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第30回 水とのふれあいフォトコンテスト 入賞作品

安全で良質な水を安くお届けすること、それが水資源機構の仕事です
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春を彩った桜にかわり、新緑の鮮やかさが日に日に
眩しくなる季節になりました。水面がキラキラ輝き満々
と水を湛えた景色は、子供の頃から何ら変わることな
く、私の一番好きな入鹿池の姿です。

平成27年10月13日にフランス共和国モンペリエ市
で開催された国際かんがい排水委員会（ICIDｉ）にお
いて、入鹿池は、壮大な築造計画と棚築工法という独
特な築堤が高く評価され、世界かんがい施設遺産に登
録されました。長年、維持管理を行ってきた者として、
この上ない慶びであり、誠に光栄の極みであります。

そして、池ができてから380年余の歴史の中には、
堤防決壊、濃尾震災、干ばつなど、厳しい自然の試練
に向き合い乗り越え用水供給を続けることが、どれだ
け苦難なことであったか改めて考えされられる今日こ
の頃です。

入鹿池は江戸時代初期（1633年）に尾張藩の重農
政策により築造された日本最大級の貯水量（1,518万
㎥）を誇る農業用ため池で、尾張北東部の重要な水源
として、地域農業の発展に寄与してきました。池がで
きる以前、尾張北東部は木曽川が氾濫した低地は水田
地帯でしたが、慢性的な水不足で村々の対立・水争い
が絶えない状況で、無人の原野でありました。時代は
徳川幕府により世の中がようやく統治されたばかりで、
この地は入鹿村という160戸ほどの山村でありました
が、村ごと水没させて巨大ため池を築造し未開墾地に
引水して新田開発をしようと考えた「入鹿六人衆」の

発想は驚愕の一言です。当時は、今と違って大型土木
機械もなく土木技術も未発達のなかで、これ程の池を
造ることの意義や覚悟と信念が尾張藩主・徳川義直公
の心を動かしたと想っています。

これまで入鹿池は幾度も災害に見舞われており、築
造後235年目の明治元年（1868年）に発生した「入
鹿切れ」は、死者1,000人余、流出農地250ha以上と
入鹿池史上最大の災害として今も語り継がれています
が、この災害は、後の愛知用水事業へ入鹿用水土地改
良区が事業参加するか否かの是非をめぐり、被災者の
子孫たちからの大反対を受けた経緯がありました。そ
れでも粘り強く理解を求めた結果、昭和32年に事業
参加同意し基幹用水施設を整備することができ、さら
に二期事業で建設した24kmに及ぶパイプラインは機
能を十二分に発揮し安定した用水供給をしています。

また、入鹿池は過去の教訓に学び、老朽ため池事業
や防災ダム事業で堤体補強を行い下流防災に努めて参
りました。平成27年の堤体耐震性検証調査では想定
大規模地震における耐震性能を満たしている判定を得
たことは、大きな安心と将来の維持管理に大いに役立
つ結果となりました。

水は命の源でありながら、ときには襲いかかってき
ます。入鹿池の長い歴史は、まさにこれを物語ってお
り、私たちは池を造った先人たちの思いを忘れず地域
発展のために努めなければならないと考えています。

ｉ：International Commission on Irrigation and Drainage

淡色の桜が彩りを添える春うららかな入鹿池
入鹿池の歴史的・技術的・社会的価値観が認められ、世界かんがい施設遺産
への登録を記念する登録証（左）と盾（右）
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世界かんがい施設遺産
壮大な築造計画と苦難の歴史

入鹿用水土地改良区　理事長　髙木　銈
け い い ち

一
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これまでを振り返って

私が採用される以前の水資源開発公団は、現
場での職員採用を除いて、基本的に男性のみを
採用していましたが、昭和61年にいわゆる男女
雇用機会均等法が施行されたことを受けて、女
性職員の募集が行われ、私はこれで土木の技術
系職員として採用されました。
大学では男女関係なく何でも同じようにして

いたつもりでしたが、就職してからは、何につ
けても「女性だから」という言葉が枕詞につい
ていて、とても違和感があったのを今でも覚え
ています。

また、初めての職場では、計画や対外的な調
整をする課に配属となり、学校で勉強した技術
とはあまり直結していないように思えて、同期
の技術系職員が調査設計課や工事課に配属され
ているのが羨ましく思えました。次の職場では、
希望が叶い、調査設計や工事監督を経験させて
もらいましたが、当時は、労働基準法により、
女性の坑内労働が禁止されていたことや、女性
である山の神様が他の女性たちの入坑を嫌って
事故が起こるという言い伝えを信じる作業員さ
んがいたことなどがあって、トンネル工事の現
場監督はもちろんのこと、坑内の見学さえでき
ない時代でもありました。
入社３年後に、大学の先輩から「（女性が）
頑張るには10年早い」と言われたことを覚えて
います。「10年早い」というのは、均等法が施
行されたとはいえ、女性の活躍に世の中の理解
や制度が追いつくには10年早いということだっ
たと思います。
そんな時代ではありましたが、組織の中には
理解者も多くいらっしゃり、30代後半、ちょう
ど21世紀になるときには、希望していた海外勤
務（JICA長期専門家として２年間にわたりミャ
ンマー連邦共和国農業灌

かん が い

漑省で勤務）も経験さ
せていただきました。

Profile：味噌川ダム管理所長　　稲木　道代
昭和61年４月、水資源開発公団（現水資源機構）に入社。
埼玉合口二期建設所、愛知用水総合事業部、利根導水総
合事業所、思川開発建設所と水路事業を中心に従事。確
かな現場経験をもとに、本社、外部機関への出向とキャ
リアを積み重ねる。ミャンマー連邦共和国農業灌漑省で
の勤務を経験するなど国際経験も豊富。前職では関東管
内の利水者調整を行う特命審議役の重責を担う。

4•水とともに 水がささえる豊かな社会

～水資源機構初の女性所長が誕生～

女性職員の
　フロントランナーとして



一事務所の所長になって

この４月より味噌川ダム管理所の所長となり
ました。水資源機構では初めての女性事務所長
になります。
「所長としての意気込みは？」と聞かれます
が、特別なものはありません。水資源機構の一
事務所を率いる長として、職員と一体となって
施設管理、水管理を行い、安全で良質な水の供
給と洪水被害の軽減を図ることをしっかりと行
うことが重要だと考えています。それと並んで
重要なことは、ダムのある地元と調和し、ダム
のある地元とダムの恩恵を受ける地域とをつな
ぎ、相互に理解し合うために、関係者と一緒に
なって様々な取り組みを行うことだと考えてい
ます。
赴任２日目に地元の小中学校の入学式に出席

させていただきました。私自身も正直申し上げ
て、この職に就き、小学一年生のように緊張し
ていますし、不安もないわけではありません。

ですが、彼らと同じ
ように、「何をやろ
うか」という楽しみ
もあります。

後輩となるみなさんへ

この４月、就職して丸30年が経ちました。10
年、20年、30年と、時代も組織も労働環境に

関わる制度や法律も変わりました。水資源機構
は女性にとって働きやすい職場になるように舵
をとっていますし、職員の意見に耳を傾けてく
れる組織でもあると思っています。
私は、伴

は ん り ょ

侶が仕事を持つようなこれからの時
代において、女性にとって働きやすい職場は、
男性にとっても働きやすい職場ではないかと
思っています。
「ライフラインである水」や「水に関わるダ
ム・堰・水路といったインフラ」に興味のある
方は、水資源機構でぜひ一緒に働いてみません
か。時代とともに職員の意識も変わってきてい
ます。これまでの30年より、ずっと早いスピー
ドで水資源機構の中での女性活躍のフィールド
は拡がっていくはずです。女性職員一人一人が
一生懸命やることが、そのスピードを加速させ
ると思っています。
一番前を走っている私の車がエンストしない

ように頑張りたいですし、これから就職を目指
す女子学生のみなさんや後輩の女子職員のみな
さんの車が、私の車をどんどん追い抜いて行っ
てくれると思っています。

水資源機構における女性の活躍の現状と取組み

　我が国においては、働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえない現状があり、また一方で、
急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念されており、女性の活躍の推進が重要と考えられています。
　水資源機構における女性職員の現状（平成 28 年４月１日現在）は、職員に占める女性の割合が約５％、管理
職に占める女性の割合が約２％となっています。
　今後、水資源機構では女性が活躍できる環境整備を図るため、組織をあげて取り組むこととしており、平成
28 年４月１日に、人事部に女性活躍支援リーダーを設置し、
　①新規採用者に占める女性割合を 16％以上とする。
　②女性職員が活躍できる雇用環境の整備を図る。
　ことを目標として取り組んで参ります。 
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木曽川の水は、奧深い森で育まれた一滴、一
滴の雫が源流となり、229kmの旅を経て伊勢
湾に注ぐ命の水です。長い歳月を経て森から生
まれた小川は、流域の水を集め大河・木曽川と
なり、濃尾平野を潤します。
味噌川ダムは、木曽川の最も上流に位置（長
野県木曽郡木祖村）し、標高1,130mと高地に
あります。
味噌川ダムは、新規利水（愛知県、岐阜県、
名古屋市の水道水をはじめとする都市用水の供
給）、洪水調節、河川環境保全、発電の４つの
役割を担っている多目的ダムで、周囲にある木
曽の大自然と調和した高さ140メートルのロッ
クフィルダムです。総貯水量は長野県にある諏
訪湖に匹敵し、日本で最も水質の良いダムのひ
とつで、透明度が10mになることもあります。
ダム水源地環境整備センターが選定したダム湖
百選にも選ばれ、四季折々いろいろな姿を見せ
てくれます。

味噌川ダム（長野県木曽郡木祖村）

事 業 の 目 的

①洪水調節
②河川の流水の正常な機能の維持
③水道用水・工業用水の新規利水
④発電

ダ ム 型 式 ロックフィル

堤高・堤頂長 140m・446.9m

ダ ム 堤 体 積 8,900,000 ㎥

総 貯 水 量 61,000,000 ㎥

管 理 開 始 年 1996 年

味噌川ダム位置図

6•水とともに 水がささえる豊かな社会

木曽川最上流  “味噌川ダム”のご紹介

この自然豊かな木祖村にある味噌川ダム
は、本年、管理開始20周年を迎えます。地元
木祖村の方々といろいろイベントを計画して
おりますので、皆様のお越しをお待ちしてお
ります。



◆ ◆ ◆   春  ◆ ◆ ◆

春が訪れるのは遅く、寒く長い冬を耐え忍んだ花々が
一斉に咲き誇ります。

◆ ◆ ◆   秋  ◆ ◆ ◆

奥深い山々の中に、赤、黄の鮮やかな彩りがコントラ
ストを描きます。

◆ ◆ ◆   夏  ◆ ◆ ◆

短い夏、空気は澄み渡り気持ちの良いさわやかな風が
吹き抜けます。

◆ ◆ ◆   冬  ◆ ◆ ◆

厳寒の冬、まばゆいばかりの銀世界が広がります。

味噌川ダムを含めた木曽川源流の里「木祖村」の自然を味噌川ダムホームページ「写真館」で楽しむ
ことができます。是非ご覧下さい。

http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/77syasinkan/index.html
　あわせて、地元木祖村のホームページもぜひご覧下さい。
                    http://www.vill.kiso.nagano.jp

味噌川ダムの四季

　　味噌川ダムを動画で観てみよう

このページの左側に掲載されている味噌川ダムの写真は
実は動くのです。お持ちのスマートフォンをかざすと、写真
の部分だけが動いて見える動画が観られます。動画を観るの
はとても簡単、たったの２ステップ。
①スマートフォンにアプリ（COCOAR2）をダウンロー
ドしましょう。

②隣のページの写真をスキャンしましょう。
さあ、味噌川ダムの動画を観てみよう！
（動画の公開は平成28年12月末までです。）

　　味噌川ダムカレーが誕生！

管理開始20周年を記念
して味噌川ダムカレーが誕
生しました。地元特産で
大人気の”山賊焼き”をの
せ、ルーは”木曽牛骨エキ
ス“をたっぷり煮込んだ自
慢の一品です。味噌川ダム

だけに外すことのできない名脇役”特製甘辛みそ“がトッピ
ングされています。１日20食限りで、平成28年５月14日 
から12月までの期間限定販売です。

　　～きそむら道の駅～「げんき屋」
　　TEL（0264）36-1050

管理開始２
０周年記念

写真が動く!?
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１．霞ヶ浦開発事業の概要

①背景
もともと霞ヶ浦は、海から続く入江だったため、周

辺には低平地が多く洪水や塩害に悩まされてきまし

た。また、高度経済成長に伴い周辺の産業が発展し

人口も増え、水需要が増大しました。

そこで、洪水や塩害からくらしを守り、増大する

水需要に応えるため、霞ヶ浦開発事業は計画されま

した。

②事業の目的
霞ヶ浦開発事業は、利水下限水位Y.P.±0.0mから

計画高水位Y.P.＋2.85mまでの、有効貯水容量6億

1,700万㎥を利用し、治水並びに新規利水の開発を

行う事業です。

治水は、Y.P.＋1.3ｍ（毎年６月１日から７月31日

までの期間はY.P.＋1.2ｍ以下）～Y.P.＋2.85ｍまで

治水容量を確保し洪水に備えています。

利水は、特定かんがい用水として、Y.P.±0.0ｍ～

Y.P.＋1.3ｍまでの貯水容量2億7,800万㎥のうち、

１億560万㎥を利用して、茨城県、千葉県の農地に

対するかんがい用水として、かんがい期平均で19.56

㎥/sを供給します。

都市用水は、貯水容量２億7,800万㎥のうち、１億

7,240万㎥を利用して、茨城県、千葉県及び東京都

の水道用水として最大7.791㎥/s、また、茨城県、千

葉県の工業用水として最大15.569㎥/sを供給します。

③事業経緯
霞ヶ浦開発事業は、昭和32年から予備調査を開始、

昭和44年度に実施計画調査を完了、昭和45年度か

ら水資源開発公団（現水資源機構）事業として、当

時の建設省（現国土交通省）から事業を承継して工

事を開始し、25年の歳月を経て平成８年３月に完成

しました。

④事業内容
天端高Y.P.＋3.00ｍの湖岸堤の新築（約78km）

及び改築（約103km）、常陸川水門改築工事、流入

河川工事（52河川）、用水・排水対策工事、漁港・

船溜対策工事、橋梁対策工事など様々な事業を実施

したことにより、湖周辺の洪水や塩害の防除及び、

新規利水の供給が図られるようになりました。

２．霞ヶ浦開発事業管理20年間の歩み

１）管理業務概要
①霞ヶ浦開発施設の維持管理業務

霞ヶ浦開発施設が、その目的や機能を常に発揮で

きるように常日頃から維持、管理、更新等を適切に

行っています。

霞ヶ浦開発事業は、霞ヶ浦周辺地域を洪水や塩害から守るとともに、高度経済成長や農業や工業の
発展等に伴い増大した茨城県、千葉県、東京都の水需要（農業用水、工業用水、水道用水）に対応す
べく、霞ヶ浦を水源とする新規利水（42.920㎥/s）の開発を行う事業です。平成７年度に建設事業が
完了し、平成８年度から管理に移行して本年で20周年の節目を迎える事となりました。

管理状況やトピックを振り返り、関係者の皆様からいただいた貴重なご意見等も踏まえ、今後のよ
り良い管理に繋げてまいります。
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具体的には、施設の特性を考慮した月点検、年点

検を実施し、施設の状態を常に把握し、不具合が確

認された場合の早急な修理対応や計画的な施設更新

等を行ってきました。また、多くの施設について、

毎月1回職員が直営作業により巡視点検を行うととも

に、流入河川ゲートの操作訓練を適時実施すること

により、施設を必要なときに確実に稼働させられる

ようにしています。

霞ヶ浦開発施設の中で、常陸川水閘
こうもん

門小閘門、湖

岸堤等、利根川連絡水路、新横利根閘門機場及び水

管理情報関連施設は、霞ヶ浦の河川管理者である国

土交通省が行う湖岸堤等の河川管理施設と一元的に

管理することが合理的かつ効率的であることから、

これら施設の維持管理については、管理開始以降継

続して、国土交通省に委託して実施してきました。

これら以外の霞ヶ浦開発施設の維持管理については、

水機構が実施しています。

近年は、管理上の課題として、管理コストの縮減、

施設の長寿命化、異常気象への対応等が求められる

ようになり、それぞれ具体的な対応を進めています。

一例としては、頻発する異常気象に備えて、水機構

が保有する排水ポンプ車を使い、内水浸水被害軽減

を図るための排水操作訓練を行っています。

②漁港、船溜の航路維持浚
しゅんせつ

渫、揚水樋門維持浚渫
霞ヶ浦開発事業では、霞ヶ浦水位をY.P.±0.00m

～＋1.30ｍの間で変動させることとなることから、

管理移行後は、補償施設である舟溜航路及び揚水樋

門・樋管を対象に、霞ヶ浦開発事業の利水下限水位

Y.P.±0.00ｍにおいても各施設の機能が維持できる

よう浚渫工事を実施し、平成８年度から平成26年度

までに約63万㎥の浚渫を実施しています。

また、霞ヶ浦開発事業により湖岸植生が減少した

ことを踏まえ、湖岸植生の回復及び植生を利用する

生物の生息、産卵場所の提供、湖岸景観の改善を目

的とした前浜造成工事を実施しており、この養浜材

料として、浚渫土を有効活用しているところです。

地域別 浚渫箇所数 箇所比率 浚渫量 割合
霞ヶ浦（西浦）地区 116 70% 514,714 81%

北浦地区 27 16% 93,130 15%
常陸川地区 23 14% 23,870 ４%

合計 166 100% 631,714 100%
平成２6年度までの維持浚渫実績

２）治水効果
平成８年度の管理開始以降、水防団待機水位

（Y.P.+1.50ｍ）を超える出水が毎年のようにあり、季

節風等による波浪で、堤防や背後地への影響は見ら

れるものの、越水による被害は発生していません。

また、平成16年10月には台風22号による降雨に

より、霞ヶ浦の水位は、最高でY.P.+2.25ｍまで達し

ました。仮にこの時、湖岸堤が無かったならば、浸

水被害は広範囲（約187㎢）に及び甚大な被害（浸

水世帯数約14,000世帯）が生じたと想定されます。

新附洲閘門機場外景

横利根閘門機場外景

利根機場外景（国交省共有施設）

掛馬沖湖中観測所外景

設備点検風景

排水ポンプ設置訓練風景

前浜造成の一例（H２6.１１　宇崎地区）
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霞ヶ浦開発事業により整備された湖岸堤等は、霞ヶ

浦周辺の浸水被害軽減に効果を発揮しており、今後

とも適切な管理を実施してまいります。

主な洪水
発生年月 原因 総雨量 最高水位

（近年５ヶ年）
平成22年９月 低気圧 194mm Y.P.+1.72ｍ
平成23年９月 低気圧 138mm Y.P.+1.61ｍ
平成24年５月 低気圧 75mm Y.P.+1.43ｍ
平成25年10月 台風26号 198mm Y.P.+2.05ｍ
平成26年10月 台風18号 176mm Y.P.+1.77ｍ

（主な洪水）
平成８年10月 台風17号 176mm Y.P.+1.89ｍ
平成16年10月（11日） 台風22号 276mm Y.P.+2.25ｍ
平成16年10月（23日） 台風23号 138mm Y.P.+1.87ｍ

※水位は、出島観測所の値である。

３）利水効果
霞ヶ浦開発事業では、霞ヶ浦の水利用をY.P.±0.00

ｍ～Y.P.+1.30ｍの範囲で可能とすることにより、茨

城県、千葉県、東京都の特定かんがい用水（19.56㎥

/s）、水道用水（7.791㎥/s）、工業用水（15.569㎥/s）

の合計42.92㎥/sを新たに開発しました。これら霞ヶ

浦の貴重な水は、農業用水（農地面積約４万ha）、

水道用水（約145万人）、工業用水（約280事業所）

として安定的に供給され、人々の生活や社会（産業、

経済等）を支えています。

４）霞ヶ浦の環境の変化
①湖水位管理

霞ヶ浦開発事業については、運用開始以降、霞ヶ

浦の周辺環境などを考慮し、ヨシなどの植生の生育

期、開花・結実期である４月から10月中旬までは

Y.P.+1.10ｍ、11月中旬から２月末までの間は３月か

らのかんがい期の水利用に備えるため、Y.P.+1.30ｍ

を目標に水位運用を実施していましたが、湖岸植生

帯に変化が見られたことから、平成12・13年度に河

川管理者が緊急保全対策工事を実施し、また、平成

14・15年はモニタリング調査のため、通年Y.P.+1.10

ｍの暫定運用が実施されました。

この調査結果を受け、水利用及び霞ヶ浦の水辺環

境の共存を模索するため、平成16年度より冬期にお

ける水位運用試験を実施しており、平成26年度は、

11月中旬より水位の上昇を開始、２月中旬にY.P.+1.30

ｍとなるよう運用しています。

②水質
霞ヶ浦は、湖面積に比べ水深が浅く、停滞水域で

あることに加え、人口の増加、農業、工業など流域

での開発が進み、高度経済成長に合わせて、CODを

はじめとする水質の悪化が顕著となっています。

このため、昭和60年には、湖沼水質保全特別措置

法に基づく指定湖沼となり、茨城県、千葉県、栃木

県は、「霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」（現在第６期）

を作成し、平成32年に全水域のCOD平均値５㎎／L

台前半の達成を目標に霞ヶ浦の水質改善の取り組み

が進められています。

また、国土交通省及び水資源機構では水質監視の

一環として、西浦・北浦・常陸利根川の計10地点で

霞ヶ浦開発事業利水供給地域

水位運用の概要（平成２6年度）　（霞河川事務所ホームページより引用）

鹿島臨海工業地帯（写真提供　茨城県）
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水質を常時監視するとともに、湖内16地点で定期的

に水質調査を実施しています。

③植生（自然環境）
霞ヶ浦は、カサスゲ・ヨシといった湿性植物群落、

抽水植物群落やアサザ・ヒシ・エビモ等の浮葉植物

等が分布し、平成８～22年度に行った植物調査では、

約350～450種の植物が確認されており、これらは、

水辺の生物を育む母体となっています。

その中でも霞ヶ浦の南西に位置する「妙岐の鼻」

地区は、面積約52haの広大な低湿地で、ヨシを主

体とする霞ヶ浦最大の湿性植物群落が分布しており、

昭和53年には、環境庁（現環境省）により、特定植

物群落に指定されています。

霞ヶ浦開発事業では、妙岐の鼻の自然・景観に配

慮した整備を実施するとともに、貴重な植物群落及

び妙岐の鼻地区を繁殖地として活用するオオセッカ・

コジュリンといった植物・鳥類等の環境調査を、管

理開始後継続して実施しています。

５）�東北地方太平洋沖地震に伴う被災並びに復旧状況
平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震で、霞ヶ浦周辺では最大震度６強を観測し、霞ヶ

浦湖岸堤等の管理施設は甚大な被害を受けました。

これは平成８年の管理開始以降（建設時代を含めて）

経験した最大の災害となりました。

大きな揺れと長い時間続いた地震動により、水資

源機構が管理する霞ヶ浦湖岸堤約77.8kmのうち約

18.8km（被災箇所数41箇所）で亀裂や陥没等の甚

大な被害が発生しました。湖岸堤以外でも、機場敷

地内地盤の液状化による沈下、地下タンク付近の燃

料配管に変形が確認されました。

災害を早急に復旧させるため、地震発生直後から、

即戦力となる水資源機構の他事務所の霞ヶ浦開発事

業経験者44名が選抜、

応援派遣され、被災状

況の確認、対策の検討、

応急対策工事から本復

旧工事の各業務にあた

りました。

①応急対策
被災箇所の応急対策は、出水期前（出水期６/ １～

10/31）に完了させる必要があったことから、堤防と

しての機能を維持することを優先し、盛土、亀裂の

間づめ等を行い、さらに遮水シートで堤防法面を覆

う工事を、霞ヶ浦近傍の建設会社7社の協力をいた
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妙岐の鼻地区　整備状況

妙岐の鼻地区の代表的な鳥類（左：オオセッカ、右：コジュリン）
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湖岸堤被災状況（北浦　上幡木地区）
木道

遊歩道

トイレ・駐車場

野鳥観察ステージ

水辺デッキ

野鳥観察小屋
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だき、被災から約３ヶ月という短期間で応急対策工

事を完了させることが出来ました。また、出水期には、

水位上昇等により水防上の対応が必要となった場合

に備え、応急対策工事を

施工していただいた建設

会社の７社と災害協定を

締結し、治水対策に万全

を期すこととしました。

②災害復旧
災害復旧工事は、平成23・24年度に実施する計

画のため、平成22年度内に予算確保のため災害申請

を行う必要がありましたが、応援職員の派遣により

申請書類作成は迅速に行われ、平成23年３月31日

に災害申請を行うことが出来ました。被災箇所41箇

所を17件の工事に振り分け、同年10月より災害復

旧工事に着手し、平成25年３月までの１年６ヶ月の

期間で全ての災害復旧工事を完了させました。

復旧方法については、被災した堤防の法面勾配、

沈下量、はらみ、滑りの状況を総合的に判断して、

主に、全断面掘削復旧工法及び半断面掘削復旧工法

としました。

③液状化対策工
応急対策、災害復旧により、湖岸堤の原形復旧は

完了しましたが、国土交通省関東地方整備局におい

て、河川堤防における地震対策の検討が行われ、そ

の中で、「大規模被災箇所について、再度災害防止の

観点より『同等の地震を受けたとしても中規模被災

以下に止まる』ことを目的に液状化対策を実施する。」

との基本方針が平成23年９月に出されました。水資

源機構は、この基本方針を受け、原形復旧が完了し

た湖岸堤のうち、大規模被災箇所（堤防の被災が計

画高水位付近以上に達し堤防の損傷・変形が大きい

箇所）した６地区（施工延長約1.4km）で、液状化

対策工を実施しました。対策工法については、鋼矢

板を川表、川裏の堤

防法尻に打込む矢板

工法とし、平成25・

26年度の２カ年かけ

て、対策工事を完了

させました。

３．終わりに

管理移行後20年を振り返ると、霞ヶ浦開発施設

の日頃からの適切な維持管理運用業務の実施により、

治水、利水の事業効果を継続して発揮してきました。

また、この間に、予期せぬ東北地方太平洋沖地震に

よる災害が発生しましたが、水資源機構の本社や他

事務所との連携による全組織力を使った対応により

早期の安全確保や機能回復がなされました。さらに、

管理移行後の霞ヶ浦を取り巻く自然環境や社会環境

についても変化が見られ、それらに対応した管理を

行っていく事も重要になっています。

管理移行20年間の経験を活かし、また、関係各位

や地域住民の皆様のご理解、ご支援を賜りつつ、今

後もより良い管理を実施してまいります。

半断面掘削復旧工法

湖岸堤復旧状況（北浦　上幡木地区）

堤防基盤側方流動防止矢板打設状況
（北浦　三和地区）

全断面掘削復旧工法
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霞ヶ浦開発事業管理２０周年を迎えて

石岡台地土地改良区
理事長　島田　穰一

霞ヶ浦開発事業の管理開始から20周年の節目を迎えますが、この間、関係各位のたゆみない努力によって農業用水を安
定的に送水いただきましたことに対し、心より感謝申し上げます。

顧みますと、本地域は、６市１町にまたがる恋瀬川、園部川、巴川等の中小河川並びにため池を水源とする水田と洪積台
地上に介在する畑地から成っており、流域面積が狭小のため用水源に恵まれず度重なる干ばつに見舞われたことから、眼
前に満々と湛える霞ヶ浦の水を一日も早く活用することが長年の悲願でありました。

こうした背景の中、幸い国・県のご理解をいただき、昭和43年に霞ヶ浦を水源に最大用水量10.6㎥／sの用水を供給す
る計画が認められ、昭和45年に国営農業水利事業が着工、以後、順次通水を開始しながら19年後の平成元年に完成を見
るに至りました。

これにより、豊かな水の利用が可能となり農作物の安定的生産はもとより、時代のニーズに即応した農業の展開が図られ
るなど様々な成果がもたらされております。

他方、本事業が完了して約30年が経過しているため、施設の老朽劣化対策や地震対策、環境問題、畑かん営農の更なる
普及拡大といった今日的課題も抱えております。

このため、本土地改良区としましては、施設管理、整備補修、水利用の各計画を一元的に作成するなどして水利用の効
率化に努めつつ、「霞ケ浦の水がかけがえのない地域資源」であることを広く組合員にも啓蒙してまいりますので、貴水資
源機構におかれては、「安全で良質な水を安定して安くお届けする」との経営理念の下、今後とも安定供給にご尽力いただ
きますようよろしくお願い申し上げます。

霞ヶ浦開発事業管理２０周年を迎えて

茨城県公営企業管理者
企業局長　中島　敏之

霞ヶ浦開発事業の管理開始から20年を迎えられましたことに心からお祝いを申し上げます。
霞ヶ浦は茨城県の南東部に位置し，日本第２位の湖面積をもつ淡水湖でありますが，周辺は低平地であり水はけが悪い

ことから，しばしば洪水に悩まされてまいりました。
また，海が近く潮の干満の影響を受けることから，度々塩害，干害に見舞われてまいりました。
このようななか，昭和45年度に霞ヶ浦開発事業の実施方針が示され，昭和46年度から平成７年度までに湖岸堤工事，

水門改築工事，流入河川工事等が施され，平成８年度からは安定取水が可能となりました。
これにより霞ヶ浦開発事業は，本県の県南西，鹿行地域の農業用水，水道用水，工業用水の水源として，産業や経済の

発展を支えてまいりました。
特に，工業用水使用量の多くを占める鹿島臨海工業地帯の発展は，本県の飛躍に貢献し，ひいては国民経済の発展に寄

与してきたといえます。そして，この発展は霞ヶ浦開発事業なくしてはあり得ませんでした。
さらに，これらの地域はつくばエクスプレスの開通による沿線開発や，現在建設中の首都圏中央連絡自動車道，東関東自

動車道による物流の利便性が期待されており，今後の水需要の増加が見込まれる状況にあることから，霞ヶ浦開発事業によ
る水の安定供給におおいに期待しているところでございます。

今後は，老朽施設の更新や耐震化などの課題もあり，事業を取り巻く環境は厳しいものとなっておりますが，水資源機構
と茨城県企業局が連携し，安全で安心な水の安定供給を基本としつつ，互いに一層の経営改善を進めていくことが重要と
考えております。

今後とも県民のニーズに応え，本県経済・産業の発展に寄与するため，事業のコスト管理や水質保全対策等，安定運営
に向けてご尽力いただきますようお願い申し上げます。

特集•13

霞ヶ浦開発事業管理20周年を迎えて



入社のきっかけ

前職では、更地に建物が新たに建つ新築工事からマ
ンションの大規模修繕やテナントの内装工事のよう
な改修工事まで様々な建築工事の施工管理を経験し
てきたという峯。発注者や下請け業者との調整から、
工程管理、安全管理、品質管理などを担ってきた。
そんな峯が水資源機構への入社を考えるきっかけ
となった工事があるという。「いつの頃からか公共工
事をやってみたいという思いがありました。そんな時
にとある水道局の施設工事に携わる機会があり、水に
関わる公共工事に関心を持ったのがきっかけです。」
そんな思いを実現させるため、峯は水資源機構に入社
した。

建築職の特徴

他の職種の職員は各地の事業所に配属されているが、
建築職はそのほとんどが、本社や支社などに配属され、
管内全体の建物を担当する。峯も入社当初から本社に

ささえる
Power力

14•水とともに 水がささえる豊かな社会

Profile
設備保全室建築課

峯　健太　 Kenta Mine
民間企業において、建築現場の施工管理を約６年間経験の後、平成 26 年４

月に水資源機構に入社、現職。

情熱と誇りをもって働く「人」にスポットをあ
て水資源機構の仕事を紹介するこのコーナーも、
2012年４月に開始して以来今回で50回目とな
ります。これまで、技術系の土木職や電気通信職、
機械職のほか事務職の仕事を取り上げてきましたが、
未だご紹介していない職種があります。それは、全
職員に占める割合がおよそ1%の建築職です。
今回は、峯の仕事を通して水資源機構における建
築職の業務を紹介します。

「ささえる力 Power」は、情熱と誇りをもって働く「人」に
スポットをあて水資源機構の仕事を紹介するコーナーです。

～1%がささえる建築物～
少数精鋭



配属された。「一人でいくつもの事業所の建築工事を
担当します。席は本社に置いていますが、ホームは現
場だと思っています。」峯の感覚では、８割が現場の仕
事で残りの２割が管理部門としての業務だそうだ。
水資源機構に入社して２年の峯。そんな峯から見て
先輩職員たちはどの様に映るのだろうか？「建築職の
先輩方は、良い意味で自己主張の強い人が多いように
思います。それから、チームワークと結束力は、他のど
の職種の方々にも負けないくらい強いですね。たぶん、
少数精鋭です。」

見捨てられなかった

ところで、同じ建築業務だが、民間企業と水資源機
構とではどんな違いがあるのだろうか？峯によると「建
物の新築や改築を行うという意味では、大きな違いは
ありません。なので、工事が終わったときの達成感を
感じる瞬間も同じです。一方、その過程はかなり違い
ます。」具体的にいうと？「民間工事の時は、正直に言
うと細かいところは感覚で“これくらいかな”という
部分がありました。でも、今は工事発注の積算の段階
から最後の検査の段階まで、事細かに基準ややり方が
決まっています。ミスや見落としがないかものすごく
気を遣いますね。」
そんな仕事のやり方の違いで入社当初は苦労した
という。「初めて担当した工事では、様々な基準類を調
べながら進めても結果にたどり着かず、先輩に何度も
指導とチェックをしていただきました。しかし、なか
なか業務の終わりが見えずに、先輩に見捨てられるの

ではないかと恐怖すら感じました。」それでも、これま
で仕事を続けてこられたのも、建築職の結束力による
ものだと教えてくれた。

早く一人前に・・・

最後に、今後の課題や目標を聞いてみた。「建築業務
は、建物の目的によって様々な基準に適合させていか
なければなりません。例えば、事務所とポンプ室や電
気室では、室内環境、騒音や振動などに対する対応も
全く違ってきます。幅広い視野と知識を持って業務を
進めることが出来るよう、日々勉強中です。」さらに、
「水資源機構が管理する施設も老朽化に伴い、改築や
改修が必要になってきています。早く一人前として対
応出来るようにならないといけませんね。」少数精鋭
の建築職のなかでは、一番若い部類に入る峯だが、そ
んな彼が建物だけではなく、水資源機構を支える日は、
すぐそこまで来ている、か？

ささえる力 Power•15

公共工事では“国語力”が
必要、と感じている峯。日頃
から様々な本を読んでいると
いう。最近のお気に入りは、
久々に最近読み返した「銀河
鉄道の夜」だとか。限りなく
沢山の人と交流を持つことが
目標という峯は、宴会部長の
イメージがあったが、意外な
一面もあるようだ。



さくら湖食堂の再生と浦山ダムカレーの誕生

埼玉県秩父市を眼下に見下ろす高台に位置する
浦山ダム。地域に開かれたダムとして市民に親し
まれています。

浦山ダム防災資料館「うららぴあ」は、秩父地
域の情報発信基地としてダム完成時に開館しまし
た。その一角にオープンしたのが「さくら湖食堂」
でした。春になると湖畔の桜が満開になり、湖面
に映る様は絶景です。浦山ダムの貯水池は「秩父
さくら湖」と呼ばれています。

さくら湖食堂からは秩父の市街地、SLや電車
が手に取るように見渡せるため、開業当初は多く
の来客があり、評判のお店でした。しかし、いつ
の間にか時代が過ぎ、次第に訪れる人も減り、と
うとう閉店となってしまいました。

その一方で、浦山ダム主催で毎年８月に開催さ
れる「水の週間」のイベントに荒川商工会も参加
し、そのお手伝いさせていただくようになりまし
た。毎年参加しているうちに、いつしか、さくら
湖食堂を再生する話が生まれたのです。最初は、
一
いち

商工会の力では到底無理という悲観的な意見が
多くありました。けれど、「再オープンが出来な
いだろうか」「果たして採算ベースに乗せること
が可能なのか」という検討を幾度も重ねるうち
に、当時の荒川商工会長・小池和雄氏が浦山ダム
の熱意に応えて決断し、さくら湖食堂が再生され
る運びとなりました。この決断には、後述する「さ
くら弁財天」が一役買ったのだと今では思ってい
ます。

平成26年８月、さくら湖食堂がついに再オー
プン致しました。ダムマニアをはじめダムへの見
学者は多くなってきていますが、さくら湖食堂の
経営を軌道に乗せるためには、「さくら湖食堂に
お客様を運んでくる」ことが大きな課題です。こ
れが出来なければ、成功への道はありません。そ
こに誕生したのが、折からのダムブームにあやか
ろうと発案した「浦山ダムカレー」でした。多く
のダムカレーが存在する中で、新たな一品を生み
出そうと、長

ちょうかてい

花亭の小池均氏が監修を引き受け
て、味付け、盛り付けなど試行錯誤を重ねました。
その結果、「浦山ダムカレー」が見事に誕生しま
した。PR する広告宣伝費がないので、商工会自

埼玉県

秩父市

★

澄みきった「秩父さくら湖」
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地域に開かれた浦山ダム
〜浦山ダムカレーとさくら弁財天〜

荒川商工会　事務局長　逸見　容
よ し あ き

明

さくら弁財天



らが新聞等のマスメディアに働きかけ、「浦山ダ
ムカレー」の情報を発信し続けました。その甲斐
もあり、「さくら湖食堂」には「浦山ダムカレー」
を求めて多くのお客様が再び訪れるようになりま
した。「浦山ダムカレー」は関東地方のダムカレー
の起爆的存在にもなったようですが、まだまだで
す。行列の出来るお店になるよう今後も努力しな
ければなりません。

280 年の眠りから覚めた「さくら弁財天」

さくら湖食堂再生劇の一役を担った、「さくら
弁財天」をご紹介します。

浦山ダムは、多くの人たちの血と汗と努力の結
晶として生ました。ダムの底の定礎石には地元の
子ども達の願いも埋め込まれています。そんな浦
山ダムの建設工事により、280年の間ひっそりと
浦山川の川底に眠る１体の弁財天が発見されまし
た。長い眠りから目覚めた弁財天を、ダム建設関
係者の安全と未来永劫のダムの繁栄を祈って、「さ
くら弁財天」と名付け、湖畔にお祀りしました。
今では多くの参拝者の姿も見られます。もちろ
ん、再スタートした「さくら湖食堂」も「さくら
弁財天」のご加護であると思っています。

そして、今、さくら湖食堂では、「浦山ダムカ
レー」「浦山ダムラーメン」、この弁財天の縁結び
商品として「浦山ダム弁天しるこ」を発売してい
ます。今年は、「さくら弁財天」の御利益を再認
識してPR していきたいと思います。
「浦山ダムカレーの誕生」と「さくら弁財天」

が起爆剤となり、多くの方々が浦山ダムを訪れ、
御利益の一端を持ち帰って、幸せを掴んでいただ
ければ幸いです。

新しい息吹　浦山ダム痛
いたしゃ

車イベントの開催

平成 26 年 10 月、荒川商工会青年部の発案によ
り、関東全域から100台の痛車たちが集まりま
した。ダム堤体に並ぶ車がさながらマッチ箱のよ
うに見えます。アニメの「鷲宮神社らきすた、秩
父アニメあの花」等を題材に思い思いに彩られた
車です。このイベントは、４回目となる平成28
年４月には、痛車130 台、来場者は2,000人を数
えるなどイベントとして定着してきました。

浦山ダム再生プロジェクトの実践、今後地域に
開かれたダムとして浦山ダムのさらなる PRをし
ていきたいと思い
ます。また、浦山
ダム堤体にある６
つのモニュメント
も、さくら弁財天
とともに御利益が
あるといわれてい
ます。

ぜひ、一度浦山ダムを訪れてみませんか。「さ
くら弁財天」、「浦山ダムカレー」に出会ってみま
せんか。小さな発見に出会えるかもしれません。
日本全国に数多あるダムの安全運用、未来永劫の
ダムの発展、繁栄、そして、私たちを見守り続け
る「さくら弁財天」に感謝致します。

願い事かなえ石鎚（モニュメントの１つ）

浦山ダムカレーを前に笑顔のミス日本「水の天使」須藤さん 浦山ダムに集結した痛車たち

水のひろば•17

地域に開かれた浦山ダム〜浦山ダムカレーとさくら弁財天〜



　◇事業の目的◇

長良導水事業は、長良川河口堰の運用により利
用可能となった流水のうち、最大2.86㎥/sを愛知
県の水道用水として、知多半島地域に供給する事
業です。
長良川河口堰の約1.7km上流の長良川左岸に位

置する取水口から、知多浄水場まで約34kmのう
ち三重県内を通過する愛知県弥富ポンプ場までの
約５kmは水資源機構が施工（平成５年度に着手
し、平成10年３月に完成）し管理を行っています。
愛知県弥富ポンプ場から知多浄水場までの施設に
ついては、愛知県水道用水供給事業として愛知県
企業庁が施工・管理を行っています。

　◇安定的な水供給の継続◇

導水された水は、愛知県企業庁の知多浄水場（愛
知県知多市）において浄水処理され、愛知県知多
半島地域４市５町（半田市、常滑市、東海市、知
多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町及び
武豊町）に安全・清浄な水道用水として供給され
ています。

平成10年４月の管理開始から、17年目の平成28年２月18日に長良導水取水口からの通水量が
10億トンを達成しました。
これは、名古屋城大天守の41,700個分、ナゴヤドームの600個分に相当します。

○長良導水管理所の主な施設
　取水施設 ： 取水口、選択取水ゲート３門
　　　　　　取水暗渠、制水ゲート、除塵施設、
　　　　　　魚類迷入防止施設
　導水施設 ： 鋼管φ1800mm　約4.8km、制水弁室
　管理施設 ： 管理棟、監視制御設備、無線設備、
　　　　　受変電設備、予備発電設備

長良導水取水口～知多浄水場 長良導水（平成１0年３月完成　航空写真）
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長良導水　通水量10億トン達成



日頃から愛知県企業庁と連携してきめ細やかな
取水管理や水質監視を行っています。また、防災
時への対応及び大規模地震時における訓練を実施
しており、想定される南海トラフ地震に伴う津波
にも備え、防災業務が円滑かつ適切に対処できる
よう引き続き努めてまいります。

　◇地域貢献◇

長良導水では、管理開始から今日まで、一度も
節水対策を実施することなく、安定した水供給を
続けることができております。平成17年度の渇
水時には、河川法に基づく ｢特例水利使用協議｣
を河川管理者から同意を得（本規定に基づく水融
通は全国で２例目の事例）、長良導水から愛知用
水地域のうち知多半島地域に隣接する地域へ節水
補填に活用し、当時、愛知万博開催中であった愛
知用水地域への影響が回避されるなど知多半島周

辺地域への貢献度の高い施設と言えます。

今日まで水を送り続けられたことは、住民の皆
様と地元行政である三重県及び愛知県企業庁の
方々のご理解ご協力があったおかげです。これか
らも的確な施設管理により、安全で良質な水を安
定して供給することに努めてまいります。

  長良導水　通水量10億トン達成にあたって

　　　　　　　　　　　　　　　愛知県企業庁　技術監　原　田　　宏

愛知県企業庁では、長良川河口堰による開発水を長良導水施設を経由して知多半島まで導水し、
水道用水として知多半島へ送り届けています。このほど通水量が10億㎥に達しましたこと、日々
の管理をされている水資源機構の皆様に改めて感謝申し上げます。

知多半島地域は、良質な地下水が無く昔から水不足に悩まされてきました。昭和36年には牧尾
ダムを水源とする愛知用水が通水しましたが、その後の人口増加や産業の発展などによって、更
に水需要が増大し、愛知用水への依存が限界となり、長良川河口堰に新たな水源を求めました。

河口堰が完成するまでは、暫定水利権による不安定な取水や毎年のように渇水が発生し、節水
を余儀なくされました。特に平成６年の列島渇水時には最大19時間の断水によって、市民生活や
産業活動は大きな打撃を受けました。しかし、平成10年の長良導水運用開始以降は一度も節水を
強いられることがなく、水道用水の安定供給が使命である当庁としては、非常に安定したこの水
源をたいへん心強く感じております。また、現在も安定的に水道用水を供給できており、導水施
設を管理して頂いている水資源機構の皆様の支えがあってこそと実感いたしております。

長良導水は、知多半島４市５町約45万人の生活や産業を支えるライフラインとして重要な役割
を担っております。愛知県企業庁は、今後とも安全で安心な水供給に取り組んでまいりますので、
引き続き万全な運用管理にご尽力頂きますようお願い申し上げます。

知多浄水場（愛知県企業庁）
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水の
　　ミュージアム
水の

　　ミュージアム

ミュージアムの概要

香川県立ミュージアムは、JR 高松駅や高松港
など香川県の交通の要衝から近く、高松城跡にも
隣接した地にあります。

このミュージアムは、平成 20 年に香川県歴史
博物館と香川県文化会館の美術部門を統合して誕

生した、比較的新しいミュージアムです。美術館
と歴史博物館の機能を併せ持つミュージアムは全
国的にも珍しく、香川の文化拠点として幅広い活
動が行われています。

水とのかかわり

香川県立ミュージアムには、常設で「香川用
水」の展示コーナーがあります。特定の施設に的
を絞った展示コーナーは珍しいのではないかと思
い、主任専門学芸員の渋谷さんお話を伺いまし
た。渋谷さんによると、この展示コーナーは前身
の香川県歴史博物館で、日本最大の灌漑用ため池
で空海が改修したことでも知られる満濃池をはじ
め、香川県における人々の暮らしと水とのかかわ
りを展示していた「水とくらし室」という展示
コーナーからその一部が引き継がれたものだそう
です。展示の見直しに際し「水とくらし室」は閉
室となりましたが、香川県最大のインフラともい
われる香川用水の展示だけは県民の方々から残し
て欲しいとの声が上がり、現在の形で引き継がれ
たそうです。

展示コーナーには、吉野川から香川県に導水す
る阿讃導水トンネルの実物大模型のほか、県内を
流れる香川用水を上空から眺める衛星写真、香川

「水のミュージアム」のコーナーでは、水
に特化した展示や調査研究や水に関する特徴
的な展示等を行っているなど「水」にスポッ
トライトを当てた博物館をご紹介します。第
１回は「香川県立ミュージアム」です。

香川県立ミュージアムのエントランス　
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用水について解説したパネルなどが展示され、毎
年、小学４年生の「水の学習」や小学６年生の「歴
史学習」など小学生の学習を中心に活用されてい
ます。

ミュージアムの魅力

香川県立ミュージアムでは、香川の歴史を時代
順に展示した歴史展示室のほか、ミュージアムが
誇る美術作品や香川の歴史などに関する様々な
テーマ展示、大規模な特別展などが開催されてい
ます。また、十

じゅうにひとえ

二単や鎧
よろいかぶと

兜の着付け体験のほか、
投
とう

扇
せん

興
きょう

や貝合わせなど昔の珍しい遊びや、おはじ
きやコマ回しなど昔懐かしい遊びなどを体験でき
る体験学習室では親子やおじいさんおばあさんと
お孫さんが一緒になって楽しむことが出来ます。

香川の文化拠点として幅広い活動を行われてい

る香川県立ミュージアムは、香川用水の展示を始
め見どころいっぱいでした。今度は、取材ではな
くプライベートで訪れたいと思います。

※「香川県立ミュージアム」の詳しい情報はこちら

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/index.html

アクセスMAP

【香川県民の水に対する意識】
瀬戸内海式気候に属する香川県では降水量が少なく、満濃池をはじめとする多くのため池が作られてきました。

近年は香川用水の通水により水の安定供給が図られていますが、平成に入っ

てからも平成６年、17年、20 年に香川用水の水源となる早明浦ダムの利水

貯水率が０%となるなど、吉野川からの取水制限が繰り返されています。昨年、

地元の四国新聞社が行ったアンケート調査でも、「香川県で暮らしていて心配

なこと」の質問では交通事故や地震、各種犯罪などの回答を上回り「水不足」

との回答が最多でした。このような県民の意識が、香川県立ミュージアムに

香川用水の展示コーナーが残された一因になっているようです。

展示コーナー入口 歴史展示室で金毘羅参詣の歴史を伝える
「江戸講中灯籠」

早明浦ダムにある碑

阿讃導水トンネルの実物大模型

香川用水の流れが分かる衛星写真
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新しい仲間が加わりました
桜咲きほこる４月１日（金）、水資源機構にもフレッシュな仲間が加

わりました。
４月１日付新規採用者と平成27年度からの中途採用者あわせて32名

が水資源機構の業務内容やビジネスマナー、現場研修などを受講しまし
た。６日間の本社などでの研修の後、「中間地点で会おうね」など再会
の約束をしあいながら、緊張し
た様子で各事務所へと赴任して
いきました。
これから「水のプロ集団」

の一員として学び、育っていく
彼ら共々、引き続きどうぞよろ
しくお願いいたします。

●淀川本部・中津川管理室（大阪府）

正
しょ う れ ん

蓮寺
じ

川利水工業用水導水路の撤去工事に伴う桜の木の移植
正蓮寺川（大阪府）利水事業により建設された工業用水導水路は、昭和45年７月から管理を開始し、平成25年３月の通水停

止までの43年間で、 約４億６千万㎥の河川水を水利権者であった企業などに送り届けてきた施設です。この間、毛馬排水機場
の建設に伴う取水口の上流への延伸工事や高速道路の建設に伴う移設工事などがありましたが、更な
る高速道路の延伸工事で工業用水導水路は撤去することになりました。
撤去工事予定の堤防天端は、河川公園で桜の木が植樹されており、多くの花見客が訪れる場所に

なっています。桜の木の取り扱いは特別な配慮が必要で、対象となる桜の木は樹齢35年程の大木で、
移植しても上手く移植できずに枯れてしまう可能性が高く、また、その費用も考慮し、樹齢の若い木
のみを対象に移植することにしました。大木は伐採しますが、現在の大木から接木した後継桜を育て
植樹することにしています。桜の木は約60年で寿命がくるといわれています。移植には、事前の準
備が必要で、根元付近に小さい根を繁殖させる「根回し」という作業と根が生えてくる時間が必要と
なります。
桜の木を伐採することは忍びないですが、今後の計画として河川公園管理者と共に桜の木のお別

れ会や、伐採した桜の木を使用した体験木工教室、さらに、地元を交えた植樹式などを計画していく
予定です。

片山欽司顧問弁護士
３月８日（火）、長きにわたり顧問弁護士をお願いして

いた片山欽司弁護士に感謝状を贈呈しました。氏は、昭和
49年に提訴された長良川河口堰建設事業差し止め請求事
件の訴訟代理人に選任されて以来、40年以上の長きにわ
たり、機構が遭遇する紛争や法的問題の解決に貢献いただ
きました。
また、平成25年及び平成26

年においては、コンプライアン
ス専門窓口事務も行っていただ
き、機構のコンプライアンスの
推進にもご助力いただきました。
大変ありがとうございました。

「女性活躍支援リーダー」を新設
平成27年８月に「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」が成立したことを受
け、水資源機構でも行動計画を策定しました。
また、今年度より本社人事部に女性職員の活躍
の推進・支援に関する事務を行うリーダーを新
設し、初代リーダーとして女性職員を迎えまし
た。
女性職員がより働き

やすく、活躍できる組織
となるよう目指して参
ります。

愛知用水土地改良区　澤田廣三理事長
３月24日（木）、愛知用水土地改良区澤田廣三理事長の

功績に感謝状を贈呈しました。氏は、平成８年４月から愛
知用水土地改良区の理事を、その後平成20年４月からは
理事長に就任され、この間約20年の長きにわたり、愛知
用水の管理運営に尽力されました。
また、平成26年の御嶽山噴火に際しては、ご自身で救

援物資を王滝村、木
曽町に届けられるな
ど、被災地支援にも
尽力されました。大
変ありがとうござい
ました。

感謝状の贈呈●中部支社（愛知県）
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徳山水力発電所全号機の運転開始
３月24日（木）、総貯水容量日本一である徳山ダムの水を

利用した水力発電所１号機の運転が開始されました。この発
電所は、中部電力が管理・運転しており、2014年５月に運
転を開始した2号機に続くものです。これで全号機の運転を
開始したこととなり、同時運転時の合計出力は161,900kwと
なります。

●味噌川ダム管理所（長野県）

やぶはら高原にてスキ－交流会を開催
３月５日・６日（土・日）、木曽川の最源流にある木祖村にて、唐澤

木祖村村長を始め村の方々と味噌川ダムに縁のある方々が集まり、交
流会を開催しました。機構からの出席者は、中部管内ばかりではなく
「昔、味噌川ダムで仕事した」「木祖村で伴侶を得た」という総勢20名
を超える面々等が関東や関西からも続々と集合。髪もすっかり白くな
り、誰か分からなくなっていた面々が話をするうちに、「あなたは、あ
の頃設計課にいた人か」など、今年管理開始20周年を迎える味噌川ダ
ムの思い出話に花が咲きました。短い時間の交流会でしたが、貴重な
時間をすごさせていただいたことに感謝し、来年の再会を約束して木
祖村を後にしました。

カラフルに彩られた徳山ダム！
３月、岐阜メモリアルセンターに設置されている「徳山

ダム模型」の堤長部が沢山の方のご協力で、色鮮やかな姿に
彩られました。これは、岐阜県体育協会が企画し、地元長良
高校美術部員が下絵を描き、地域の小学生が色塗りを行った
ものです。
この模型は、昭和63年に開催された「ぎふ中部未来博」

に建設事業関係団体が出展したもので、木曽三川は中部地方
の発展に大き
く貢献すると
して展示され
たということ
です。時を経て
より地域の方
に親しまれる
姿へと生まれ
変わりました。

●徳山ダム管理所（岐阜県）

●阿木川ダム管理所（岐阜県）

放流設備からの点検放流を実施
４月９日（土）、洪水期（梅雨・台風）に備え、洪水調節

用放流設備（オリフィスゲ－ト）の点検放流を行い、正常に
作動することを確認しました。
当日は、恵那市内でも桜で有名なダム入口広場周辺の桜

も満開で、NPO法人ふれんどり－がダム入口広場にて開催
した「桜まつり」と
同日に実施すること
となり、たいへん賑
やかな１日となりま
した。また、ダムサ
イト右岸法面には特
別天然記念物である
ニホンカモシカも見
学？に訪れてくれま
した。 

施設の安全利用点検を実施�
各ダム施設では、ゴールデンウィーク前に、一般の方々

に施設を安全に利用していただけるよう、一般開放施設の安
全点検を実施しました。
各管理所の職員は、関係機関の方々と合同で、貯水池周

辺や周辺の公園などに異常がないか、利用者の視点にたち、
じっくり点検を行いました。 

草木ダムにて

日吉ダムにて
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●香川用水管理所（香川県）�

幹線水路の点検を実施
４月18日（月）～21日（木）、香川用水施設幹線水路現

地踏査を実施しました。
農業用水の水需要が増加するかんがい期を前に、破損・

漏水およびその他異常等を点検するとともに、４月の転入者
による施設の操作方
法や周辺環境等の確
認を行いました。
香川用水土地改良

区の職員にもご参加
いただき、総勢20名
にて目視による巡視
点検を行いました。 

４月17日（日）、浦山ダム（埼玉県）にて恒例となりつつある「進撃の浦山ダム～第4章～」（痛
車&コスプレイベント）が開催されました。
ダム天端には130台の痛車がズラリと並び、DJタイムにはコスプレイヤーの方がダンスをされ
るなど大賑わいの１日となりました。
今回は新たに、イベント参加者を対象とした施設見学会も同時開催し、色々な衣装を身にま
とったみなさんに、ダム監査廊などを見学いただきながら、ダムの役割などをお伝えしました。 
また当日より、浦山ダムのダムカードで動画をみていただいたり、ダム天端でマスコットキャ

ラクターと記念撮影をしていただくなど、ARアプリの機能を体験いただきました。
※すでに浦山ダムのダムカードをお持ちのみなさんも、是非アプリにかざしてみて下さい！
（ARアプリ「COCOAR2」のご案内は７頁）
さらに、ミス日本「水の天使」である須藤櫻子さんが会場にてご挨拶され、会場をより一層盛

り上げて下さいました。また、施設見学では、熱心に職員の説明に耳を傾けておられました。
隣接する「防災資料館うららぴあ」では、日本ダム協会主催の写真コンテストのオープニング

セレモニーも行われ、美しいダムの写真を見たり、食堂にて「浦山ダムカレー」や「浦山ダムラー
メン」などのダムグルメを楽しまれる方も多くいらっしゃいました。
当日は約2000名もの方が来訪され、若い世代の方にも浦山ダムのことをより知っていただくきっか

けとなっていると感じています。 

●一庫ダム管理所（兵庫県）

満開の桜と放流のコラボ
ダム湖百選の一つに認定されている一庫ダム直下流には、

ソメイヨシノが数多く植樹されています。今年も桜の開花に
合わせて、４月２日・３
日（土・日）に普段は立
入禁止としている左岸
ひろばを開放しました。
また、利水補助バルブか
らの点検放流を実施し、
見学者に満開の桜とダ
ムの放流を楽しんでい
ただきました。

滝沢ダムにて映画「太陽」の
　　　　　　　撮影が行われました！
神木隆之介さんや門脇麦さんなどが出演されている映画

「太陽」の撮影が滝沢ダム（埼玉県）で行われ、４月23日
（土）にロードショーとなりました。約１ヶ月間、滝沢ダム
天端で大がかりな撮影が行われ、秩父市内でも撮影がありま
した。撮影は主に夜間に行われ、幻想的に照らし出された舞
台が、どのよう
にスクリーンで
映し出されるの
か・・・是非ご
覧下さい！ 

●朝倉総合事業所（福岡県）

小石原川ダム本体工事の契約を締結
３月24日（木）、小石原川ダム本体建設工事の入札が行われ、

落札者が決定し、４月４日（月）に契約を締結しました。
ダム建設予定地は地形が急峻で、狭い施工場所内で大型重

機が走行するなど極めて難度の高い工事となります。いよい
よ今年度から地山を削って岩盤を出す基礎掘削工事、河床に
盛土をしたり道路を造成するための仮設備工事等を開始しま
す。
刻々と変化する工事の状

況は朝倉総合事業所ホーム
ページで随時お知らせする
とともに、「小石原川ダム
工事進捗カメラ」の画像を
クリックすると、ライブ映
像をご覧いただけます。 小石原川ダム完成予想図

浦山ダムに痛車とコスプレイヤーが大集結！
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水資源機構の広報誌“水とともに”をご覧いただきありがとうございます。
“水とともに”は、水資源機構の前身である水資源開発公団の社内報として昭和 38年（1963 年）７
月に“水登ともに”として誕生しました。これは水資源開発公団の発足から約１年後のこととなります。
当時の“水登ともに”は、わら半紙にガリ版刷りで発行されていましたが、昭和 42年（1967 年）１月
号からは、B5版にカラーの表紙をまとった冊子へと生まれ変わります。しかし、同じ年の 12月号にあ
る編集後記をみると、この時点でも社内報としての位置づけは変わっていなかったようです。
その後、次第に社外向けの広報誌としてその性格を変えていったようですが、明確な転換点を見いだ
すことは出来ませんでした。30年近くにわたりB5版による発行が続きますが、時代の流れか平成６年
（1994年）１月号からはA4版に変更されました。
そして平成 15年（2003 年）に最も大きな転機を迎えます。水資源開発公団が廃止され、独立行政法
人水資源機構が発足したことです。“水登とともに”は 475回の発行をもってその幕を閉じましたが、水
資源機構では“水とともに”として、新たな１歩を踏み出しました。ちなみに、“水登ともに”は社内報
らしく職員からの募集によって名称を決定しましたが、広報誌“水とともに”は、読者のみなさまからご
応募いただいた沢山の名称から選ばれたものです。
平成 21年（2009 年）１月号からは表紙のデザインが見直され、近年は基本的にこのスタイルを継続
してまいりましたが、今号よりリニューアルしました。水資源機構の情報をより早くお届けするため、創
刊号以来、月刊による発行を続けてまいりましたが、本号より隔月刊としました。速報性に優れるホーム
ページ、SNSなどの新たなメディアの発展を受けて、いち早くお届けすべき情報はこれらで行うことと
しました。“水とともに”は、より詳しくより読み応えのある広報誌を目指し、これまで以上に誌面の企
画や取材の強化に努めてまいります。
新しくなった“水とともに”をこれまで同様、よろしくお願いいたします。

総務部広報課

“水とともに”の移り変わり
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第37回全日本中学生水の作文コンクール
第39回水の週間第39回水の週間

全日本中学校長会会長賞（優秀賞）

山梨県　北杜市立甲陵中学校　二年　　小林　礼佳

　先人たちが残した水の恵み

26•水とともに 水がささえる豊かな社会

甲府盆地の西にそびえる、南アルプスの山並み。そ
の麓に広がる御勅使川扇状地のほぼ中央部に、私の
住む「南アルプス市」はあります。
六月に入ると、真っ赤に実ったサクランボを求めて、
県内外からたくさんの観光客が訪れ、街が活気に満
ちあふれます。今は、新緑が芽吹いたサクランボや桃
の木々の根元で、毎日のようにスプリンクラーが回り、
キラキラと光る水しぶきをあげながら散水が行われて
います。その水を吸い上げ、木々は更に葉を茂らせ実
をふくらませてきています。スプリンクラーの散水の
様子を目にすると、夏の訪れを感じ、爽やかな気持ち
になります。
「南アルプス」という言葉から、清々しい水がこん
こんと湧き出すイメージを持たれる方も少なくないと
思います。
そんな南アルプス市内において、少し土を掘り返す

と小石がゴロゴロと出てくる河原のような土地である
のに、自然の川が存在せず「月夜にも焼ける（乾燥す
る）」と呼ばれた地域があります。それが、私の住む
西野地区です。
その昔、西野地区は水不足に苦しみ、干ばつに悩ま

され続けました。こうした荒れた土地に住みながらも、
先人たちは、耕作できる作物を探し、ねばり強く品種
改良を重ね、血のにじむような努力により、この地の
特徴をうまく生かした果樹の栽培に成功したのです。
そして現在では、桃、すもも、サクランボ、柿など多
種の果物が実り、フルーツ王国山梨の一端を担う産地
となっています。
南アルプスの農業の歴史は、同時に、水との壮絶な
戦いの歴史であったと言っても過言ではありません。
川の無かった私たちの地域では、生活用水農業用
水のほぼ全てを、池に溜めた水に頼らざるを得ません
でした。住宅の屋根に降る雨をもトヨで集めて生活用

水として利用したり溜池の周囲にケヤキや竹を植え、
せっかく集めた水が腐ってしまうのを防いだりしたそ
うです。現在でも近所を歩くと、いたるところに、溜
池やケヤキの大木を目にすることが出来ます。
農家の人たちは「釜無川右岸土地改良区連合」と

いう組織を立ち上げ、大型の貯水池作り、そこから、
地中に埋めたパイプを通して家々の畑に水が届けられ
るようになりました。現在でも農家の人たちは、みん
なでお金を出しあい、いつでも畑の作物に水が与え
られるように、施設の点検やスプリンクラーの整備を
行っているそうです。
しかし先日、貯水池の近くを通りかかった際の事で
す。貯水槽の水の表面に、ゴミや空のペットボトルが
浮かんでいるのを目にしました。
一滴の水をも無駄にすまいと取り組んだ先人たちの

労苦を思うと、その光景はとても残念で胸が痛みまし
た。水で苦労した地域の歴史を知っていれば、こんな
事が出来るはずがないだろうと思うと、とても悲しく
なりました。
今、蛇口をひねれば、水はふんだんに使うことが出

来ます。でも、この地区ではほんの五十年程前からの
事だそうです。
普段、私たちは、そのような歴史を考えながら水を
使っているでしょうか？　「水を大切に使おう」と、声
高に叫ぶことは簡単ですが、この地に住む者として、
先人たちの水との戦いの歴史を知ることが、水を大切
に使おうという意識の第一歩につながっていくのでは
ないのかと感じます。
今年もまた、サクランボ狩りの季節がやってきます。

口に含むと、弾けるように広がる甘みと食感は、まさ
に「水の恵み」に他なりません。この恵みが、ずっと
先の未来まで続くことを願い、日々、私たちも水を大
切に使っていきたいです。
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このコーナーでは、水資源機構の環境保全の
取り組みを紹介します。

１．カワヒバリガイとは

カワヒバリガイは東アジアから東南アジアに分布
する淡水性二枚貝で、日本においては関西・東海・
関東に生息する特定外来生物※です。殻長は２～３
cmで、日本における寿命は２～３年です。また、多
くの農業用水が使われる夏場は浮

ふ ゆ う

遊幼
よ う せ い き

生期にあた
り、非かんがい期や農業用水の需要が減る冬場には
活動が低下するため、日本の農業の水需要パターン
はカワヒバリガイが拡散・生息しやすい環境にある
といえます。

霞ヶ浦用水においては、平成18年度に取水樋管
で初めて発見されてから、平成21年度に送水路管
内（筑波トンネル手前の区間）で、平成22年度に
管水路管内（筑波トンネルより先の区間）で確認され、
霞ヶ浦用水の全域へと拡がっています。

カワヒバリガイは、霞ヶ浦用水の管理にも様々な
影響を及ぼしています。

揚水機場の吸水槽スクリーンに大量に付着するこ
とでポンプへの通水障害を
来したり、支線水路の末端
では給水栓に死骸が大量に
溜まることにより目詰まりを
起こすなど農地への配水に
支障を来すことがあります。

２．霞ヶ浦用水管理所が行っている対策

霞ヶ浦用水管理所が行っている対策には、次のよ
うなものがあります。
⑴幼生調査

国立研究開発法人農業環境技術研究所と協働し、
月１回のカワヒバリガイの幼生調査を実施し、実態
把握しています。
⑵生息調査

平成25年度から筑波トンネル出口にある南椎尾

調整池において施設を管理する霞ヶ浦用水土地改良
区と共同で生息調査を実施し、実態把握しています。
⑶吐出水槽の清掃

平成26年度に筑波トンネル入口にある吐出水槽
において堆積した土砂とともに、カワヒバリガイのカ
ラを除去しました。
⑷フラッシュ操作

支線水路や末端配管での目詰まり防止対策とし
て、農業用水の通水前に、フラッシュ操作を行って
います。
⑸揚水機場の吸水槽スクリーンの改良

霞ヶ浦揚水機場の吸水槽スクリーンに付着したカ
ワヒバリガイを除去する際に、地上で作業が行える
ように分割構造を採用し、カワヒバリガイが付着し
にくい銅素材を一部に使用する等の改良工事を実施
中です。
⑹環境学習会

関係機関と情報を共有するため、有識者を講師と
した環境学習会を開催しています。関係機関におい
ても重要なテーマであることから、学習会では活発
な意見質問が交わされます。

３．今後の課題

現在、カワヒバリガイが発見されていない地域に
おいても今後は生息域が拡大するおそれがあること
から、これ以上拡大させないことが重要です。しか
しながら、元来小さな生物で水とともに移動しやす
く、生息するための条件が整っていることから、根
本的な解決は難しいのが実情です。したがって、そ
の対策には時間をかけて少しでも拡大を防ぐことが
重要であると考えます。

カワヒバリガイについて

カワヒバリガイ

揚水機場の吸水槽スクリーンでの
除去作業

生息調査の状況

環あらうんど•27

※ 海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、
農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあ
るものの中から国が指定したもの。
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