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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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水は、私達が生きていく上で必要不可欠なもので

す。朝起きて洗顔をして、日中は水分補給をして、家

事をして、お風呂に入って・・・・。何気ない一日を

過ごすにも、水が無ければ私達の生活は成り立ちませ

ん。私達が暮らす日本は、水資源に恵まれた国である

ため、豊富な水の享受を当たり前と捉えてしまいがち

です。何かの事情でまれに起きる断水や、あるいは災

害によって水の無い場面に直面して初めて、その有難

みに気づく人が多いのではないでしょうか。

実のところ、「水の天使」として活動をするまでは、

私自身も水を意識する機会はほとんどありませんでし

た。イベントに参加させて頂いたり、施設見学で関係

の方々のお話しを聞いたりするうちに、次第に水循環

について意識するようになったのです。普段、家の蛇

口をひねると出てくる水は、とても長い道のりを経て

きています。まずはダムなどの貯水池に水をため、そ

れを浄水場に送って綺麗にして、あらゆる過程を踏ん

で各家庭に送られます。そして、使われた水が今度は

下水道に送られて処理をされ、また綺麗な状態となっ

て様々な用途に用いられます。世界に目を向けると、

いつでもどこでも安全な水が飲める国はそうありませ

ん。私達の知らないところで、水事業に携わる組織の

方々が如何に努力し、技術を駆使されているのか知り

ました。現在では、水のプロセスを頭に入れた上で、

意識した水の使い方をするようにしています。

水を中心とした食とエネルギーの循環モデルを知っ

た時には、想像を超えた水の可能性に驚きました。安

全でおいしい食を実現する「ビストロ下水道1」や、

CO2の削減に寄与する「グリーンスイーツプロジェク

ト2」など、私達の生活をより豊かにしてくれる取り組

みです。

水の天使は、こうした取り組みを広く発信していく

役目もあります。安倍昭恵総理大臣夫人や丸川珠代環

境大臣に説明させて頂いた際には、大変驚かれました

し、感心していただけました。私はその時、関係の皆

さんの熱い想いを私が背負っているのだという強い使

命と、水の天使としての役目を少しでも果たせた達成

感のようなものを感じました。

今後の目標を見据えたとき、素晴らしい取組みや、

水の大切さ、そしてそこで活躍される方々の想いを、

さらにさらに広く、届けていきたいと考えています。

関係の方々の心に寄り添いながらも、一女子大生と

しての視点を忘れずに、一般の方々が理解しやすい伝

え方を心がけ、双方を繋ぐ架け橋としての役割を果た

せるよう、これからまだまだ頑張って参りたいと思い

ます。皆様どうぞよろしくお願い致します！

１ 下水汚泥を肥料として活用する取組み
２ 間伐材などを下水汚泥と混合してバイオガスを生産する取組み

水資源機構の浦山ダムに来場しました 下水道のマンホールカードを手に安倍総理大臣夫人と

すい滴•3

水の大切さを伝える
架け橋に

2016 年度ミス日本「水の天使」　須
す ど う

藤　櫻
さくらこ

子



特集特集

～各地のイベント・施設見学会をご紹介します～～各地のイベント・施設見学会をご紹介します～

　「水の日」は、水資源の有限性、水の貴重さ及び

水資源開発の重要性について国民の関心を高め、

理解を深めるため、今から40年前の昭和52年５月

31日に閣議了解により設けられました。その後、平

成26年に施行された水循環基本法により、国民の

間に広く健全な水循環の重要性についての理解や

関心を深める日として、８月１日を水の日とすること

が法定化されたところです。

　毎年８月１日を「水の日」、この日を初日とする一

週間を「水の週間」として、講演会などの行事やポ

スターによる啓発が全国で行われます。今年も各地

で水について楽しく学べるイベントやダムなどの施

設見学会が予定されています。ここでは、中央行事、

水資源機構が主催するイベントや施設見学会など

の開催情報を一挙にご紹介します。

（イベント内容は都合により変更される場合があり

ます。お出かけの際には問い合わせ先やホームペー

ジなどをご確認ください。）

「水の日」・「水の週間」とは

特集特集

水の日・水の週間水の日・水の週間
第40回第40回 水を考えるつどい水を考えるつどい

水のワークショップ・展示会

場 所 科学技術館サイエンスホール（東京都千代田区）

場 所 東京国際フォーラム（東京都千代田区）
※東京国際フォーラム主催の
　「丸の内キッズジャンボリー」の
　スペースの一部をお借りして開催します。

内 容 幼児から中学生までの子どもとその保護者向けに、
パネル展示やワークショップを行います。
※詳細は、順次水資源機構ホームページでお知らせ
　します。

主 催 水循環政策本部、東京都、水の週間実行委員会ほか

※このページに掲載した写真はいずれも昨年度の模様です。

問い合わせ先

水の週間実行委員会事務局
電　　　話：048-600-6513

中 央 行 事中 央 行 事

8月16日（火）～8月18日（木）10：00～17：00

内 容 基調講演、パネルディスカッション　など
※詳細は、順次水資源機構ホームページでお知らせ
　します。

参加方法

参加申込及び連絡先

水の週間実行委員会事務局
（独立行政法人水資源機構内）
〒330-6008さいたま市中央区新都心11-2
電　　　話：048-600-6513
ファックス：048-600-6510
メールアドレス：webmaster@water.go.jp

主 催 水循環政策本部、東京都、水の週間実行委員会ほか

8月1日（月）15：00～

7月27日（水）17:00までに氏名（代表者でも可）、
連絡先、所属機関名、参加人数をご記入の上、ファ
ックス又はメールにてお申込みください。

4•水とともに　水がささえる豊かな社会4•水とともに　水がささえる豊かな社会
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問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

７月24日（日）10：00～15：00
奈良俣ダム（群馬県みなかみ町）
ステージイベント、地元料理の出店 他
利根川源流まつり実行委員会
みなかみ町商工会　TEL：0278-62-1155

水の週間イベント in 霞ヶ浦
８月７日（日）９：30～15：30
霞ヶ浦ふれあいランド（茨城県行方市）
霞ヶ浦湖上観察、水質検査体験、パネル展示 他
利根川下流総合管理所、霞ヶ浦用水管理所、行方市開発公社
利根川下流総合管理所総務課
TEL：0299-79-3311

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

７月29日（金）～７月31日（日）
ぐんまこどもの国児童会館（群馬県太田市）
クイズラリーの実施、パネルの展示 他
群馬県
群馬県企画部地域政策課土地・水対策室
TEL：027-226-2362

河口堰フェスタ2016
８月7日（日）９：30～15：00
利根川河口堰管理所（千葉県東庄町）
ガイドによるスタンプラリーツアー 他

利根川下流総合管理所利根川河口堰管理所
利根川下流総合管理所利根川河口堰管理所
TEL：0478-86-0477

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催
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日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

８月16日（火）～８月18日（木）
こだまの森キャンプ場、味噌川ダム周辺 他（長野県木祖村）
名古屋市・日進市・木祖村の子供達による上下流交流キャンプ

上下流のふれあいを推進する会
（長野県木祖村・愛知県日進市・味噌川ダム管理所）
味噌川ダム管理所　TEL：0264-36-3111

ぐんまウォーターフェア　

サマーキャンプ  In KISOGAWA

布目ダム施設見学会と同時開催
７月24日（日）
布目ダム管理所（奈良県奈良市）
環境学習会、木材手作りコーナー 他
木津川ダム総合管理所
木津川ダム総合管理所布目ダム管理所
TEL：0742-94-0231

比奈知ダム施設見学会と同時開催

７月31日（日）
比奈知ダム管理所（三重県名張市）
地域物産展、ゲームコーナー 他
木津川ダム総合管理所

第10回流木ペインティング大会

７月31日（日）９：00～12：00
知明湖キャンプ場（兵庫県川西市）

一庫ダム水源地域ビジョン推進協議会
一庫ダム管理所　TEL：072-794-6671

やまびこカーニバル

８月６日（土）～８月７日（日）
早明浦ダム直下ふれあい広場（高知県土佐町） 他
食とパフォーマンスとスポーツの祭典。
約２千発の花火大会、BBQ、ステージパフォーマンス 他
やまびこカーニバル実行委員会
れいほくNPO　TEL：0887-70-9820

吉野川フェスティバル2016

７月29日（金）～７月31日（日）
吉野川橋南岸河川敷広場（徳島県徳島市）
パネル展示、木製コースター絵付け 他
吉野川フェスティバル実行委員会
吉野川フェスティバル実行委員会
TEL：090-3783-2084

水辺の納涼祭

８月７日（日）10：00～21：00
香川用水記念公園（香川県三豊市）
パネル展示、木製コースター絵付け 他
香川用水記念公園水辺の納涼祭実行委員会

香川用水記念公園　TEL：0875-67-3760

木津川ダム総合管理所比奈知ダム管理所
TEL：0595-68-7111

流木を素材に思い思いにペインティングを。終了後は
会場周辺の清掃作業も。

やまびこカーニバルやまびこカーニバル

利根川源流まつり利根川源流まつり

関連イベント関連イベント
特集特集

7月24日（日）10：00～15：00
群馬県みなかみ町
沼田総合管理所
　　沼田総合管理所総務課
　　TEL　0278-24-5711

利根川源流まつりの
　　　　　一行事として開催
ならまた湖巡視体験、ダム内部探検

予定が変更となる場合や、予約が必要なものもありますので、
事前に問い合わせ先やホームページ等でご確認のうえお越し下さい。

施設見学会
普段は

見ることがで
きない

ダム内部など
を

見学できる

チャンスです
！

奈良俣ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）10：00～16：00
埼玉県秩父市
荒川ダム総合管理所
　　荒川ダム総合管理所総務課
　　TEL　0494-23-1431

浦山ダム見学会
浦山ダム内部見学、巡視船による
湖面巡視体験ほか

浦山ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月1日（月）10：00～15：00
岐阜県揖斐川町
徳山ダム管理所総務課
　　徳山ダム管理所総務課
　　TEL　0585-52-2910

徳山ダム見学会
ダムの中を一般開放します

徳山ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

7月24日（日）10：00～15：00
奈良県奈良市
木津川ダム総合管理所
　　木津川ダム総合管理所布目ダム管理所
　　TEL　0742-94-0231

布目ダム施設見学会
普段は見られないダムの施設をご案内

布目ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月20日（土）10：00～13：00
兵庫県川西市
能勢電鉄株式会社、一庫ダム管理所
　　能勢電鉄株式会社鉄道営業課
　　TEL　072-792-7716

夏でもひ～んやり！
　一庫ダム内部見学＆説明会
最寄り駅からのウォーキングの後、
ダム堤体内部の見学

一庫ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）9：00～11：00
高知県土佐町
池田総合管理所
早明浦ダム・高知分水管理所
　　池田総合管理所
　　早明浦ダム・高知分水管理所
　　TEL　0887-82-0485

早明浦ダム施設見学会
（やまびこカーニバルの一行事として開催）
利水放流設備など普段は見られない
ダム堤内をご案内

早明浦ダム

日　時
所在地
主　催

問い合わせ先

7月26、28日、8月2、4、9、16、18、
23、25、30日の10：00～11：30
三重県名張市
木津川ダム総合管理所
　　木津川ダム総合管理所青蓮寺ダム管理所
　　TEL　0595-63-1289

青蓮寺ダム施設見学会
キャットウォークを歩いて、
普段は見られないダムの施設をご案内

青蓮寺ダム

日　時

所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）9：00～15：00
福岡県朝倉市
朝倉総合事業所
　　朝倉総合事業所総務課
　　TEL　0946-25-1100

水の週間施設見学会
概要説明、ダム工事現場見学、
事務所内パネル展示

小石原川ダム
（建設中）

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）9：00～15：00
福岡県朝倉市
朝倉総合事業所寺内ダム管理所
　　朝倉総合事業所寺内ダム管理所
　　TEL　0946-22-6713

水の週間施設見学会
概要説明、施設見学、乗船体験、
パネル展示

寺内ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

7月31日（日）9：00～13：00
三重県名張市
木津川ダム総合管理所
　　木津川ダム総合管理所比奈知ダム管理所
　　TEL　0595-68-7111

比奈知ダム施設見学会
普段は見られないダムの施設をご案内

比奈知ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）9：30～14：00
福岡県朝倉市
両筑平野用水総合事業所
　　両筑平野用水総合事業所総務課
　　TEL　0946-25-0113

水の週間施設見学会
パネル展示、ダム堤体内案内、乗船体験

江川ダム
（両筑平野用水）

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

※要事前申込

※要事前申込

※要事前申込

※要事前申込

6•水とともに　水がささえる豊かな社会
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な ら ま た

利根川源流まつり
日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

７月24日（日）10：00～15：00
奈良俣ダム（群馬県みなかみ町）
ステージイベント、地元料理の出店 他
利根川源流まつり実行委員会
みなかみ町商工会　TEL：0278-62-1155

水の週間イベント in 霞ヶ浦
８月７日（日）９：30～15：30
霞ヶ浦ふれあいランド（茨城県行方市）
霞ヶ浦湖上観察、水質検査体験、パネル展示 他
利根川下流総合管理所、霞ヶ浦用水管理所、行方市開発公社
利根川下流総合管理所総務課
TEL：0299-79-3311

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

７月29日（金）～７月31日（日）
ぐんまこどもの国児童会館（群馬県太田市）
クイズラリーの実施、パネルの展示 他
群馬県
群馬県企画部地域政策課土地・水対策室
TEL：027-226-2362

河口堰フェスタ2016
８月7日（日）９：30～15：00
利根川河口堰管理所（千葉県東庄町）
ガイドによるスタンプラリーツアー 他

利根川下流総合管理所利根川河口堰管理所
利根川下流総合管理所利根川河口堰管理所
TEL：0478-86-0477

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

主 催主 催

問い合わせ先問い合わせ先

８月16日（火）～８月18日（木）
こだまの森キャンプ場、味噌川ダム周辺 他（長野県木祖村）
名古屋市・日進市・木祖村の子供達による上下流交流キャンプ

上下流のふれあいを推進する会
（長野県木祖村・愛知県日進市・味噌川ダム管理所）
味噌川ダム管理所　TEL：0264-36-3111

ぐんまウォーターフェア　

サマーキャンプ  In KISOGAWA

布目ダム施設見学会と同時開催
７月24日（日）
布目ダム管理所（奈良県奈良市）
環境学習会、木材手作りコーナー 他
木津川ダム総合管理所
木津川ダム総合管理所布目ダム管理所
TEL：0742-94-0231

比奈知ダム施設見学会と同時開催

７月31日（日）
比奈知ダム管理所（三重県名張市）
地域物産展、ゲームコーナー 他
木津川ダム総合管理所

第10回流木ペインティング大会

７月31日（日）９：00～12：00
知明湖キャンプ場（兵庫県川西市）

一庫ダム水源地域ビジョン推進協議会
一庫ダム管理所　TEL：072-794-6671

やまびこカーニバル

８月６日（土）～８月７日（日）
早明浦ダム直下ふれあい広場（高知県土佐町） 他
食とパフォーマンスとスポーツの祭典。
約２千発の花火大会、BBQ、ステージパフォーマンス 他
やまびこカーニバル実行委員会
れいほくNPO　TEL：0887-70-9820

吉野川フェスティバル2016

７月29日（金）～７月31日（日）
吉野川橋南岸河川敷広場（徳島県徳島市）
パネル展示、木製コースター絵付け 他
吉野川フェスティバル実行委員会
吉野川フェスティバル実行委員会
TEL：090-3783-2084

水辺の納涼祭

８月７日（日）10：00～21：00
香川用水記念公園（香川県三豊市）
パネル展示、木製コースター絵付け 他
香川用水記念公園水辺の納涼祭実行委員会

香川用水記念公園　TEL：0875-67-3760

木津川ダム総合管理所比奈知ダム管理所
TEL：0595-68-7111

流木を素材に思い思いにペインティングを。終了後は
会場周辺の清掃作業も。

やまびこカーニバルやまびこカーニバル

利根川源流まつり利根川源流まつり

関連イベント関連イベント
特集特集

7月24日（日）10：00～15：00
群馬県みなかみ町
沼田総合管理所
　　沼田総合管理所総務課
　　TEL　0278-24-5711

利根川源流まつりの
　　　　　一行事として開催
ならまた湖巡視体験、ダム内部探検

予定が変更となる場合や、予約が必要なものもありますので、
事前に問い合わせ先やホームページ等でご確認のうえお越し下さい。

施設見学会
普段は

見ることがで
きない

ダム内部など
を

見学できる

チャンスです
！

奈良俣ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）10：00～16：00
埼玉県秩父市
荒川ダム総合管理所
　　荒川ダム総合管理所総務課
　　TEL　0494-23-1431

浦山ダム見学会
浦山ダム内部見学、巡視船による
湖面巡視体験ほか

浦山ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月1日（月）10：00～15：00
岐阜県揖斐川町
徳山ダム管理所総務課
　　徳山ダム管理所総務課
　　TEL　0585-52-2910

徳山ダム見学会
ダムの中を一般開放します

徳山ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

7月24日（日）10：00～15：00
奈良県奈良市
木津川ダム総合管理所
　　木津川ダム総合管理所布目ダム管理所
　　TEL　0742-94-0231

布目ダム施設見学会
普段は見られないダムの施設をご案内

布目ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月20日（土）10：00～13：00
兵庫県川西市
能勢電鉄株式会社、一庫ダム管理所
　　能勢電鉄株式会社鉄道営業課
　　TEL　072-792-7716

夏でもひ～んやり！
　一庫ダム内部見学＆説明会
最寄り駅からのウォーキングの後、
ダム堤体内部の見学

一庫ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）9：00～11：00
高知県土佐町
池田総合管理所
早明浦ダム・高知分水管理所
　　池田総合管理所
　　早明浦ダム・高知分水管理所
　　TEL　0887-82-0485

早明浦ダム施設見学会
（やまびこカーニバルの一行事として開催）
利水放流設備など普段は見られない
ダム堤内をご案内

早明浦ダム

日　時
所在地
主　催

問い合わせ先

7月26、28日、8月2、4、9、16、18、
23、25、30日の10：00～11：30
三重県名張市
木津川ダム総合管理所
　　木津川ダム総合管理所青蓮寺ダム管理所
　　TEL　0595-63-1289

青蓮寺ダム施設見学会
キャットウォークを歩いて、
普段は見られないダムの施設をご案内

青蓮寺ダム

日　時

所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）9：00～15：00
福岡県朝倉市
朝倉総合事業所
　　朝倉総合事業所総務課
　　TEL　0946-25-1100

水の週間施設見学会
概要説明、ダム工事現場見学、
事務所内パネル展示

小石原川ダム
（建設中）

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）9：00～15：00
福岡県朝倉市
朝倉総合事業所寺内ダム管理所
　　朝倉総合事業所寺内ダム管理所
　　TEL　0946-22-6713

水の週間施設見学会
概要説明、施設見学、乗船体験、
パネル展示

寺内ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

7月31日（日）9：00～13：00
三重県名張市
木津川ダム総合管理所
　　木津川ダム総合管理所比奈知ダム管理所
　　TEL　0595-68-7111

比奈知ダム施設見学会
普段は見られないダムの施設をご案内

比奈知ダム

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

8月7日（日）9：30～14：00
福岡県朝倉市
両筑平野用水総合事業所
　　両筑平野用水総合事業所総務課
　　TEL　0946-25-0113

水の週間施設見学会
パネル展示、ダム堤体内案内、乗船体験

江川ダム
（両筑平野用水）

日　時
所在地
主　催
問い合わせ先

※要事前申込

※要事前申込

※要事前申込

※要事前申込
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⑴　ダムの定義
ダムのことを日本語で堰

え ん て い

堤と言いますが、今
日ではダムの方が一般的に使用されています。
水資源機構や国土交通省が管理するダムにおい
ても、ダムを施設の名称に冠することが一般的
です。本来ダムは外来語（英語）ですが、その
語源は古いオランダ語で堤防を指す単語と言わ
れています。オランダの首都・アムステルダム
という地名もダムに因んだもので、アムステル
川の堤防という意味のようです。

さて、広辞苑でダムを引くと、「水をためる
ために、河川・渓谷などを横切って築いた工作
物とその付帯構造物の総称」とあります。しか
し、法令上の定義はこれとはやや異なります。
河川法では「河川の流水を貯留し、又は取水す
るため･･･設置するダムで、基礎地盤から堤頂
までの高さが十五メートル以上のもの」と定義
されています。要するに、ダム本体の高さが
15メートル以上あるものを指しています。15
メートル未満のものは、法律上はダムの定義に
当てはまらないことから、「堰

せ き

」や「ため池」

などと呼んで区別をしています。

⑵　ダムの型式による分類
ダムには様々な型式があります。どのような

型式とするかは建設予定地の地形、地質構造、
地盤の固さ等を念入りに調査してわかった条件
に照らして、最適な型式が何であるか決められ
ることとなります。ダムの型式は大きく分けて
２つに分類することができ、「コンクリートダ
ム」と「フィルダム」があります。

ダム（浦山ダム） 堰（長良川河口堰）

（図）ダムの型式による分類

ダム
コンクリートダム

重力式ダム

アーチ式ダム

ゾーン型

均一型（アースダム）
フィルダム

堰、ため池

8•水とともに　水がささえる豊かな社会

「ダム」と聞いて何をイメージするでしょうか。巨大な構造物であり、膨大な量の水を貯
め込んだ湖を想像される方も多いのではないでしょうか。それはダムについての一端でし
かありません。ダムがどのようなもので、どのような役割を果たしているのか全３回にわ
たって特集します。初回は、ダムの型式や役割などのダムの基本について説明します。

あらためて知ってほしい
「ダム」のはたらき



①　コンクリートダム
コンクリートダムは、コンクリートを材料と

するダムです。貯水池の非常に強力な水圧をダ
ムが立地する基礎岩盤へと伝達することによっ
て水圧に耐える構造です。水圧を支える方法の
違いによって、コンクリートダムをさらに分類
できます。水圧をダム自体の重さで支えるもの
を「重力式」、左右や下の岩盤で支えるものを

「アーチ式」と呼びます。

②　フィルダム
フィルダムは、岩石や土を材料とするダムで

す。地盤の比較的弱い場所でも大きなダムが造
りやすいことが特徴です。材料の違いによって、
フィルダムをさらに分類することができます。
岩石・砂利・土を材料として、岩石でダムを安
定させ、土で水を止めるものを「ゾーン型」と
呼びます。また、土を材料にしてつくられるも
のを「均一型（又はアースダム）」と呼び、古
くからあるため池などが該当します。大規模な
ダムを造るには、均一型よりもゾーン型が向い
ています。

⑶　ダムの役割
ダムには、いろいろな役割（目的）があり、

大きく分類すると、次の６つの役割があります。

①　洪水調節
日本の河川は、諸外国と比較して、短く流れ

が急であるため、大雨が降ると、水は一気に下
流を目指して流れます。勢いが強く、大量の水
により田畑が浸水して農産物の被害が出たり、
家屋の水没、時に尊い人命が失われることもあ
ります。このため、ダムには、流入してきた大
量の水を一時的に貯めて、流入してきたよりも
少ない量の水を下流へと流すことで、下流の洪
水被害を軽減する役割があります。

②　流水の正常な機能の維持
本来河川が持っている舟運、漁業、観光、地

下水の維持、水環境の保全、既得用水の確保な
どの機能を年間を通じて保つため、川の水が少
ないときにダムに貯めた水を流す役割がありま
す。

③　農業（かんがい）用水
農産物を育てるために必要な水を貯め、川の

水が少ないときにダムに貯めた水から川へ補給
し、田畑へと安定供給する役割があります。

④　水道用水
水道に必要な水を貯め、川の水が少ないとき

にダムに貯めた水から川へ補給し、浄水場を経
由して飲み水、風呂、洗濯に使用する各家庭へ
と安定供給する役割があります。

洪水調節　Flood Control

流水の正常な機能の維持

　　　　　　　Ｎｏｒｍａｌ Function ｏｆ River Water

農業 （かんがい） 用水　Agricultural Water

水道用水　Water Supply

工業用水　Industrial Water

発 電　Power Generation

重力式（草木ダム） アーチ式（矢木沢ダム）

ゾーン型（徳山ダム） 均一型（豊川用水・初立池）

特集•9
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⑤　工業用水
工業用水道に必要な水を貯め、川の水が少な

いときにダムに貯めた水から川へ補給し、工場
などへ水を安定供給する役割があります。

⑥　発電 
発電のためにダムに貯留した水を下流へと放

流して、その水の勢いで発電機を回して電気を
つくります（水力発電）。水力発電は、水の重
力による位置エネルギーを取り出す作用である
ことから、化石燃料を一切使いません。このた
め、二酸化炭素を発生させず、自然に優しいク
リーンなエネルギーです。

ちなみに、英訳したそれぞれの頭文字を使っ
て、ダムの役割を次のように書き表すことがし
ばしばあります。ダムカードに書かれたアル
ファベットも同様の用例と言えます。

水資源機構は、１つのダムで複数の異なる役
割を担うダムを数多く建設し、管理していま
す。これらは複数の役割（目的）を持つという
意味で「多目的ダム」と呼ばれています。設備
を共用できることから、役割ごとにそれぞれの
ダムを建設するよりも経済的であるとされてい
ます。

⑷　ダムの設備
ダムには、洪水調節や利水補給などの役割を

的確に果たすために必要となる様々な設備が設
けられています。

①　放流設備
ダムには川の下流へと水を流すための「放流

設備」が設置されています。目的に応じて水を
流すための設備であり、ダムにとって最も根幹
的な設備の一つです。
利水放流設備（利水バルブ）

下流で必要な水を供給するために、ダムの
水を川に放流するための設備です。利水のた
めの放流だけでなく、ダムへの流入量が増え
始める洪水の初期段階に行う放流もこの設備
で行います。
常用洪水吐

洪水調節に用いる設備です。常用と非常用
の２種類の洪水吐を持つダムの場合には、通
常、常用洪水吐を使用します。
非常用洪水吐

ダムを計画した際に想定した以上の規模の
洪水となった場合には、ダムに洪水を貯める
ための容量がなくなってしまいます。この場
合にはダムに流れ込む水と同じ量の水を下流
へ流し、ダムそのものの安全を守るために使
われる設備です。

②　雨量、水位観測設備
降雨等の状況に応じた的確なダムの操作を行

うために、川の水位や降水量を観測するための
設備です。ダムの耳目となって、24時間休む

（例） 浦山ダム　ＦＮＷＰ

浦山ダムが、 洪水調節、 流

水の正常な機能の維持、 水道

用水及び発電という４つの役割

を担っているとわかります。

放流設備（草木ダムの例）

特集
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ことなく計測を行い、ダム管理所へと観測情報
を自動的に伝送しています。

③　放流警報設備、情報表示板
ダムから水を下流へと放流を開始する場合に

は、川の水位が急に上昇する恐れがあります。
この場合、川にいると非常に危険なことから、
釣り客など川を利用する人々に対して、放流に
ついて放送や文字情報で知らせる必要がありま
す。このため、「放流警報設備」や「ダム情報
表示板」をダム下流に設置しています。また、
赤色灯やスピーカーを搭載した「警報車両」に
よる巡視を合わせて実施しています。

④　その他の管理設備
他にも、完成後のダムを維持管理するうえで

必要となる様々な管理設備がありますが、その
一例をご紹介します。
船舶、係船設備

ダムでは、貯水池の巡視や水質調査を行う
ために船舶を使用します。普段は洪水等によ
り流されないように、係船設備に格納してお
きます。

網
あ ば

場、通船ゲート
ダムでは、貯水池内にゴミや流木が流れ込

んできて、施設管理の支障となることがあり
ます。このため、「網場」と呼ばれるネット
を湖面に設置して、取水口や洪水吐などの施
設に流入しないようにしています。管理のた
めに網場の内側も船舶が航行できるように、
網場と「通船ゲート」が一体として設置され
ています。 

網場

船舶

通船ゲート

係船設備

雨量観測所

情報表示板

河川水位観測局舎

放流警報設備

次号では、ダムの「洪水調節」に関するはたらきを詳しくお届けします。

特集•11
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色鮮やかな業務経験

寺崎の社会人としての原点は川上ダム建設所（三重
県）にある。ダム建設に伴って既存の道路を高所へと
付け替える工事の監督を主に担った。「初めて担当し
た道路が完成したときの喜びは今も忘れられません。」
と語るように、施設を完成させる喜びを覚えたのがこ
の現場だ。初めての異動先は利根川河口堰（千葉県・茨
城県）で、以後しばらくは管理業務の現場が続く。通算
10年にわたる管理業務を通じて、維持管理、防災、環境、
地元調整など多くの仕事を経験した。現場も、ダム、堰、
湖沼開発と様々であった。
しかし、平成22年４月長らく従事した管理の現場
から、大山ダム
建設事業（大分
県）の最盛期の
現場を担当する
こととなる。管
理業務と建設事
業では仕事とい
い、雰囲気とい

ささえる
Power力
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Profile
朝倉総合事業所　道路工事課

寺崎　智信　 Tomonobu Terasaki
平成 10 年４月、水資源開発公団（現水資源機構）に入社。ダム、堰、湖沼開発、

導水路の建設事業及び管理業務に携わる。平成 24 年 12 月より朝倉総合事業
所在勤。

福岡県朝倉市の山中―数多くの人々と大型の建設
機械が忙しなく行き交う現場があります。水資源機
構が新たに建設を進める小

こいしわらがわ
石原川ダム建設事業です。

この事業は、筑後川水系小石原川（既設の江川ダム
上流）に多目的ダムである小石原川ダムを建設する
とともに、同水系佐田川から小石原川（江川ダム貯
水池）までの導水施設を建設するものです。新たな
水道水源として、また流域を洪水から守るダムとし
て、地元などから大いに期待されています。この建
設プロジェクトに果敢に挑戦し続ける一人の技術者
に、今回はフォーカスします。

小石原川ダム（建設中）

（建
設
中）

導
水 施

設

「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。

～挑戦し続ける技術者魂～
己を磨く



い、環境がまったく異なる。当初は苦労も絶えなかっ
たのでは？「いろいろな現場を経験したいですし、業
務内容も新しいことに果敢に挑戦したいです。新しい
ことを覚えれば、技術力を向上させられるので。」と照
れくさそうにはにかんだ。

新規建設プロジェクトの魅力

大山ダム以降は現在に至るまで建設事業の現場が
続く。期間も管理業務とおよそ半々になった。ふと尋
ねたくなる。寺崎にとって建設事業と管理業務、どち
らの仕事が魅力的に映るのか？寺崎は迷わず答える。
「いろいろな建設事業に携わりたいです。」その理由は
何か？「プロジェクトのスケールの壮大さも魅力の一
つです。建設事業では多種多様なエンジニアたちと関
わることになります。いろいろと見聞きすることによ
り、管理業務では経験できないほど数多くの技術やノ
ウハウが得られるのが、建設事業に携わる醍醐味かも
しれません。また、管理しやすい設備をイメージして、
初めから造ることができることもですね。」実際に、現
在携わっている小石原川ダム建設事業では、放流バル
ブ周辺を設計する際に、ダムが管理に移行したときを

見据え、定期
的な点検や部
品交換が必要
となる場所へ
のアクセスが
しやすいよう
工夫をしてい
るという。

与えられた重大任務

寺崎は、小石原川ダム建設工事の前半における最大
の山場となる重要な工事を任された。それは転流工だ。
ダム本体を築造するには小石原川の流れが支障とな
るため、一時的に川の流れを迂回させる必要がある。
そのための水路トンネルの工事を監督するのが寺崎
の役目だ。トンネルは掘ってみないとわからない、不
確実な要素に満ちている。崩れやすい地山や湧水とい
う自然が相手の辛い闘いだ。「率直に言って危険を感
じることもありますし、安全を確保するために現場が
止まったこともあります。工事で起こる一つ一つの難
題について、皆で意見を交わしながら解決する過程に
面白みを感じるんです。」と寺崎は言う。
転流工の完成が遅れれば、ダムの本体工事には着手
できない。これには相当なプレッシャーを感じるはず
だ。たしかに万事うまく行く方が良いだろう。それで

も「何もないより何かあった方がやり甲斐を感じるし、
自信が付くん
です。」と言
う。積極的い
や向上心が強
いと言うべき
なのか、寺崎
の前向きな技
術者魂に目を
見張る。

技術者魂を次の世代へ

いよいよ小石原川はその流れを変え、現場に本体工
事の槌音が響こうとしている。若々しく見える寺崎で
あるが、入社して20年弱。今や機構の中堅を担う存在
だ。後輩職員に伝えたいことを尋ねると、「今後、新規
の建設プロジェクトに携わる機会は少ないかもしれ
ません。仮にそうであっても、後輩たちを現場にたく
さん連れて行ってやりたいです。実際に、見て、聴いて、
やってみて、初めて自らの技術力になると思っている
ので。」と、寺崎は答えた。
建設事業と管理業務の別に関係なく、様々な現場が
その技術力を必要としている。寺崎らが培った豊富な
技術やノウハウは、若い世代へと伝えられ、水資源機
構に熱い技術者魂を宿し続けるはずだ。

ささえる力　Power•13

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル や
サーフィンといった身体
を動かすことを好む寺崎。
２人目の子どもが６月に
生まれたばかりとあって
幸せ一杯だ。将来子ども
たちが大きくなったら、
一緒に身体を動かせたら
嬉しいと語る笑顔が印象
的であった。



小麦の生産と土作り

政府の平成 25 年産作物統計によると、福岡県は、
平成 25 年産小麦の収穫量が 50,200 トンと北海道に
次ぐ第２位であり、我が国における小麦の一大生産
地となっています。実際に現地を訪れた５月下旬に
は黄金色に穂を垂れた小麦が辺り一面に広がってい
ました。小麦と水利用の関係について尋ねると、「小
麦はあまり水を必要としません。むしろ、刈り入れ
直前には雨が降らないか、とても気を揉むほどで
す。」とのお答え。さらに、「小麦の収穫が終わると、
すぐに田植えの準備に取りかからなければなりませ
ん。」と続けるように、この辺りでは九州地方の温
暖な気候も手伝って小麦と米の二毛作が盛んに行わ
れています。

では、一体なぜ小麦と米という組み合わせなので
しょうか？「小麦と米は同じイネ科植物ですし、元
来相性が良いのです。窒素肥料を施した後に、麦わ
らをすきこんでやることによって、地

ちりょく

力を高める効
果があり、収量が増します。」と言うように、小麦
と米の二毛作は、先行する小麦の作付けにより良い
土壌が育まれ、後の稲作を手伝うという側面もある
ようです。

地元期待の新品種「ラー麦」

「ラー麦」という小麦をご存知でしょうか？福岡
県は、言わずと知れたとんこつラーメンの本場です
が、最も重要な食材の一つである麺は外国産小麦か
ら製造されるものが大半を占めています。このた
め、福岡県産の小麦を福岡県で食べてもらいたい、
とんこつラーメンによく合う「強いコシがあって伸
びにくい」新たな品種が欲しいという地元の期待が
ありました。これに応えて、福岡県が開発したのが
期待の新品種「ラー麦」です。平成 20 年秋頃から
一般栽培が始められ、福岡県による熱心なブランド

小麦畑が広がる両筑平野
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福岡県南部に広がる両
りょうちく

筑平野は、古くからかん
がい用水の不足に悩まされ、ため池や井戸にた
よった稲作が行われてきた地域です。加えて、福
岡県や佐賀県の水道用水の確保も長年の課題であ
りました。これらを解消するために建設されたの
が江川ダムと寺内ダムを水源とする「両筑平野用

水」です。今回は、両筑
平野用水が大地を潤す福
岡県筑

ち く ぜ ん

前町に、ラー麦生
産農家の池田篤視さんと
ＪＡ筑前あさくらの平山
純也さんを訪ねました。

福岡県

筑前町

★

～とんこつラーメンの本場～

  福岡の「ラー麦」



戦略もあり、生産量が年々増大しています。実際に、
「評判は上々で需要も伸びていることから、もっと
作るようハッパをかけられています。」とおっしゃっ
ていたほどです。「こげ茶色の外見をしているのが
ラー麦です。」との説明どおり、他の小麦とのコン
トラストがくっきりと出てどれがラー麦か一目瞭然
でした。

外見的な特徴のみならず育て方にも特徴がありま
す。「タンパク質が不足すると麺のコシが不足する
のです。栽培し始めた当初は品質が安定せず、ラー
メン店から怒られることもありました。」では、ど
うするのか？「この問題を解決するには、ラー麦の
中のタンパク質を増やす必要があります。ラー麦で
は、収穫期直前に硫安や尿素などの窒素を含む肥料
を２回ほど葉面散布しています。」

葉面散布は、植物が葉から無機成分を吸収するメ
カニズムを利用した肥料のやり方です。高額な農業
機械を必要としますが、稲作にも用いることができ
ます。ラー麦と米の二毛作はこうした設備の稼働率
を上げるという副次的な効果もあるとのこと。なる

ほど、ラー麦は、この地方の農業に合った特徴を持っ
ていたわけです。

「ラー麦」ブランドの向上に向けて

小麦の生産は、外国との競争・天候・営農規模と
いった様々な要因に左右され、最終製品（ラー麦の
場合は麺）に求められる品質を確保するために厳し
い環境に置かれていることを知りました。加えて、
農業を取り巻く環境が大きく変わりゆくことから、
地元ブランドの創出や地産地消へと傾斜するなど、
行政・農協・生産者が互いに創意工夫を凝らして営
農されている様子がよくわかる取材となりました。
特に印象に残ったのは、「他人の話、他の地域の話
を聴くのはとても重要なこと。自らの固定観念にと
らわれてしまうという弊害から免れるからです。」
という一言でした。関係者の絶ゆまぬ努力によって
育まれるラー麦が、やがてとんこつラーメンなどに
形を変えて、多くの人々の舌を楽しませ続けること
を願っています。

ラー麦を味わってみた
「実際のところ、ラー麦の実力はどうなのか？」取材

前に、ラー麦麺を使うとんこつラーメン店に立ち寄り
ました。いただくと、本場ならではのおいしい一杯だっ
たことは言うまでもありません。店主に伺ったところ、

「仕入れ値は少々高いのですが、お客さんに喜んで欲し
いのでこだわって使っています。最高の麺にふさわし
いとんこつスープを作るのが難しかったです。」とのこ
と。流れの先の彼方には、生産者の苦労を活かすラー
メン職人の存在がありました。

写真左のこげ茶色がラー麦です

ご協力いただいた池田さん（写真左）と平山さん

ラー麦使用店舗は
このロゴマークが
目印です

流れの先に•15



　熊本地震の影響

平成28年熊本地震による災害では、多くの尊
い人命が失われ、住宅や家財道具など人々の財産
が奪われることとなりました。水資源機構が管理
するダム、堰、水路では損傷を受けたものはあり
ませんでしたが、被災地では電気、ガス、水道な
どのライフラインに甚大な被害を生じました。発
災から３か月経過した今もなお不便を強いられて
いる地域もあります。政府の発表によると、水道
は一時最大で約44万戸が断水しました。各地で、
飲み水としての利用はもちろん、トイレ、風呂な
ど日常生活に欠かせない用水が不足する事態とな
り、市民生活に大きな影響を与えました。

　水資源機構の地震への対応

水資源機構では、４月18日に熊本地震にかか
る緊急災害対策支援本部を本社に設置し、同日保
有する可搬式浄水装置の配備拠点となっている
利根導水総合事業
所（埼玉県行田市）
から、同装置を被
災地へと出発させ
ました。

社内にこのよう
な体制をとって被

災地の支援活動に当たることとしたのは、日本水
道協協会からの支援要請を受けてのものです。支
援の内容は、被災地に職員を派遣して、可搬式浄
水装置による給水支援を行うこととされました。

　山都町での給水支援活動

日本水道協会九州
支部及び熊本県環境
生活部の要請を踏ま
えて、熊本県上

か み

益
ま し き

城
郡
ぐ ん

山
や ま と

都町が活動場所
に定められました。
山都町では、当時、
相次ぐ地震によって
水道原水である地下水が濁り、飲み水としては適
さない状態が続く地域がありました。

平成28年熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一
日も早い復興をお祈り申し上げます。

緊急災害対策支援本部

出発する派遣隊
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熊本県

山都町
●

「給水支援活動」を実施
〜平成28年熊本地震の被災地で〜



派遣隊は、21日に給水支援地である山都町の
上
か み か わ

川井
い の

野配水池に到着し、可搬式浄水装置の設置
作業に着手し、翌22日には可搬式浄水装置が問
題なく稼動しました。その後、山都町役場による
水質検査が行われて飲用に支障がないことが確認
されました。浄化した水は、飲料水としてはもと

より、自衛隊が実施する入浴支援の風呂用水とし
ても利用されました。24日夕刻には山都町の水
道原水が正常な状態となったことから、同日を
もって給水支援を終えました。今回の給水支援活
動においては、延べ90㎥の清浄な水をお届けす
ることができました。

派遣した「可搬式浄水装置」の概要

　処理方式　逆浸透膜方式

　処理水質　水道水質基準に適合

　処理能力　50㎥／日

水資源機構は、異常渇水時、地震・水害等の災害時においても「安全で良質な水」を利水者の皆
様へとお届けする責務があります。その責務を果たすため、原水を飲料水に浄水するための可搬式
浄水装置を保有しています。これまで、東日本大震災で被災した宮城県女川町や渇水に見舞われた
東京都小笠原村などで給水支援を行った実績があり、本年６月には東京都利島村へも派遣されてい
ます。

地震の影響で茶色く濁った原水

自衛隊車両に給水実施

浄水装置により清浄となった水

山都町長も視察されました
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武蔵水路改築事業は、水路改築技術の向上に顕
著な貢献をなすとともに、社会の発展に寄与する
インフラづくりを実践した大規模改築として評価
していただくこととなりました。この度、公益社
団法人土木学会より、この功績が表彰に値するも
のと認められ、「土木学会技術賞（Ⅱグループ）」
を受賞いたしました。

水資源機構は、今回の受賞という栄誉を励みに、
これまで以上に社会経済及び地域の皆様のお役に
立てるように、生まれ変わった武蔵水路を適切に
管理するよう努めてまいります。

政府が発表した平成25年度県民経済計算によ
ると、東京都の域内総生産は、名目で9,291億ド
ルにのぼり、2013年におけるインドネシアの国
内総生産（GDP）を凌ぐほどの巨大な経済規模を
誇っています。その世界有数の巨大都市の水需要
を支える重要なインフラが「武蔵水路」です。

武蔵水路は、利根川上流ダム群で開発した水を
荒川を通じ首都圏へ導水するために昭和42年に
完成した延長約14.5kmの水路で、現在も首都圏
の水道用水の約３分の１を供給しています。しか
し、建設からおよそ半世紀が経過し、武蔵水路周
辺の地盤沈下や構造物自体の老朽化により、通水
能力が約３割低下していました。さらに、建設当
時の想定を超えて、現在から将来にわたり考えら
れる最大級の地震動に対する耐震性能の不足、周
辺地域の都市化による浸水被害発生リスクの増加
といった深刻な課題が顕在化していました。

このため、武蔵水路の全面改築を行って通水機
能を回復させるとともに、施設の長寿命化及び耐
震化と内水排除機能の強化を目的として、武蔵水
路改築事業が計画されました。平成22年８月か
ら約６年に及ぶ改築工事の実施に当たっては、首
都圏を支える命の水を供給する大動脈を１日たり

受賞した表彰状と盾を披露する自閑理事（写真右）と高橋元武蔵水路改築建設所長 武蔵水路位置図

18•水とともに　水がささえる豊かな社会

土木学会技術賞（Ⅱグループ）受賞

「生まれ変わる武蔵水路」
〜首都圏の「水の大動脈」の機能を発揮しつつ、

施設の長寿命化を実現した改築工事〜



とも止めることができませんでした。このため、
他には例を見ない、約20㎥/sの都市用水の供給
を継続しながら、各種ライフラインに支障を生じ
ないように施工するといった制約や困難を克服し
て工事が進められました。

改築前の武蔵水路は無筋コンクリートで覆われ
た台形断面の水路でしたが、改築事業完成後は、
水路に中壁を有する鉄筋コンクリート造の二連水
路へと生まれ変わりました。水路の二連化によ
り、水路内の施設の点検や補修をする場合であっ

ても片方で通水を続けられるようになりました。
また、新たに水門１箇所、放流口２箇所を新設

するとともに、既存の排水機場を増強したことに
より、地域の治水安全度の向上に寄与することが
期待されています。改築された武蔵水路は、流況
に応じて、「都市用水の導水（利水）」から「水路
周辺から取り込んだ洪水の下流への排水（治水）」
へと役割を迅速に切り替えられる多目的な水路に
生まれ変わったことから、より一層のインフラの
ストック効果が発現することとなります。

「土木学会賞」とは
土木学会賞は、土木学会が行う表彰制度であり、大正９年に土木賞として創設されて以来、一

時期の中断を除いて長い伝統と権威を有します。賞は、全部で10種類の賞から構成されていて、
水資源機構が受賞した「技術賞（Ⅱグループ）」は、「土木技術の発展に顕著な貢献をなし、社会
の発展に寄与したと認められる画期的なプロジェクト」を表彰するものです。水資源機構では、
過去に、奈良俣ダム、琵琶湖開発事業、味噌川ダム、徳山ダム及び滝沢ダムが同賞を受賞してい
ます。

片側通水しながら工事を進める武蔵水路
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東京都水の科学館とは

東京都水の科学館は、見本市などの会場として知
られる東京ビッグサイトに程近い東京臨海副都心に
あります。東京の近代水道 100 周年を記念して平成
９年に開館し、その後平成 22 年には循環する水を
コンセプトにそれまでの展示を一新する大規模なリ
ニューアルが行なわれました。映像展示や体験型展
示などが直感的に理解できるので、東京近郊のみな
らず、修学旅行生や外国人旅行者も多数来館されて
います。

迫力ある展示揃いのミュージアム

東京都の水道は、水資源機構が管理する武蔵水路
を通じて利根川の水が大量に供給されています。そ
うしたこともあり、今回は東京都水の科学館を訪れ
ました。「安全でおいしい東京都の水道水を知って
いただくため、東京都水道局がこの科学館を設置し
ています。」と語るのは、ご案内いただいた運営ス
タッフの武者さん。おいしい水が家庭へと届けられ
るまでの様々な過程が誰にでもわかりやすく展示さ
れています。

たくさんの展示の中からいくつかをご紹介します。
「アクア・トリップ　水のたびシアター」

正面、左右、天井と全部で４面ある大きなスクリー
ンに織り成される大迫力の映像展示です。森に降り
注いだ雨が、川、ダム、浄水場を経て、水道水とし
て家庭へと届けられるまでを短編映像に描いていま

す。「没入感を味わっていただきたい。」と話される
ように、スクリーンの中へと迷い込んだような不思
議な感覚にとらわれます。

「アクア・ラボラトリー　ふしぎ体験！水の実験室」
様々な水の性質を実験を通じて学べる体験型展示

です。特に見ごたえがあるのは、真空状態で水がど
のように変化するかという実験で、目の前で実演し
ていただけます。科学館の自慢の展示です。水が一
体どうなるのか、訪れて確認してみてはいかがです
か？

20•水とともに　水がささえる豊かな社会
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「アクア・ツアー」
科学館は、東京都水道局の有明給水所と一体的に

建設されています。地下には２万立方メートルの水
を湛える配水池があり、真横に設置された３台のポ
ンプを交互に操作して東京臨海副都心の全区画に上
水道を供給しています。ツアーでは、実際に稼動す
るポンプ設備を見学できます。映像による演出が随
所に凝らされており、ポンプ室中央にあるスクリー
ンに解説が上映されます。見どころは、これと連動
して、最新の映像技術であるプロジェクション・マッ
ピングによりポンプの中の様子が見られるところで
す。

東京都水道局の想い

どれも凝った展示揃いですが、「水のふるさとで
ある豊かな森は、東京都水道局がぜひやりたいと考
えていた展示です。」とおっしゃるのは少し意外に
思いました。他と比べると控えめにも見える展示で
あったからです。しかしながら、落ち葉が堆肥となっ
て土壌が成熟し、そこに様々な生き物たちがいきい
きと暮らす姿が描かれている様子を見るうちに、理
想の森の姿を感じました。
「水道局は、市民の方と一緒に水源地域で植林を

行っているのですよ。」という言葉から、理想の森
づくりに真剣に取り組み、おいしい水を届け続けた

いという東京都水道局の熱い想いが伝わってきまし
た。

これから夏休みシーズンとなります。ご家族はも
ちろん、お一人で行かれてもとても楽しいミュージ
アムですから、この機会に訪れてはいかがでしょう
か。きっと循環している水の旅を感じることができ
ると思います。

東京臨海副都心地区

「東京都水の科学館」の基本情報
所 在 地　東京都江東区有明３－１－８
開館時間　9 : 30～17 : 00（入館は16 : 30まで）
休 館 日　月曜（休日の場合はその翌日）及び
　　　　　12/28～1/4
入 館 料　無料
電　　話　０３－３５２８－２３６６
最 寄 駅　りんかい線東京テレポート駅、国際展
　　　　　示場駅、ゆりかもめ国際展示場正門駅

東京都水の科学館では、小学生以下を対象に、夏のイベントが次のとおり予定されています。
○水の縁日
射的に輪投げ、スーパーボールすくいといった楽しい縁日が行われます。
各日の定員が 200名で、9：30より整理券が配られます。
日時：8月 2日（火）～5日（金）及び
　　　8月 16日（火）～19日（金）の12～ 16時
　この他にも「自由研究応援教室」や「ジャグリングショー」などといっ
たイベントが盛り沢山です。詳しくは東京都水の科学館のホームペー
ジをご覧ください。

　　　　　　　　http://www.mizunokagaku.jp

森の生き物の様子が伝わってきます

東京都水道局キャラクターの水滴くんと水玉ちゃん
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水不足の利島に給水支援を実施
静岡県下田市の東方沖およそ40キロメー
トルに位置する伊豆諸島の東京都利

と し ま

島村で
は、少雨と水道設備の故障による影響で水道
水源が枯渇するおそれがありました。
水資源機構は、同村の依頼を受けて、保有
する可搬式浄水装置（17頁を参照）を派遣し、
６月８日から10日までの３日間、村職員に
対し、装置の運転に関する技術指導を行いま
した。浄水装置は技術指導を受けてノウハウ
を得た村職員の手に引き継がれ、稼動しまし
た。

地域防災連携窓口を設置
６月１日、全国にある水資源
機構の事務所44箇所に「地域
防災連携窓口」を設置しました。
この窓口の設置により、各
地の市町村等との間で、相互
の防災訓練等への職員の参加
や、機構が所有するポンプ車、
可搬式浄水装置、備蓄資機材
等に関する情報提供等を進め、
防災業務に係る連携強化に努
めます。

渇水に見舞われる利根川水系
　　　　　　　～節水にご協力を～
利根川水系では、今冬の少雪に加え、５月が
少雨傾向であったことから、渇水となっていま
す。河川の流量が減少したことに対応してダム
から河川へと水の補給を増やした結果、上流ダ
ム群の貯水量が例年になく少なくなっています。
このため、６月７日に関東管内渇水対策本部を、
６月14日に本社渇水対策本部を、関係する現場
事務所に現地渇水対策本部を設置しました。利
根川においては６月16日（草木ダムのある渡良
瀬川は６月11日）から取水制限を開始しました。

利根川水系

水位が低下して地肌が露わになった矢木沢ダム
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●中部支社（愛知県）

三重大学と連携・協力の協定を締結
中部支社は、５月30日、三重大学大学院生
物資源学研究科との間で連携・協力体制を強
化するための包括的な協定を締結しました。
学術機関と連携・協力を行う協定を結ぶこと
は水資源機構で初めてとなります。この協定
により、水資源管理に関する技術の発展や技
術者の人材育成を
図るとともに、様々
な取組みを通じて、
地域防災などによ
り一層の貢献を果
たしてまいります。

●比奈知ダム管理所（三重県）

ダムで婚活ツアー開催
４月30日、近畿日本鉄道が主催する婚活ツアーが開催されました。爽やか
に晴れた空のもと、男女50名が良縁を求めて比奈知ダムを訪れました。
参加者は、ダムの概要説明を受けた後に施設見学へと出発しました。非常用
洪水吐、利水放流設備や発電設備などをご覧いただいたところ、一様にダムの
大きさについて驚かれた様子でした。
見学順路は、ダム監査廊の階段などアップダウンの多いコースでしたが、「毎
日、階段を上って３階の職場へ行っているのでこれぐらいは平気ですよ！」と
男性を追い抜く女性の姿もあるなど、皆さん楽しく過ごしていただけました。
また、ツアーを通じてダムの役割に対する理解も深めていただいたと思います。
気になる婚活の結果ですが、めでたく９組のカップルが成立したとのことで
す。比奈知ダムをきっかけに出来たご縁を順調に育まれることを願っています。

●朝倉総合事業所（福岡県朝倉市）

ミャンマーの研修生が現場見学
６月29日、福岡市水道局に研修で来られたミャンマーからの研修生２名が、小石原
川ダムの工事現場を見学されました。福岡市水道局では海外からの研修生を毎年受け
入れていて、小石原川ダムの見学もその一環であり、３年連続でお越しいただきました。
見学当日はあいにくの雨となり、蒸し暑さもあって汗ばむほどでしたが、職員は技
術的なニュアンスも含めて熱心に説明をしました。これに対し、研修生の方々は積極的にいくつもの質問をされて
いました。海外の方々に説明する貴重な機会を得て、職員の説明力の向上に繋がるよい経験となりました。

●木曽川用水総合管理所（愛知県）

サツキマス郷土料理体験学習会を開催
５月30日、愛知県稲沢市立長岡小
学校６年生の皆さん24名が、地元を
流れる木曽川でとれたサツキマスを郷
土料理である炊き込みご飯などにして
おいしく学びました。児童たちは、昨
年12月に木曽川大堰から稚魚を放流
しており、大きく成長して戻ってきた
サツキマスの姿を通じて木曽川への理
解を深めました。
この催しは、水資源機構が愛知県や
地元漁協などと共同で毎年実施してい
るものです。

淀川水系

筑後川水系

木曽川水系
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●香川用水管理所（香川県）

水の恵み・水源地域に感謝して　「水
み な く ち

口祭」開催
６月11日、東西分水工を取り巻く香川用水記念公園（三

み と よ

豊市）で、「水口祭」が開催されました。この催しは、香
川用水土地改良区が開催したもので、配水の安全と豊潤を祈願するとともに、水の恵みと水源地域に対する感謝の気
持ちを表すために毎年行われています。
「水口」とは、田に水を引き入れる入口をいいます。讃岐地方では、昔から苗代田
の水口に水への祈りと感謝を捧げる風習があります。香川用水は、早明浦ダムを水源
に池田ダム地点で取水し、阿

あ

讃
さん

トンネルを経由して香川県へと供給されています。行
事が行われた場所は、香川用水が香川県に初めて姿を見せる阿讃トンネルの出口に当
たり、これを香川用水の水口に見立てて行われているものです。
農家や一般見学者が見守る中、浜田香川県知事や組橋香川用水土地改良区
理事長らが用水にお神酒を注ぐと、３本の水柱が勢いよく噴き上がり、周囲
から歓声が沸きあがりました（表紙写真）。会場では、地元の財

さい

田
た

鍬
くわおどり

踊、長
なが

野
の

獅
し し

子、大
おお

野
の

原
はら

靇
りゅうおう

王太鼓が披露された他、名物の讃岐うどんが振舞われまし
た。

●旧吉野川河口堰管理所（徳島県）

アドプト・プログラムによる
河川清掃を実施

６月１日、アドプト・プログラムに基づいて、
今年度初めてとなる河川清掃を行いました。
アドプト・プログラムとは、地元企業や住民
が、道路や河川などの公共物を自らの養子とみな
して、定期的な清掃活動を行うボランティア制度
です。同管理所では平成14年度から参加してい
ます。
当日は、空き缶やペッ
トボトルなどの生活ゴミ
がたくさん集まりまし
た。今後も周辺の環境美
化に努めてまいります。

ツイッターでの情報発信を強化
平成24年３月16日に水資源機構の公式ツイッターを開設してから約４年３か月。

６月14日にフォロワー数が２千名を突破しました。長年にわたる皆様のご支援に感謝致します。
また、６月、沼田総合管理所（矢木沢ダム、奈良俣ダム）が新たにツイッターを開設しました。
矢木沢ダムを泳ぐ熊をつぶやいたところ、職員へのインタビューとともにwebニュースやテレ
ビ放送で取り上げられるなど開始早々大きな反響を呼びました。
水資源機構では、ツイッターやフェイスブックなどＳＮＳを通じた情報発信にも力を入れて

まいりますので、フォローをお願いします。
本社　https://twitter.com/jwa_pr　　　沼田総合管理所　https://twitter.com/jwa_numasou
※この他、下久保ダム管理所、荒川ダム総合管理所、長良川河口堰管理所もTwitterをしています。

公式ホームページが開設20周年
水資源機構公式ホームページは、前身の水資源開発公団に
より平成８月７月１日に開設されました。当初のコンテンツ
は、トピックス、公団情報及び事業概要の３つと、シンプル
な構成でありました。また、現在のように、water.go.jpド
メインの運用も開始されていませんでした。その後のイン
ターネットの普及・発展に伴い、コンテンツも次第に増加し
て現在に至りますが、７月
１日には開設20周年を迎
えました。今後も、水資源
機構のインターネットに
よる情報発信の中核とし
て、公式ホームページのさ
らなる充実に努めてまい
ります。

吉野川水系

開設初期のトップページです
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水資源機構の経験を途上国の発展へ
～吉野川流域で総合水資源管理研修～

国際協力機構（JICA）と水資源機構は、５月
12日から６月３日までの３週間にわたり、総
合水資源管理（IWRM）研修を協力して実施し
ました。この研修は、10年以上にわたり継続
して実施しているものであり、今回は研修期間
のうち１週間をかけて吉野川流域を訪問しまし
た。

研修の目的は、途上国における水管理を改善
する能力の強化を図ることです。吉野川流域で
は、水資源機構の管理する施設のみならず、国
土交通省、香川県、西条市、（公財）香川用水
記念公園、四国電力（株） 等のご協力のもと、
講義や現場訪問を行い、水管理の実務を紹介し
ました。 

アフリカ、中央アジア等から来た14名の参

加者は、研修で学んだことを自国の水管理の実
務に役立てるため、熱心に質問をしては回答に
うなずく姿が連日見られました。参加者から
は、「今ある吉野川の水管理は長い時間をかけ
て人々が努力してきた成果である」、「みんなが
満足する計画を作る難しさ、話し合いの大切
さ、日々の流量調整の大変さを知ることができ
た」といった感想が聞かれました。 

吉野川流域の水管理の経験・技術などが、こ
の研修を通じて各国で役立てられ、経済発展の
一助となることを願っています。

吉野川本部にて、吉野川流域開発の歴史と特徴を学ぶ

早明浦ダムにて、堤体の管理方法を学ぶ

新宮ダムにて、貯水池管理の課題と対策を学ぶ

研修中に、地元マスメディアからインタビューを
受けるマラウイからの参加者

香川用水の日々の管理の仕組みを学ぶ

水機構ニュース•25
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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

中央審査会特別賞（優秀賞）

徳島県　阿南市立那賀川中学校　三年　　廣瀨　萌瑚

　　  私たちの水資源

「ここら辺は夜になるとタヌキも出るな。」と笑う
父。弟のバイクレースの観戦に行った日曜日のことだ。
レース場は人家から遠く離れた森の中にあった。

仮設トイレの前には水の入った二リットルのペット
ボトルが三本。初めは不思議に思ったが、「最小限度
の水で処理をしましょう。」の張り紙で汚物の処理の
ためだと分かった。「自然の中で活動するには、自分
勝手ではいけないよ。」父の言葉にうなずきながら、
動物たちの庭を少し貸してもらっているようで、どこ
からかタヌキの声が聞こえた気がした。
「この水は井戸水です。飲めますが、生水は飲まな

いで下さい。」テント横の蛇口の前に大きく書かれた
文字。考えてみると、井戸水も上水道も飲める国「日
本」。当たり前のことのようだが、これは世界全体で
考えて本当に当たり前なのだろうか。山道を帰りなが
らどんどん疑問が大きくなってきた。
「日本のように上水道を飲むことができる国はどれ

だけありますか。」突然の私の電話に厚生労働省の係
の方はわざわざ「国連の資料」を調べていただき、後
日丁寧に回答してくださった。平成十六年度の資料で
は、わずか十三カ国だという答えに大変驚いた。

日本の上水道普及率は平成二十五年の厚生労働省
の調査によると九十七、七パーセント。私の住む阿南
市は一級河川「那賀川」の下流に位置し、豊富な水に
恵まれた地域だ。調べてみると阿南市の取水・配水施
設は十八カ所ある、そのほとんどが那賀川水系からの
地下水を利用している。なんだかうれしくなった。都
会でよく見かけるように、多くの水道水が浄水場を通
り家庭へ送られているのに対して、「私たちの水」は
特別な浄水処理をしなくても安全で安心な「飲める水」
を確保できているということだと思ったからだ。それ
は、言葉を換えれば「那賀川」の水質の安全性を示
していると言えるのではないか。安全な水を守るため、
阿南市でも那賀川流域の水質汚濁を防ぎ、水源の保

護を図る目的で平成七年に阿南市水道水源保護条例
を制定し、市内の六十三パーセントを指定地域として
いる。

しかし、水資源を利用しているのは私たちだ。大人
の世界に全てを任せるのは無責任だと思う。この恵ま
れた水環境の中で私たちができる、より地球に負担を
かけない水の使い方について私なりに考えてみた。

まず、私の提案で我が家の水道年間使用量を五年
間拾い出してみた。すると家族の予想に反して夏場よ
りも冬場のほうが多いことが分かった。家族で考え、
入浴が主な原因で、夏場は家族それぞれがシャワーで
済ませるのに対し、冬場は浴槽にお湯を張ることで使
用量が増えたのだと分析した。確かに、一般的に家庭
用水で一番多く使われるのは風呂の水だといわれてい
る。我が家では浴槽に油性マジックで今までよりも二
センチ低い場所に線を引くことにし、シャワーのノズ
ルも節水ノズルに変え、「出しっぱなし禁止」という
家庭ルールも作った。これはもちろん一例だが生活が
多様化している現在、節水に対するそれぞれの家庭の
スタイルにあった節水方を探すことが今求められてい
るように感じる。

一杯の味噌汁を魚が住める水にするには風呂桶五
杯分もの水が必要となると言われている。限りある自
然の中に住む私たちの役割は地球に負担をかけずにき
れいな状態で水を戻す方法を考え、実践することだと
思う。

水は生命を育み、豊かで衛生的な暮らしを支えてい
る。台所や風呂の排水、水洗トイレの溜まった水は、
害虫や臭いにフタをしてくれている。公園の噴水、テー
マパークの水を使った演出は感動と癒やしの空間を創
り、私たちにかけがえのない時間を与えてくれる。

こんな大切な水を守るため、私たち自身が身近なと
ころから地球の負担を減らす努力をしていく必要があ
る。今、強く思っている。
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守るべき日本固有の種

オオサンショウウオは、日本固有の種で、世界
最大級の両生類です。その形態は約三千万年前か
らほとんど変わっていないことから「生きた化石」
とも呼ばれており、「国の特別天然記念物」に指定
されています。淀川水系の木津川上流域にも生息
が確認されていますが、国内の一部の地域では中
国のオオサンショウウオが持ち込まれたことから日
本のオオサンショウウオと交雑してしまい、日本固
有の種が減少しています。このような地域では、Ｄ
ＮＡ判定により交雑種として判定されたオオサン
ショウウオを川に戻さずに保護し、日本固有の種を
守るための取り組みが行われています。なお、川
上ダム（三重県伊賀市）が建設される川ではこれ
まで日本固有の種しか確認されていません。

川上ダムにおける保全対策

オオサンショウウオの生態には不明な点が多い
ため、川上ダム建設所では、有識者の指導や助言
をいただきながら、調査や研究、保全対策の検討
を行ってきました。オオサンショウウオは、「国の
特別天然記念物」に指定されていることから、採
捕等には文化庁の許可を得ています。

これまでに実施している主な保全対策としては、
ダム本体や貯水池となる場所に生息しているオオ
サンショウウオの移転や、移転先・ダム下流の生
息環境の改善があります。具体的な生息環境の改

善として、遡
そじょう

上路と人工巣穴の設置があります。
遡上路とは、繁殖期に上流へ向かって移動する習
性を助けるために、河川を横断している人工構造
物をオオサンショウウオが越えやすくするように設
置した施設のことです。設置した遡上路や人工巣
穴をオオサンショウウオが利用したことも確認して
います。

このほかに、「水の調査隊」と称して地域の小学
校でオオサンショウウオに関する出前講座を行った
り、関係機関への事業説明会でオオサンショウウ
オの保全対策を報告するなど、地域の方々ととも
にオオサンショウウオの保全ができるように取り組
みを行っています。

もしも見つけたら

もしもオオサンショウウオを見つけたら、見つけ
た場所の市町村又は県の教育委員会への連絡をお
願いします。国の特別天然記念物であるオオサン
ショウウオに無許可で触れることは法令で禁止され
ています。また、オオサンショウウオは細かく固い
歯を持っていて、噛まれたら大ケガをする恐れが
あります。このため、オオサンショウウオが棲んで
いる河川では石の隙間などにむやみに手を入れな
いように気をつけましょう。

オオサンショウウオに見入る子どもたち

遡上路（左）と人工巣穴（右）を設置しています

清水善吉氏提供

環あらうんど•27
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