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◇事業の経緯と目的◇

三重県北勢地方の鈴鹿山麓から伊勢湾にわたる農
業地帯の水田は、地域内の中小河川、ため池や「マン
ボ」と呼ばれる地下水路などを水源としていました。
しかし、いずれも水量が乏しかったことから、安定
して取水できる水源の確保に迫られていました。ま
た、山麓の畑地帯は、まったく水源をもたず、天水に
依存せざるを得ない状況であったため、用水事業の
実施が強く要望されていまし
た。さらに、この地方の工業の
発展と人口増加により都市用
水の需要が増大し、その充足も
緊急の課題となっていました。

三重用水事業は、これらの
要請に対処するため昭和 39
年（1964 年）に国営土地改良
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事業として開始され、昭和 46 年に水資源開発公団
（現水資源機構）が農林省（現農林水産省）から事業
承継し、平成 5 年（1993 年）3 月に完成しました。

三重用水事業の目的は、川の渓流から取水し、貯
留した水を 4 市（いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市）
2 町（東

とういん

員町、菰
こ も の

野町）の農地約 7,300ha に対する農
業用水（最大 5.99m3/s）、2 市 1 町（四日市、鈴鹿市、
菰野町）への水道用水（最大 0.668m3/s）および 2 市

（鈴鹿市、桑名市）への工業用水（最大 0.194m3/s）と

三重用水 管理開始20年を経過して
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して供給を行う総合的な利水事業です。
完成までに 29 年を要しましたが、建設期間中に

あっても通水可能な区間については農業用水を昭和
59 年、工業用水を昭和 61 年、水道用水を平成 3 年か
ら暫定通水し、事業効果を発揮させてきました。

◇安心を運んで 20 年◇

－配水管理－
三重用水は菰野調整池地点に管理所を置き、集中制

御しながら遠隔操作と現地操作を組み合わせて取水・
配水の省力化に取り組んでいます。

三重用水には 5 つの調整池などがありますが、三重
県内にあり、かつ県内で使う水を貯めておくのは上流

から下流に向かって中里貯水池、宮川調整
池、菰野調整池、加

か さ ど

佐登調整池の 4 つで、
総貯水量は 2,140 万 m3 です。下流のダム
の貯水位や利水者の水利用の状況を把握
して、無駄水を出さないように中里貯水池
から必要量を放流し、幹線水路、用水路、
支線水路を経て利水者の皆様のもとに届
けています。

また、三重用水の特徴としては「渓流取
水」があります。これは、地区内の鈴鹿山系
の中小河川8ヶ所の余剰水を取水導水して、

ダムに貯留し水資源の有効活用を図るというものです。
この三重用水の渓流取水において、最も安定的に取

水できる取水工は、岐阜県大垣市上石津町にある木曽
川水系の牧田川取水工です。ここで取水した水は一
旦、同町内にある打

うちあげ

上調整池に導水し、同調整池流域
の自流とあわせ年間 1 千万 m3 を三重県側に送水する
ことができます。この１千万 m3 は年間取水量の約 3
～ 4 割を占めています（表 -1参照）。この施設なくし
て利水者への安定給水は望めず、三重用水の安定供給
はひとえに牧田川沿岸地域の皆様のご理解とご協力
により成り立っているといえます。

平成 25 年は、三重県内では非常に雨の少ない年で
した。三重用水地域においても梅雨明けが例年より
2 週間ほど早く、梅雨期の降水量が平年の 50% から

表 -2　管理段階での不具合対応の事例
① 三滝導水路の減勢対策（H8）

暗渠からサイホンへの移行部で、空気を引き込むなど流れに不安定な状態が発生していたことから、塩
化ビニル管を蜂の巣状に並べた減勢施設を設置しました。
② 分水工引継水位の確保（H12）

分水工地点の引継水位が計画流量で設定され、頻度が高い小流量では所定の水位に達せず分水が困難と
なっていたことから、調整水槽を新設しました。
③ 通信網の IP 化（H15 ～ 19）

通信設備の更新時期に合わせて、水管理制御、監視・制御、画像監視などを目的別にネットワーク構成
し（IP 化）、汎用パソコンの活用、WEB カメラ導入による監視強化、携帯電話活用による危機管理対応
の強化を図りました。
④ 渓流取水工の改造（H17 ～ 19）

暫定通水時には、西部渓流取水工の形式は「チロル形式」「バックストリーム形式」で、塵芥目詰まり
や水クッション部への土砂礫堆砂に伴う通水阻害が生じていたため、スクリーンの目詰まりなどを改良し
た「チロルⅡ形式」（明治大学農学部山本光男教授が研究開発）をその後の取水工に採用しました。本格
的な管理開始後も、通水阻害とその対応への労力軽減のため、「チロルⅡ形式」に改造しました。
⑤ 水路橋の落橋防止（H22 ～ 23）

大規模地震発生時における通水確保へのリスク軽減策として水路橋、水管橋の落橋防止対策を実施しました。
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65％程度と少ないものでした。このことから 7 月 25
日から水源池の貯水量が回復する 9 月 27 日まで利水
者の皆様の協力のもと、平成 17 年度に続き 2 回目と
なる節水対策を行いました。7 月から 8 月は農業用
水および水道用水ともに一番の水需要期でしたが、利
水者の皆様の節水についての啓発と工夫により大き
な被害を出すことなく乗り切ることができました。

－施設の進化－
平成 5 年の管理開始後、取水や送水にあたって建

設時には予期できなかった不具合や経年劣化に対し
て表 -2に示す対応を行い、通水の安定、第三者被害
の防止および管理コストの縮減を図ってきました。

詳細の内容については三重用水のホームページ
に掲載していますのでご覧ください。（http://www.
water.go.jp/chubu/mieyosui/gijyutu/index.html）

◇地域とともに◇

三重用水では、「安全で良質な水を安定して安く
お届けする」の理念のもと、北勢地域への水供給を
図るとともに、三重用水施設を通じて多くの方々と
関わっていることから、三重用水事業への理解を深
めていただくように、関係機関や地域の環境保全団
体などと連携した取り組みを行っています。

地元小学校への出前講座や施設見学などでは、三
重用水土地改良区と協同した対応を図り、中里貯水
池建設の「離郷の碑」の清掃では、旧地区の方々や三
重県企業庁北勢水道事務所、三重用水土地改良区、
職員 OB など地域の多様な方々との連携した取り組
みや交流を行っています。

環境保全への取り組みでは、宮川調整池で地域の
方々にも参加していただき、生息魚類をテーマとし
た環境学習会や、地域の環境保全団体と協同で菰野
調整池直下流の赤川での水辺の生物環境を保全す

る除草・清掃活動（年 4 回）などを行っています。
これからも、このような地域に密着した取り組み

を進めて、三重用水への理解を深めていただくとと
もに、地域の方々と共に手を携えて歩んでいく施設
管理に努めてまいります。

◇更なる安心、安定をめざして◇

三重用水では施設の現状把握のため、皆様の協力
の下、平成 20 年度から 23 年度にかけて大規模な点
検を行い、おおむね良好であることを確認しました。

三重用水は管理開始し 20 年、全体の工事が完了
していない中で部分的に通水が可能（暫定通水）と
なってから 30 年が経過しています。三重用水の水
路は、その多くが地中にあり、日常の管理では状態
の監視ができないことから、点検や修理をするには
通水を止め、管内の水をポンプなどでくみ上げて人
が入れるようにして行う必要があります。今後も、
施設の点検と評価を継続的・定期的に実施し必要
な修繕を行い、安全で良質な水を安定して利水者の
皆様にお届けしていきます。

環境学習会（宮川調整池）

「離郷の碑」の清掃（中里貯水池）

開水路劣化調査

サイホンの内面計測調査

PC管の中性化進行状況調査

トンネルの空洞調査
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　　三重用水への想い

三重用水土地改良区　理事長　田 中  俊 行

三重用水は平成5年から本格的な通水を開始し、三重県北部の7千ヘクタール余
の農地への農業用水と、工業の発展と人口増加に応える工業用水及び水道用水を供
給して20周年を迎えました。
三重用水は、上流側である県最北端に位置する旧藤原町の中里ダムから最下流の

鈴鹿市にある加佐登調整池まで、大小5つのダムと8か所の取水工があります。また、
これらをつなぐ幹線用水路や各ダムから受益地へ給水する支線用水路など、大部分がパイプラインです。そ
して、受益地の多くは独自の水源を各々有しているものの、水不足の際には三重用水を補給水として利用す
るため、当用水に依存する水量や時期に大きな差が生じます。このように多数の水源施設と多様な水の使用
形態のなかで、安定した通水を維持するために日々努力されている皆様に心から感謝申し上げます。
特に本年は、梅雨期の降水量が平年の6割弱となり、三重用水として通水以来2回目となる節水対策が実

施されましたが、関係機関及び利水者の方々のご協力と工夫により、大きな被害もなく乗り越えることがで
きました。また、この危機を通じて、補給用水としての三重用水の重要性が改めて広く認識されたことと思っ
ております。
さて、長年続いてきました転作制度の抜本的な見直しやTPP交渉の動向など、農業を取巻く情勢は依然

として厳しく、不透明であり、また農業水利施設におきましても、老朽化対策や大規模地震対策の取組みが
喫緊の課題となっております。私ども土地改良区としましても、担うべき役割をしっかり果たしつつ、新しい
時代に適応した組織として活動できるよう自己研鑽に努め、立派に整備された施設を今以上に良好な状態で
次の世代に引き継ぐべく努力してまいります。今後とも、三重用水の安定した通水をお願い申し上げますと
ともに、北勢4市2町の益々のご発展を祈念いたします。

　　三重用水管理開始20周年を迎えて

三重県企業庁北勢水道事務所　所長　加 藤  治 夫

平成5年3月に完成した三重用水施設を20年の長きに渡り職員の皆さんが適切
に維持管理していただき、用水の安定した通水が行われていることに対し、心から感
謝申し上げます。
三重県では、北勢地域の人口の増加と道路網の整備による内陸地域における産業

の発展に応えるため、三重用水事業に参画しました。
その後オイルショックなどで水需要の環境に大きな変化があり、需要水量は減少に転じましたが、鈴鹿山

ろく地域の貴重な水源として水道用水、工業用水に利用させていただいています。
水道用水の利用は、北中勢水道用水供給事業として、平成3年から四日市市、菰野町、鈴鹿市に順次給水

を開始し、現在日量51,000m3の施設規模で運営を行い、地域住民の公衆衛生の向上と生活環境の向上に寄
与すると共に、経済・産業活動を支えています。
三重用水施設の配置により、標高の高い地点で良好な水質の水源が確保できたため、受水市町から維持管

理が容易で使い勝手の良い水との高い評価を受けています。
一方、工業用水の利用は、多度工業用水道事業として、昭和61年から桑名市の電機製造企業に日量

10,000m3の施設規模で給水を開始し、地域経済や産業の発展に寄与しています。
この企業の立地にあたっては、水道並の水質を持つ工業用水が多量に確保できることがポイントとなり、

昭和58年に立地が決定しました。
この時、三重用水はかなり建設が進捗した段階でありましたが、農業用水をはじめとする関係機関、多く

の関係者の皆さんのご理解とご協力を得て、急遽計画変更を行っていただき、また企業の給水開始期日に間
に合わせるため、三重用水の施設整備も急ピッチで進めていただいたことに、改めて感謝申し上げます。
これまで経験したことのない、人口減少時代に入ってきており、水需要についても少なからず影響が生じ

てまいります。
このような中で、巨大な資産を有する水道関連の事業は、施設の老朽劣化対策、地震対策などの課題も抱

えており、今後、厳しい経営が続くと思われます。
このため水源の三重用水事業、各戸までの給水を行う受水市町の水道事業、その中間に位置する用水供給

事業が連携し、安定供給を前提として、更に効率化を進めていく必要があります。
地域住民のくらしの安全・安心を確保し、経済・産業の発展に寄与するため、今後とも維持管理にたいへ

んお手数をおかけしますが、継続的に安定して通水いただきますようよろしくお願い申し上げます。


