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平成28年度の「苗木のホームステイ活動」のま

とめともいえる植栽活動を無事に終えることができ

た。植栽したのは徳山ダム（岐阜県揖
い

斐
び

川
がわ

町）のほ

ぼ真ん中に位置する通称“コア山”である。ダム本

体内部の“コア”と呼ばれる構造体の主材料となる

土を採取した場所である。自然環境に大きな負荷を

かけないよう最大限の努力が払われてきた徳山ダ

ム。周辺の森や谷は自然のままに守られ、ダム全体

がその中に美しく溶け込んでいる。ただ、この“コ

ア山”だけが、唯一赤い山肌がむき出しの荒れた姿

となってしまった。

このコア山に木を植え、生き生きとした森を再生

しようという願いで始まったのが､この活動である。

業者による委託事業で済ませることもできるが、流

域の多くの人々が関われるような取組みとなれば森

の再生活動の持つ魅力がさらに広がる。この活動は、

特に小中学校の児童・生徒を対象とした取組みで、

平成21年度から実施してきた。

揖斐川源流域に育つブナ、ミズナラ等の落葉広葉

樹の実から育てた苗木を４月に各学校へ届けること

から、活動はスタートする。多くの写真や資料を使っ

て行う事前学習では、子ども達の目が輝き、“頑張る

ぞ”という雰囲気がぐんぐん伝わってくる。支援する

私たちも“頑張って”という思いが自然に湧いてくる

ようでうれしい。植栽するまでの約半年間、子ども

達は肥料を与えたり、水やりや除草をしたりしながら

苗木を大きく育ててくれる。苗木との一対一の関わ

りは、子ども達にとって生
い の ち

命を感じる大切な場となる。

植栽当日、大型船でコア山へ渡り、個々につるは

しやスコップで植え穴を掘り自分が育ててきた苗木

を丁寧に植え付けてくれた。培養土や木材チップを

混ぜ込んだり、カモシカ等の食害を防ぐための防護

ネットを設置したり、慣れない仕事に四苦八苦しな

がらも、その姿は真剣そのものである。植え付けた

後、苗木を手で押さえながら「枯れないで！」「30

年後に見に来るぞ！」・・・と、声をかけている姿

を見ると、この活動の持つ大きな力を感じる。自分

で育ててきた苗木を植えた喜びとともに、過酷な環

境の中で生きていく苗木への様々な思いが子ども達

の中に巡っている。どの苗木も元気に根付いて欲し

いと心から願う。

デジタル全盛の現代、スマートフォンの画面に一

喜一憂し、すぐに結果を求めようとする人間が増え

ている。長い目で先を見つめ、粘り強い積み重ねが

確かな成果につながっていくという、そんな気の長

い活動に出会うこともおもしろいものである。

自分で穴を掘り、育ててきた苗木を丁寧に植え付けていく 苗木の周りに杭を打ち込み、食害防護ネットを張る

すい滴•3

生
い の ち

命の水と森の活動センター協議会　センター長　　　岩崎　政彦

「苗木のホームステイ活動」
に思う
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１　事業の目的

⑴　洪水調節（洪水時防災操作）
平成22年及び平成24年（九州北部豪雨）では、

下流河川の堤防の一部が崩れ破堤する恐れが生
じました。加えて、頻発する局地的な大雨（ゲリ
ラ豪雨）に対して、住民が安心して暮らせる対策
の一環として、ダムによる洪水調節を行います。
⑵　流水の正常な機能の維持

現在の小石原川や佐田川は渇水時に河川の水
が極端に少なくなり、干上がってしまう「瀬切れ」
が発生することがあります。加えて、近年の少雨
傾向から筑後川水系では、平成に入ってからも２

年に１回は取水制限を実施するなど慢性的に水不
足となっています。

小石原川ダムによって、既得水利の取水や河川
環境の保全といった河川の流水が本来有する機能
の維持と増進を図ります。 また、別途、筑後川水
系の異常渇水時の緊急水の補給を行います。
⑶　都市用水

福岡県南地域では安定した水道用水の供給が
求められているため、小石原川ダムでは、福岡県
南広域水道企業団及びうきは市に対し、水道用
水として 新たに56,160ｍ3/日（0.65ｍ3/s）の取
水を可能とする水源を確保します。

小石原川ダム完成予想図
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小石原川ダム事業の概要
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ダム・貯水池
型式 ロックフィル
堤高／堤頂長 139m／553m
総貯水量 40,000千㎥
有効貯水量 39,100千㎥
洪水調節容量 4,100千㎥
導水路
延長 5km

小石原川ダム建設事業の今
～ダム本体建設工事　基礎掘削を開始～

朝倉総合事業所

小
こ

石
いし

原
わら

川
がわ

ダム建設事業は洪水調節、流水の正常な機能の維持、新規利水の開発を目的として、筑
後川水系小石原川に多目的ダムである小石原川ダムを建設するとともに、隣接する佐田川から下流
にある既設の江川ダム貯水池に向けて、延長約５km の導水施設を築造するものです。今回は、ダ
ム建設事業として最盛期を迎えつつある小石原川ダム建設事業の主な取組みをご紹介します。
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２　ダム本体建設工事

平成28年４月、小石原川ダム本体建設工事
に着手しました。準備工事を経て、７月に本体
基礎掘削を本体左岸側から開始し、ダム本体建
設工事が本格化したところです。９月からは本
体右岸側の基礎掘削も開始され、刻一刻と現場
が様変わりしている状況にあります。

３　導水施設工事

平成27年７月に、導水施設工事に着手しま

した。この工事はトンネルの入口と出口の両
側から進める計画となっています。まずは出
口となる放流口側（江川ダム貯水池内）にお
いて、平成28年９月にシールド工法開始に伴
う発進式を行い、本格的なトンネル掘削工事
を開始しました。１日最長15mの速度により
放流口側から約４km区間の掘削を進める予定
です。また、来年度は、トンネルの入口とな
る佐田川木和田地区の取水口側から、地下水
位低下に配慮し、水密構造とする残り約１km
区間の掘削を開始する予定です。

①左岸基礎掘削（遠景）　②江川ダム貯水池上の鋼製構台と坑口にセットしたシールドマシン
③左岸天端から見た堤体基礎掘削　④シールドマシン　⑤受け台にセット、掘削開始
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小石原川ダム建設事業の今



４　新技術の活用

小石原川ダム建設事業では、水資源機構とし
て初めてとなる本格的な情報化（ICT）施工に
取り組んでいます。近年著しい情報通信技術の
進展を背景として、生産性の向上と効率化・省
力化とともに品質の確保・評価が期待できます。
以下に具体的な取組みを紹介します。

①マシンガイダンス
GPSや３次元CADなどを建設機械に搭載する

ことにより、施工機械の位置情報・施工情報設
計との差異に関する情報を計測し、車載モニター
を通じて施工機械を操作するオペレータに提供
することにより、操作を適切にサポートします。
こうした取組みにより、熟練したオペレータと同
様の操作を可能とするとともに、現地での位置
出し等の確認測量を省略できることから、施工
の効率化を図ることができます。

②UAV（ドローン）の活用
安全かつ迅速な測量を実施するため、UAVを
使用した写真３次元計測を行っています。図の
ように、UAVによる測量成果を元に地形図（３
次元CAD）を作成し、掘削計画と重ね合わせる
など、施工管理や出来高確認に活用しています。

③３次元CIM（施工CIM、管理CIM）
地形、地質、ダム・付属設備などの各種デー

タを３次元化し、それぞれの情報を３次元CADモ
デルとリンクするシステムを構築しました。この
システムは設計から施工、さらには管理に至る諸
情報を取り込むことを目的としており建設段階に
おいては出来形管理、施工管理並びに品質管理
等の情報管理を行うことにより生産性の向上と品
質の確保を図っています（施工CIM）。
また、建設段階からあらかじめ管理段階への移
行を見据えて、円滑にデータを引き継ぐことはも
ちろん、管理段階において施設等の維持管理の
省力化、効率化、操作運用・状態監視の高度化
が実現することを目指しています（管理CIM）。

GPSを搭載したバックホウ（車体後部の２本のポール状のものがGPS）

マシンガイダンス施工の様子（バケットの位置が右のモニターに表示される） 堤体断面図　
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５　環境保全

小石原川ダム建設事業は環境影響評価法に基
づく手続きを完了したダムであり、環境影響評価
書に基づき事業に伴う環境への影響を回避・低
減するために、ダム工事期間中についても専門
家の指導・助言を得ながら、環境影響評価を継
続して実施し、保全対象種である貴重な動植物
の生息・生育環境を守る保全対策をおこなうな
ど、事業者として環境保全の最善化に努めながら、
事業を進めています。

例えば、先に述べた情報化施工の一環である
UAVを用いた施工管理に取り組みつつも、猛禽
類の行動圏を含む範囲の施工については、これら
飛行する機器類が猛禽類へ与える影響について、
専門家からなる委員会等の指導を得て様々な方
策を立案しながら、情報化施工と環境保全とのバ
ランスを取った事業を進めているところです。

６　現場見学会

小石原川ダムでは、現在ダム建設によって将
来ダム湖となる道路の付替工事をダム本体工事
と並行して進めているため、ダム工事現場内へ
の立ち入りを制限していますので、一般の方々が
直接ダム建設状況を目に触れられる機会がありま
せん。そのため、地域としても一大事業であるダ
ム建設事業に対するご理解を近隣住民等一般の
方々にも深めていただくことを目的に、現場見学

会を本年７月９日に開催しました。以降、毎月第
２土曜日に現場を見学できる「小石原川ダム工事
現場見学バスツアー」を開催しています。土曜日
に見学ツアーを行うことにより、実際に普段見る
ことのない大型建設機械が大量に動いている迫
力ある現場をご覧いただいています。
「水の週間」の最終日となる８月７日には、昨

年に引き続き夏休み期間中の特別イベントとし
て、「小石原川ダム現場見学会」を開催しました。
工事に使用されている大型油圧ショベル（バック
ホウ）や最大積載容量40トンのダンプトラック等
の展示や乗車体験、導水施設工事に使用される
掘削シールドマシンを間近に見て、触れていただ
きました。

７　おわりに

小石原川ダム建設事業は、治水・利水の両面
から地域の方々が安全に安心して暮らしていけ
るための施設として、一刻も早い完成が求めら
れています。

このようななか、ダムの建設に携わる私たち
朝倉総合事業所では、新しい技術を取り入れ、
従前の取組みにはさらに磨きをかけて、事業を
推進していきます。ダム建設はいよいよ最盛期
となりますが、より一層のご理解とご協力をい
ただきますようお願い申し上げます。

小石原川ダム環境保全対策検討委員会　クマタカ部会の開催

大型油圧ショベルの乗車体験
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⑴　水の安定供給
水は、私たちが日常生活を営んでいく上で、

さらには自然環境が保全され多様な生態系が持
続的に維持されていく上で、欠くことができな
い重要な資源です。我が国では、この水資源
の90%近くを河川に流れる水に依存しています
が、河川に流れる水は気象条件等により洪水や
渇水という形で変化して、安定した流量がいつ
も流れているとは限りません。このため、水を
安定的に利用するためには、必要なときに必要
な量を供給できるように、河川の流量を調整す
るための施設を設置する必要があります。

国土交通省や水資源機構などでは、流域の水
需要などを踏まえて水資源を有効に活用するた
めに、必要に応じて、河川にダムを建設してき
ました。ダムの完成後は、その管理・運用を通
じて河川の流量を調整し、水の安定供給に努め
ています。

⑵　利水計画上の必要性
我が国の河川は、諸外国と比較して、急峻な

国土ゆえに流路延長が短く、降雨が特定の期間
（梅雨期、台風期）に集中する特徴があります。

このため、降雨のかなりの部分が洪水となり、
水資源として利用されることのないまま海へと
流出します。また、河川の流量は、雪解け期、
梅雨期などに増大する一方で、夏季や冬季に減
少するなど増大と減少を繰り返すことから、年
間を通じて大きく変動します。

河川の自然な状態において供給可能な水量だ
けでは、年間を通じて安定的に流域の水需要を
賄うことはできないのが実情です。しかしながら、
需要に相応する供給量が安定的に存在すること
は、経済や産業にとって大変重要であり、私たち
の豊かな社会経済活動を成り立たせるには、年間
を通じて一定の水量を河川から計画的に取水で
きることが必要となります。なかでも、ダムの建

利水放流を行う日吉ダム

勾配が急な我が国の河川（国土交通省ホームページより）

8•水とともに 水がささえる豊かな社会

あらためて知ってほしい
「ダム」のはたらき

全３回シリーズでお伝えするこの特集の最後は、ダムが果たす「水の安定供給」とい
う役割を詳しくお届けします。



設は安定的な利水計画を立てる上で最も効果的
な手段の一つと考えられています。

⑶　利水容量とは
この特集の初回において、ダムの役割（目的）

は、複数あることをご説明しました。大まかに
分けると、洪水調節（防災操作）と利水に関す
る役割の２つになります。ダムにおいて利用可
能な貯水容量を「有効貯水容量」といいますが、
ダムの役割と同様に、「洪水調節容量」と「利
水容量」の２つに分けられます。

あまり聞き慣れない言葉かも知れませんが、
利水とは「河川の水をうまく利用すること」を
いいます。ダムは、河川の水をうまく利用する
ために、次のような操作を行います。降雨によ
り河川の水が増えたときにはダムに水を貯め込
みます。一方で、天気の良い日が続いて河川の
水が減ったとき、ダムに貯めた水を河川に補給

（放流）します。必要に応じて、貯留と補給を繰
り返し、河川の水をうまく利用しているのがダ
ムなのです。利水容量は、このような操作を通
じて、河川の流量が減少したときにも安定して
流域の水需要を支えるために確保されています。

利水容量をさらに分類すると、「特定容量」
と「不特定容量」の２つに分類されます。特定
容量とは、流域の水需要を新たに賄うために確
保された、都市用水（水道用水、工業用水）容
量、かんがい（農業用水）容量及び発電容量か
らなります。他方、不特定容量とは、河川にお
ける流水の正常な機能を維持するために必要な
容量です。

(4)　ダムの利水（低水）管理
舟運、漁業、景観、塩害の防止、河口閉塞の

防止、地下水の維持、動植物の保存、流水の清
潔など河川が持っている最も基礎的な機能を果
たすために必要な流量を「維持流量」といいます。
水道用水、農業用水など既に利用が認められて
いるものの流量を「水利流量」といい、維持流
量と水利流量を合わせて「正常流量」といいます。
河川管理者は、異常渇水時を除き、正常流量を
下回ることのないように河川を管理しています。

正常流量が確保されることを前提に、ダム建
設などの水資源開発により新たに取水可能と
なった流量を「新規水利流量」といいます。新
規水利流量と正常流量を合わせて「確保流量」
といい、ダムでは河川の環境や既得水利＊を保
ちつつ、流域全体の水需要を賄うために、各地
点の確保流量の不足分をダムから補給して下流
河川の流況を維持する操作をしています。この
操作のことを「利水（低水）管理」といいます。

多目的ダム貯水容量の構成例

貯水容量の例（矢木沢ダム）

河川流量の機能による分類

有効貯水容量総貯水容量
洪水調節容量

不特定容量

利水容量 特定容量

堆砂容量

保流  

水 流  

流  

流  

水 流  

洪水調節容量

* 　河川管理者の許可又は慣行として既に存在する水利権
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①　ダムの管理所における具体的な運用
ダムが、河川の各地点における確保流量を

満足するために、実際にどのような運用をし
ているか説明します。ダムの管理所では、ダ
ムへの流入量を監視するとともに、ダム下流
において確保流量を満足するように運用して
います。下図の場合では下流に取水施設があ
り、新規水利流量（図①）と下流の維持流量（図
②）を下回らないようにしなければなりませ
ん。

このため、河川に基準地点（図③）を設けて、
当該地点における確保流量が満たされるよう
にダムの操作を行います。こうした操作には、
下流の都市用水や農業用水の需要量が関わる
ことから、これらの関連情報を念入りに集め
ます。この結果、河川の自然流量が基準地点
における確保流量を下回ると予測される場合
には、ダムは、貯留した水を河川へと補給し
て（図④）、確保流量を満足するようにします。
こうして、雨が降らない時期でも基準地点に
おける確保流量を満足するように、安全で的
確な管理に努めています。

②　安全で良質な水
夏場にダムに貯留された水は、表層部は水

温が高く、中層部以下は水温が低くなる傾向
にあります。夏場に冷たい水を流すと、下流
河川の魚類や農産物の生育に悪影響が生じる
ことから、「選択取水設備」といって、任意の
貯水位から取水できる設備を備えるダムもあ
ります。

また、ダム上流で大雨が降った場合、ダムへ
と流入する水は茶色く濁っていることがありま
す。この場合にも、選択取水設備により、水温
に考慮しつつ、できる限り濁りが少なくなるよ
うに放流しています。 

 

取水施設 

の  

基 地  

水 流  

流  

基準となる地点における模式図

濁水の発生状況と選択取水設備（中央）

選択取水設備のしくみ

特集
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さらなる水質の維持・向上のため、水中に溶
け込む酸素量を増やし、貯水池の水の循環を促
して環境を改善する効果のある「曝

ば っ き

気循環設備」
や「表層浄化設備」を導入しているダムもあり
ます。

③　水資源開発の効果
ここではダムによる水資源開発を例に、水資

源開発の河川管理上の効果について一般的な考
え方を示します。頁右上の２つのグラフをご覧
ください。青色の実線が河川の流量を表し、年
間を通じて変動しています。さらに、グラフ
を見比べてください。上のグラフは水資源開
発が行われた場合であり、河川の流量が多い
ときにダムに水を貯え、河川の流量が少ない
ときにダムから水を流して河川に補給するこ
とにより、正常流量に加えて新規水利流量ま
で利用することができます。一方、下のグラ
フのように水資源開発が行われない場合、河

川に補給できないことから、自然流量しか利
用できません。いずれのグラフにおいても赤
色の枠線部は利用できる河川流量を表します
が、水資源開発が行われた場合の方が行われ
ない場合よりも多くなっていることがわかり
ます。
 
⑸　連載の結びに

水資源機構は、ダムや水路などの施設を適
切に建設・管理することにより、国民生活に
なくてはならない水の安定供給を行うととも
に、洪水などからみなさまのくらしを守り続
けています。

この特集では、全３回にわたり、ダムの果た
す役割など概略にはじまり、ダムの洪水調節（防
災操作）に関するはたらき、そして水の安定供
給に関するはたらきをお届けしました。このよ
うに、ダムにはたくさんの役割があり、皆さま
の生活と深く関わりのあることをおわかりいた
だけたのではないでしょうか。

水資源機構は、「安全で良質な水を安定して
安くお届けする」ことを経営理念に、水を通じ
て、安全で豊かな社会づくりに今後とも貢献し
ていきます。

正常流量

新規水利流量

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

流量

時間

正常流量

雪解け 台風

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

流量

時間

留貯留貯 留貯留貯

補給補給 給補給補給補 給補給補給補

貯留貯留

水資源開発を行わない場合

水資源開発を行った場合

水資源開発の有無による効果の違い

表層浄化設備

曝気循環設備
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強く感じる「責任」

「機械」というと、自動車や船舶などをまず思い浮か
べるのではないか。小笠原の地元・愛知県は、自動車産
業を始め、航空宇宙産業などが高度に集積する我が国
のモノづくりの一大拠点である。級友の大半がこうし
た企業へと就職するなか、小笠原はあえて水資源開発
公団（現 水資源機構）を選んだ。
「他人とは違ったことをやってみたいと何気なく思っ

たことがきっかけでした。」動機は人それぞれ、むしろあ
りふれた動機でないところに興味を持った。では、入社
から15年が経った現在、自らの仕事をどのように感じ
ているのだろうか。小笠原には、現場で数多くの機械設
備に触れる度にますます強くなっていく思いがある。
「日頃、自分が任されている設備が止まったら・・・、考

えるだけでもぞっとします。そのような設備のトラブル

が人々の生活に直
結する責任重大な
仕事です。」日本が
世界有数の先進国
となった今、水の安
定供給など当たり
前のように考える
人も多いだろう。機
械設備に不具合が
生じれば水の供給
に支障を来たす。造作もないと思われることを一日も絶
やさず継続するのは、その一端を担う者にとって大きな
プレッシャーとして圧し掛かる。

最前線に立つ自負

「土木、電気、建築などの構造物や設備、どれも必要
不可欠ですが、必要なときに必要な量の水を供給する
には、水の動きをつかさどるゲートやポンプなどの機
械設備があって初めて実現するのだと思います。です
から、機械設備はあらゆる設備の最前線にあるのでは
ないかと思います。」

ささえる
Power力
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Profile木曽川用水は、岐阜県南部、愛知県北西部、三重
県北東部に水道用水、農業用水、工業用水を、また
長良導水は愛知県知多半島に水道用水をそれぞれ供
給しています。そんな愛知、岐阜、三重の東海三県
の水のインフラストラクチャーを支え続けているの
が木曽川用水総合管理所です。広域的な用水供給の
舞台裏では、流量を調整するゲート、水を送り出す
ポンプなど多くの機械設備が役目を果たしています。
今回は、これらを見守るプロフェッショナルである
「機械職」と呼ばれる技術者に迫ります。

Profile

木曽川用水総合管理所　電気通信課

小笠原　大輔　 Daisuke Ogasawara
平成 13 年４月、水資源開発公団（現水資源機構）に入社。ダム、河口堰、

用水路の管理業務の各現場で機械設備を担当。平成 26 年４月から現職。

「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。

～最前線を守る機械職～
クールな防人



不具合が起きぬよう日頃から点検・整備を怠らない。
自分の眼でしっかりと機械の状態を現場で確かめてお
きたいという。これまでは人間のノウハウや勘に頼って
きたが、近年、技術の進展により様々なセンサーやコン
ピュータを用いて診断し、データ解析することが可能に
なりつつあるという。その可能性を認めつつも、「世の趨

すう

勢
せい

と異なるかもしれませんが、人間の力は決して侮れな
いと思います。」と小笠原は語る。

今の職場では、広域に膨大な機械設備が存在し、現場
に行くだけで途方もない。一つとして同じものはない。
五感を研ぎ澄まし、音、温度、におい、振動などから設備
の状態や特徴を掴みとっていく。いざというとき、気づ
きや発想を与えてくれる源泉が現場にあり、丁寧に向き
合うことで設備全体の理解に繋がると小笠原は信じる。

難しいのは状態の見極めだ。設備が故障すると、水の
管理や供給にどのような影響をもたらすか。耐用年数が
一応の目安となるけれども、使用される環境や状況によっ
て設備の状態は様々。今後も使えるのか使えないのか、
使えてもどのような整備が必要かなど整備の内容とそ
の時期を見極める。農家をはじめ水を利用される方々を
思い浮かべ、長く安心して使ってもらえるように心がけ
ている。

これから

「大規模な設備を初めから作ってみたい。」
技術者ならば誰しも感じるのかもしれない。近頃、小

笠原にもこうした思いが去来する。これまで管理業務の

現場を中心に歩んできた。機械設備の更新や分解整備
を行う度、先輩職員の設計思想に触れる。整備性や作業
性などが練りに練られていることに驚かされることも
多くある一方で、こうしたらもっと良いのにと、ときに歯
がゆい思いもした。

機械職としての職務のみならず、配水管理など施設
操作にも携わった。川の上流から下流に至るまでの水の
流れやルールについての理解が進むのはもちろんだが、
自らが携わる機械設備を点検・整備する時期、分解整備・
設備更新時の代替運用などの立案・検討に活かせそう
なヒントがいくつもあるという。

小笠原は、これからについて、これまで管理業務で培っ
た経験や感じた思いを建設事業にぶつけることで、これ
までと違った達成感、新たなやりがいを求めようしてい
るのかもしれない。難しい仕事、重圧のかかる仕事、忙し
い仕事は辛いけれども、成し遂げれば脳裏に鮮烈な印
象を、手には確かな技術が残る。クールな装いとは裏腹に、
小笠原はこれからを熱く見つめる。

ささえる力 Power•13

車、サーフィンなど小笠
原の趣味は多い。革細工も
嗜むそうで、自分で革を裁
断して縫い合わせ、財布な
どの小物を作るという。使
い込むほど手に馴染み、色
に味わいも出る。愛車も
1968年式VWビートルを
駆り、身近な道具への強い
こだわりが窺える。



はじめに

久留米市は、福岡県南部の中核都市で、九州自
動車道と大分・長崎自動車道のクロスポイントに
も近く、古くから交通の要衝となっています。市
の北東部から西部にかけて、阿蘇山を源とする九
州一の大河・筑後川が貫流し、多くの支川を集め
ながら、有明海にかけて形成された広大な筑後平
野を潤しています。

久留米市は、ゴム関連産業を中心に古くから工
業都市として栄え、近年では自動車関連産業の集
積が進んでいます。また、全国トップレベルの医
師数と医療機関が集積した高度医療都市でもあ
り、最先端のガンワクチン研究など、バイオ関連
産業が多く集積しています。

 
治水と利水の歴史

筑後川はかつて、洪水により一夜でその様相が
変わることから「一
夜川」とも呼ばれ、
特に昭和28年6月
の大洪水では、死
者147名、被 災 者
数54万 人 余 に 達
する大災害をもた
らしました。

この大洪水を受
け、筑後川本川に
ダム建設、堤防の

引堤計画等の治水事業が本格化されたことによ
り、「これまで経験したことのないような大雨」
と表現された平成 24 年 7 月の九州北部豪雨にお
いては、市内の一部地域において被害があったも
のの、甚大な被害は免れることができました。

一方、流域では昭和 53 年と平成 6 年には記録
的な渇水に見舞われ、福岡市などでは長期間に
渡る給水制限が実施されましたが、筑後川に水
源を持つ久留米市は幸い給水制限には至りませ
んでした。

筑後川流域及び福岡都市圏に必要な都市用水
として、「筑後川水系における水資源開発基本計
画」に基づき、筑後川上流に江川ダム、寺内ダム
の建設が進められるとともに、福岡導水及び筑後
大堰の完成により、福岡都市圏で使用する水の約
30％に相当する送水を開始しました。

現在、筑後川水系では、平成５年の合
ごう

所
しょ

ダム、
平成 25 年の大山ダムに続き、平成 31 年度の完成
を目指して小

こ

石
いし

原
わら

川
がわ

ダムの建設が順調に進められ
ています。

筑後川の悠久の流れとともに筑後川の悠久の流れとともに
～水と緑の人間都市　久留米～～水と緑の人間都市　久留米～
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筑後大堰

筑後大堰
筑後川

★
久留米市



自然の恵みを活かした観光

久留米市は、筑後川の４大井堰の一つである恵
え

利
り

堰をはじめ、先人の知恵と努力による筑後平野
の水利事業により肥沃な大地が開けています。そ
の恩恵のもと、多種多様な農業が営まれ、久留米
市は福岡県内最大の農業生産を誇る農業都市でも
あります。それらの豊富な農産物を活かして、久
留米市東部を中心に、ぶどうやいちご、柿、いち
じくなどのフルーツ狩りが１年を通して楽しめ、
国内外から多くの観光客が訪れています。

また、久留米は筑後川の豊かな水と美しい大粒
の筑後米や水運の利点を生かし、古くから酒造り
が盛んでした。兵庫の灘、京都の伏見、広島の西
条と並ぶ酒処といわれ、市内には１７もの酒蔵が
集積しています。毎年２月中旬に開催される「城
島酒蔵びらき」をはじめ、市内の各酒蔵が蔵を開
放するなど、新酒を楽しむ催しが開催され、多く
の人で賑わいます。

圏域の中枢都市として、更なる発展を目指して

平成 28 年 4 月に、文化芸術振興の拠点、広域
交流促進の拠点、六ツ門地区（市中心部）の商業
の拠点、そして賑わい交流の拠点としての重要な
役割を担う戦略的拠点施設である「久留米シティ
プラザ」が久留米市中心市街地の六ツ門地区に
オープンしました。1,500 席を超える客席を持つ
ザ・グランドホールや、中規模ホール「久留米座」、
屋根付きの全天候型イベントスペース「六角堂広
場」のほか会議室や展示場など多彩な機能を有し
ています。

久留米シティプラザが持つ最先端・高規格の施
設において、上質で多様な文化芸術を提供すると
ともに、地域と融合した賑わい作り、学会等の誘
致とアフターコンベンションにより、久留米市は
もとより筑後川流域の周辺自治体をはじめ、圏域
の交流人口の増加や地域産業の振興等につなげて
いきます。

おわりに

筑後川は地域のシンボルであり、筑後川流域に
留まらず、福岡都市圏に住む人々にとっても、日
常の生活や経済活動にとって欠かすことのできな
い貴重な資源です。これからも筑後川の水を守
り、次の世代にしっかりと引き継ぐことが私たち
に課せられた責務であると考えています。
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　「アセットマネジメントシステム」とは

皆さんは「アセットマネジメントシステム」と
いう言葉をご存じでしょうか。

アセットマネジメントシステム（AMS）とは、組
織に価値のあるアセット（資産）を期待どおりに
その価値を発揮させるためのシステムを構築して
運用することをいいます。社会インフラを資産と
すれば、社会インフラのライフサイクル全体にわ
たって効率的かつ効果的に、建設・維持管理・運
営する仕組みを意味します。水資源機構に即して
言えば、「ダム、水路等のインフラを、適切に建設・
維持管理することにより、安定的かつ良質な用水
の供給、洪水被害の防止・軽減を図るために実施
している業務の仕組み」と捉えることができます。

この度、水資源機構は、自らが所有するダム、
水路等の施設を対象として構築したAMSに関し、

国際規格であるISO 55001の認証を取得しました。
ISO 55001は、ISO（国際標準化機構）が定め

るAMSの国際規格であり、2014年１月に発行さ
れました。ISO 55001の日本国内における10の認
定分野* のうち、「一般公共インフラ」分野では、

登録証を手にする日本環境認証機構の立上社長（左）と甲村水資源機構理事長

ＩＳＯ５５００１登録証

16•水とともに 水がささえる豊かな社会

ISO 55001 の認証を取得
～一般公共インフラ分野で日本初～



水資源機構が日本で初めてとなる認証を取得しま
した。

　PDCAサイクルによる業務運営

水 資 源 機 構 で は、 こ れ ま で も、 ダ ム 事 業 部
門、水路事業部門等の各部門において、いわゆる
PDCAサイクル（「Plan計画」→「Do実行」→「Check
検証」→「Ａct改善」を循環して行うこと。）に
より業務を実施してきました。具体的には、ダム・
水路等を計画的に建設し、施設の完成後は、日常
点検、定期的な機能診断調査等を行い、施設の状
態を確実に把握し、施設が有するリスクと利水者
に与える影響などの情報を利水者等と共有しま
す。こうして適時・的確に対策を講じることによ
り、施設の長寿命化・ライフサイクルコストの縮
減を図っています。

また、水資源機構は、独立行政法人として、主
務大臣から指示された５年間の事業運営に関する
目標である中期目標に基づき、中期計画及び年度
計画を作成し（Ｐ）、計画に基づいて業務を行い

（Ｄ）、業務運営の状況について機構内で業務運営
の進捗状況や自己評価を行うとともに、毎年主務
大臣の評価を受け（Ｃ）、この評価を踏まえて次
年度の年度計画等について改善（Ａ）を図ってい
ます。

このような各部門における業務運営に加えて、
水資源機構全体の業務運営においても、PDCAサ
イクルに基づく体制を整えてきました。さらに、
本年４月から、新たにAMS内部監査やマネジメ
ントレビューを行うことにより内部統制の体制を
強化しました。このような実績が認められ、ISO 
55001の認証を取得することができました。これ
は、水資源機構の施設の建設・維持管理に関する
業務能力が、国際標準に照らして十分なレベルに
あると第三者認証機関から認証されたものです。

水資源機構では、今回のISO 55001の認証取得
を励みに、今後ともAMSに沿って、ダム、水路
等のインフラを適切に建設・維持管理するととも
に、業務の継続的な改善を図ることによりサービ
ス向上を目指していきます。また、これを機に、
一層の業務の効率化、適切な内部統制を実施し
て、「安全で良質な水を安定して安くお届けする」
という経営理念の実現に努めてまいります。

各部門におけるＰＤＣＡサイクル（水路事業部門における例）

機構全体のＰＤＣＡサイクル

Do 実施

Plan

指標・目標の設定
業務計画の作成

マニュアル・要領の整備等

Do

業務の実施
実施結果の記録等

Check

アセット状態・性能の監視
業務の実施状況の監視等

Act

業務計画の見直し
マニュアル・要領の変更

不適合・インシデント対応等

Plan 計画策定

Check パフォーマンス評価

内部監査・マネジメントレビュー

Act 継続的な改善

機構ＡＭＳガイドラインの見直し
戦略的ＡＭ計画の見直し
指標・目標の見直し 等

中期計画進捗管理
リスク管理状況のモニタリング

機構全体のPDCAサイクル

部門におけるPDCAサイク
ル

機構ＡＭＳガイドラインの策定
戦略的ＡＭ計画の策定
指標・目標の設定 等

部門におけるアセットマネジメント

業務の実績・
ＡＭＳ運用状
況の監視

見直しの
指摘・指導

次期中計・次年
度計画への反映

部門の業務計画や
目標・指標への落し込み

日常管理
（施設監視）※1

データの蓄積
（情報共有） 機能診断

施設監視※2 機能保全計画
の策定

対策工事

補修
補強
更新

対策の必要がある場合

当面対策の必要がない場合

※1　日常管理の一環として継続的に行う施設監視（結果は機能診断・機能保全計画策定等に活用）
※2　機能保全計画の精度を高め、適期に対策工事を実施するために継続的に行う施設監視

出典： 農林水産省「農業水利施設の
 機能保全の手引き」

*  ISO 55001の日本国内における認定分野は、公益財団法人日本
適合性認定協会が定めており、関連する活動等により「一次産
業」、「製造業」、「鉱業、採石業」、「原子力産業」、「運輸」、「一
般公共インフラ」、「ユーティリティ」、「施設」、「情報技術、金
融、電気通信」、「防衛」の10分野に区分されています。

ISO 55001の認証を取得した範囲
（１）組織名称

独立行政法人水資源機構
本社及び総合技術センターの関係部署並びに沼田総
合管理所及び利根導水総合事業所

（２）登録範囲
水資源の開発又は利用のための施設の建設及び管理

（３）登録日
平成28年8月19日
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　「私たちの水 日本の水」

毎年８月１日は「水の日」。この日を初日とする１
週間は「水の週間」です。毎年「水の日」・「水の週間」
には、健全な水循環の重要性、水資源の有用性や
水資源開発の重要性等を啓発することを目的に、全
国で多様な行事が開催されています。第40回の節
目となる本年も「私たちの水 日本の水」をテーマに
全国各地で関連行事が実施されました。

水資源機構は、これ
らの水の週間中央行事
の主催団体の一つであ
る「水の週間実行委員
会」の構成団体として
本行事に参加しました。

ここでは、東京都内
で開催された水の週
間中央行事についてご
紹介します。

　水を考えるつどい

８月１日（月）、皇太子同妃両殿下並びに愛子内親
王のご臨席を賜り、科学技術館サイエンスホール

（東京都千代田区）において、「水を考えるつどい」（主
催：水循環政策本部、国土交通省、東京都、水の
週間実行委員会）が開催され、およそ300名の方々
にご来場いただきました。

主催者挨拶後、ご臨席の皇太子殿下よりお言葉

を賜りました。
続いて、「平成28年度水資源功績者」や「第38回

全日本中学生水の作文コンクール」の表彰式が行
われた後、作文コンクール最優秀賞（内閣総理大
臣賞）に選ばれた前田野乃葉さんによる受賞作品
の朗読披露が行われ、水の大切さと水を届けてく
れる人たちへの感謝を語られました。

休憩を挟んで、NPO法人日本水フォーラム代表
理事の竹村公太郎氏及び慶應義塾大学名誉教授
の岸由二氏による基調講演が行われました。その
後、両氏に大淀川流域ネットワーク代表理事の杉
尾哲氏、福井県大野市長の岡田高大氏、日本コカ・
コーラ株式会社副社長の後藤由美氏を加えてパネ
ルディスカッションをが行われ健全な水循環の重
要性をPRし、盛況のうちに終了しました。

　水のワークショップ・展示会

８月16日（火）からの３日間、東京国際フォー
ラム（東京都千代田区丸の内）が開催する「丸の
内キッズジャンボリー2016」内において「水のワー
クショップ・展示会」を開催しました。　
「水のハッピーデー　～水について学ぼう～」を

テーマに、小学生の親子を対象として、上水道や
下水道の仕組み、田んぼや森林、ダムが果たす役割、
雨や雲を中心とした天気のこと等、実験を交えた
体験型ワークショップやブース展示を行い、子供
たちに水の大切さをより深く知っていただく機会
としました。なお、開催期間中には、1,200名を超
える方々にご来場いただきました。

東京メトロの主要駅などに
掲示されたポスター

▶
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第40回
「水の日」・「水の週間」行事を開催



❶：皇太子殿下お言葉
❷： ご臨席の皇太子同妃両殿下並びに

愛子内親王
❸： 山本国土交通副大臣（当時）のご挨

拶
❹： 作文コンクール受賞者の方々
❺： 最優秀賞作品を朗読する前田さん
❻： 竹村公太郎氏
❼：岸由二氏
❽： パネルディスカッションの様子　

❾10： 実験を交えた体験型ワーク
ショップ

11： たくさんのご来場ありがとうござ
いました

12：顕微鏡で何が見えたかな？
13：水の力で電気が点いた！

※「第38回全日本水の作文コンクール」及び「平成28年度水資源功績者」で表彰された方々については、　
国土交通省ウェブサイトでご覧になれます。

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000012.html

❼ ❽
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水を考えるつどいの様子（８月１日　科学技術館）
❶ ❷ ❸

❹

水のワークショップ・展示会（８月 16 日～ 18 日　東京国際フォーラム）
❾

1211 13

❻

❺
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水の生活館は、愛知県知多半島の丘陵部・佐
そ

布
う

里
り

池の静かな湖畔に佇む水のミュージアムです。佐布
里池を築造する際に使用された木造の旧庁舎を利用
して昭和51年に開館し、その後平成６年には建物や
展示がリニューアルされました。社会科見学などで
訪れる小学生を中心に多数の方が来場されています。

展示内容は、模型や映像など「見る、聞く、触れる」
ことができるのが特徴で、水の不思議さや大切さを
訴えるものとなっています。見応え十分の数ある展
示の中から、ほんの一部をご紹介します。

復元模型と民具

愛知用水が完
成する以前、中
央部に丘陵地帯
を有し、大きな
川のない知多半
島は、慢性的な
水不足に悩まさ
れていました。

当時の人々は、貴重な水を確保するために天秤棒で
水を運ぶなど様々な苦労をしましたが、その様子が
ジオラマでリアルに再現されています。

また、農作業に使った水桶、井戸を掘った道具や
手押しポンプなど、かつて実際に使われた水に関す
る民具などが展示されています。これらは開館当初
からの歴史ある展示品であり、まるで昔の人々の生
活の息遣いが聞こえてくるようでした。

地形模型

ミュージアムが立地する知多半島は、水資源機構
が管理する愛知用水の供給地域です。ここには愛知
用水が南北を貫く愛知県西部を表した大型の地形模
型が展示されています。この地形模型は、説明中の
箇所、用水の流れ、施設の位置についてランプを点
灯・点滅することで表現するほか、大型ビジョンと
連動して愛知県の水道と工業用水道事業をわかりや
すく学ぶことができます。

水の力（力持ちのカッパ君）

「カッパ君」は、愛知県企業庁の
キャラクター。その前には85kg
もの重さがある大きな石のボール
があり、力試しに持ち上げようと
してもうまくはいきません。この
大きな石をカッパ君が持ち上げ
ている･･･のではなく、下から噴
き出た水が力強く持ち上げていま
す。石のボールはスムーズに回
せるほどであり、水の力強さを感じさせられます。

写真提供　知多市
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「佐布里池」とともに

佐布里池は、製鉄所などの重工業が集積する名古
屋南部の臨海工業地帯へと供給する工業用水の原水
を、愛知用水を
通じて安定的に
受水・確保する
ために、愛知県
企 業 庁 が 建 設
した調整池であ
り、昭和40年に
完成しました。
「水の生活館

の周りをご覧になりましたか。たくさんの木々が生
い茂っているでしょう。」とおっしゃるのは、今回ご
案内くださった愛知県企業庁の山田さん。現在は静
寂な森に包まれていますが、佐布里池ができる以
前、一帯には田畑が広がっていたようです。
「全部で120haの土地を取得しましたが、調整池の

満水面は62haです。残り半分は、佐布里池をぐるり
と取り囲み、水資源を良好に涵養する豊かな森を育
くむために在来の樹木などを植えました。昭和47年
からの100年間で自然林の森を形成する『佐布里水源
の森計画』として進めています。」

佐布里池が計画・建設された当時、我が国では公
害が社会問題となっており、これに加えて、周辺に
急速な都市化の波が押し寄せつつあったことから、
豊かな森を作り出す機運を高めたのかもしれません。

計画に沿って、今も樹木の保育のため、下草を刈
り、定期的に手入れするなど森づくりへの取組みが
地道に続けられています。こうした取組みは、地元
の知多市や企業などの理解・協力を得て、連携しな
がら進められているそうです。こうして成長した森
は、今や地域の貴重な緑となり、散策やジョギング
など住民に親しまれています。

水の生活館の展示でも、佐布里池と周囲の森に関
する大型パネルの解説があり、これらをとても大切

にしていることが伝わってきます。森づくりにかけ
る愛知県企業庁の姿勢は、山田さんの言葉にも表れ
ています。
「広大な土地を活かしつつ、森と調和しながら歩

んでいるところが、水の生活館の特徴であり、自慢
でもあります。」

今夏は利根川、吉野川などで渇水となり、水につ
いて色々と考えることの多い年となりました。水の
大切さに思いを馳せるとき、水源の豊かな森づくり
に真摯に取り組む佐布里池と歩む、このミュージア
ムを訪ねられてはいかがでしょうか。

梅の名所・佐布里
佐布里といえば「梅」、というほど地元では知られた存在です。佐布里池周辺には、25品種約 5,100 本の梅

が植えられており、見事に花が咲き誇る２月中旬から３月中旬にかけて「佐布里池梅まつり」が催されます。そ

れは、毎年大変な賑わいで、歴史的な街並みが残る岡田地区や美しいビーチが広がる新舞子地区などと並び、知

多市の観光スポットとなっています。

　　周辺の観光情報は、知多市観光協会まで。

　　　　　　→ http://chita-kanko.com　 TEL 0562-33-3151（知多市役所内） 

愛知用水幹線水路にある佐布里池の取水口（写真右）
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「水の生活館」ご案内

所 在 地 　愛知県知多市佐布里字鼬
いたち

脇
わ き

48-1
開館時間 　 10～16時（佐布里池梅まつり期間中を除く

10月１日～翌年２月末日は10～15時）
休 館 日 　 月曜（祝日の場合は翌日）及び12月28日

～１月４日（６月１日～７日と佐布里池
梅まつり期間中の月曜を除く）

入 館 料 　無料
そ の 他 　水の生活館で佐布里池のダムカードを配布
※詳しくは、こちらをご覧ください。
�http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kigyo-suiji/0000010193.html



太平洋側の大雪
「雪は天から送られた手紙である」というのは、雪

の研究者であり、随筆家でもある中谷宇吉郎氏の言葉

です。雪の結晶は、主に上空の気温や水蒸気量によっ

て様々な形へ成長します。中谷氏はこのことを発見し

ました。逆の見方をすれば、結晶の形から上空の気象

状態が推定できることになり、雪はそれを知らせてく

れる〝手紙〟と表現したのです。

雪というと、北国、また日本海側で降るイメージが

ありますが、私が住む太平洋側の名古屋市は、ほぼ毎

年のように、ひと冬に一度は雪が積もります。数cm、

時には10cmを超えることもあります。過去に最も雪

が積もった記録は、戦後間もない1945年12月19日の

49cmです。一方、地球温暖化が叫ばれる近年でも、

2014年12月18日には、23cmの積雪を記録していま

す。これほどの大雪はもちろん、ほんの数cmの積雪

とは言っても、雪に慣れていない土地ですので、交通

は大混乱です。冬用タイヤに変えない車の方が多く、

一旦雪が積もると、スリップしてガードレールにぶつ

かってしまう車や、タイヤが空回りして動けない車を

よく見かけます。

しかし、雪が積もるとひとことに言っても、時によ

り、雪質が違います。サラッとした「粉雪」のときも

あれば、ベチャッとした「ぼたん雪」のときもありま

す。名古屋の大雪は、大きく分けて2つのパターンが

あるのです。

西高東低の冬型による雪

ひとつは、西高東低の冬型の気圧配置のときです。

冬になると、テレビの気象情報で、よく耳にする言

葉ではないでしょうか。上述の2014年12月18日の

大雪は、この冬型によるものでした。天気図を見ると、

日本列島を挟んで、西に高気圧、東に低気圧があって、

等圧線は縦じま模様になっています。高気圧の周り

は、時計回りに風が吹き出し、一方低気圧の周りは、

反時計回りに風が吹き込みます。このため冬型の場

合、日本付近は大陸から北や北西の季節風が吹きま

す。この風は、大陸では冷たく乾いていますが、暖
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２０１４年１２月１８日の天気図（気象庁ＨＰより）

連載　第２回

気象キャスターネットワーク
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気象予報士
メ～テレ（名古屋テレビ）気象キャスター
愛媛県生まれ。東北大学卒業、筑波大学大学院修了後、
2002年に南日本放送にアナウンサーとして入社。在職中
に気象予報士を取得。
2006年からメ～テレに移り、現在
は夕方のニュース情報番組「UP！」
と朝の情報番組「ドデスカ！」で月
～金曜日の気象キャスターを担当。
趣味は「水泳」、「トライアスロン」、「芋
焼酎」。座右の銘は「人生なるよう
になる、なるようにしかならない。」。
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かい日本海を渡るときに、海からたっぷりの水蒸気の

補給を受けて湿った空気になり、その風が、日本の中

央にある脊
せき

梁
りょう

山脈＊ にぶつかって上昇し雪雲（積乱雲）

が発達することで、日本海側にたくさんの雪を降らせ

ます。一方太平洋側では、乾燥した晴天になることが

多く、濃尾平野では伊吹おろしが吹きます。

冬型の気圧配置で、等圧線が日本にかかる本数が

多いほど、強い冬型といいます。また等圧線の間隔

が狭いほど、気圧の傾きは大きくなり、風は強く吹

きます。上空に強い寒気が流れ込み、冬型が強まっ

た場合、雪雲は強い季節風に乗って、若狭湾から関ヶ

原を抜け、名古屋のある濃尾平野にも大雪をもたら

します。

「粉雪」は、気温が低く、空気が乾いているときに

降ります。冬型で上空の寒気がかなり強いと、名古

屋でも「粉雪」になることがあります。

南岸低気圧による雪
2008年2月9日。その日は土曜日で、仕事は休みで

した。名古屋は昼過ぎから急に雪が強まり、午後4時

には13cmまで、一気に積もりました。積雪のため車

はノロノロ運転の大渋滞で、大雪報道対応のために、

あわてて地下鉄で会社に向かったことをよく覚えて

います。

低気圧が日本の南岸を通過するときも、大雪にな

ることがあります。この低気圧は南岸低気圧と呼ん

で、冬型が長続きしなくなる2月から3月ごろに、太

平洋側に大雪をもたらします。低気圧が、陸地より

やや南側を通ると、低気圧に伴う雨雲がかかる上、

上空には寒気が流れ込むため、雪が降ります。東京

では、2014年2月に2度、27cmの大雪となった日が

あります。記憶に残っている方もいるのではないで

しょうか。いずれも南岸低気圧によるもので、名古

屋でも積雪を観測しました。

「ぼたん雪」は、水分を多く含んで重いのが特徴で、

気温が比較的高いときに降る大粒の雪です。低気圧

は、水分をたくさん持っているので、南岸低気圧に

よる雪は「ぼたん雪」になることがほとんどです。

5cm ＝ 50cm ！？
気象台は、大雪により災害が発生する恐れがある

と予想した場合「大雪注意報」や「大雪警報」を発

表します。現在、注意報や警報は、市町村ごとに発

表していて、その発表基準は、地域によって異なり

ます。

同じ大雪注意報でも、名古屋市は、24時間で5cm

の雪が降ると予想された場合に発表されますが、お

隣岐阜県の豪雪地帯、世界遺産〝白川郷〟がある白

川村は、50cmの降雪が予想されないと発表されない

のです。名古屋市で20cmの雪が降るとなると、警報

レベルの一方で、白川村では、注意報の基準にさえ

達しないのです。

お住まいの地域の基準値は、気象庁のホームペー

ジに掲載されていますので、雪だけでなく、雨や風

なども確認してみて下さい。これから雪のシーズン

を迎えることになります。天から〝手紙〟が送られ

てくる前に、テレビやラジオなどから送られる〝気

象情報〟の開封を早めにお願いします。

* 背骨のように縦断し、主要な分水嶺となっている山脈

気象キャスターが解説！天気のミカタ•23

２０１４年２月８日の天気図（気象庁ＨＰより）

大雪警報・注意報の発表基準（２４時間　降雪の深さ）

冬型で雪が降る模式図（名古屋地方気象台ＨＰより）

東京23区
名古屋市 香川県高松市 岐阜県白川村 群馬県みなかみ町

（山地）

大雪警報 20cm 30cm 80cm 100cm

大雪注意報 5cm 10cm 50cm 40cm
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利根川水系

荒川水系

●下久保ダム管理所（埼玉県・群馬県）

ローカルヒーローが集合！
下久保ダムは、これまで仮面ライダー、メタルヒーローなど数々の特

撮番組のロケ地に使用され、特撮ファンにとってまさに垂涎の「聖地」
です。今回、地元有志から「ローカルヒーロー を集めて撮影会を行いた
い。」との提案を受け、ダム管理所などの協力のもと「特撮聖地巡り撮
影会in下久保ダム」が実現しました。
９月29日、撮影会当日はあいにくの雨模様でしたが、普段立ち入れない
ダム内部のみならず、貯水位維持のためにゲート放流を行う珍しい状況が
重なったことから、参加者のモチベーションは一層高まりました。やがて雨
も上がり、ヒーローたちがＶ字整列してキメポーズをとると、撮影者からは
歓声が上がり、撮影会は最高潮に達しました。参加者の方々には、ダムの
天端、エレベータ、警報車など背景を変えながら、思い思いに特撮聖地「下
久保ダム」を満喫していただきました。参加者からは「神イベントだった。」
との声も聞かれるなど好評で、地元有志も「来年は一般のコスプレイヤー
にも拡げて開催したい。」と活気づいています。

全国的な渇水が解消
水資源機構は、利根川や吉野川をはじめとする渇水に対
応するため本社渇水対策本部を設置していましたが、９月
21日13時をもって解散しました。これは台風16号による
降雨により吉野川水系早明浦ダムの貯水量が回復し、９月
21日13時をもって吉野川水系吉野川の取水制限が解除さ
れたことによるものです。９月27日には筑後川水系の寺
内ダムと江川ダム（両筑平野用水）の現地対策本部が解散
し、６月中旬から続いてきた渇水の状況は全面的に解消し
ました。皆さまの節水へのご理解・ご協力に心よりお礼申
し上げます。

●荒川ダム総合管理所（埼玉県）

うららぴあにダム博物館分館オープン
10月29日、浦山ダム防災資料館「う

ららぴあ」の一角にダム博物館の分館
第１号となる写真館がオープンしまし
た。ダム博物館は（一財）日本ダム協
会が運営するもので、この日は開館を
祝い、テープカットが行われました。

＊ 特撮ファンが独自に育てているオリジナルの「人物」で、各地のイベントを盛り上げている。既存のキャラクターを真似るいわゆる「コスプレ」とは異なる。

24•水とともに 水がささえる豊かな社会

「平成27年 水質年報」を公表
水資源機構では、より良質な水の確保に向

けた取組みとして、貯水池等を中心に定期的
な水質調査を行っています。水資源機構施設
の水質状況などについて、毎年、水質年報と
して公表しているところですが、「平成27年 水
質年報」を水資源機構ホームページにおいて公
表しました。 以下のURLよりぜひご覧ください。
 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/
torikumi/kankyo/suisitu/index.html
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吉野川本部が入居するビルに「取水制限解除」を掲げる職員ら



●布目ダム管理所（奈良県）

ダム湖を活用したスポーツ大会
布目ダムでは、毎年９月から12月にかけて湖周辺を

活用した多くのスポーツ大会が開催されています。地
元の山

やま

添
ぞえ

村などが主催する釣り大会やマラソン大会、
近年ではサイクリング大会のコースとして活用されています。
秋本番を迎え、各種スポーツ大会に参加する方々の他に、
11月１日から解禁となったワカサギの釣り客など多くの方
が訪れ大賑わいとなります。

●味噌川ダム管理所（長野県）

「ヤギさん除草隊」参上
本号の表紙を飾るヤギたちは一体何？味噌川ダ
ムは、表面が大きな岩石で覆われたロックフィル
ダムですが、岩の間に雑草が繁茂するため、これ
まで草刈りをするのはとても大変な作業でした。
そこで、岩場が大好き、刈り草の処理費用が不要
など、メリットが多い「ヤギさん除草隊」に白羽
の矢が立ちました。９月29日、試験的に放たれた
ヤギたちはむしゃむしゃと味噌川ダムに生えた雑
草を食んでくれました。ありがとう「ヤギさん除
草隊」！

●池田総合管理所（徳島県）

ウェイクボード・アジア大会開催
池田ダムでは、９月17日から19日にかけて、ウェ
イクボードのアジア大会が開かれました。この催しは、
Asian Wakeboard Associationが主催したもので、アジ
ア各国の選手が水しぶきとともに熱戦を繰り広げまし
た。また、大会初日には徳島県マスコット「すだちくん」
がデモを披露し会場を沸かせました。

●旧吉野川河口堰管理所（徳島県）

台風一過の大掃除
台風16号は、雨や風だけでなく、大量の流木・じん
芥をもたらしました。旧吉野川河口堰の上流側に大量の
流木等が漂着したことから、施設や堰下流域への障害を
防ぐため、９月21日から除去作業を行いました。

水機構ニュース•25
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水資源機構は、平成27年度における環境保全の取
組を取りまとめた「環境報告書2016」を公表しました
のでお知らせします。

■環境報告書とは

環境報告書は、水資源機構が事業の実施に当た
り、実施した環境保全の取組みを多くの方々にお伝
えし、環境保全に対する姿勢を知っていただくため
に、平成16年度より毎年度公表しているものです。
環境報告書2016では、平成27年度の水資源機構
における環境保全の取組の基本姿勢、これを踏まえた
環境保全の取組の計画を示し、この計画に基づく環境
保全の取組状況等を記載しています。

 

■環境報告書2016のトピックス

① オオサンショウウオ保全の取組み
② 荒川水系における水道水のカビ臭問題に係る情
報交換会を新たに開催
③ 独自の環境マネジメントシステム  
（W

ウ ィ ー ム ス

-EMS）の運用

■環境保全の取組みを一層充実させるために

「環境報告書２０１６」は、水資源機構のホームページ
で公表していますので、ぜひご覧ください。
水資源機構では、環境報告書に対する学識経験者の

ご意見や読者アンケートによる皆様からのご意見・ご感
想等を今後の取組みや報告書に反映させ、一層の充実
と信頼性の向上に努めています。はがき、FAX、メール
によりご回答いただけますので、アンケートにご協力を
お願いします。（詳細はホームページをご覧下さい。）
 http : //www.water .go . jp/honsya/honsya/
torikumi/kankyo/houkoku/index.html

「環境報告書 2016」を
 公表しました

環境に関する研修

環境保全に関する指針の策定

環境に関する情報の発信

地域に密着した施設・水辺空間

環境保全活動と地域交流への取組

環境関連法令等の順守

水質の保全

循環型社会形成に向けた取組

環境学習会の開催

自然環境の保全

取組事項基本方針

環境保全に配慮した取組の推進

社会とのコミュニケーション

環境関連法令の順守

環境保全意識の向上

基
本
理
念

環境負荷低減の取組の推進

Ｗ-ＥＭＳの概念図

「環境報告書２０１６」の表紙

環境保全の基本方針と取組事項
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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。

弾力的管理試験とは

吉野川水系銅山川では、銅山川ダム群（富郷
ダム、柳瀬ダム *、新宮ダム）による水資源開発
に伴う分水のため、下流河川に減水区間が生じて
おり、地域住民から河川環境の改善を要望され
ています。これを受けて、水資源機構では、平成
22 年度より「弾力的管理試験」として、地域住
民の意見も踏まえて河川環境の向上のための増
量放流を国土交通省と連携して実施しています。

弾力的管理試験では、洪水調節に支障を来た
さないように、銅山川ダム群で最上流に位置す
る富郷ダムの洪水調節容量 1,250 万㎥のうち 25
万６千㎥を使用し、洪水調節後の減水時に流水の
貯留を行います。こうして貯留した水を「活用貯
留水」といい、下流の柳瀬ダムを通過して、新宮
ダムからフラッシュ放流 ** します。

これまで環境調査やアンケート調査を実施しな

がら、活用貯留水の放流時期、最大放流量、一
度に放流する総量など、限られた容量を使って効
果的に放流する方法を検討してきました。この結
果、現在では、概ね大きな出水の約１か月後に弾
力的管理試験を実施し、最大放流量を 10㎥ /s に、
１回当たりの活用貯留水の使用総量を 12 万 8 千
㎥としています。

河川環境の改善効果について

平成 27 年度は 11 月 12 日に弾力的管理試験

を行ったところ、淵や水際では砂礫の移動、付着
藻類等が洗い流されていることを確認しました。
また、河川流量の増加に併せて、一般的な河川
環境の指標となる生物化学的酸素要求量（BOD）
や浮遊物質量（SS）が増大する傾向が確認され、
河床の汚れが洗い流されたものと考えています。

 

これらの結果は、流域の関係県・市・漁協及
び河川管理者から構成される「銅山川の河川環
境を考える懇談会」に報告され、効果や今後の
活用貯留水の放流方法等について意見交換が行
われました。

今後の取り組みについて

これまでに計９回の弾力的管理試験を実施し
てきましたが、洪水調節後の減水時の流水を活
用するという特性から、主に秋から冬にかけて
実施してきました。今後は、付着藻類等による
水質悪化が顕著に発生している春から夏にかけ
て実施し、河川環境の改善効果を確認すること
としています。

環あ
らうん

ど

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。

環環環環環環環
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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。

弾力的管理試験（活用貯留水の放流）の状況

銅山川ダム群の弾力的管理試験の概要

*  国土交通省管理
**   河川環境に配慮し、一時的にダム下流河川の流量を増

加させるための放流

活用貯留水（25万6千㎥）

減水区間

吉野川注）影井堰は、新宮ダム下流の河川環境を改善するための施設。

影井堰
新宮ダム

柳瀬ダム

富郷ダム

放流

放流前

放流前

放流中

放流後

銅山川ダム群

弾力的管理試験による
河川環境改善
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安全で良質な水を安定して安くお届けすること、それが水資源機構の仕事です

11.122016
年
11・12

月
号

第31回　水とのふれあいフォトコンテスト入賞作品
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