
4 ● 水とともに　水がささえる豊かな社会

　 地域の発展に貢献してきた香川用水

◆高松砂漠（昭和48年渇水）の頃
を振り返って

岩村　香川用水は、1974（昭和 49）年 6月1日に

水道用水の暫定通水を始めて今年で40 年が経過

し、累計 70 億トンもの用水を送水して来ました。そ

の間、県民の方々の生活や工業、農業のそれぞれ

で大きな発展があり、通水以前とは随分変わったの

ではないかと思います。香川用水の管理が正式に

始まったのは昭和 50 年 4 月ですが、昭和 48 年に

高松砂漠と呼ばれる大渇水があったため、水道は

前倒し通水となったと聞いています。

木村　昭和 48 年当時、私は高校生で小豆島に住ん

でいました。高松の高校に進学した同級生から、ト

イレが使えないなど深刻な事情を知らされ心配し

たのを覚えています。当時、飲食店は食器を洗う水

に窮して、紙製や発泡スチロール製の食器を使って

いました。香川用水はまだ工事中でしたが、東部幹

線水路の一部が完成していたので、これを利用して

満
まんのういけ

濃池の水を高松市に送水し、日量 1 万 4 千トンの

水道用水を供給しました。緊急通水するということ

で、自衛隊の協力まで得て水路の清掃をしました。

　県営の府中ダムからも日量 6 千トンの工業用水

を高松市の水道用水に送水しています。また、四国

3 県（徳島・愛媛・高知）からも給水車による応援

給水があり、当時「友情の水」と呼ばれていました。

組橋　私は、香川県の西部、三
み と よ

豊市で農業を営ん

でいます。香川県は瀬戸内式気候帯に属している

ので昔から水資源に恵まれないため、県内各地に

ため池を創って水源の確保に心血を注いできた歴

史があります。現在、14,600 余りのため池があり、

単位面積当たりのため池密度は全国一です。それ

でも、昭和 48 年の大渇水時には、香川用水が建設

途上にあり、その恩恵もないときでありましたので、

県内全域で水不足が深刻となり、私自身も果樹園

の受水槽に1日2 回位水を運んだ経験があります。

　香川県は、昔から水を渇望していた地域で、香川

用水の通水前には県内各地で水の喧嘩や騒動が勃

発し、農家は稲の枯死を防ぐため、ヤカンの水を根

元に注ぐ、いわゆる土瓶水で凌いだ歴史があります。
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　明治 18 年には、郷土の先覚者、地元・三豊郡

財
さ い た

田町出身の大久保諶
じんのじょう

之丞翁が香川用水構想とも

いえる、阿讃山脈にトンネルを貫いて吉野川の水を

讃岐へ導水する「隧
ずいどう

道開削願」を内務省に出すなど、

香川用水には大きな思い入れと期待がありました。

工代　私は坂
さかいで

出市の生まれで、高松砂漠の頃は高

校生でした。子供の頃は、ため池の水を生活用水と

して利用していた記憶があります。ため池の水を水

道に利用していたので、しばしば臭いがある状態で

したが、仕方がないことだと思っていました。

◆香川用水と農業

岩村　香川用水ができて、この地域の農業は変わり

ましたか？

組橋　 従来は、水がいらない綿やサトウキビなど

が多く作られていて、綿と砂糖と塩田で作る塩を合

わせて讃
さ ぬ き さ ん ぱ く

岐三白などと呼ばれていました。香川用

水ができて、水が安定して使えるようになって、園

芸作物が格段に増えました。例えば、西讃ではレタ

スが多く作られていますが、昔は稲の刈り取り後に

1 作しか作れなかったものが、香川用水ができて、

田植えを梅雨まで待たなくて良くなったため、稲刈

り後にレタスが 2 作できるようになり、収益が非常

に上がったという話もあります。水稲は、東讃では

市場で有利な早場米が中心となりました。営農面

だけでなく、香川用水で水が確保できたことで、遅

れていたほ場整備がようやく進められるようになり

ました（整備率：昭和 50 年約 6％→平成 24 年約

35％）。農業経営の大規模化の基盤ができてきたと

いうことです。

岩村　それは大きな効果ですね。企業的農家にとっ

ては、効率的な生産基盤と、営農計画をきちんと立

てられるような用水条件は欠かせないですから。

◆香川用水と社会・経済・産業

岩村　農業以外の面での効果はどうでしょうか？

工代　香川用水ができる前は、用水確保が制約と

なり、思い切った産業誘致や政策が打ち出しにくい

状況でした。坂出の番
ばん

の州
す

臨海工業団地の埋め立

て造成は香川用水通水前ですが、それも香川用水

の水が来ることを見込んでのことでした。香川県の

大きな発展につながっている瀬戸大橋、高松空港、

高速道路という3 大プロジェクトに積極的に取り組

めるようになったのも、用水確保の基盤ができたか

らです。アクセスをいくら良くしても、水不足で企業

活動や社会活動の発展が阻害されるようではどうし

ようもありません。香川用水という基礎インフラが

できて、香川県が次の発展段階に上がるための 3

大プロジェクトが現実化したのだと思います。通水

前の昭和 49 年と現在を比較すると、県内総生産額

は約 3 倍、県内企業数は約 6 割増となっています。

要因は水以外にもいろいろあるでしょうが、香川用

水が無ければ実現できなかったでしょう。

組橋　私は常々、香川県にとっての最大のイン
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フラは香川用水だと言っています。これがなけ

れば、100 万人の住む地域にはなれなかったで

しょう。

木村　水道の立場では、需要を賄いきれるかどうか

が鍵です。香川県は讃岐山脈から瀬戸内海の間の

狭い地域で、降水量は年平均 1,080ミリ程度と少

なく、河川は短く急で、降った雨は直ぐに流れ出て

しまいます。香川県にはとうとうと流れる川がありま

せん。昔から「讃岐には河原はあっても河はない」

と言われます。香川用水ができる前の水道水源は、

表流水は非常に少なくて約 5％、伏流水や地下水

が水源の中心でした。これでは、昭和 50 年以降の

生活様式の変化や人口増加による需要の伸びにと

ても対応できなかったと思います。

　 水に関する地域文化と香川の
　 レジリエンス（克服力）

◆早
さ め う ら

明浦ダム貯水率が香川県の
経済に影響

岩村　香川県では新聞に早明浦ダムの貯水率が

載っていたり、居酒屋のサラリーマンの話題が早明

浦ダムの貯水率だったり、という話を聞きました。

本当ですか？

木村　本当です。新聞には早明浦ダムの貯水率が

毎日載っていますし、香川県のホームページには、

県内の主要ダムや主要ため池の貯水率、もちろん

香川用水の調整池（宝
ほ う ざ ん こ

山湖）の貯水率も載せられて

いて、日常的な話題になります。

岩村　農業用水ではため池文化という言葉がありま

すが、水資源のことが普通に話題になるということ

もいわば地域文化ということでしょうか。

工代　早明浦ダムの貯水率は経済活動にも大きく

影響するんですよ。例えば、ダムの水位が下がって

水没していた旧大川村役場の建物が見えるように

なると、それがニュース映像に使われます。すると、

香川県は水不足だから香川への旅行は止めようと

かホテルや旅館など観光業に影響が出たりします

し、イベントの開催も集客に支障が出たりすること

があります。平成 6 年の大渇水は水道の断水があ

りましたが、香川用水の用途間調整による水融通

に加えて宝山湖の整備などにより、平成 17 年、平

成 20 年のように早明浦ダムの利水貯水率がゼロに

なっても断水にはならないような取り組みを行って

きており支障はなくなっているのですが。

◆平成6年渇水を振り返って

岩村　平成 6 年の渇水は昭和 48 年に匹敵する深

刻さだったとも聞きますが、いかがでしたか。

組橋　平成 6 年の渇水の時、初めて早明浦ダムの

貯水率がゼロになりました。当時、私は県議会の副

議長をやっており、関係者へ何度も水融通のお願

いに行きましたが、なかなか難しい状況でした。

2

平成 6 年渇水時の給水車の出動
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工代　私は、その頃長女が生まれたばかりでした

が、汲み置きの水を使って洗い物をしたり、生活

に苦労している様子を報道したいということで、

子供を背負った妻が取材を受けたことを思い出し

ます。

組橋　確かに平成 6 年も大変苦労はしましたが、や

はり昭和 48 年とは違っていたと思います。平成 6

年は、早明浦ダムの利水貯水率ゼロになった時、

発電用水を徳島県と香川県の水道用水として融通

してもらい、飲料水は確保できました。昭和 48 年

のような断水 21 時間、3 時間通水ということにはな

りませんでした。

岩村　あの時は、農業用水から水道用水に融通した

と聞いています。

組橋　農業用水より人間の命が大切ということで、

農業用水の取水制限率を厳しくして水道用水に融

通する傾斜配分の措置をとって難を凌ぎました。

◆農業用水のため池文化とその継承

岩村　香川用水には農業用水を使っている多くの

土地改良区があるので、用水調整はなかなか難し

いと思いますが？

組橋　それは難しいです。ため池を持っている改良

区なら、香川用水から池に注水し、さらに子池、孫

池と繰り返し水を使えるのでまだいいのですが、香

川用水しか水源がない改良区はこれが途切れたら

何日も持ちません。このため、配水委員会に諮って、

いよいよ水が足りないというところに傾斜配分し、

融通する必要があるのです。

岩村　用水調整に長年苦労してきた地域でも、新規

の用水整備がなされ便利になると、それまでの節水

の気持ちや融通の秩序が薄れがちです。そういっ

た農村の知恵というか、地域合意にもとづく調整ル

－ルは引き継がれているのでしょうか。

組橋　香川では、戦後から昭和 40 年代までに10

回くらいひどい渇水があり、その時に苦労した経験

者がまだたくさん残っています。平成 6 年は、そう

いう人達がうまく対応してくれました。今でも、例え

ば、豊中町の 100haくらいの水利の範囲だと50 人

くらいの世話人がいます。そして、渇水となれば、

水
みずひき

引という役割の人が田んぼに水を入れるのを監

視したりもします。こういう仕組みは、若い人にも引

き継がれています。

岩村　東京都水道局の方に聞いたのですが、給水

制限が必要な時に、どこのバルブをどう調整すれ

ば、地域内に断水を起こさず給水できるかといった

技術を持っている経験者が定年を迎えて来ており、

大きな問題だということでした。香川の農業用水で

は、ため池が育てた文化というのか、技術がうまく

継承されているようですね。

組橋　一般的な用水施設では直接分水して使うこと

が多いですが、香川用水は違います。一旦ため池

に水を入れ、これを水源とし地域で自主的に調整

管理して配水するという仕組みになっています。こ

こに、ため池文化があると思います。

◆平成6年渇水を乗り越えた克服力
（レジリエンス）

岩村　産業や県民生活の面からは、平成 6 年渇水

はどういうものだったのでしょうか？

工代　平成 6 年渇水では、相当の節水対応を余儀

なくされるなど大変な苦労がありましたが、香川用

工代祐司さん
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水ができて水のことはもう心配しなくて良いという

気分になりかけたところで、水の大切さを改めて思

い知らされる機会になったと思います。

木村　平成 6 年渇水では、水に対する県民の意識

が大きく変わりました。四国新聞に早明浦ダムの貯

水率が掲載され始めたのもその表れでしょう。香川

用水は無限ではないという意識が県民の間に醸成

されたと思います。

工代　それまでも、県の施策として市町の水道の

自己水源確保について努力をお願いしていました

が、平成 6 年からは市町間での水融通も行われて

います。

木村　どこに住んでいても各県民の方々が同じよ

うな給水制限の苦労を担うことになるよう、香川

用水からの水を市町間で融通しました。平成 6 年

の経験では、断水期間中の給水時間帯に風呂な

どに溜め込んでも、必ずしも全て使われませんで

したので、無駄に水を溜めないよう周知したりも

しました。また、水道は一旦断水すると、通水再

開時に濁りが出るなど問題が出るので、減圧はす

るが断水はしないという方針を平成 6 年以降とっ

ています。

岩村　東日本大震災以降、レジリエンスという言葉

がよく使われます。強靱化というよりは、克服力とい

う言葉がしっくりくるように思います。お話を伺って

いますと、香川県は用水確保に長年苦労されて来

て、ため池群という歴史的資産、人々が連携し用水

調節や節水を行う知恵の蓄積があり、そこに近代的

施設の香川用水が加わって、他の地域ではなかな

かないような効率的な水利用や渇水の克服を実現

する地域文化となっているように思えます。すばら

しいことですね。

　 水の恵みを次世代につないでいく責任

◆しっかりと維持管理して次世代
へバトンタッチ

岩村　香川用水は、県民の生活や産業活動にとっ

て欠くことのできないものとなっていますが、この水

の恵みを今後も守り、次の世代にしっかりつないで

いくために、どう取り組んでいくのでしょうか。農業

施設では、老朽化対策に取り組む予定と聞いてい

ますが。

組橋　香川用水の施設をきちんと維持管理をし、

次の世代に引き継ぐことが義務だと思っています。

共用施設は、平成 11 年度から20 年度に水資源

機構営香川用水施設緊急改築事業を実施しまし

たし、農業専用施設では平成 21 年度から25 年

度に実施した国営造成土地改良施設整備事業に

加え、平成 26 年度から10 年間で本格的な老朽

化対策と耐震化対策の事業を実施していきます。

きちんと機能保全をし、管理しやすいようにして、

次の世代に健全な姿で引き継ぐことが責務と思っ

ています。

◆都市用水とリスク管理

岩村　水道用水、工業用水にとっても、施設の老朽

化等で漏水事故が起きると大変なことです。水道が

万が一断水すると直ちに県民の生活に大きな影響

が出ますから。

木村　施設の老朽化対応は重要な課題です。一方

3

木村清貴さん
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で、企業の節水の取り組み、これ自体は結構なこと

なのですが、給水人口の減少もあって給水量が減少

すると給水収益が減ってくるというジレンマもありま

す。水道は、耐震化対策の必要もあり、企業収支の

面からは今後かなり厳しくなっていくと思います。南

海トラフ地震対応などもありますから、一公営企業と

して対応するのはなかなか大変なことです。

岩村　水機構では、現在、サイホンやトンネル、調整

池などの耐震照査を進めています。平成28年度まで

に耐震性能が十分か、対策が必要か否かを検討して

いきます。水資源機構が管理する共用施設は上水、

工水があるので水を止められないのですが、宝山湖

ができたおかげで、この貯留水を利用してトンネルの

空水調査をすることが可能となりました。

　また、開水路を補修した時の仮廻し水路のバイ

パス水路としての活用、宝山湖の活用、浄水場間の

ネットワーク化など、いざという時の影響を少なくす

る対策も予め考え備えておくことが重要と思ってい

ます。

木村　今お話のあった浄水場間のネットワーク化で

すが、香川県内には水道局の 4 つの浄水場があり、

このうち2 浄水場が既に連絡管で連結されていま

す。また、市の浄水場とも連結しており、万一の時

には市の浄水場から水を送ってもらったり、逆に、

市の浄水場が止まれば、県の浄水場から末端まで

配水することも考えています。また、宝山湖がある

ので取水停止になっても2 週間くらいは供給が可能

です。

　香川用水は、香川県の水道水源の半分を占めて

おり、県民の生活、企業の活動の支えとなっていま

す。これからも節水意識を持ちながら、良質な水を

安定して供給していく体制をとっていかなければな

らないと考えています。

◆次世代を担う子供たちに水文化
を伝える

岩村　水資源の安定確保は継続的な重要課題で

すね。

工代　水源地域への感謝の気持ちを忘れないこ

とが大切だと思っています。子供たちは香川用水

があるのが当たり前となった世代ですが、自分た

ちの使っている水がどこから来ているのか、水源

地域に関心を持ってもらうことが重要です。このた

め、香川県では平成 6 年から県内の中学 1 年生を

対象に、早明浦ダムや池田ダム等施設の見学費用

について助成をしています。この 20 年間で早明浦

ダムを見学した中学生は約 14 万 2 千人になりま

した。

組橋　今年は香川用水通水 40 周年を迎えますが、

水が来てくれることに感謝するということを、県を挙

げて思い起こせるようにし、また、伝えていかなけ

ればいけないと思います。

岩村　県が主催して式典も計画されているようで

すね。

工代　香川用水によって、社会基盤が大きく変化し

ました。香川用水の恩恵を忘れないように、次世代

にも伝えながら、一方でこれまでの水利用の技術や

文化を活かしながら、今後も取り組んでいきたいと

思っています。

岩村　水資源機構は地域密着型の管理をさせて頂

いています。引き続き、よろしくお願いします。本日

はお忙しいところありがとうございました。

岩村和平 水資源機構副理事長


