の取得が可能となっている。

　自家用電気工作物の場合、主任技術者に関して

「委託」することが可能であり、電気主任技術者

であれば電気保安協会など受託可能な組織も存在

する。ダム水路主任技術者については、発電所と

現地の間で、「到着に２時間以内」とする必要が

あり、加えて、北海道産業保安監督部によれば、

現在北海道では、ダム水路主任技術者に関して、

受託を「業」として行っている組織等はないとの

ことである。本施設の概略設計時においても、最

大出力は500kW 前後であり、ダム水路主任技術

者の選任要件を考慮し、最大出力500kW 未満と

設定した。

④ＦＩＴ法

　ＦＩＴ法とは正式には、「電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

と称し、平成24年度に施行された法律である。

この法により、経産省の設備認定を受け、電力会

社との接続契約申込、接続契約等により、ＦＩＴ

法の調達価格が決定され、ＦＩＴによる売電が可

能となる。この調達価格に対して国民は、電力会

社を通じて「再生エネ賦課金」を毎月の電力料に

上乗せされて支払っている。ＦＩＴ法ではこうし

た枠組みやルールが定められている。

　現在、ＦＩＴ認定量の約９割を太陽光発電が占

め、ＦＩＴ認定を受けながら稼働に至っていない

ケースも存在することなどから、改正ＦＩＴ法に

おいて、「未稼働案件の発生を踏まえた新認定制

度の創設」「適切な事業実施を確保する仕組みの

導入」「地熱等リードタイムの長い電源の導入拡大」

（※「等」に水力が含まれる）「電力システム改革

を活かした導入拡大」等の見直しが行われる。

　法改正の詳細事項には不明な点が多く、今後の

情報に留意する必要がある。

表－１　電気事業法にかかる主任技術者の選任検討表（北海道産業保安監督部との打合せももとに作成）

最大出力
ダム水路主任技術者 電気主任技術者

備考
委託業務 選任者の要件 委託業務 選任者の要件

500kWh
以上

・堤高15ｍ以上のダ
ムによる発電の場合、
委託は不可（規則第
52条の表、及び同第
２項）
・（北海道産業保安
監督部では）受託を

「業」として行う申
請を受けていない

・第１種ダム水路主任技術者の免状を
受けたもの（第２種はダム高さ70ｍ未
満←規則第56条）
※緑ダムは堤高73ｍ

・出力2000kW 未満
の水力発電所は委託
が可能（規則第52条
の表、及び同第２項）

・第３種電気主任技術者の免状を受け
たもの（電圧５万ボルト未満←規則第
56条）
※緑ダムは6.6千ボルト

500kWh
未満

上記のとおり

法43条の２（自家用電気工作物　免状
交付者以外の主任技術者選任に関する
主務大臣の許可）

（「内規」２．（２）①）
・出力500kW 未満の発電所（「内規」
２．（２）②）
・高校で土木工学を履修し卒業
・技術士（建設・農業土木）
・土木施工管理技士（１種２種）、等

（※詳細事項は省略して記述）

上記のとおり

法43条の２（自家用電気工作物　免状
交付者以外の主任技術者選任に関する
主務大臣の許可）

（「内規」２．（１）①）
・出力500kW 未満の発電所（「内規」
２．（１）②）
・高校以上で電気主任技術者試験と同
等の科目を履修
・第１種電気工事士試験に合格
・高圧電気工事技術者試験に合格、等

（※詳細事項は省略して記述）

参考資料　〇電気事業法（43条）　〇電気事業法施行規則（52条～53条）　〇主任技術者制度の解釈及び運用（内規）
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５．発電施設規模の検討

　平成26年度に小清水町が行った概略設計にお

いては、流量データを参考に９通りの流量を設定

し、その中で、「投資回収年」「ＩＲＲ（内部収益

率）」という指標を用いて優劣を検討した結果、

使用水量1.2ｍ3/s、有効落差55ｍ、年間発電電力

量2125MWh が最も有利な規模となった。

　これまでの記述のとおり、実現性を考慮しつつ

更に効率的な発電をめざし、次の事項を検討した。

◦発電使用水量から発電規模を検討

◦施設位置見直等による有効落差の向上

◦発電不可日を減ずることでの年間発電量の向上

　その結果、使用水量1.04ｍ3/s、有効落差64.9ｍ、

年間発電電力量2,468MWh となり、施設の効率

を示す「設備利用率」も46.4％から56.5％と向上

した。

　なお、図－３（水車形式選定表）によると、こ

の使用水量と有効落差で汎用性が高い水車形式は

「横軸フランシス水車」「クロスフロー水車」があ

るが、吐出し口の水位変動による影響が少ない特

徴から前者を選定した。

表ー２　発電規模検討表

大項目 番号 事項 細事項 単位 算式及び考え方
A

概略設計
B

検討案
C

最終検討案
D=C-A
差

発 電 緒 元

(1) 発電使用水量 ｍ3/s 与条件 1.200 0.950 1.040 -0.160

(2) 基準有効落差 ｍ 与条件 55 60 64.9 9.9

(3) 最大出力 KW 出力計算結果 523 499 499 -24

(4) 年間発電量 MWh/ 年 発電量計算結果 2,125 2,252 2,468 343

(5) 設備利用率 ％ 発電量計算結果 46.4 51.5 56.5 10.1

事 業 費 算 出

(6) 土木工事費 百万円 別途計上 96 96 96 0

(7) 水車・発電機・機器類 百万円 他地区事例を参考に試算 415 415 415 0

(8) 小計 百万円 （6）+（7） 511 511 511 0

(9) 自営線増設費 百万円 概算積み上げ 72 72 72 0

(10) バンク逆潮流対策費 百万円 出力×3348円 /KW（税込） 2 2 2 -0

(11) ダム受変電施設改造費 百万円 他地区事例を参考に試算 0

(12) ダムコン改造費 百万円 想定 10 10 10 0

12’ 調査測量設計費 百万円 概算積み上げ 53 53 53 0

(13) 小水力発電工事費計 百万円 ∑（（8）～12’） 648 648 648 -0

(14) 北電配電線付替え 百万円 概算積み上げ 434 434 434 0

(15) 総事業費 百万円 （13）+（14） 1,082 1,082 1,082 -0

(16) 補助率 ％ 与条件 75 75 75 0

売 電 収 入

(24) 売電する電力量 MWh/年 （4）−（22） 2,125 2,252 2,468 343

(25) 調達価格 円/KWh H27の単価 29 29 29 0

(26) 売電収入 千円/年 （24）×（25） 61,625 65,308 71,572 9,947

年 間 維 持
運営費用等の
検 討

(27)

本体分
維持管
理費等

定期点検等 千円/年 18” 7,000 7,000 7,000 0

(28) 労務費用 千円/年 別途積上げ 9,000 7,000 7,000 -2,000

(29) 資本回収費用 千円/年 18’+（20） 16,000 16,000 16,000 0

(30) 改修基金（災害準備含む） 千円/年 （7）×0.5/20 10,375 10,375 10,375 0

(31) 発電施設の運営に要する費用合計 千円/年 ∑（27）～（30） 42,375 40,375 40,375 -2,000

(32) 発電以外の維持管理費への充当可能額 千円/年 （26）−（31） 19,250 24,933 31,197 11,947

効 果
(34) 発電原価 円 （31）/（26）×（25） 19.9 17.9 16.4 -3.6

(34) 発電原価 円 （31）/（４） 19.9 17.9 16.4 -3.6



農土測協時報
Hokkaido Nougyou Dobuku Sokuryou Sekkei Kyoukai Jihou

12

技
術
ノ
ー
ト

６．本体施設の維持管理

６－１．売電収入の充当範囲

　本事業では具体的な充当範囲が示されており、

この考え方に基づき、売電収入の充当を検討した。

（問４－５）「売電収入の具体的な充当範囲」

◦ 発電施設の維持運営費（維持費、人件費、資本

改修費）

◦ 土地改良施設の維持管理費：電力供給対象施設

や発電施設と共用する施設を含む土地改良区が

管理する土地改良施設全体の維持管理費であり、

人件費、修繕費、購入電気料金、水路管理費な

ど。※市町村管理も土地改良区と同等の読みと

なる。

◦ 建設改良積立金：将来とも安定した事業実施を

維持するため、発電施設を含む全ての土地改良

施設（発電施設含む）の機能が適切に発揮され

るよう積み立てる建設改良・更新にかかる資金

◦ 災害準備積立金：収支決算に大きな影響を与え

る落雷や豪雨等の自然災害や渇水時の発電量の

減少

６－２．本体施設維持運営費の検討

◦ 本体施設の維持管理費及び資本改修費：ハイド

ロバレー計画ガイドブック（H17経済産業省資

源エネ庁）に詳しく、「年次別経費率表」にし

たがって算出した。

◦ 追加労務費用：小水力発電施設の稼働により、

電気事業法の規定により「ダム水路主任技術者」

「電気主任技術者」の配置が、これまでの管理

に追加されて必要となることから、人件費とし

て計上。なお電気主任技術者は委託業務を想定。

ダム水路主任技術者は自前での確保を検討して

いる。発電施設建設の補助監督員として整備に

携わることで、大臣より免状の交付を受けるこ

ととしている。なおその金額は、１市４町の平

均的な給与額を参考とした。

◦ 本体施設の改修基金及び災害準備金：定まった

算定手法がないことから、「水車・発電機・機

器類については当初整備費用の約半額が今後

20年間で必要」という想定で積上げた。

表－３　売電収入の充当先

優先順位 区分 名称 考え方
所要額

（千円 /年）

１ 維 持 運 営 費 維持管理費
ハイドロバレー計画ガイドブックにより算出。なお、北電
の維持管理施設は算定の対象外。

7,000

２ 維 持 運 営 費 労務費用
電気事業法上必要となる主任技術者の労務費用を、資格所
得に要する経験年数や地域の給与水準等を参考に算定。

7,000

３ 償 還 費 建設費用償還費用 ハイドロバレー計画ガイドブックにより算出。 15,000

４ 基 金 発電施設災害準備金 発電施設総事業費（415万円）の0.5％を所得額と認定。 2,000

５ 基 金 発電施設建設改良積立金
緑ダム計装機器類の更新内容（システム更新及びオーバー
ホール）から、20年間の所得額を算定し年鑑で割り返し。 8,300

６ 畑 か ん 費 用 畑地かんがい施設維持管理費
畑地かんがい維持管理協議会の決算資料から、実負担額の
平均値を算出。

37,400

７ 基 金 畑かん施設建設改良積立金
国営施設更新整備計画（〜H59）から、国営及び道営土地
改良事業の地元負担分を積み上げて年鑑で割り返し、所得
額を算出。

106,000

（計） 182,700
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６－３．畑かん施設全体の維持管理費等への充当

　国営斜網地域畑地かんがい維持管理協議会では、

畑かん施設全体の維持管理費に年間約4,500万円

を要しており、この費用を１市４町がそれぞれ所

定の割合で負担する。

　売電収入のうち本体発電施設維持運営費用など

を差し引いた約3,200万円は、畑かん施設全体の

維持管理費等への充当が可能と見込まれる。

７．売電に関する検討事項

７－１．系統連系

　発電施設の建設に当たっては、売電を伴うこと

から北海道電力（以下、「北電」）所有の配電線や

変電所の設備容量が影響する。

　振興局では、接続連系に必要となる発電機（モ

ーター）の仕様を定め、早期の接続申込を行う取

組として、本年度の委託業務において発電機の仕

様を定め、早急な接続連系申込に向けた資料作成

を行っている。

７－２．配電線の改修

　変電所から発電箇所までの距離は約30㎞と長く、

沿線には一般の需要者も存在する。配電線の機能

には、緑ダム小水力発電の新たな電気を通しつつ、

需要家が安定的に使用できるよう周波数の維持（電

気の品質の保持）が求められ、配電線の対策費用

図－８　配電線マップ　　出典：H26概略設計

図－７　系統連系広域マップ
出典：北電情報をもとに作成

を負担する必要がある。

　概略設計の受託コンサルタントが作成した報告

書によると、現況配電施設では容量が不足すると

想定した札弦市街～責任境界線までの約15㎞に

ついては、配電線設備の改修が必要としており、

その対策費用を最大限約４億円と見積もっており、

今後の検討により、低減に向けた具体的な調整を

行っていくこととしている。

８．終わりに

　本稿は「計画検討編」と称した。検討段階なが

らもこのような発表の機会を与えていただいた農

村振興技術連盟北海道支部に感謝申し上げたい。

　今後、実施設計や施工、維持管理など各段階に

て、本報告会のような場を活用しつつ情報を共有

し、道や各自治体など関係者が一丸となって多岐

にわたる課題を克服し、完成を迎えられるよう祈

念したい。

　また本要旨執筆にあたりご協力を賜った組織名

を、末筆ながら謝辞を込めて次のとおり列記する。

◦日本工営㈱札幌支社　
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◦北海道産業保安監督部（電力安全課）

◦北海道経済産業局（エネルギー対策課）

◦網走開発建設部（公物管理課・農業整備課）

◦北海道電力㈱　網走営業所

◦ほか

【参考文献】

１ ）小清水町　平成26年度施行　小水力発電概

略設計等業務

２ ）経済産業省・資源エネルギー庁ホームページ

（①水車形式の検討、②ハイドロバレー計画ガ

イドブック　③ＦＩＴ）

①  http://www.enecho.meti.go.jp/category/

electricity_and_gas/electric/hydroelectric/

download/

②  http://www.enecho.meti.go.jp/category/

saving_and_new/saiene/renewable/family/

index.html

３ ）農林水産省ホームページ（農業農村整備事業

における小水力発電の整備状況）

　 http://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/

s h o u s u i r y o k u / a t t a c h / p d f /

rikatuyousokushinn-10.pdf



北
海
道
み
ん
な
の
日

農土測協時報
Hokkaido Nougyou Dobuku Sokuryou Sekkei Kyoukai Jihou

15

　北海道のこれまでの歴史、文化や風土について理解と関心を深め、北海道の価値をあらためて認
識し、道民であることを誇りに思う心を育むことにより、道民が一体となってより豊かな北海道を
築いていくことを期すとともに、道外において、北海道の価値が広く認識される契機とするため、
「北海道みんなの日」が平成29年３月に設けられました。

７月17日は「北海道みんなの日（愛称：道みんの日）」です。
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　弊社は昭和33年４月に現会長であります山﨑竹三郎が用地確定測量を中

心に測量業を創業し、早いもので来年は60周年を迎えます。この間、土地

家屋調査士事務所を併設、昭和59年には道北で測量業としては初めて北海

道知事表彰を受けるなど数多くの技術表彰を授与しております。特に、平成

28年度と平成29年度に２年続けて（公益社団）日本測量協会様より品質管

理優秀賞（基準点）を授与いたしました。これも北海道農業土木測量設計協

会様並びに会員の皆様方からの温かいご指導ご鞭撻があったからこそと考え

ております。

　心より感謝申し上げます。

1 会社紹介

　弊社では技術力の向上を図るため北海

道農業土木測量設計協会が行っている「若

手技術者資格取得支援事業」と厚生労働

省の「キャリア形成促進助成金事業」を

活用し、１年間企業委託生として若手社

員を札幌工科専門学校に入学させ測量学

を学ばせました。おかげさまで本年度は

管理技術者として現地を任せることが出

来るようになりました。昨年はこれまで

社員が経験したことが無かった災害復旧

業務を受託しました。南富良野町の農地

2 Action

　平成29年６月１日に「みちびき２号機」が打ち上げられました。政府は今後、３号、４号機と相次ぎ

打ち上げ４基体制による日本版 GPS 体制を実現するとしています。GPS は日常生活にも広く活用されて

おりますが、測量においても今後は益々UAV を使用した空中写真測量が主体となっていくものと考えて

おります。このような情勢から弊社では航空法をはじめ使用に関する安全基準（案）を早急に習得し

UAV による測量技術に対応する人材の育成に努めていく所存であります。

3 Vision

　弊社においても技術者の高齢化が進んでいることから市内の普通高校に対しても会社案内を実施してい

るところです。CAD オペレータ社員としての採用を考えているところでありますが基本的には社員の技

術指導があってこそオペレータとしての効果が発揮できるものと考えております。土木コンサル業界はど

の時代にあってもやはり技術力向上が重要であるということは不変なんだと熟々考える毎日です。

　おわりに、協会並びに会員の皆様方の益々のご健勝を御祈念いたしまして会社紹介といたします。

4 おわりに

災害概ね A ＝110ha や道道の天人峡線の早期復旧を図るため、一般業務を一時的に中止し対応したとこ

ろです。両現場とも査定前着工という時間的制約を受ける中で採用工法の決断から調査手法の判断など実

践ならではの経験が大きな財産となりました。また、本年５月には社内研修として上川総合振興局の協力

を得て「換地業務」の勉強会、更には UAV の操縦実践研修を当別町において実施したところです。

UAV操縦実習：㈱岩崎当別農場於

南富良野町農地災害状況
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　創業者が東京都建設局を早期退職して有限会社島田測量設計社の設立並び
に、土地家屋調査士　行政書士　島田昭三事務所を開設してから、多くの先
輩、友人の御支援を賜り、漸く41年目を迎えることができました。心から
感謝致しております。

1 沿革

　これらのことを達成するためには知識力、技術力の向上が不可欠で、競争しつつも、可能な限り業務の
進捗率などを開示し、効率的な工程を組み込むことが最も重要であり、若い役職員を中心に短期・長期の
改善プログラムを樹立させ、行政・大学・農土測協・地域協会等と協調・協働しながら努力してまいりま
すので今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

6 対応策と展望

サ
ン
技
術
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
島
田
　
昭
三

　「技術・若さ・和」の社是を基本理念にして、これまでに蓄積した経験と個々
の技術研鑽、そして、それらを適切に活用するマネジメント力の向上による
社会貢献、このことが社会資本整備に関わる企業にとって最も重要と考えて
います。

3 基本方針

　昨今の社会情勢や行政事情を鑑み、従前から
行っている測量、調査、設計を軸とした業務に
加え、社会資本の維持管理や公共事業の品質向
上に迅速かつ適切な対応ができるよう、技術士、
ＲＣＣＭ、公害防止管理者、農業水利施設総合
診断士など、業務を行う上で、社会に求められ
るライセンスの取得や技術者としての資質と能
力の向上を目的としたＣＰＤ活動への積極的な
参加するとともに、個々の技術者がそれぞれの
目標を定め自己啓発に努めています。

4 業務執行体制

① 若い担い手が集まらず（地方に所在しているため）事業承継及び技術移転のスムーズな展開が遅れてい
ること。

②生活様式が大きく変化し、働き方改革が必要と考えているが、その対応に苦慮しております。

5 弊社の課題

　農業土木コンサルタントを主体として、一般
土木コンサルタント、補償コンサルタント、測
量業、建築設計、登記業務にまで及んでおり、
我が国の食料の安定供給、国土の強靭化政策に
少しでも寄与したいと考えております。

2 業務内容

創立40周年記念事業
2015年４月 寄贈
からくり時計

（網走市民健康プール施設内）
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　私は27歳の時に今の会社に転職しました。その後、測量士補の試験にチャレンジしましたが二度失敗

し自信を失くしていた次第です。

　会社の後押しもあり、私は平成27年度企業委託生として札幌工科専門学校の測量情報科に入学し、４

月から翌年の２月までみっちりと測量に関する知識や実技を基礎から学びました。学校では高校卒業した

ての18歳から全くの未経験の40歳の方まで幅広い年齢層でのスタートだったため、レベルを使うために

三脚を立てる練習から始まり、器械の操作方法や点検方法、学校周辺にある「モエレ沼公園」で観測した

データを手簿に手書きしたり、TS を使った多角測量、人工衛星を利用した GNSS 測量など普段忘れかけ

ていたものや理解していなかった部分、まったく知らない分野などたくさんの事を学ばせて頂き、無事、

測量士補の資格を取得することができました。

　卒業してからの１年間、会社の業務に戻りいろいろな測量をしてきました。なかでも基準点測量と路線

測量が今まで理解しきれていなかった部分が分かるようになり、業務の流れや必要書類など仕事の取り組

み方が格段に変わったと感じています。

　今年度中の業務で実務経験が測量士になれる条件に達することから、これからは測量士にしか出来ない

管理技術者としての計画など、日々上司から吸収している最中です。

　平成28年度と29年度には、日本測量協会より品質管理部門（基準点）の優秀賞を二年連続受賞してい

るので、平成30年度も受賞出来るようこれからも、精進していきたいと思います。

　また、一年間も専門学校に通わせていただいた会社の方々、しつこく質問しても最後まで教えてくれた

先生方、一年間共に切磋琢磨してきた仲間達がいたからこそ今の私があると思います。この場をお借りし

てお礼を申し上げたいと思います。

　「ありがとうございました。」

「資格取得から現在の仕事について」

やまざきコンサルタント株式会社　

花　田　勇　太
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　札幌工科専門学校を卒業して約一年半ぐらい経った今ですけれども、学校へ行き一番最初の基礎から教

えてもらうことができ、今ではそれが役に立っています。自分は測量情報科なので人数は少なかったけれ

ど、みんなで協力し楽しく学校生活を送っていたと思います。

　実習等の時間には、わからないところはみんなで相談し、話し合いをして解決をしていました。また、

モエレ沼公園などで水準測量をし、環境土木工学科と測量情報科と合同で実習を行いました。初めての人、

経験のある人、それぞれいましたが、経験のある人がない人に教えたり一つ一つを大事にしながら作業を

していました。

　実習がなかなか終わらない班もありましたが、先生たちからもアドバイスやヒントをもらいながら、み

んなで終わらせることができました。

　学校の行事では、体育大会・学園祭・ボーリング大会などがありました。もっとさまざまな行事もあり

ますが、学校やクラス一団で楽しみ盛り上がったと思います。

　優勝はできなかったけれど、いい思い出になりましたし、学校でのこういった行事などは懐かしい部分

もあって、高校生に戻った気分にも少しなりました。

　この学校生活一年間を通して、いろいろ学び社会人への意識なども高め、卒業してからの生活などの指

導も受け、役に立つことばかりでした。

　これからも、学校で教わったことを忘れずに、今の仕事を続けていき頑張ろうと思います。そして、札

幌工科専門学校で出会った人や、友人を大切にしたいと思います。

「資格取得から現在の仕事について」

小林技術コンサルタント株式会社　

佐　藤　貴　紀
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・小林技術コンサルタント㈱

　平成29年６月 取締役会長 滝沢　晃子

　　　　　　　　代表取締役 渡辺　寿一

・㈱ルーラルエンジニア

　平成29年7月 代表取締役 有好　利典

・新和測量㈱

　平成29年7月 取締役会長 山本　茂雄

 代表取締役社長 福田今日児

平成29年度

9月 15日（金）・16日（土） 伊能大図フロア展（留萌市 スポーツセンター）

10月

14日（土） 農業農村整備パネル展

上旬 現地研修会

下旬 中間監査

11月 上旬 第３回業務推進委員会

１月
10日（水） 第４回理事会（ポールスター札幌）

中旬～ 各地域懇談会

２月 中旬 第４回 業務推進委員会

会員の人事動静

新 役 員

協会行事予定

退　　会

・㈲渋谷測量社　　　　　　平成29年３月

会 長 理 事　神　　耐三

副会長理事　熊頭　勇造（北王コンサルタント㈱）

　　〃　　　原　　正行（㈱ み ず ほ 栄 設 計）

　　〃　　　吉田　浩幸（㈱よしだ設計コンサルタント）

理　　　事　相澤　一郎（㈱北海道農業建設コンサルタント）

　　〃　　　三上　愼吾（内外エンジニアリング北海道㈱） 新任

　　〃　　　天満　正博（道 南 測 量 設 計 ㈱）

　　〃　　　山口　武宏（㈱山口技研コンサルタント） 新任

　　〃　　　桜井　悦朗（㈱ 桜 井 測 量）

理　　　事　佐藤　直志（北海道調査補償㈱）

　　〃　　　上村　正信（㈱協和コンサルタント）

　　〃　　　山﨑　俊彦（やまざきコンサルタント㈱） 新任

　　〃　　　益村　公人（益 村 測 量 設 計 ㈱） 新任

　　〃　　　橋　　俊之（東邦コンサルタント㈱） 新任

監　　　事　菊地　　勇（菊地技術コンサルタント㈱）

　　〃　　　田上　利明（旭 川 設 計 測 量 ㈱）

　　〃　　　細川　　勉（税　　 理 　　士）



　知り合いのS氏から電話があり、

「公園の木に営巣していたチゴハ

ヤブサの雛が孵ったので来ないか」

との連絡をもらった。翌日は土曜

日で仕事が休みなので、早朝に教

えてもらった公園に出向くと、S

氏はもうすでに来ていて、数人の

人達と撮影に熱中していた。電話

のお礼を言い、さっそくカメラを

セットして撮り始めたが、見回す

とこの公園は住宅街の真っただ中

にあるごくありふれた小さな公園

で、大木もなく、７～８mほどの

高さの木が数本あるだけで、よく

こんな公園の木に巣を構えたもの

だと驚いた。この営巣した木の横

は市道となっていることから、車

や人通りは絶えずあるのだが、鳥

から見ればかえってそれが安全な

のかもしれない。

　しばらくすると近所の人が近寄

ってきて言うには、「いつも午後

になると子供たちが大声を出して

砂場や滑り台で遊んでいたり、夜

になると花火で遊んでいたりする

んだ」とのことで、ますます驚い

た。それにしても、私たちが生活

している何気ない身近な場所で、

このような渡り鳥たちも一緒に生

活していることに驚かされた。人

間社会の真っただ中の方がかえっ

て居心地が良いのかもしれないこ

とを教えられた一コマだった。

（※今回のチゴハヤブサは、カラ

スの巣立った後の古巣を利用して

子育てをしていた。）
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影
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