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化による水需要の逼迫に対応した「豊川総合用水事業」

（昭和 55 年度～平成 13 年度、平成 11 年度に農林水

産省、愛知県企業庁の共同事業を水資源開発公団が承

継）を実施し、平成 11 年度からは、幹線水路等の老朽

化に対応した「豊川用水二期事業」に着手しています。

（2）施設の概要
豊川用水施設は、水源施設としてダム 2 ヵ所、天竜川

水系からの流域変更施設 3 ヵ所、地区内の調整池 7 ヵ

所、水路施設として大野頭
とうしゅこう

首工で取水する大野系幹線水

路と牟
む ろ

呂松原頭首工で取水する牟呂松原系水路の 2 系

統の施設に大別されます。

大野系幹線水路は、最大取水量 30m3/s、総延長

118km の施設で、東部幹線水路により渥美半島の先端

や静岡県湖西地域、西部幹線水路により蒲
がまごおり

郡市まで送水
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水の恵みを活かす豊川用水
～大規模地震対策の早期完成を目指して～

（1）経緯
豊川用水は、昭和 24 年、農林省直轄の国営事業とし

て始まりましたが、昭和 26 年に天竜東三河地域が国土

総合開発法に基づく「特定地域」に指定され、愛知県東

三河地域の平野及び渥
あ つ み

美半島全域、静岡県湖西市の地

域に、農業用水、水道用水、工業用水を供給する総合開

発事業となりました。その後、昭和 36 年に国営事業及

び県営事業を愛知用水公団（後に水資源開発公団（現：

水資源機構）と統合）が承継し、昭和 43 年に事業完了、

同年から管理を開始しました。

管理移行後も、水源施設や支線水路の老朽化等に対

応した「豊川用水緊急改築事業」（平成 2 年度～平成 10

年度）、営農形態の近代化、人口増加と生活水準の高度

１．豊川用水の概要

豊川用水は、昭和 43 年の全面通
水以降、農業用水及び都市用水を
供給し続け、受益地である愛知県東
三河一帯及び静岡県湖

こ さ い

西市は日本
を代表する農業地帯、工業地帯とし
て発展を遂げてきました。

豊川用水では、用水の安定的な
供給のため、施設の老朽化対策や
水源施設の増強を実施してきました
が、本地域が、東海地震の地震防
災対策強化地域等に指定されたこと
で、大規模地震に対する対策が急務
となってきました。

このため、平成 11 年度から実施
している豊川用水二期事業に、平成
19 年度から大規模地震対策を追加
し、急ピッチで対策工事を進めています。ここでは、豊川用水の役割や豊川用水二期事業の中で大規模地震対策につい
て報告します。
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可欠になっています。

（1）地震防災対策強化地域等の指定
平成 14 年に、豊川用水地域全域が「東海地震に係

る地震防災対策強化地域」に指定され、翌 15 年には

「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定されま

した。

東南海・南海地震では、豊川用水地域のほとんど

で震度６強以上の震度予測が出されており、30 年以

内の発生確率は、平成 25 年の文部科学省地震調査研

究推進本部発表では、東海地震は 88%、東南海地震は

70 ～ 80% となっています。

（2）南海トラフ地震
東海、東南海、南海地震の 3 地震が連動して起こる最

大規模の「南海トラフ巨大地震」の検討が平成 23 年か

ら中央防災会議で行われています。発生確率は低下す

るものの、震度予測が豊川用水地域で震度 7 となるな

ど、いつ大規模地震が起きても不思議ではない状況で

あり、地震に対する備えがさらに重要となっています。

大規模地震が発生し、長期にわたり水の供給が停止

すると、地域に甚大な影響を及ぼします。水路周辺に

は主要道路や鉄道などの重要施設や民家が近接する場

しています。

牟呂松原系水路は、最大取水量 8.0m3/s、総延長

24.2km の施設で、豊橋市及び豊川市に送水しています。

（3）豊川用水地域の発展
豊川用水の通水開始以降、本地域は、飛躍的に発展

してきています。

農業用水として、愛知県東三河地域を主体とする約

18,000ha の農地に用水を補給し、通水開始以降平成

18 年度までに農業産出額は 4.2 倍に増加し、受益地域

の田
た は ら

原市は全国順位第１位、豊橋市は第 6 位となって

おり全国でも有数な農業地帯となっています。

水道用水は、愛知県 5 市の約 75 万人に供給され、給

水人口は約 2 倍に増加しています。

工業用水は、豊橋港を中心とする愛知県東三河地域

及び静岡県湖西地域に供給され、トヨタ自動車などの

自動車産業を中心に、製造品出荷額は 15.4 倍に増加、

愛知県は全国順位 1 位、静岡県は 3 位となっています。

このように、豊川用水は、この地域にとって無く

てはならないものとなり、安定的な水供給が絶対不

２．いつ発生してもおかしくない大規模地震

３．大規模地震対策の実施

東南海・南海地震の震度予測

計測震度
■ 7
■ 6強
■ 6弱
■ 5強
■ 5弱
■ 4
■ 3以下
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所もあり、漏水等により社会経済に大打撃を与えかね

ません。そのため、被害を未然に防止することを目的

として、豊川用水二期事業で平成 19 年度より大規模

地震対策を進めています。

（1）施設の耐震性の確認
耐震対策にあたっては、まず、東海、東南海、東海・

東南海連動地震に対して耐震性を有するか確認を行い

ました。

耐震性確認の結果、ダム、頭首工、調整池では、東部

幹線水路末端の初
はったちいけ

立池で耐震性を有していないことが

確認されました。また、幹線水路についても、耐震性

を有していない施設が数多くありました。

（2）幹線水路の対象施設の選定
豊川用水の幹線水路は、トンネル、開水路、サイホ

ンで構成されています。幹線水路の全てに耐震対策を

行うと莫大な費用が必要となるため、経済性を考慮し

つつ地震時にいかに安全性や通水機能を確保するかが

重要となります。

そこで、耐震性を有しない施設について重要度評価

を行い、公道、鉄道、重要公共施設等に近接または交

差する二次災害危険度が大きい施設と、応急復旧に要

する期間が 1 ヶ月以上必要な施設について対策を実施

することとしています。

豊川用水では、通水を停止しての水路改修工事がで

きないため、一時的に水を仮廻すための管路（以下「併

設水路」）を設置することとしていますが、被災による

民家に近接し高盛土部を通過する開水路

応急復旧期間が 1 ヶ月以内の施設は、併設水路を活用

し、事後に対応することで、事前に対策を行う施設を

減らし対策費用の軽減を図っています。

（3）対策工法
耐震対策は、開水路、土砂トンネル、サイホン及び

初立池で実施しています。

以下に各施設の対策工法を紹介します。

○開水路の対策

盛土で築造されている水路は、地震により盛土が

崩壊し近接する家屋等に被害を与える可能性があり

ます。このため、盛土部法
のりじり

尻に鋼
こ う や い た

矢板を打込み、盛

土の崩壊を防止する対策を実施しています。

○サイホンの対策

サイホンは、地震で損傷を受けると大被害になり

かねないため、サイホン内に鋼管を挿入し補強する

開水路　鋼矢板設置施工状況

円形鋼管　施工状況
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豊川用水二期事業は、同じく平成 19 年度に追加

された石綿管除去対策事業と合わせて、平成 27 年

度の完了をめざし工事を進めています。

大規模地震がいつ発生してもおかしくない緊迫

した状況の中で、豊川用水施設を一刻も早く地震に

強い施設に生まれ変わらせて、これまでと同様に愛

知県東三河地域及び静岡県湖西地域に安定的に水

をお届けするよう努めて参ります。

なお、東日本大震災の教訓や更に大きな南海トラ

フ地震の発生に備え、国等関係機関の調査研究を踏

まえながら、ソフト、ハードの両面から大規模地震

対策を検証・強化していく必要があると考えてい

ます。

工法を採用しています。

サイホンの断面は、円形と矩
く け い

形の 2 種類あり、円

形のサイホンは円形鋼管、矩形のサイホンはボック

ス型鋼管により実施し、ボックス型鋼管挿入工法は、

矩形サイホンの耐震対策として水機構で初めて採用

されたものです。

○トンネル

トンネルは、高強度炭素繊維グリッド、ポリマー

セメントモルタルによる補強を実施しています。

○調整池（初
はったちいけ

立池）

初立池の対策は、形式がフィルダムであるため、

地震による法面の崩壊等が起きないようにする対策

として、経済性や施工性等から堤体上下流に補強盛

土を行う工法を実施します。

ボックス型鋼管　施工状況

トンネル補強　グリッド施工状況

４．地域とともに

豊川用水の水が育むハウスメロン

初立池　耐震補強イメージ図

初立池


