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●所在地　利根川水系　神流川（烏川支流）
　右岸　埼玉県児玉郡神川町大字矢納 　（旧神泉村）
　左岸　群馬県藤岡市保美濃山（旧鬼石町）
●目的
　１．洪水調節　2,000 ㎥ /s→500 ㎥ /s
　２．河川の流水の正常な機能の維持
　３．新規利水
　　　水道用水　東京都　12.6 ㎥ /s
　　　　　　　　埼玉県　 2.3 ㎥ /s
　　　工業用水　埼玉県　 1.1 ㎥ /s
　　　　　　　　合計　　16.0 ㎥ /s
　４．発電　　　15,000ｋｗ（群馬県営)

あがつまがわ からす

かん な がわ

み くに やま

あい また その はら

　利根川水系の多目的ダム建設の歴史は、重力式コ
ンクリートダムから始まりました。利根川水系では
大部分の施設が重力式で、下久保ダムもその一つで
す。重力式コンクリートダムとは、コンクリートの
重さで水圧を支えるように造られるダムで、頑丈な
岩盤の所に造られます。
　下久保ダムのダムサイトは、神流川が大きく蛇行
し、ダムの位置の直下流で 180 度、右へ方向を変え
ています。左岸（群馬県側）に比べて右岸（埼玉県側）
が半島状の尾根となって低いため、元の川をせき止
めただけでは、あまり多くの水を貯められません。
そこで右岸の尾根をコンクリートでかさ上げして L
字型のダムを造れば、より多くの水を貯めることが
出来ると考えられました。この地形条件によって、
下久保ダムは神流川を締め切る目的の主ダムと、こ
れに直交して右岸の尾根をかさ上げする補助ダムか
ら成り、Ｌ字型を形成しています。
　２つのダムを合わせた堤頂の長さは 605ｍあり、

世界的にも珍しい L字型のダム

　第二次世界大戦に敗れ、戦後の復興もままならな
い昭和 22（1947）年 9 月 13 日～ 15 日、関東、東
北一円を襲ったカスリーン台風は記録的な豪雨をも
たらし、各河川とも記録的な出水に見舞われました。
　利根川水系、特に群馬県地方は広域にわたり大雨
となり、栗橋地点（埼玉県栗橋町（現：久喜市））で
は過去最大の昭和 10 年 9 月の記録を超え、多くの堤
防が決壊しました。その濁流は東京都葛飾区・江戸
川区にまで達し、浸水面積 450ｋ㎡、死傷者約 1600
名、家屋の倒半壊約 2800 戸、浸水家屋約 13 万９千
戸という大被害をもたらしました（『利根川百年史』）。
これは明治 43年以来の大洪水と言われています。
　その後、アイオン台風（昭和 23 年 9 月）、キティ
台風（昭和 24 年 9 月）等々が襲来し、利根川下流部
では堤防の決壊や高潮等により各地に大きな被害を
与えました。（ちなみに当時、台風にはアメリカ女性
の名前が付けられていました。）
　このため建設省（現国交省）は治水調査会を設け、
昭和 24 年に利根川改修改訂計画を樹立しました。豊
富な流出量をもつ利根川に、治水、利水の両面から
計画されたのが、矢木沢ダム、藤原ダム、薗原ダム、
下久保ダム等の利根川上流ダム群です。
　一方、昭和 30 年代に入り、高度経済成長に伴う首
都圏の産業の著しい発展、急激な人口の集中、上下
水道の普及等により、東京では昭和 33 年からは毎年
のように渇水が起こり、給水制限や断水が頻発、深
刻な水不足に悩まされるようになりました。
　こうして水の供給は国家的な課題となったため、
昭和 36年「水資源開発促進法」、「水資源開発公団法」
が制定され、昭和 37 年「利根川水系における水資源
開発基本計画」（通称フルプラン、昭和 49 年に荒川
水系も追加）が策定され、水資源開発公団（現水資
源機構）が発足しました。
　東京では多摩川の水源開発が限界に達していたこ
とから、このフルプランに水源を依存することにな
り、利根川からの導水計画はオリンピック渇水を契
機に促進され、昭和 40 年には利根川と荒川を結ぶ武
蔵水路が通水しました。42 年に矢木沢ダム、43 年
に下久保ダムが完成し、長年の悲願であった「利根
川の水を東京へ」が実現したのです。
　下久保ダムは、洪水調節、水道用水、工業用水、
不特定かんがい用水、発電を含む多目的ダムとして、
昭和 34 年 4 月、建設省の直轄施工としてダム建設工
事に着手。昭和37年に水資源開発公団に引き継がれ、
9 年半の歳月と約 200 億円の巨額を投じて、昭和 43
年 11月に完成しました。

戦後の洪水と渇水を契機に

奥利根の８ダムと利根川流域図（提供・利根川ダム統合管理事務所（原資料を一部加工）） 
 

　利根川は群馬・新潟の県境にある大水上山に源を
発し、関東平野を貫流して千葉県銚子市で太平洋に
注ぐ流路延長 322ｋｍ（全国 2 位）、流域面積 16,840
㎢（全国 1 位）、坂東太郎と呼ばれる日本有数の大河
川です。
　その上流部は大きく奥利根、吾妻川、渡良瀬川、烏・
神流川の４つの流域に分かれています。
　利根川水系の８つの多目的ダムのうち、矢木沢・
奈良俣・藤原・相俣・薗原ダムは奥利根流域にあり、
草木ダム・渡良瀬遊水池は渡良瀬川流域、下久保ダ
ムは烏・神流川流域にあります。
　利根川の数多くの支流は北から南へと流れていま
すが、神流川は長野・群馬・埼玉の県境にそびえる

三国山（1818ｍ）に源を発し、南から北へと流れ、
途中で北東に向きを変えて群馬・埼玉の県境をなし、
烏川に流入して八斗島（群馬県伊勢崎市）の直上流
で利根川に合流しています。神流川流域は奥利根の
豪雪地帯と違い、低山地の占める割合が高く、年間
降水量は少ないものの、一度洪水が起きると大きな
災害をもたらす所です。
　下久保ダムは、烏川合流点から 20数㎞上流にあり、
直線距離にすると都心からは小河内ダム（東京都奥
多摩町）とほぼ同じ位の場所にあります。奥利根の
ダム群と離れた所に位置しているのであまり知られ
ていませんが、利根川水系では矢木沢ダムとほぼ同
時期に造られた矢木沢ダムに次ぐ大規模なダムで、
首都圏の水がめとして、また治水の要として、重要
な役割を担っています。
    

利根川水系８ダムの１つ

新連載

1
その

若林　高子環境省環境カウンセラー

おおみな かみやま

み くに やま

やっ た じま

下久保ダムものがたり下久保ダムものがたり下久保ダムものがたり
本誌では長年にわたり、水資源機構の歴史を軸とした「連載」を掲載して
きました。本年度は1事業4回で、より多くの事業を取り上げ、施設がで
きるまでの地域の歴史や先人の苦労について、ご紹介してまいります。
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　ダム建設にあたっては、新しい技術の導入が検討
されました。『下久保ダム工事誌』には次のように書
かれています（要旨）。
「下久保ダムはダムサイトが若干普通のダムと異なっ
ている。そのためわが国で使用されてきたダム用の
ケーブルクレーンの使用がむずかしかった。いろい
ろ検討した結果、特殊なものを使用すれば必ずしも
不可能ではないことから、ジブクレーンを使用する
ことになった。なお、わが国でダムコンクリートの
打込みの主力機械としてジブクレーンを使用した例
は皆無であった。ただ戦前、朝鮮の水豊ダムで国産
のジブクレーンを使用した例があり、それを参考に

した。ジブクレーンは最大半径が 37ｍ、吊り上げ力
9～13.5ｔで、トレッスルによって支えられたガーター
上を走行するものである。」
　日本のダムサイトはＶ字形の狭い所に造られるこ
とが多く、高さの割に川幅の広い所に適しているジ
ブクレーンが使われたことはありませんでしたが、
下久保ダムの場合は、ケーブルクレーンが使用でき
ないことから考えられた案でした。
　また『上掲書』によれば、「ケーブルクレーンの場合、
ダム本体へ行くことは容易なことではないが、ジブ
クレーンの場合、トレッスルブリッジという幅広い
安全な足場がダムそのものの近くにあり、なにかと便
利であり、かつ安全管理の上からも都合がよい。これ
は下久保において打設関係の災害が非常に少なかった
１つの原因でもある。下久保ダムにおけるジブクレー
ン工法はケーブルクレーンのみに頼っていた日本のダ
ム工法に新しい布石を投じたものと思う。」とあり、ジ
ブクレーン工法は、当時としてはきわめて画期的な工
法でした。
　なお、旧満洲国（現中国東北部）で日本が建設し
た豊満ダム（昭和 12年～ 20年にかけて建設、当時、
東洋一）にもジブクレーンが使われた記録があり（『満
洲国史－各論』）、水豊ダムと豊満ダムに携わった日
本人技術者達の経験が、戦後、活かされたように思
われます。
　下久保ダムでの未知への挑戦と技術者達のチーム
ワークによる実績は、その後のダム建設に継承され、
いま、日本のダム技術が世界的にも評価されるスター
トであったと言えるでしょう。

●下久保ダムの概要
1. 貯水池（神流湖）
　集水面積　　　　323 ㎢
　総貯水量　　　　130,000,000 ㎥
　有効貯水量　　　120,000,000 ㎥
　洪水調節容量　　35,000,000 ㎥
2. ダム
　形式　重力式コンクリート
　堤高　　　　　　129ｍ
　堤頂長　　　　　605ｍ
　（主ダム 310ｍ、補助ダム 295ｍ）
　堤体積　　　　　1,193,000 ㎥
3. 事業費
　ダム　約 200 億円（昭和 34 年 4月～ 44 年 3月）
　表面取水設備　約19 億円（50年 4月～ 53年 3月）
4. 補償　
　364世帯　学校・公民館等公共施設 32 棟　　　
　田畑108ha　 山林 230ha　道路付替 23.7km

コンクリートダムでは日本一です。L 字型のダムは全
国的にも珍しく、北海道の砥山ダムと下久保ダムし
かありません。主ダムと補助ダムは別々の動きをす
るので、計測や監視、点検などにも特別の工夫がな
されています。

と やま

ジブクレーン工法への挑戦
ることが出来ました。
　その後、表面取水設備工事を実施したほか、周辺
環境整備事業、貯水池保全事業及び水環境改善事業
等が行われ、平成 20年に 40周年を迎えました。
　ダムの貯水池は神流湖と呼ばれ、利根川の洪水調
節に対して重要な使命を担っているほか、利水面で
も首都圏の水道用水、工業用水をはじめ下流の農業
用水に寄与するところが大きく、「ダム湖百選」にも
選ばれています。

　昭和 24 年 4 月に利根川改修改訂計画が樹立され、
ダム周辺地域の雨量測定や地質調査、測量等が行われ
ましたが、本格的に建設省の直轄工事としてスタート
したのは昭和 34 年 4 月でした。この時期、ダムサイ
トの地形や貯水池周辺の地質調査、水没する道路の付
替え工事のための測量やダム用コンクリート骨材の候
補地として神山の地質調査、地すべりの測定等が行わ
れました。
　一方、埼玉・群馬両県の水没予定地は、平地に近く
大半は民有地で約 310世帯、800棟に近い移転家屋が
あり、昭和 34 年 1 月、下久保ダム連合対策委員会を
結成。要望書を提出したり水没犠牲者の補償等を建設
省に陳情しました。ダム建設については「国土開発の
最大急務であることを認識し、全力をあげて協力する」
としましたが、建設省が当初提示した補償金額の低さ
から補償問題が難航し、地すべり調査を除く各種測量
調査は、一時中止されました
　その後、昭和37年５月に水資源開発公団（以下、「公
団」）が設立され、同年 9 月に下久保ダム建設事業実施
計画認可、同年 10 月 1 日、事業は建設省から公団に承
継されました。以後は公団用地関係者の努力によって、
第二次補償案にさらに要望を加え、地元との交渉が
成立したのは昭和 38年 4月 9日でした。
　こうして昭和 38 年 7 月に仮排水トンネル工事に着
手し、同 39 年 3 月にダム本体掘削開始、同 10 月に
本体コンクリート打設開始と、用地交渉で延期された
分を工事段階で取り戻すべく、突貫工事の連続によっ
て同 43 年 3 月末にダム本体の建設工事が完了。周辺
整備等を実施して、同年 11 月 13 日に竣工式を迎え

下久保ダムが出来るまで
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『満洲国史　各論』満洲国史編纂刊行会　　昭和46年1月
『利根川百年史』　建設省関東地方建設局　昭和62年11月
『神泉村誌―歴史編』　編集・神泉村教育委員会・神泉村誌編　
　さん委員会　発行・神泉村　　　　　　　平成17年11月
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「かみいずみ」神泉村村制施行50周年記念村勢要覧2005　他

参考文献

下久保ダム建設工事の状況
 

ジブクレーン

 

下久保ダムと神流湖（向かって右が群馬県側、左が埼玉県側）

 

神流湖のシンボル冬桜（１年に２度花をつける）
 

かん な こ



10・水とともに　水がささえる豊かな社会 連載・11

     

　ダム建設にあたっては、新しい技術の導入が検討
されました。『下久保ダム工事誌』には次のように書
かれています（要旨）。
「下久保ダムはダムサイトが若干普通のダムと異なっ
ている。そのためわが国で使用されてきたダム用の
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ろ検討した結果、特殊なものを使用すれば必ずしも
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ことになった。なお、わが国でダムコンクリートの
打込みの主力機械としてジブクレーンを使用した例
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した。ジブクレーンは最大半径が 37ｍ、吊り上げ力
9～13.5ｔで、トレッスルによって支えられたガーター
上を走行するものである。」
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コンクリートダムでは日本一です。L 字型のダムは全
国的にも珍しく、北海道の砥山ダムと下久保ダムし
かありません。主ダムと補助ダムは別々の動きをす
るので、計測や監視、点検などにも特別の工夫がな
されています。
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