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「若葉の風　清く佐田の渓
ながれ

流

　朝に夕に　みんなの姿映してくれる」

これは平成13年に閉校となった、福岡県甘木（現

朝倉）市立佐田小学校の校歌の一節であります。そ

の木造校舎を永く存続させたいとの、地元住民の強

い要望により整備され「朝倉市たかき清流館」とし

て生まれ変わりました。

所在は、九州の大河である筑後川水系佐田川に立

地する、寺内ダムの上流約６kmにあります。文字

通り校舎と並行するように、清流佐田川が流れ、山

奥深い森林の香りに包まれた、まさにふるさとの原

風景が今もここには在ります。当地域には、前述の

寺内ダムと江川ダムがあり、更に現在当館に程近い

焼き物の里・小石原に小石原川ダムが建設中であり、

水資源に恵まれない福岡都市圏の貴重な水源地の一

つでもあります。

当館は、宿泊、休憩や合宿、研修等の施設利用、

各種体験教室、食事処を運営していますが、中でも

清流をそのまま利用するヤマメの掴み取り体験、水

鉄砲を作っての川遊び、更に美味しい水で流すソー

メン流し等、水源地ならではの体験が人気を集めて

います。

食事はバーベキューが主体で、具材持ち込みも可

としており、掴み取ったヤマメの塩焼きは、殆どの

利用者にとっては初体験の味覚となっています。更

に、今年度から寺内ダムの協力を得て、「寺内ダム

カレー」を新メニューとして発売を開始しました。

地元産鹿肉を使ったメンチカツが好評で口コミ等で

浸透しつつある中、ダム見学団体様から「食事は『寺

内ダムカレー』を。」との大口注文も頂いている状

況であり、今後もダム見学コースの中にカレーが指

名されるべく更に改善を図って参ります。

当館の利用者の約半数は朝倉市在住者が占めます

が、福岡都市圏広域行政事業組合様より、福岡都市

圏17市町在住者向けに水源地研修施設利用者に利

用料の一部を助成する制度の対象施設の一つに指定

されております。都市圏と地元学童との交流の場と

しての提供や、単に施設利用料に限らず、体験教室

料、食事代にも適用され、最大限活用したスポーツ

少年団合宿、自治区児童育成会のデイキャンプ等が

多く、地元利用者数に迫る状況にあります。

このように、当館は「水」との関わりなしには存

在しない施設であることを常に念頭に置き、利用者

には普段何事もなく、ごく当たり前に使っている水

を、ここ水源地で、改めて「水」の大切さを感じて

頂けたら幸甚に思います。

清流に感謝しつつ、多くの方々に、この清流に足

を運んで頂けるよう、ここ中山間地より発信し続け

て参ります。

小学校の廃校を利用した「たかき清流館」 大きな鹿肉メンチカツが特徴の「寺内ダムカレー」

すい滴•3

清流に感謝“清流に集う”

朝倉市　たかき清流館　館長　田野　康行



特集特集

１．事業の概要

１）背景
旧吉野川は、吉野川本川河口左岸に緩やか

な 勾 配 で 流 れ る 平 地 河 川 で 、 流 路 延 長

24.8km、流域面積211km2 を持ち、流域は、
瀬戸内海気候区域にある比較的降水量が少な
い地域です。

旧吉野川には、県営農業水利事業により戦

旧吉野川河口堰事業に関する流域図

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

旧吉野川河口堰事業は、吉野川水系旧吉野川と旧吉野川から分派する今
いまぎれがわ

切川で洪水の疎通、流
水の正常な機能の維持、流域内の都市化に伴う水道用水、工業用水の安定取水を目的に、2つの
河口（可動）堰を新設するものです。昭和51年7月に管理移行して旧吉野川河口堰管理所が発足
して以来、本年で40周年の節目を迎えることとなりました。

これまでの管理状況や特徴的な出来事を振り返り、関係者の皆様からいただいた貴重なご意見
も踏まえ、今後のより良い管理業務に繋げてまいります。

旧吉野川河口堰事業
管理40周年を迎えて
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前戦後を通じて建設された旧吉野川、今切川
の両潮止め樋

ひ も ん

門がありましたが、南海地震（昭
和21年）による被害や老朽化により、潮止
めの役割を十分に果たすことができない状況
でした。そのため、昭和45年度から昭和51
年度まで、両潮止め樋門を撤去して洪水流下
能力の増大を図るとともに、流域内の都市化
に伴う水道用水、工業用水の新たな需要に対
応し、かつ従前の潮止めの機能を回復し用水
の安定取水を可能とするために、旧吉野川河
口堰と今切川河口堰の可動堰新設を行う旧吉
野川河口堰建設事業が実施されました。

２) 河口堰の目的
　旧吉野川河口堰は旧吉野川河口から3.4km
地点に、今切川河口堰は今切川河口から
8.4km地点に、次の目的で建設されました。
①洪水の防御
　台風などで大雨が降った時に、計画高水流
量（旧吉野川河口堰800m3/s、今切川河口堰
1,100m3/s）の疎通を図り、洪水被害が起き
ないようにします。
②流水の正常な機能の維持
　河川に必要な流量の確保のほか、海水の
遡
そじょう

上を防ぎ、河口堰の建設前から取水されて
いた用水を確保するなど、流水の正常な機能
を維持します。
③新規の水道用水・工業用水の安定取水
　早明浦ダムで開発された新規利水の安定的
な取水を図ります。水道用水は、鳴門市、北
島町及び松茂町に供給されます。工業用水は、
吉野川北岸工業用水道などを通じ、徳島市、
鳴門市及び板野郡の工場群へ供給されます。

３) 施設の概要
　旧吉野川河口堰管理所が管理する２つの堰
と旧吉野川河口堰に付属する鍋川閘

こうもん

門の概要
は次表のとおりです。

旧吉野川河口堰管理40周年を迎えて

施設名
（河川名）

可動部
閘門
魚道

鋼製シェル型ローラゲート、6門
有効幅 7.3ｍ×延長 25ｍ
魚梯水路式

有効幅 6.0m×延長 41.0m

鋼製シェル型ローラゲート、7門
有効幅 7.3ｍ×延長 36ｍ
魚梯水路式

位置

計画高水位
計画高水流量
堰 延 長

TP+2.947m
　　800m3/ 秒
　　192.3m

右岸
左岸

付属設備
（鍋川閘門）

有効幅
×延長

徳島県板野郡松茂町中喜来
同　上

徳島県徳島市川内町榎瀬
徳島県板野郡北島町鯛浜

旧吉野川河口堰
（吉野川水系旧吉野川）

今切川河口堰
（吉野川水系今切川）

可動部178.3m
固定部14.0m（　　　   ）

TP+3.277m
　　1,100m3/ 秒
　　220.3m（　　　   ）可動部206.3m

固定部14.0m

管理施設の概要

鍋川閘門

今切川河口堰

旧吉野川河口堰

特集•5特集•5
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２．管理40年の歩み

１) 堰の維持管理
　堰は、利水の安定取水と海水遡上防止のた
めに下流潮位の干満に合わせて水門（ゲート）
操作を行っています。このため、管理所では
24時間操作及び諸設備の監視を行っていま
す。施設の維持管理の面では、的確に堰を操
作するため、点検・整備・更新はもとより、
耐震及び津波対策の検討を行っています。

２) 洪水時の操作
　洪水時には、河川流量や堰の上下流の水位
を監視し、海水の遡上を防止しつつゲートを
全開にします。これにより、洪水の疎通断面
を確保することができ、洪水を流下させます。
　２つの堰は、管理開始から平成27年度ま
での間、延べ77回の洪水の安全な流下を図
りました。そのうち大きな洪水は19回あり、
平成25年・26年は2年連続でゲートを全門
全開にする操作を行いました。

「三湛二落」操作

1

No. 備考洪水年月日 洪水原因
東山雨量

時間最大 累計 最大水位 最大流量
（mm） （mm） （T.P.m） （m3/s）

大寺橋地点流況

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

H26.8.8　～　H26.8.11
H25.9.16  ～　H25.9.17
H25.9.4　～　H25.9.5
H23.9.19  ～　H23.9.22
H23.9.2　～　H23.9.4
H21.8.9　～　H21.8.10
H16.10.20
H16.9.29  ～　H16.9.30
H16.6.21
H16.6.11  ～　H16.6.12
H15.8.8　～　H15.8.9
H13.8.21  ～　H13.8.22
H12.9.11  ～　H12.9.13
H2.9.18　～　H2.9.20
S62.10.16　～　S62.10.17
S57.9.24   ～　S57.9.25
S54.10.18
S54.9.29
S51.9.12

台風 11 号
台風 19 号
台風 17 号
台風 15 号
台風 12 号
台風 9号
台風 23 号
台風 21 号
台風 6号
台風 5号
台風 10 号
台風 11 号
台風 14 号
台風 19 号
台風 19 号
台風 19 号
台風 20 号
台風 16 号
台風 17 号

35
21
49
35
29
44
39
43
14
15
24
23
16
55
38
29
18
79
73

383
281
255
365
233
250
279
166
43
74
257
163
218
436
155
163
199
211
861

3.11
2.98
2.52
3.98
2.09
2.79
4.29
2.40
1.34
1.22
2.78
2.50
1.40
3.78
3.01
2.63
1.92
3.77
3.91

436
405
305
669
225
362
765
299
114
100
360
301
122
611
412
328
197
608
649

全門全開
全門全開

全門全開

全門全開

全門全開

全門全開
全門全開
全門全開
全門全開

設備を点検する職員

管理開始以降の大規模な洪水

洪水時の今切川河口堰（下流側から撮影）

6•水とともに 水がささえる豊かな社会6•水とともに 水がささえる豊かな社会
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３) 流水の正常な機能の維持と新規利水　
①海水遡上防止と安定取水
　旧吉野川流域は、吉野川の下流に位置する
沖
ちゅうせき

積低平地であり、昔からの取水と排水の微
妙なバランスの上に流域の営農が成り立って
います。そのため、これを踏まえた灌

かんがい

漑のた
めの水位維持と排水のための水位を低下させ
る堰の操作が必要です。
　また、都市用水の安定した取水には最低水
位の設定が必要なことから、堰の操作につい
て、利水関係者間で「三湛

たん

二落
らく

」というルー
ルが定着しています。このルールは、かんが
い期において5日間を1サイクルとし、3日
間は取水安定のため堰上流の水位を一定に保
ち（塩害防止効果）、2日間は低地の排水の
ために堰下流潮位に合わせた干満操作（排水
効果）を行うものです。取水の安定と排水を
両立させる操作であり、全国に例を見ません。
②農業用水
　旧吉野川流域には水田約4,600ha、畑約
1,800haの耕地が広がっています。そのうち
旧吉野川から取水し、農業用水に利用されて
いる耕地面積は約3,700haあり、米や主力作
物である甘

かんしょ

藷（なると金時）、レンコン、ニ
ンジン、ナシ、カリフラワー等の農産物の生
産に利用されています。これらの農産物は、

京阪神地域を中心に出荷され、「大阪の台所」
と呼ばれています。
③水道用水
　流域内の3市町（鳴門市、北島町、松茂町）
の約10万人の住民は、水道用水として旧吉
野川の水を利用され、約１m3/sを取水して
います。現在では、3市町の水源は旧吉野川
の表流水のみとなっています。
④工業用水
　吉野川北岸工業用水道が、旧吉野川から工
業用水を取水しており、徳島市、鳴門市、板
野郡内の22事業者へと供給されています。
この他、青色発光ダイオードで有名な日亜化
学工業の鳴門工場が旧吉野川から取水されて
います。現在、旧吉野川からは、従前からの
取水を含め全体で約2.5m3/sが安定取水され
ています。

４) 旧吉野川流域の環境の変化
①水質
　旧吉野川と今切川の水質は、環境基準のほ
とんどをクリアしており、年々わずかながら
も改善されつつあります。２つの堰の上流の
水質については、河口堰建設の前後で大きな
変化は見られません。

旧吉野川河口堰管理40周年を迎えて

「三湛二落」操作

特集•7特集•7
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②水草の大量漂着
　昭和50年代半ばから昭和62年にかけて堰
の湛

たんすい

水域にホテイアオイやボタンウキクサを
中心とした水草の漂着・繁茂が見られました。
　水草が水面上に密生すると、舟運、河川環
境、利水使用に対する障害が発生し、社会活
動に悪影響を及ぼします。このため、昭和
61年には、吉野川流域に発生するホテイア
オイ等の被害を軽減するため、情報交換、対
策等について調整を図る目的で国、県、関係
市町、水資源機構が参加する「吉野川流域ホ
テイアオイ等対策連絡会」が発足し、関係機
関が一体となって対応しています。
　また、旧吉野川河口堰管理所では、平成
26年9月に水草回収船「牛

ご お う

王」を導入し、
大量発生に備えています。

３．管理上の課題

１) 施設の長寿命化
　管理開始40年が経過し、堰本体や各種設
備など施設全体が老朽化していることは否め
ません。今後の管理コストの急激な増加を避
けるために施設全体の長寿命化を検討してい
く必要があります。

２) 地震津波対策
　河口堰では、近い将来に発生が危惧されて
いる大規模地震及び地震に伴う津波への対応
が喫緊の課題となっています。そのため、旧
吉野川河口堰管理所では、耐震性能の照査と
津波襲来時の性能照査を実施しています。照
査の結果、必要に応じて、対策検討を進める
必要があります。

４．終わりに

　管理移行後40年の歩みを振り返ると、２
つの堰は、海水遡上防止と用水の安定取水の
機能を発揮し、河口堰周辺地域の社会生活や
発展に寄与し続けてきました。平成23年3
月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に
よる最大津波高93cm（小松島天文潮位差）
の津波の襲来についても、ゲートを乗り越え
るものではなく、堰上流への影響はありませ
んでした。
　旧吉野川河口堰管理所は、「地域を潤し、
地域を支える河口堰」として、これまでの経
験を活かし、また、関係者の皆様や地域住民
の皆様のご理解とご協力を賜りまして、より
良い管理業務を今後も実施してまいります。
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特集特集

旧吉野川河口堰事業管理40周年を迎えて

　徳島県公営企業管理者　企業局長　黒石　康夫

　旧吉野川河口堰事業の管理開始から40周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。
　旧吉野川及び今切川は、徳島県の北部、吉野川北岸を流れており、この下流地域における水利用については、過去から塩
水の遡上や洪水被害で大変にご苦労の多い所でございました。
　このような中、徳島県企業局は、産業基盤を整備し、本県産業の発展と県民の福祉増進を図るとともに、地盤沈下、地下水
塩水化などの問題を解消するため、昭和39年徳島市を中心とした県東部臨海地域が新産業都市に指定されたことに伴い、昭
和41年４月１日地方公営企業として工業用水道事業に着手しました。
　吉野川北岸工業用水道は、県事業の先駆けとして、当時建設予定であった早明浦ダムを水源として開発され、昭和43年４
月には、日量80,000m3の給水施設が完成、同月から一部給水を開始しました。
　その後、給水量の増加に伴い、昭和49年度において更に日量80,000m3の給水施設を整備し、日量160,000m3の給水施設
が完成しました。以降、工業用水道事業と河口堰事業とが相まって、低廉で質の良い水を安定的に供給できており、平成28
年７月現在、22社に日量105,570m3を供給しています。
　旧吉野川から取水された水は、浄水場で水処理が行われたのち、徳島市、鳴門市及び板野郡の工場群へ供給されております。
給水先としましては、国内シェアで過半数を誇る輸液の製造企業を始め、食品、薬品、化学製品等の製造企業も含まれており、
河口堰事業はその安定生産に寄与しています。
　また、切迫する南海トラフ地震や活断層地震に備え、平成24年度に耐震化計画を策定し、管路の耐震化等に取り組んでい
るところであり、災害時においても安心して工業用水が確保でき、速やかに復旧・復興できる体制づくりを進めているところ
であります。
　水資源機構におかれましても、今後とも県民や企業のニーズに応え、本県経済・産業の更なる発展に寄与するため、事業
のコスト管理や巨大地震対策、施設の老朽化対策等、適切な事業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。

旧吉野川河口堰事業管理40周年を迎えて

吉野川土地改良区　理事長　板東　二三男

　旧吉野川河口堰事業管理開始40周年を迎えられます事に、まずは心よりお祝いを申し上げます。
　当改良区の農業用水を語る時、まず浮かぶのは、第十堰、第十樋門の存在です。旧吉野川及び今切川両岸の農地を潤し地
域住民の命をはぐくむ大切な施設であります。
　しかしながら、両河川は共に感潮部河川であり、常時潮汐の影響を受けているため、用水は限られた時間でしか取水できず、
また潮水が逆流し毎年のように干害と塩害が発生する厳しい状況でありました。そのため、今切川では昭和11年、旧吉野川で
は昭和24年にそれぞれ潮止樋門を建設し、海水の逆流を防止すると共に上流部を淡水化して、かんがい用水を確保していまし
た。
　しかし、昭和21年に発生した南海大地震によって地盤沈下を誘発し、潮止樋門が破損して潮止効果が減少する事となり、
また一方で工場等による地下水の取水により地下の塩分濃度が上昇し、土壌中の塩分濃度も次第に高くなり、晴天が続くと酷
い所では塩害によって収穫が皆無の田畑が出現するに至りました。
　潮止効果の低下により国の吉野川水資源開発に連動して、昭和46年から50年の５カ年にわたって、旧吉野川また今切川に
おいて、水資源開発公団（今の水資源機構）により、可動堰の建設が行われました。
　これにより、海水の逆流を防止、上流部の淡水化また堰上げにより、管内47カ所の樋門より農業用水を確保し自然やポン
プにより取水して、管内2000haの農地に豊富な流水を引き入れる事ができるようになり、現在は十分な水量（淡水）が確保
され、安心して農業を営む事ができるようになりました。
　これも祖先の人また先人の人達の血のにじむ尊い努力の結晶であり、私達子孫は、その恩恵にあずかり農業を営む事に感謝
しなければならないと思います。
　また、長年にわたって農業用水の取水に深いご理解とご協力を賜っております、水資源機構の方々に心より感謝してお礼を
申し上げます。
　今後とも変わらぬご理解ご協力をお願い申し上げ40周年のお祝いの挨拶とさせて頂きます。

旧吉野川河口堰管理40周年を迎えて
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特集

⑴　洪水調節とは

　洪水による被害を防止又は軽減するため、
これまでに様々な河川の整備が行われてきま
した。河川を整備するに当たっては、大きく
分けて、２つの方法があります。一つは、堤
防の嵩上げ、河床の掘削、引堤などのように、
川に安全に流すことができる水の量を増やす
という方法（以下「方法Ａ」という。）です。
もう一つは、ダムの整備などのよう に 、 あ る
地 点 で 水 を 貯 め 込 み 、 川 に 流 れ 出 て く

る水の量を減らすという方法（以下「方法Ｂ」
という。）です。各地の河川の整備は、方法Ａ
と方法Ｂを適切に組み合わせて、実施されて
います。
　「洪水調節」とは、方法Ｂによるもので、大
雨の際に川の上流から流れてくる水の一部を
ダムに一旦貯めて、川の下流に流す水の量を
少なくするためのダムの操作をいいます。こ
の操作により、川の下流の水位が下がり、河
川が増水して溢れたり、堤防が決壊したりす
るリスクを防止又は軽減します。

ダムが洪水を貯める様子（左）と下流に流す水を少なくする様子 下流河川の水位低下効果（川の断面図）
草木ダム

全３回の連載でお届けする特集の第２回は、ダムが果たしている様々な役割のうち、

ダムの「洪水調節」に関する役割について詳しくお届けします。

10•水とともに 水がささえる豊かな社会

日吉ダム

ダムが無い場合の水位

ダムが洪水調節した場合の水位

あらためて知ってほしい
「ダム」のはたらき

洪水調節を行う早明浦ダム
（平成 26 年台風 12 号による出水）



Step.1　洪水に備える

Step.2　洪水を貯め込む（洪水調節）

Step.3　新たな洪水に備える

　台風や大雨による洪水の起きやすい時期※

に、あらかじめダムの貯水位を下げて、貯
水できる容量を空けることにより、洪水へ
の備えをします。
　ダムの貯水位を下げるときは、下流の河
川水位が上がっていない状態であることな
ど安全を確認したうえで、ダムに貯めた水
を流します。

　大雨が降り洪水になると、川の上流から流
入してきた洪水をダムに貯め込み、川の下
流へと安全に流すことができる量だけを流
します。川の上流からダムへと流入する水
の量（流入量）を超えて、ダムから水を流
すことはないので、ダムから川の下流に流
す水の量（放流量）は流入量よりも必ず少
なくなります。このような操作により、川
の下流の水位が上がり過ぎないように調節
します。

　大雨が止んで、流入量が減ってきたら、安
全に川の下流へと流すことができる範囲で、
流入量よりも放流量を徐々に増やして、ダ
ムの貯水位を下げていきます。つまり、洪
水を一時的にダムに貯め込み、川の下流の
水位調節が終わったら、ダムに貯め込んだ
水を徐々に流して、安全にダムの容量を空
けます。こうして、新たな洪水に備えます。

⑵　洪水調節の仕組み
　ダムには洪水調節のための容量を確保して建設されたものがあります。こうしたダムにおい
て、洪水調節は、一般的に次の３つのステップで実施します。

※洪水期といい、地域によって期間は異なりますが、概ね6月中旬から9月末頃までの期間を指します。

特集•11

洪水に備えて容量を空けておきます。

洪水で貯め込んだ水を下流に徐々に流して、
貯水位を下げます。

ダムに貯め込まれた量
（90）

あらためて知ってほしい　「ダム」のはたらき



⑶　洪水調節の結果の見方
　ダムによる洪水調節の結果は、「ハイドロ
グラフ」と呼ばれるグラフによってわかり
やすく説明することができます。グラフの
横軸は「時間」を、縦軸は「流入量」「放流量」
「ダムの貯水位」をそれぞれ示していて、洪
水調節に関する川の水量、ダムの貯水位の
時間的な変化を表すときに使われます。実
際に、上から2番目にあるグラフをご覧くだ
さい。青線は流入量を、黒線は放流量を示
しています。黄色で着色した、青線と黒線
の差分がダムによって洪水調節された流量と

なります。この差分の面積を求めると、ダ
ムに貯め込んで洪水調節された総量（全貯
留量）を知ることができます。
　また、ハイドログラフに雨量や下流河川
水位に関するグラフを組み合わせることによ
り、ダムによる洪水調節の過程や効果を一層
わかりやすく理解できます。これらを結び付
けて見てみると、ダムが洪水調節することに
よって川の下流の水位が上がり過ぎないよう
に調節されていることがわかります。

特集
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洪水前の貯水池 洪水後の貯水池 洪水前の貯水池 洪水後の貯水池

※河道を建設する場合に基本となる流量で、基本高水を河道
　と各種洪水調節施設に合理的に配分した結果として求めら
　れる河道を流れる流量（国土交通省HPより）

次号では、ダムの「水の安定供給」に関するはたらきを詳しくお届けします。

　利根川など水資源開発水系として指定された７水系に係る地域は、国土面積に占める割合こ
そ約17%に過ぎませんが、総人口の約52%、工業出荷額の約45%を占めています。我が国の産
業や経済活動にとって重要なこの地域において、水資源機構のダムは、洪水調節という重要な
ミッションを的確に実施し、地域に暮らす人々の生命や財産を洪水の惨禍から守り続けます。

①平成17年台風14号における早明浦ダムの例

　早明浦ダム（高知県）では、平成17年9月
6日～8日の台風14号において、計画高水流
量※4,700m3/sに対して、計画規模を上回る
5,600m3/sの洪水が発生しました。
　早明浦ダムでは洪水調節を行って、ダム
の下流にある岩津地点の吉野川の水位を約
1.0m低下させ、本山町等の浸水被害を低減
しました。当時、吉野川が渇水で早明浦ダ
ムの貯水位が低かったことも手伝って、洪
水のほとんどをダムに貯め込むことで被害
をさらに軽減することができました。

②平成25年台風18号における日吉ダムの例

　日吉ダム（京都府）では、平成25年9月
15日～17日の台風18号において、計画高水
流量1,510m3/sに対して、計画規模を上回る
1,690m3/sの洪水が発生しました。
　日吉ダムでは洪水調節を行って、ダムの
下流にある保津橋地点の桂川の水位を約
1.5m低下させ、京都市市街地への被害を回
避することができました

特集•13
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東日本大震災から学んだこと

牧下の機構職員としての歩みに大きな影響を与え
た出来事がある。それは、当時入社３年目であった若
者にとって鮮烈極まりないものであった。忘れもし
ない未曾有の大災害・“東日本大震災”である。この
巨大地震により、牧下が従事した、茨城県西南部を潤
す霞ヶ浦用水は大きなダメージを受けた。
「地震活動が比較的多い地域なので揺れに対する
慣れもあったのですが、あれほどの被害になるとは
思いもよりませんでした。直ちに点検に向かうと、そ
こには、送水管が破損して水が噴きあがるなどまる
で映画のような光景が広がっていました。」霞ヶ浦用
水は、水道用水などを供給する重要なライフライン
であるため、すみやかな復旧が至上命題となった。牧
下も不眠不休で必死に働いた。
「人手も時間も足りない中で、送水管など土木施設
の復旧が優先されました。私もその復旧作業に携わ
りました。」切羽詰った現場では、電話がかからない、
かかっても応答しない、応答しても人手がいない、人
手があっても燃料がないなど普段当たり前にあるも

ささえる
Power力
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Profile
千葉用水総合管理所　房総導水路事業所　設備課

牧下　昌平　 Syohei Makishita
平成 20 年 4 月、水資源機構に入社。これまで下久保ダムと霞ヶ浦用水の管

理業務に従事。平成 25 年 4 月から現職の房総導水路に在勤。

千葉県南部―丘陵地帯の続く房総半島を貫き、利
根川の水を一路南へと運び続ける全長およそ100キ
ロメートルの長大な水路があります。その名は「房
総導水路」。我が国の高度経済成長期に計画され、千
葉都市圏、九十九里地域、南房総地域への水道用水、
工業用水を届けるため建設されました。送水開始から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
35年以上が経過した施設はいま、老朽化や大規模地
震への対応などの課題に直面し、「房総導水路施設緊
急改築事業」が進められています。今回はそんな現
場で躍動する若き電気職を取り上げます。

「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。

～設備と設備をつなげる電気職～
「強電」の極みへ



のやできることが、ままならないというもどかしい
体験もした。牧下を含め職員が一丸となって働いた
結果、１週間という短期間で応急の送水再開へと漕
ぎつけた。「本当に大変というか、辛かったです。もう
二度と経験したくないですが、無事に送水できたと
きの喜びは今までで最高でした。」と牧下は振り返る。
技術者としても地震から様々なことを学んだ。「こ
んなところが壊れてしまうのかと感じることが多かっ
たです。地震のパワーをまざまざと見せつけられま
した。自然は、人間の想定をいとも簡単に超えてしま
うんです。」土木構造物に比べて被害が少なかったと
はいえ、地震は電気設備にも爪跡を残した。例えば、
１個当たりの重量が30キロを超える蓄電池。金具で
頑丈に固定されていたにもかかわらず、金具をぐにゃ
りと押し曲げて蓄電池の位置がずれていたという。
いつまでも成す術なく立ち止まってはいられない、
牧下は語る。「自分に足りないものがわかりました。
施設の成り立ちなどを知る良い経験になりましたし、
電気に隣接する土木や機械などの技術をもっと勉強
しなくてはならないと考えるきっかけになったと思
います。」

仕事のやりがい

いま牧下は大きな仕事を任されている。大
おおあみ

網揚水
機場に設置されたポンプの動力を賄う特別高圧受変
電設備の更新である。この設備は、電車を動かすため
に設けられているように、より強く大きな電気を扱
う「強電※」と呼ばれる分野の代表的な設備である。地
形などの条件が許す限り、なるべく動力に頼らない
計画で施設を建設していることから、水資源機構で
は限られた場所にしか存在しない設備でもある。

「特別高圧受変電設備の更新に携わるのは貴重な
経験であり、とてもやりがいを感じます。自分の勉強
してきた分野であり、管理もさせていただきました。
その強みを更新工事に活かせることは励みになって
います。」それでも、更新工事ともなると、これまで経
験したことのないような調整が必要になるという。「更
新工事では停電をお願いして作業をする必要があり
ます。停電による影響をなるべく小さくするため、電

気事業者、利水者、河川管理者、工事業者など関係す
る方々との工程調整を行っています。朝方に作業が
終わり、設備に電気を入れ、無事に再稼動した瞬間は
心底ほっとします。あぁ迷惑をかけずに済んだと。」
仕事の希少性ではなく、水の安定供給への使命感か
らやりがいを感じているのかもしれない。

これから目指すもの

まだ30歳―。技術者集団である水資源機構の将来
を支える存在として、今後どういう仕事に挑戦した
いのだろうか。「震災の教訓から、土木や機械といっ
た隣接分野の技術力を身につけたいです。また、技術
開発の進展により、再生可能エネルギーとして注目
を浴びる小水力発電を実施可能なフィールドが増え
ています。機会があれば、設計から施工までを経験し
たいです。」と素直に語ったが、最後にこう付け加え
ることを牧下は忘れなかった。
「強電の高みを目指して、この分野を極めていきた
いです。水資源機構は、電力会社や電機メーカーなど
と異なり、電気技師がその中心にいる組織ではあり
ませんが、設備と設備の間を繋ぐ縁の下の力持ちと
なりたいです。」

ささえる
Power力

※強電の対に「弱電」があります。弱電は、比較的出力の小さな電気によ　　
　り電話などの通信設備やコンピュータなど情報機器を扱う分野です。

ささえる力 Power•15

ドライブ、旅行、映画
鑑賞、ＤＩＹ、音楽鑑賞
などなど、何かと趣味の
多 い 牧 下。 音 楽 機 器 の
ジャンク品を仕入れてき
て自分で修理してみたり、
中古レコードを探しに都
内へと繰り出すこともし
ばしば。ちなみに、ジャ
ズが一番のお気に入りの
ジャンルだそうだ。なか
なか渋い。



平６渇水の記憶

「今どれくらい？」
私は香川県高松市の出身で、今も高松で暮らし

ています。仕事はビジネス香川という情報紙の編
集をしています。今年７月、高知県の早明浦ダム
を訪ねました。高松に帰って、知人・友人に早明
浦ダムに行ってきたよと伝えると、みんなが口を
そろえて冒頭のように貯水率を聞くのです。

香川県民にとって、早明浦ダムの貯水率は気に
なる話題です。特に夏になると、地元の新聞やテ
レビニュースでもよく扱われます。私たちが使う
水は、早明浦ダムからやってきているからです。

それに加えて、深く刻まれた「平６渇水」の記
憶が、私たちに水源を強く意識させるのだと思い
ます。平成６年当時、私は小学５年生でした。全
校集会で校長先生から、今年のプールの授業は中
止になったと聞いたことを覚えています。

日中は断水となり、蛇口をひねっても水が出な
いということも経験しました。調べてみると、高
松市では５時間給水が約30日間続いたそうです。
暑い暑い夏休み、お風呂やポリタンクにためてお
いた水を少しずつ大切に使っていました。それま
で、あって当然のように使っていた水が、限りあ
る資源なのだと気付かされた出来事でした。

「四国のいのち」へ

早明浦ダムを訪れたのは約20年ぶりでした。
中学校の校外学習以来です。ダムまでの道中、川
の水の美しさに思わず声をあげました。澄んだ川
のほとりでは、牛が草を食べています。目に映る
山並みからも、高知の自然をダイナミックに感じ
ました。

今回初めて、ボートに乗って湖面からダムを見
学しました。四国の水がめの大きさを肌で感じる
経験でした。ダムの堤防近くには「四国のいのち」
と書かれた石碑が立っています。香川のみならず
四国の人々の命がこの水で養われているのだと思
うと、感慨深いものがありました。

そこから吉野川を下るように、香川用水取水工、
香川用水記念公園（東西分水工）、宝

ほうざん

山湖を訪ね
ました。取水工から東西分水工までは約８キロの
導水トンネルが通っています。阿讃山脈を抜け
て、徳島から香川に水がやってきます。トンネル
の直径は約３メートル。施設を整えるために途方
もない労力が費やされたことは、想像に難くあり
ません。高知から徳島、そして香川へと、水は長
い旅を経て家庭に届けられているのだと再確認で
きました。

余談ですが、平成21年に調整池として造られ
た宝山湖周辺は、私の好きな風景の一つです。歩

16•水とともに 水がささえる豊かな社会

副編集長　鎌田　佳子
ビジネス香川編集室

～早明浦ダムから香川用水を訪ねて～

水を飲む時はその源を思う



行者専用の周回道路は、鳥の声を聞きながらゆっ
くりと散歩したくなります。湖のほとりにはビオ
トープがあり、子どもたちの環境学習にも活用さ
れています。

飲水思源

仕事柄、私は企業の経営者や団体の代表者など
多くのビジネスパーソンにお会いします。いろい
ろな興味深い話をお伺いするのですが、その中で
も特に印象的だったものがあります。

ある企業の経営者の方が、子どものころお母様
から教わった言葉について話してくださいまし
た。それは故事成句の「飲水思源」についてのお
話でした。飲水思源は「水を飲む時はその源を思
え」、「井戸を掘った人の苦労を忘れるな」という
意味の言葉です。その方は、多くの人に助けられ

ていることを常に忘れずにいなさいと教わったそ
うです。

今回、早明浦ダムから香川用水取水工、香川用
水記念公園、宝山湖を巡り、普段使う水の源とま
ではいきませんが、そのエッセンスに触れられた
ように思います。長い年月をかけて、水が使える
環境を整えてくれた人たちの苦労は計り知れませ
ん。多くの人たちの努力があって、私は水のある
暮らしができています。そして、今もその努力は
絶えることなく続けられているのです。

この原稿を書いている時点では、梅雨明けから
まとまった雨が降らず、早明浦ダムの貯水率が少
しずつ減っています。蛇口をひねるその時に、香
川から早明浦に思いをはせ、その一滴一滴を大切
にしたい―。今回の経験は、改めてそんなことを
考えさせてくれるものとなりました。

香川用水記念公園から阿讃山脈を望む

香川県三豊市の宝山湖

早明浦ダムからの眺め

早明浦ダム湖面から上吉野川橋を見上げる

徳島にある香川用水取水工近くで

水のひろば•17

水を飲む時はその源を思う～早明浦ダムから香川用水を訪ねて～



東海工場と愛知用水

コカ ･ コーラの歴史は古く、1886 年に米国ジョー
ジア州アトランタで生まれました。日本で製造され
るようになったのは 60 年ほど前から。今回訪れた
CCEJ 東海工場は、国内の製造拠点の一つとして昭
和 44 年から稼動しています。製造担当の平田さん
にお話を伺いました。

まず気になったのは東海工場の立地、愛知用水の
供給と関係があるのでしょうか。
「道路や港湾など交通の便が良いことをもちろん

考慮していると思います。また、愛知用水によって
水の安定供給が望めることに加え、コストについて
も安価であるため有利と判断したのでしょう。」

この立地を活かして、東海工場ではコカ ･ コーラ
はもちろん、国内で販売されるブランドのほぼすべ

てを製造することができます。製造された飲料を
ペットボトルや缶の容器に充填して製品にする工程
までを東海
工場で一貫
し て 行 い、
愛知、岐阜、
三重、静岡、
山梨の各県
を中心に市
場へと出荷
されます。

水に対するこだわり

消費者の信頼に応えるため、食品安全をはじめと
する品質の維持・向上はもちろんですが、環境保
全、地域交流などへの取り組みを重視しているそう
です。中でも環境保全への取り組みがとても特徴的
で、水の使い方に対するこだわりに表れています。
「洗浄など製造段階で使用する水と同量の水を自

然に還す取り組み「Water Neutrality」を強化し、
2020 年までに水使用プラスマイナスゼロの実現を
目指します。これには、負荷を与える絶対量を減ら
す必要があります。特に、製造過程での水の使用量
を徹底的に削減することに力を入れています。」

取り組みをいろいろと積み重ねても、100％元通
りの自然な状態へと還すのは至難の業ではないで
しょうか。
「ご指摘のとおり、どうしても還元できない部分

はあります。これを補うために、新しい水を育む活
動をしています。東海工場の水源域の一つである岐
阜県恵那市でのコカ ･ コーラの森プロジェクトも取

飲料を充填する機械「フィラー」

18•水とともに 水がささえる豊かな社会

愛知県西部、半島地形で大きな河川がない知多
地域は、干ばつや飲み水の不足に長年苦しんで
きました。これを解消するため、1961年、木曽
川の水を知多地域などへと供給する総合開発事
業として愛知用水が完成しました。今では一帯
に数多くの工場の進出を促し、我が国屈指の工

業地帯を形成するなど
地域の経済・産業の発
展を支えています。今
回は、愛知用水の流れ
の先にコカ・コーライー
ストジャパン（CCEJ）
東海工場を訪ねました。

愛知県

東海市

～愛知用水から生まれる爽やかさ～
世界中で愛されるコカ・コーラ



り組みの一つです。」
この取り組みは、一般の方を募って、有名な坂

さかおり

折
棚田の近傍の山林で、間伐体験などの森づくりを行
うものです。棚田では、春には田植えを、秋には収
穫を体験することができるほか、地元産の食材を
使った食事をとるなど特色ある活動を行っていま
す。地域や市民と一体となった環境保全への取り組
みは、中山間地域１における先進事例として注目さ
れているそうです。

地域とともに歩む工場

「私たちは地域のみなさまとのコミュニケーショ
ンを大切にしています。地域とともに歩んでいくた
め、多くのみなさまに工場へと足をお運びいただき
たいです。」こう語るように、今春、工場見学をよ
り充実させるために東海工場の大規模リニューアル
と見学日の見直しが行われました。このため、幅広
い世代から多くの方々が来場するようになり、好評
を博しているようです。

今回のような取材では設備などハード自体に注目

しがちとなりますが、東海工場では、ハードやソフ
トの根底にある想いに触れた気がします。例えば、
丁寧に使う、汚さない、きれいにして自然に還すと
いう水循環の基本に忠実であること、事業活動を営
む地域との連帯を強く意識されていることなどを感
じました。

こうした想いを込めて、東海工場は、愛知用水の
流れからたくさんの「おいしさ」、「爽やかさ」を全
国の消費者の元へと今日もまた送り届けています。

あなたもコカ･コーライーストジャパン東海工場を見学してみませんか。

コカ・コーラをはじめとする飲料が製造される過程が見学できるのはもち

ろんのこと、タブレットを活用したコカ・コーラ検定など体験型コンテン

ツがもりだくさん。工場を知れば、いつもおいしい飲み物が一層おいしく

感じるはず。事前申込が必要です。入場無料。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

http://www.ccej.co.jp/plant/

東海工場に行こう！

１ 平野の外縁部から山間地。中山間地域は、国土面積の約７割、全国耕地面積の
約４割、総農家数の約４割を占めている。（農林水産省ホームページをもとに加工）

WaterNeutralityの説明に聞き入る見学者の親子

輸送効率や環境負荷を考慮して、プリフォーム（写真左）という言わばペッ
トボトルの赤ちゃんの状態で工場へと運ばれます。工場で最終成形し、飲
料を詰めると製品となります。

製造担当の平田さん（写真右）と見学担当の内山さん

流れの先に•19



琵琶湖から京都へ〜水を届ける〜
四季折々の魅力に溢れ、国内外から多くの観光客

が訪れる古
いにしえ

の都、京都。京都市内で使われる水がど
こから届けられているかご存じだろうか。それは、
125 年以上前からずっと変わらない ･･･ 琵琶湖の水
である。琵琶湖と京都の水の路をつなぐ大切なライ
フラインである琵琶湖疏

そ

水
すい

、その歴史を知ることが
できる「琵琶湖疏水記念館」を取材した。

琵琶湖疏水記念館
琵琶湖疏水竣工 100 周年を記念して、平成元年

に建設された。テーマごとに３つ展示室などがあ
り、当時の資料や模型などが展示されている。

平成 27 年の年間来場者数は約 12 万人、京都市
民の方以外にも、土木を学ぶ学生や留学生、国内外
からの観光客など幅広い方が訪れている。

また、屋外には当時使われた水車や発電機等が展
示され、蹴上インクラインとつながっていることから、
琵琶湖疏水を実際に感じることができる。
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第１展示室　琵琶湖疏水の計画と建設
計画と建設の過程を示す資料として、建設の中心

となった北
きた

垣
がき

国
くに

道
みち

（京都府知事）、島
し ま だ

田道
どうせい

生（測量
　　　　　　　　　　　技師）、田

た な べ さ く ろ う

邉朔郎（土木
　　　　　　　　　　　　技師）に関する資料、工
　　　　　　　　　　　　事の様子を書き残した絵
　　　　　　　　　　　　画などを展示。当時の過
　　　　　　　　　　　　酷なトンネル工事の様子
　　　　　　　　　　　　もうかがえる。

隧
ずいどうくっさく
道掘鑿中背打三井寺山下

田村宗
そうりゅう
立（箏）明治 20 年

第２展示室　琵琶湖疏水が果たした役割
琵琶湖疏水がもたらした、電気事業・運河事業・

水力事業に関する展示。疏水が京都の発展に大きく
貢献したことを知るこ
とができる。 蹴

け あ げ

上イン
クラインの大型模型が
設置され、 舟が動く様
子を確認できる。

第３展示室　京都市三大事業の実施・京都市水道事業の展開
現在の京都の基盤を形

成した３大事業や水道事
業 を 紹 介。 大 正 時 代 の
蹴上周辺地域を一望でき
る大型復元模型が設置さ
れ、疏水の流れを光でた
どることができる。

水の
　　ミュージアム
水の

　　ミュージアム

琵琶湖疏水記念館



京都の発展に貢献した水の路
みち

「京都市内の水道水のほとんどは琵琶湖の水なん
ですよ。」案内していただいた垣

か き の

野館長は言う。明
治維新に伴う東京遷都で衰退の危機にあった京都に
活力を呼び戻すため、琵琶湖の水を引くことは、京
都の人々にとって夢であったという。明治 18 年、
後に京都へ電力、水道、そして舟運をもたらすこと
となる琵琶湖疏水の建設が始まった。明治 23 年に
は第１疏水が誕生し、日本一長いトンネル（建設当
時）や日本初の事業用水力発電所（蹴上発電所）が
建設された。これにより、日本で初めて実用化され
た電気鉄道（京都電気鉄道）がまちを走り、新し
い工場ができ ･･･ 京都の産業は発展していく。明治
45 年、第２疏水が完成し水道用水の供給が始まる
と、京都はさらなる発展を遂げる。琵琶湖疏水は京
都に ･･･ いや日本に沢山の “ 初めて ” をもたらした
存在でもあるようだ。
「琵琶湖疏水は今も現役です。定期的に修復・修

繕を行い、溜まった砂の除去、亀裂の修復、浸水の
チェックなどを実施し、当時の形を極力崩さないよ
うに大切に維持しています。」多くの人に今も愛さ
れる古の都京都 ･･･ その発展の裏には、125 年以上
前から変わらぬ姿で命の水を運ぶ琵琶湖疏水の存在
があった。館長は続ける。「琵琶湖疏水は、京都の
地形を生かした自然流下を基本とし、日本人の手
のみで作り上げた水の路です。先代の知恵と技術の
結集ともいえます。明治時代の大事業である琵琶湖
疏水の重要性を京都の方はもちろん、より多くの方
に知っていただきたいと願っています。」

京都市上下水道局の思いの詰まったこの記念館、
京都散策の折りには是非訪れてみてほしい。

　記念館周辺の見どころ　　

京（みやこ）の水カフェ inZoo 災害用備蓄飲料水
京都市上下水道局からのお知らせ

開館　９時～17時（12月～２月は16時30分まで）
　　　入館は閉館の 30分前まで
　　　月曜（月曜が休日・祝日の場合は翌平日）・年末年始休館
　　　入館料　無料
所在　京都市左京区南禅寺草川町 17
交通　地下鉄東西線「蹴上」駅より徒歩７分
電話　075-752-2530

蹴上インクライン
高低差のため舟が往来できな
かった区間を、水力発電所の電
力を用いて台車で舟ごと移送さ
せた。インクラインの働きにより、
大津から大阪への直接の舟運が
可能となり、物流が栄えた。

田邉朔郎銅像
インクラインを登ったところに
建立され、琵琶湖疏水を見守っ
ているように感じられる。

南禅寺水路閣
南禅寺の境内にある 93 ｍの水
路閣には現在も疏水が流れる。
レンガ造りアーチ構造で、景観
に溶け込　んでいる。モダンで
美しい近代建築の構造物。

ねじりまんぽ
インクラインの線路下にあるト
ンネル。外観からはわかりにく
いが、中に入ると、らせん状の
レンガがねじれているように・・・

9 月 13日～ 12月 4日
「琵琶湖疏水と京都の水力発
電」と題した特別展を開催
します。

9 月 17日～ 9月 19日
開館時間を 20 時まで延長
し、秋の夜間開館を実施し
ます。17 時 30 分からは学
芸員による展示解説も実施
しますので、是非お越し下
さい。

9月17日～9月25日（20日除）
当記念館に隣接する京都市
動物園にて「京（みやこ）の
水カフェ in Zoo」を実施し
ます。水道水で作った美味
しいドリンクで喉を潤して下
さい！

「京の水道　疏水物語」
京都の水道水を災害用備蓄
飲料水（5 年間保存可能）と
して当記念館などで販売して
います。「世界最高水準」の
京都の水道水を、ご家庭にお
持ち帰りいただけます！

特別展 秋の夜間開館

建設中の第二期蹴上発電所送水
管（明治 44年頃）田邉家資料

水のミュージアム•21



気象キャ
スターが

解説！

天気のミ
カタ気象キャ

スターが
解説！

天気のミ
カタ

連載のはじめに
皆様、初めまして。特定非営利活動法人気象キャ

スターネットワーク（WCN）代表の藤森涼子と申し
ます。これから１年間、WCNの気象キャスターが、
気象や季節などについての話題を連載させていただく
ことになりました。第１回はWCNのご紹介も含め
て私が担当させて頂きます。
WCNは、2004 年に気象キャスター数人が集まっ

て設立しました。現在は会員数も 280 名を超え、専
門知識と伝える力、全国のネットワークを活かして気
象災害の軽減を目指して活動しています。活動の中心
は会の設立当初から取り組んでいる気象、防災、環
境をテーマとした小学校の出前授業です。これまで
の 11 年間で延べ 4200 校以上での実績があり、私も
130 校以上の学校に伺いました。それぞれの学校で
出会った子供たちとの時間は私の大切な宝物、そして
一緒に活動をしてきた気象キャスターは大切な仲間で
す。

減災プロジェクト 2016
ここ数年も地球温暖化が原因と思われる異常気象

が増えています。一昨年は広島での大規模な土砂災
害、去年は鬼怒川が決壊した関東・東北豪雨など「今
までに経験したことの無い」大雨が降り大規模な災害
も発生しています。国土交通省や気象庁では、最近の
雨の降り方を「局地化」「集中化」「激甚化」している、
地球温暖化の影響で「新たなステージに入った」と
表現し、その対策に取り組んでいます。そこでWCN
でも、今年「減災プロジェクト 2016」を立ち上げ、
更に精力的に出前授業や講演、イベントなどに取り組
んで行きたいと思います。
これまで私たちは企業の支援や自治体などの委託

を受けて出前授業を行ってきましたが、今回のプロ
ジェクトでは小学校からも企業さんからも一切費用は
頂きません。会の予算の中から費用を捻出し、キャス
ターを小学校に派遣します。全国で 30 校、テーマは
①気象と防災、②地球温暖化のどちらかをお選びくだ
さい（小学校４～６年生向け）。地域は問いませんが、
学校内での出前授業が基本となります。これを機会に
是非企業や自治体が独自で実施している出前授業にこ
のプロジェクトを利用頂き、私達の活動を知っていた
だけないかと思っています。またイベント、講演など
にも積極的に気象キャスターを派遣して防災、減災の
必要性を伝えていきたいと思います。
専門的な気象・環境の知識とコミュニケーション

能力を兼ね備えた気象キャスターは、「環境・防災の
メッセンジャー」です。テレビやラジオで活躍中の気
象キャスターが皆様の町に伺いますので是非お申し込
み、ご依頼を頂ければ幸いです。よろしくお願い致し
ます。

藤
ふじもり

森　涼
りょうこ

子
特定非営利活動法人気象キャスターネットワーク　理事長
気象予報士
日本テレビキャスター
平成27年度　国土交通省交通政策審議会　臨時委員
熊本県生まれ。父親の転勤により全国各地に住む。大学
在学中にTBSテレビの気象番組や情報番組の気象キャス
ターを担当。その後日本テレビに移
り、現在は24時間ニュース専門チャ
ンネル「日テレニュース24・デイリー
プラネット」火～木曜日の気象キャ
スターを務める。好きな言葉は「明
日は明日の風が吹く」。趣味は「社
交ダンス」、「宮古島でのシュノーケ
リング」、「花の写真撮影」。

Profile
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来ても災害、来なくても災害
連載第１回のテーマは「台風」です。今年は台風

の発生が記録的に遅く、１号が発生したのは７月３
日。1951 年の統計開始以来２番目に遅い発生となり
ました。過去、台風の発生が遅い年を振り返ってみる
と、1998 年（７月９日に発生）は台風の発生そのも
のは 16 個と少なかったのですが、そのうち４個が上
陸し、大雨などの被害をもたらしています。「発生が
遅い→数が少ない→被害が少ない」という図式は残念
ながら成り立ちません。また、今年は関東で記録的な
渇水となり、矢木沢ダムの貯水率は一時 10％近くま
で下がりました。私達、気象キャスターは渇水のダム
を見学させて頂きましたが、通常より 30 ｍも水位が
下がり岩肌の露出したダムの様子は、満水の際にも訪
れたことがあるだけに衝撃的でした。過去にこのレベ
ルの渇水を解消させたのは、台風がほとんどです。つ
まり、台風は「来ても災害、来なくても災害」を引き
起こす厄介な低気圧なのです。

変わる「台風予報」
台風が発生した際には気象庁から「台風予報」が

発表になりますが、この台風予報が今年から変わりま
した。変更前と変更後を比べてみると、予報円（台風
の中心が入る確率が 70％）が小さくなっているのが
わかります。予報円の大きさは数年間の予報成績を踏
まえて随時見直しを行っています。今年は平成 23 年
から 27 年までの過去５年間の予報成績を反映して改
善されましたが、近年の数値予報モデルの改良や気象
衛星ひまわり８号の新たな観測データの活用により、
これまでと比べて 20％から 40％も小さくすることが
可能になり、暴風警戒域もより絞り込んだ予報が可能
になりました。台風が海上にあるときは実際の気圧を
測る事ができません。気象衛星の画像で「眼」の形状
や雲の色、温度な
どから中心気圧
を推定していま
す。水平解像度が
２倍になり 10 分
ごとに届くよう
になったひまわ
り８号の画像は
台風の実況監視
にも予測にも大
活躍しています。
９月から 10 月は大型台風が襲来しやすい季節で

す。台風の真ん中にまん丸の目がぱっちり開いた時が
台風のピーク。常に最新の台風予報を活用し被害に遭
わないように充分な備えをお願いしたいと思います。

小学生を前に出前授業

気象庁提供

新しくなった台風の予報円

旧 72時間予報の予報円

48時間予報の予報円

24時間予報の予報円

暴風警戒域

実況の暴風域

新 72時間予報の予報円

48時間予報の予報円

24時間予報の予報円

暴風警戒域

実況の暴風域

気象キャスターが解説！天気のミカタ•23



吉野川で取水制限、利根川は平常化へ
 吉野川では、８月９日より第一次取水制限が開始され、同19日より第二次取水制限（香川用水35％、徳島
用水17.3％）へと強化されました。香川用水などの水源である早明浦ダム（高知県土佐町・本山町）では、
吉野川の流量が不足する分を補うためにダムに貯めた水を川に補給し続けています。このため、９月２日０
時の貯水率が37％まで低下しています。このような厳しい状況を踏まえ、水資源機構では、国土交通省など
の関係機関と連携して、各地で節水を呼びかけるなどの取組みを続けています。
 一方、６月16日より10％の取水制限を実施していた利根
川では、台風９号、台風10号に伴う降雨により河川の流量
が大幅に増加し、矢木沢ダム、奈良俣ダムをはじめとする
利根川上流８ダムの合計貯水量が２億５千万m3、貯水率
75％まで回復しました（９月２日０時）。これにより、９月
２日に取水制限が全面解除されました。これまでの節水へ
のご理解とご協力に感謝するとともに、今後も「水」を大
切に使っていただくよう皆様にお願い申し上げます。

７月11日、水資源機構本社にて、平成27年度に完成した工事、業務のうち特に優れた成績を収め
たものに関し、受注者や技術者の表彰式を行いました。このような表彰制度は、労働安全衛生への取
組みが優秀である工事を対象に昭和62年度に安全管理優良工事表彰が創設されたことを始めに、優
良工事表彰、優良業務表彰、優良技術者表彰と順次拡充
してきました。これらを励みとして、今後とも安全な工事
が施工されることはもちろん、工事等において受注者の技
術やノウハウが遺憾なく発揮されることを願っています。 
 なお、各支社局や現場事務所も本社と同様に優良工事等
表彰を行いました。

【お断り】この記事は、9月２日時点の事実をもとにしています。

６月11日

６月14日

６月16日

６月25日

７月20日

８月９日

８月19日

８月24日

利根川水系渡良瀬川で10％取水制限を開始

本社に渇水対策本部を設置

利根川水系利根川で10％取水制限を開始

利根川水系渡良瀬川で20％取水制限へと強化

利根川水系渡良瀬川で10％取水制限へと緩和

吉野川水系吉野川で第一次取水制限を開始

吉野川水系吉野川で第二次取水制限を開始

利根川水系利根川で取水制限を一時的に緩和

９月２日 利根川水系の取水制限を全面解除

渇水に伴うこれまでの主な経過 パネル展示や大型ビジョンでも節水を呼びかけました

大型商業施設・コクーンシティ

さいたま新都心駅

9月２日現在の早明浦ダム

24•水とともに 水がささえる豊かな社会
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平成 28 年度優良工事等表彰式を開催



光に彩られるダム
幻想的な光を浴びて、夏の夜に浮かび上がるダム。各地でダム堤体を
ライトアップして、地域にお住いの方々をはじめとする皆さまに普段と
は一味違ったダムをお楽しみいただきました。これは、照明設備の点検
のため、浦山ダム（埼玉県秩父市）と比奈知ダム（三重県名張市）にて
行われました。大山ダム（大分県日田市）では、今年４月に発生した平
成28年熊本地震による災害からの復興を応援するために、LED照明設備
を利用したライトアップが実施されました。
また、日吉ダム（京都府南丹市）では、ダム堤体に投影するのは日本
初となるプロジェクションマッピングが行なわれました。プロジェクショ
ンマッピングは、通常はスクリーンに投影する映像を建物など複雑な造
形をした立体に投影する最新の映像技術です。この日は、花火も同時に
打ち上げられたことから、映像、音楽、花火の豪華な競演が実現し、来
場者を魅了しました。

●荒川ダム総合管理所（埼玉県）

日本初の「ダム博物館」誕生　～ 10 月 29 日、浦山ダムに「写真館オープン」～

 今年10月、日本初の「ダム博物館」が誕生します。Virtual と Real を組み合わせたユニークな博物館で、本館は 
Virtual（ウェブサイト）、そしてテーマ毎に各地のダムに設置される分館は Real。ダムの管理者など多くの関係者
のご協力を頂いて、（一財）日本ダム協会が運営します。
 10月３日に、本館となるウェブサイトが公開されます。
 （http://damhaku.jp/）
 10月29日に、分館第１号となる「写真館」が浦山ダムの「うららぴあ」
にオープン！ダム写真のメッカとなることを目指しています。当日は
午前11時15分から現地でオープニングセレモニーが開催され、その後
一般公開されます。オープニングセレモニーはどなたでも参加できます。
ぜひお越しください。

●徳山ダム管理所（岐阜県）

徳山湖を水陸両用バスが行く！
徳山ダムでは、揖斐川町などの主催により、
８月４日から６日まで水陸両用バスが徳山湖を
クルージングしました。参加者の女性は、「ま
るでアトラクションのようで、徳山ダムのスケー
ル感が伝わってきました。窓がなく開放的で、
風が気持ち良かったです。」と振り返りました。 
 なお、水陸両用バスは普段は別の場所で運
行されていて、今回の催しのために期間限定
で特別に運行されたものです。

荒川水系

木曽川水系
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日吉ダム

浦山ダム防災資料館「うららぴあ」



吉野川水系

●旧吉野川河口堰管理所（徳島県）

まるごと吉野川「魅力再発見」講座を開催
8 月19 日、吉野川交流推進会議により、“まるごと吉野川「魅力再発見」
講座”が開催されました。この講座は、吉野川について様々な観点からスポッ
トを当てるもので、今回で２回目となります。この日は、小学生４名を含
む７名が参加され、「吉野川の水利用を学ぼう」と題して、早明浦ダムで生
まれた水が、旧吉野川流域でどのように利用されているかを学ばれました。
概要説明に続き、堰の操作室、閘門を船が通過する様子など普段なかなか
見る機会がない光景をご覧いただきました。参加者からは、「管理所に来た
のは初めてです。河口堰のはたらきを初めて知りました。」、「施設がきれい
で、管理開始から40 年も経っているようには思えませんでした。」などの
感想をいただきました。一行は、この後に浄水場と工業用水を使う工場の
見学をされ、水資源の大切さを実感した一日となったようです。

　　　●室生ダム管理所（奈良県）

　　室生ダム湖の「濡れ地蔵」
室生ダムの上流約２kmの榛

はいば ら

原ふれあい広場に「濡れ地蔵」と呼ばれる
磨
ま が い ぶ つ

崖仏 ※があります。古くは背後の山から水を引き、この地蔵菩薩に注いだ
のでこう呼ばれています。約760年前の鎌倉時代の造立といわれています。
「濡れ地蔵」は、昭和49年の室生ダムの完成に伴い、湖に沈みました。しかし、
毎年、室生ダムが梅雨や台風に備えて貯水位を下げるのに合わせて、春から
秋にかけてその姿を現し、洪水期が終わって貯水位を上げる秋から春にかけ
て再び水底へと姿を消します。
地元でもあまり知られていないようですが、テレビで取り上げられたり、
インターネット検索すると室生ダムがヒットすること等もあって、最近では
室生ダム管理所への問い合わせが増えています。地元・宇

う だ

陀市において文化
財指定の動きがあることから、今後ますます注目が高まるものと思われます。

●朝倉総合事業所（福岡県）

小石原川ダム 堤体基礎掘削に着手
福岡県朝倉市で建設中の小石原川ダムでは、ダ
ム本体工事のために小石原川の流れを迂回させる
転流を７月14日より開始しました。７月28日から
は左岸側において、堤体基礎掘削がいよいよ開始
されました。今後、小石原川ダムではダム本体の
建設が本格化していきます。

淀川水系

筑後川水系

（右上）姿を現した濡れ地蔵

（中央）沈みゆく濡れ地蔵

※自然の岩壁や露岩、転石に造立された仏像
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環環
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
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。

ゲンジボタルとは

ゲンジボタルは、本州、四国、九州の各地の川
辺に生息する、古くから「初夏の風物詩」として
日本人に最も親しまれてきた昆虫の一つです。程
良く栄養分のある、きれいな水の流れる河川に生
息し、成虫では体長 15mm 前後となります。毎
年５月下旬から６月頃に、およそ２秒の間隔で淡
い黄緑色を発光することから、その幻想的ともい
える美しさで多くの人々を魅了し続けています。

ホタルビオトープの取組み

大山ダムのある大分県日田市は、昔からゲンジ
ボタルの里として有名な地域であることから、大
山ダムでは、ダム建設時から環境保全に配慮した
工事を進め、上流の赤石川右岸のダム湖畔に、地
域への貢献、地元の子供たちへの環境教育の場を
作ることを目的として、約 270㎡のビオトープ
を設置しています。

ビオトープには、蛇行した「せせらぎ」と瀬や
淵のある池を配置し、周囲にはダム湛水域内に
あったエノキ、モミジ、コケなどの在来種を移植
し、土や石なども基本的にすべて堪水域内のもの
を使用しました。ビオトープ設置後は、ダム下流
の大山川で採取したゲンジボタルの成虫から産
卵・孵化させた幼虫を放流しました。ゲンジボタ
ルが発光する時期の日没後に職員が観察したとこ

ろ、今年最も多い日で約 10 匹のホタルの飛翔を
確認しています。

JHEP認証を取得して

こ れ ら の 取 組 み が 評 価 さ れ、2015（ 平 成
27）年 11 月に、大山ダムは、ホタルビオトー
プとしては国内初となる JHEP（Japan Habitat 
Evaluation and Certification Program）の認証を
取得しました。これは、アメリカで開発された、
環境アセスメントなどで用いられる「ハビタット
評価手法 HEP*」をもとに公益財団法人日本生態
系協会が開発した環境評価方法に基づく認証制度
です。JHEP では、その地域の指標となるような
植生や野生の生物の住みやすさを「事業前の過去
の状況」と「事業実施後の状況」について、客観
的、定量的に評価し、ランク付けを行います。

大山ダムでは、JHEP 認証の取得を励みにゲン
ジボタルの保護に向けた取組みを継続するとと
もに、このこと
をきっかけとし
て、生物多様性
の保全に関する
意識の普及・啓
発の一助になる
ことを願ってい
ます。

* ある土地で実施した行為により得られる生態系の価値
を「質」「量」「時間」という3つの観点で評価する手法

ビオトープの設置当初（写真左）と現在の姿

飛翔するホタル

ゲンジボタル

環あらうんど•27

ゲンジボタルの里・日田

ホタルビオトープ



特集 旧吉野川河口堰事業管理40周年を迎えて

水がささえる豊かな社会 独立行政法人 水資源機構

独立行政法人 水資源機構編集・発行
〒330-6008 さいたま市中央区新都心11番地2

水資源機構のホームページ　http://www.water.go.jp
 Twitter https://twitter.com/jwa_pr
 Facebook https://www.facebook.com/jwaPR

総務部広報課 TEL.048-600-6513（直通）FAX.048-600-6510

ISSN 2187-8048「水とともに」のバックナンバーはホームページに掲載しています。 水とともに 検索

第31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

優秀賞　東京都知事賞
「川を彩る」

増
ま す だ

田　和
か ず や

也
東京都新宿区

入選
「秋彩」
石
いしかわ

川　賢
けんいち

一
高知県日高村

特　選
「実験」
黒
く ろ せ

瀬　博
ひろやす

泰
熊本県熊本市




