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「あれはなんだ？」「コイか？」「いやちがう、形

がおかしい！」。大騒ぎする学生達と、調査中に特

定外来生物チャネルキャットフィッシュを見つけ

たのは約2年前。淀川水系の支川、奈良県を流れ

る布目川のダム下流で河川調査を行っていた時の

ことでした。現在卒業研究に打ち込んでいる学生

達は、この魚が何を食べているのか、一生懸命に

解析しています。

私の研究室には、河川や河川管理について興味

を持った学生達が集まってきます。一口に河川と

言ってもそのどこに興味を持つかは学生によって

様々で、ダムに興味がある人、魚が大好きな人、

水生昆虫が大好きな人、一方で虫は怖くて触れな

いので土砂を扱う人、と多岐にわたっています。

この興味の多様性こそが、“河川”そのものを表し

ているのだろうと思います。

河川を考えるときには、地質や地形などの物理

的な要素を礎
いしずえ

として、気候や水質、さらに藻類や

水生昆虫、魚類など様々な生物の存在とそれらの

相互作用について思いを巡らせていく必要があり

ます。河川は、我々に飲料水や農業用水を提供す

るという側面から多くの地域で必須の存在で、そ

れゆえに人間による河川への人工構造物の設置や

取水の影響なども相まって、理解することが大変

難しくなっていると思われます。

私は講義で河川生態学を担当していますが、毎

年、学生達に日本の河川における治水、利水の歴

史を説明し、そこに環境を考えた時に、我々が将

来どうしていったら良いと思うか問いかけるよう

にしています。講義では難しいと答えていた学生

達も、研究室に入り、実際に河川調査に行くよう

になると、現場で様々な事象を見たり、協力しあっ

て調査を進めたり、河川に携わる様々な立場の人

たちと関わったりすることによって、それぞれに

考えを深めて卒業していきます。中には、ダム管

理者や県の職員として、河川に関わる職業に携わ

る卒業生もおり、彼らの今後の活躍を期待してい

ます。

ゲリラ豪雨と呼ばれる降雨の頻度が増えてきて

いるように、降雨パターンが昔と比べ変化しつつ

ある昨今、将来の水資源に不安を覚えることもあ

ります。学生達には大切な水資源とその供給源で

ある河川に興味を持って欲しいと思っています。

そして、治水、利水、環境の面からどのように河

川と付き合っていったら良いか真剣に考えて欲し

いと願っています。

専門家の指導のもと川での救助訓練をする学生 河床の礫や砂に生息する底生昆虫を調査する学生

すい滴•3
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１　はじめに

現在、建設工事の現場では、建設労働者の不

足や技術・ノウハウの継承といった多くの課題

に直面しています。これを解決するための手段

の一つとして、大きなイノベーションが起きつ

つあります。それが「i-Construction」と呼ばれる

取り組みです。ドローンⅰ、ＲＯＶⅱ、ＩＣＴⅲ 、

ＩｏＴⅳをはじめとする革新的技術の工事現場

への導入が進められています。i-Construction

の推進により、建設工事の生産性を高め、魅

力的な建設現場を創出することが期待されてい

ます。他の機関と同じく、水資源機構において

も、こうした技術的潮流の変化を的確にとらえ、

i-Constructionを推進しています。

水資源機構は、これまで建設事業を主体と

する組織でしたが、近年では管理業務が主体

の組織へとシフトしつつあります。水資源機

構の業務の軸足が移り行く中で、高度経済成

長期に建設したダム、水路などは完成後半世

紀以上が経過しようとしていて、老朽化への

対応にも迫られています。

このような現状を踏まえ、管理業務におけ

る新技術導入の取り組みが重要と考え、前述

したi-Construction に加えて、「i-Management」

に力を注いでいます。例えば、管理操作のし

やすい方法、操作ミスを抑止する方法、予防

保全による機器のマネジメントなどについて

調査・研究し、改善を図っていくことが重

要と考えています。この独自の取り組みを

「i-Construction ＆ Management」と名付けて、

積極的に展開しています。特にi-Management

に関する取り組みについて詳しく紹介します。

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

ⅰ　遠隔操作、自律飛行が可能な無人航空機
ⅱ　Remotely Operated Vehicle：遠隔操作無人機
ⅲ　Information Communication Technology：情報通信技術
ⅳ　Internet of Things：物のインターネット

i-Construction & Management
～水資源機構の新技術活用の取り組み～



２　新技術の活用事例

（1）ドローン、ＲＯＶの活用事例

①調査・点検へのドローンの活用
遠隔操作、自律飛行が可能な小型ＵＡＶⅴを「ド

ローン」と呼んでいます。飛行時の安定性に優れ

た機体技術の開発により、ここ数年で急速に普

及しました。災害調査や土木分野のみならず、

社会生活に関わる多方面で利用されています。

様々な方向、角度からの映像情報を安全に取

得できるドローンは、道路のない場所や急傾斜

地など人が容易に立ち入れない場合に有効で

す。貯水池全域など広範囲を対象とする場合に

は、搭載する電池容量の制約からやや不向きと

も言えますが、水資源機構では容易に空中撮影

できるという特徴を活かして、業務に活用して

います。

＜法面対策工の初期点検＞
施工後20年以上経過した法面対策工（グラウ

ンドアンカー工・法枠工）では、経年的な劣化

が一部で進行しています。既存の法面対策工の

緊急対策や詳細な健全性調査の必要性を評価す

るための前段となる初期点検へのドローンの適

用性を検討しました。試行の結果、アンカー頭

部のコンクリートブロックや法枠の劣化状況の

有無や程度などの把握に十分な画像を取得する

ことができました。

また、調査の条件にもよりますが、従来方法

と比べてコスト縮減に寄与することが期待でき

ます。

法面対策工の点検状況（動画）

特集•5

ⅴ　Unmanned Aerial Vehicle：無人航空機

　～水資源機構の新技術活用の取り組み～　i-Construction & Management

この特集では、▶のマークがついたところでは
スマートフォンをかざすと、ＡＲ動画を観るこ
とができます。
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＜ロックフィルダム堤体表面部の現況調査＞
一般に、ロックフィルダムの堤体表面を保護

する岩石であるリップラップ材は、波浪浸食や

堤体材料の風化を防止する表面保護材としての

機能が求められます。岩屋ダムでは、ドローン

による撮影画像からリップラップ材の粒度分布

を算定し、現況を評価したところ、堤体表面の

保護材としての健全性が確認できました。右に

調査結果の一例を示します。

＜ダム貯水池周辺の調査＞
ダム貯水池周辺の不安定化した斜面に関

する現地踏査は、状況によっては多大な危

険を伴います。徳山ダムでは、堤体から約

11km上流にある不安定化した斜面におい

て、ドローンによる概略調査を試みました。

その結果、遠方からの目視では確認でき

なかった広範囲で俯瞰的な情報や、危険で

人が近づくことができなかった箇所の詳し

い情報を得ることができました。ドローンによ

る概略調査と人による現地踏査を併用すること

により、さらなる斜面の不安定化リスクがある

範囲を高精度に見積もることができました。

また、徳山ダムでは、貯水池への土砂や濁水

の流入抑制を目的として、ダム貯水池に沿って

設置する樹林帯と呼ばれる帯状の湖畔林を整備

しています。これをドローンにより空中から撮

影し、撮影画像をもとに作成した樹林帯の植生

図を用いて、今後の樹林帯の維持管理に活用し

たいと考えています。

樹林帯の撮影画像（上）と植生図（下）→

不安定化した斜面の概略調査状況（動画）

粒度分析結果
↓

←ドローンによる撮影画像

6•水とともに 水がささえる豊かな社会



②水中作業へのＲＯＶの活用
建設年代が古いものを中心に、修理用ゲー

トを有していないダムにおける利水放流設備

（ゲート、バルブ等）の補修・更新が喫緊の課題

となっています。このような場合、貯水池側か

ら利水放流設備への水の流入を防ぐため、止水

蓋を設置すること、あるいは貯水位を低下させ

ることが必要となります。

水資源機構では、民間企業と共同で、利水放

流設備の呑
の み く ち

口（放流管、充水管）に止水蓋の設

置・撤去作業をＲＯＶの遠隔操作で行える施工

技術を開発し、平成28年８月に特許を取得し

ました。この技術開発により、貯水位の低下操

作や潜水士による水中作業が不要となります。

（2）ＩＣＴの活用

①ＨＭＤの活用
双方向通信やカメラ機能付きＨＭＤⅵの活用

も進んでいます。琵琶湖開発事業では、琵琶湖

一円に点在する排水機場の故障・不具合が発生

した場合に、遠隔地から現場の状況を把握した

上で技術サポートを可能とするシステムを導入

しています。これにより、例えば事務系職員の

ように、技術的な専門知識を持たない職員で

あっても、最低限の不具合に対応できるように

なりました。今後は、復旧作業の確実性、安全

性、迅速性のさらなる向上を目指します。

なお、ＨＭＤのダムにおける防災業務への活

用については、現在、徳山ダムにおいて検討を

行っているところであり、平成29年度からの

試行運用を予定しています。

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

ＨＭＤを用いた遠隔作業支援（動画）

止水蓋（写真右）とともに推進するＲＯＶ

従来工法とＲＯＶを用いた新工法の違い

バルブ

作業台船

潜水士による従来工法

充水管

放流設備止水蓋

潜水士

ゲ
ー
ト

バルブ

ゲ
ー
ト

作業台船

ROV を用いた新工法

充水管

放流設備止水蓋

ROV
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ⅵ　Head Mount Display：頭部装着ディスプレイ

～水資源機構の新技術活用の取り組み～　i-Construction & Management
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②ＡＲを活用した操作手順のナビゲーション
排水機場の運転操作については手順が定型化

されています。そこで、琵琶湖開発事業では、

画像・音声を電子化し、ＡＲⅶを利用して操作

手順をナビゲートするシステムを導入しました。

これは、設備を管理するために必要となる操

作のノウハウを標準的な手順としてシナリオ化す

ることにより、操作に慣れていない職員の支援を

図るものです。具体的には、操作現場にあらかじ

め貼り付けたＡＲマーカーや操作盤の銘板など操

作箇所の特徴点をタブレット端末のカメラ機能を

使って読み込むと、シナリオ化した操作手順の画

像・音声がタブレット端末に表示されます。

操作記録は、タブレット端末に入力するとクラ

ウドサーバに保存・管理されて自動的に帳票化す

ることができます。これまでは、まず現場で操作

記録を紙に記入し、事務所に戻ってからこれを電

子データとして入力していたので、文字起こしの

手間を省くことができるようになりました。また、

設備の異常などにより決められた操作手順とは異

なる操作結果が入力された場合には、不具合対

応に移行するよう工夫をしています。

このシステムの導入により、管理所の全職員

が、職種を問わず、安全に迅速かつ的確な運転

操作をできるようになることを目指します。

 

③機械設備管理支援システム
早

さ

明
め

浦
う ら

ダム、池田ダム、新宮ダム、富
と み さ と

郷ダム

を総合管理する池田総合管理所では、機械設備

の保全を効率化するとともに、経験の浅い職員

に対するサポートを視野に入れて、機械設備管

理支援システムを導入しました。

このシステムでは、遠隔地にあるダムの現場

と総合管理所のタブレット端末同士で同時に次

のことを行えることから、より迅速で、より正

確な情報共有が可能となっています。

1） 月点検・年点検等の現地でのデータ入力・

閲覧

2）電流値等の点検計測データの良否判定

3）運転データの現地入力・閲覧・報告

4） 異常発生報告、出水、地震時点検表の現

地での入力・閲覧・報告

5）完成図書・図面の閲覧

6） 監督員と点検業者間の相互確認（承認判

定機能）

7） 点検結果、報告書等への署名、メモの手

書き入力

8） 写真自動保存、管理データ入力の自動グ

ラフ化

9）機械設備保全システム等へのデータ入力

10） 既存のタブレット端末が有する機能（テ

レビ電話、写真・ビデオ撮影、メール等）
ＡＲによりタブレット端末に表示された操作手順

タブレット端末でＡＲを認識させる様子

8•水とともに 水がささえる豊かな社会

ⅶ　Augmented Reality：拡張現実 



このシステムでは市販のＷＥＢアプリを採
用したことから、導入費用を低く抑えること
ができました。WEBアプリは、点検表などの
エクセルで作成したデータをタブレット端末
のインターネットブラウザ上で表示できるよ
うに変換する機能、プルダウンメニューから
選択する機能や文字入力する機能などを有し
ています。
タブレット端末から入力したデータは、入
力がされ次第、他のタブレット端末からも閲
覧ができ、即時に情報共有が図られます。山
間部やダム堤体内のように電波が届かない場
所では、データをタブレット端末に一時保存
することにより、情報を入力し、電波が届く
場所に戻ったら自動的に同期することができ
ます。
なお、池田総合管理所を管轄する関西・吉
野川支社吉野川本部では、平成29年度以降こ
の取り組みを管内全域に展開する予定です。

（3）ＩｏＴ関連の新たな試行

①水路関連施設の状態監視
房総導水路事業では、点検業務の省力化、
状態監視の強化、将来的な施設の劣化診断へ
の準備を目的に、センサーなどを利用して、
常時稼働する横芝揚水機場のポンプ設備の状
態（加速度、振幅等）のリアルタイム監視を
試行します。
これにより期待される効果としては、設備
故障の未然防止、異常対応の迅速化、巡視点
検や定期点検業務における計測作業の省力化
があります。将来的には劣化診断への展開も
考えています。
これまでの取り組みとしては、点検項目の
見直しに取り組み、センサーによる監視項目

を選定しました。今後はポンプ設備の更新に
合わせて、新たな監視システムを導入してい
く予定です。

②ロックフィルダム付帯設備の状態監視
現在建設中の小石原川ダムでは、取水設備・
利水放流設備の開閉装置において、設備管理
の指標となる温度、振動、電圧、電流などの
値を自動で計測する状態監視に取り組んでい
きます。
これにより、機器の状態を定量的に判断す
る機器の劣化診断、記録作業での人為的な記
載誤り・読み値のばらつきを排除するなど維
持管理の効率化、熟練作業者以外の職員に対
する運転操作・故障復旧の支援を図っていく
予定です。

３．おわりに

水資源機構は、従来からＩＣＴツールなどを
試行的に取り入れながら、業務の一層の効率化
に取り組んできました。
今般、そのような先進的な取り組みを
i-Construction＆Managementの中に改めて位
置づけて、これまで一部の事務所でのみ試行し
ていた取り組みの水平展開を図るなど、今後は
全社的にその積極的な推進に努めていきます。
ここでご紹介した新しい技術の活用事例は取

り組みのほんの一例であり、例えば、ＡＩⅷによ
るデータ分析などの最新技術の動向に目を向け
て、良いものを積極的に取り入れながら、今後
も業務のさらなる効率化を図ってまいります。
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ⅷ　Artificial Intelligence：人工知能

～水資源機構の新技術活用の取り組み～　i-Construction & Management



１　ダムカードってなに

ダムカードは、ダムのことをより知ってもらい、
水源地域活性化の一助となるようダムへの訪問
を促すことを目的に作成・配布する小さなカー
ドです。ダムの役割を効果的にＰＲする手法を
模索していた国土交通省が、構想から実現に至
るまでダムファンの意見を聴きながら具体化し、
平成19年７月20日にその産声を上げました。

初弾として、国土交通省と水資源機構と合わ
せて全国111施設（水資源機構25施設）のダ
ムカードが誕生しました。現在では、一部の地
方公共団体や発電事業者もダムカードを作成・
配布しています。平成28年10月１日現在、全
国で555施設のダムカードがあります。配布場
所は、国土交通省のウェブサイト※で知ること
ができます。

２　ダムカード魅力の謎

⑴　統一した規格・デザイン
特徴の一つ目は、デザイン、記載する情報、

大きさ、形を全国統一に規格化している点です。
掲載情報は表裏で異なります。顔となる表面は
とっておきの写真が飾ります。横置きが多いで
すが、縦置きとするダムカードも少数派ながら
存在します。ちなみに、現在、水資源機構のダ
ムカードはすべて横置きとなっています。

表面の上下にはアルファベットが記されていま
す。限られた紙幅に収めるため、上段にダムの役
割（目的）を、下段の写真内にダムの型式を記
号で表し、記号の意味は共通の約束になっていま
す。このような略記は水資源機構などのダム事業
者の内部資料でも用いられます。裏面は文字情
報が中心です。堤高、総貯水容量などの基礎的
な情報はもちろん、「ランダム情報」、「こだわり
技術」には少しマニアックな情報も含まれていて、※　国土交通省によるダムカード紹介ページ

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.html
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ダムカード
「魅力」の世界

今年７月に誕生から10年を迎える「ダムカード」。多くは山間地域にあって、目
立つ存在とは言えなかったダムにスポットライトを当てた立役者でもあります。
本稿ではダムカードの特徴を中心に、その魅力に迫ります。



読み手を楽しませてくれます。情報盛り沢山なの
は、ダムカードがいわば小さな「事業パンフレッ
ト」に位置付けられているためです。

⑵　訪問せずしてカードなし
特徴の二つ目は、「訪問に行かなければもらえ

ない」という徹底した約束ごとです。一人で複数
枚をもらうことはできません。しかし、今や数多
くの人々がダムカードを求めて施設に訪れます。
立地条件により簡単に集められないこともまた魅
力の一つなのかもしれません。
アニバーサリーや催しなど各ダムにとって大きな
転機が訪れるときにバージョンアップされることが

あり、これを心待ちにするという楽しみ方もあるよ
うです。わざわざ再訪する方がいるほどです。また、
建設中でも完成イメージをもとにダムカードを配
布する場合がありますが、ダム完成後にはバージョ
ンアップすることになります。

⑶　ＡＲ動画でさらに楽しく
水資源機構では、ダムカードの魅力を一層高

ダムなどでＡＲ（拡張現実）動画を導入してい
ます。ＡＲは、大流行したアプリ「ポケモンＧ
Ｏ」にも使われた最新の映像技術であり、ダム
カードに導入したのは水資源機構が初めてです。
アプリをダウンロードしたスマートフォンをダム
カードにかざすと、写真が動いているかのよう
に動画を観る
ことができま
す。

３　おわりに

最後に一つ触れておきたいのは、ダムの建
設・管理に携わる職員の「想い」です。私たち
は、24時間365日絶えず守り続けている施設に
「誇り」を持っています。インフラとして貢献す
るのはもちろん、多くの人々に親しんでもらえ
るのなら、これ以上喜ばしいことはありません。
そのためにも、多くの方々にダムを知ってもら
い、実際に足を運んでもらいたい、という密や
かながら熱い想いが、たった55平方センチメー
トルの世界に詰まっているのです。ダムに足を
運ばない特別な理由はないはずです。ダムカー
ドをきっかけに、ダム、そして水源地域を訪れ
てみてはいかがでしょうか。

建設中に配布された徳山ダムカード

参考文献など
「ダムカード大全集」　宮島咲　スモール出版　2012年
「ダムカード大全集 Ver.2.0」　宮島咲　スモール出版　2016年
「ダムカード」　国土交通省ホームページ

裏　面

表　面

ダムが果たしている役割
（目的）を記号の組み合わ
せで表しています。武蔵
水路では役割の一つ「浄
化用水」を漢字表記して
いますが、かなり珍しい
存在です。

ダムの型式を記号で表しています。
バージョン情報が
記載されています。

Ｆ　洪水調節
Ｎ　河川の正常な機能
　　の維持
Ａ　かんがい（農業用水）
W　上水道
  I　  工業用水
Ｐ　発電

A  アーチ式コンクリートダム
E アースフィルダム
G 重力式コンクリートダム
GA 重力式アーチダム
MＢ 可動堰
Ｒ ロックフィルダム

基礎的な情報

ＱＲコードを備え、ホームページ
などを紹介することもあります。

「ランダム情報」は、
ご当地情報、イベント情報、ダムの
ちょっとした自慢話などです。

「こだわり技術」は、
ダム建設時に用いた新技術、管理
技術に関する情報などです。

88mm

63
m
m
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■　矢木沢ダム ■　奈良俣ダム ■　下久保ダム ■　草木ダム

■　武蔵水路 ■　浦山ダム ■　滝沢ダム ■　宇連ダム

■　味噌川ダム ■　徳山ダム

■　長良川河口堰 ■　菰野調整池

■　青蓮寺ダム ■　高山ダム

■　布目ダム ■　一庫ダム ■　日吉ダム ■　早明浦ダム

■　旧吉野川河口堰 ■　今切川河口堰 ■　寺内ダム ■　大山ダム
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「魅力」のダムカード

大全
集めてはチェックを入れて全部揃　えるのも良し、
眺めて「いつか訪れたい！」と思い　を強くするのもまた良し。
水資源機構が発行する全43施設の　「ダムカード」を一挙にご紹介します。



■　東金ダム ■　長柄ダム ■　利根川河口堰 ■　利根大堰

■　大島ダム ■　大野頭首工 ■　岩屋ダム ■　阿木川ダム

■　牧尾ダム ■　東郷調整池（愛知池）

■　中里ダム ■　打上調整池

■　室生ダム ■　比奈知ダム

■　池田ダム ■　新宮ダム ■　富郷ダム ■　香川用水調整池（宝山湖）

■　江川ダム ■　筑後大堰 ■　小石原川ダム（建設中） 平成29年３月15日現在

特集•13

特集　ダムカード「魅力」の世界

「魅力」のダムカード

集めてはチェックを入れて全部揃　えるのも良し、
眺めて「いつか訪れたい！」と思い　を強くするのもまた良し。
水資源機構が発行する全43施設の　「ダムカード」を一挙にご紹介します。



採用する立場、される立場

少し前まで就活生として採用される立場だった岩
井。彼がいま携わるのは職員の採用活動だ。つまり、学
生時代とは真逆で学生たちを採用する立場となった。
社会人となって１年足らずだからこそ、学生たちの
心境が手に取るようにわかる。
「内定が出るまでは本当に辛かったです。自分が社
会から必要とされていないような錯覚をしたほどで
す。だから、私は学生さんの緊張を解きほぐして、本来
の実力を発揮させてあげたいと思っています。」
学生たちへの岩井の優しさがにじみ出る。学生に対
する誠実な態度には彼自身の就活時代に感じた思い
に理由がある。
「採用担当が会社や仕事を愚痴る光景も目の当たり
にしてきました。私はとても失望しました。こういう

思いを学生たちにさせるようなことは絶対にしたく
ない、そう思いました。だから、できる限りボジティブ
なコミュニケーションを心がけています。」

ささえる
Power力
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Profile

本社人事部人事課

岩井　智哉　 Iwai Tomoya
平成 28 年４月、水資源機構に入社。最初の配属先が現職。
群馬県出身。幼い頃から近所を横切る群馬用水や奥利根の矢木沢ダムなどを 

見て、ダム･水路に親しみを感じる。映画鑑賞を好み、真冬のダムが舞台となった映画「ホ
ワイトアウト（2000 年公開）」は幾度となく観た。いつか米国・フーバーダムを訪れたい。

「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。

～人事のスペシャリストを目指して～
実直な努力家
昨春、多くの企業・団体と同じく水資源機構もた
くさんの新入社員を迎えた。あれから１年。若者た
ちはどう成長したのだろうか。同期入社の中でも、
最も劇的に境遇の変化を感じているのは、はにかん
だ笑顔が爽やかな好青年、岩井ではないかと思う。



ぶれない思い

学生たちに真摯に向き合う一方
で、決してぶれない思いが岩井に
はある。
だから、採用面接の控室で出番
を待つ受験生たちに努めて声をか
け、質問に答え、ときに相談に乗っ
たり、励ましたりもするという。一
時の短いコミュニケーションとわ
かっているが、水資源機構の仕事
や雰囲気をリアルに伝えたいと考
えるからだ。
「学生さんが働く前に思い描いた
水資源機構に対する印象と現実と
のギャップをなるべく小さくした
いんです。そのギャップが大きけれ
ば大きいほど、仕事を続けられない人も出てくるでしょ
う。こういうミスマッチはお互いにとって不幸だと思
うんです。」
入社して１年も経たない若者が、ここまでしっかり
と考えていることに少々驚きもあったが、何だか頼も
しい気持ちになった。

先輩の背中を追って

最初の職場、最初の上司。誰しも非常に思い出深い
存在となっているのではないだろうか。岩井も例外で
はない。
「地元の金融機関から内定をいただきましたが、採
用を担当された職員がとても前向きな話をしてくだ
さり印象が良かったので、水資源機構を選びました。」
その採用担当こそが、彼にとって最初の上司でもあ
る。初めての仕事もその上司に教えてもらった。別々
の係となり、別々の仕事をすることとなった今でも、
遠慮しながらも優しくフォローしてくれる頼もしい
存在だ。その背中はとてつもなく大きい。
「いつかは先輩のように成長し、後輩の面倒を見て
あげたいです。」

いつか人事のスペシャリストに

今の自分は一人前に程遠いと岩井は自覚する。そし
て、人事の仕事はもちろん、総務、財務、用地など幅広
い業務を経験したいし、様々な知識を涵養したいと考

える。有言実行、手始めに複数の資格取得に向けた学
習を始めた。目標が明白なので、学習自体は苦になら
ないと言う。　
職員やその家族の生活に大きく影響する大事な仕
事を預かるのが人事部。先輩は「人
事は間違えたではすまされない」、
「人事はミスがなくて当たり前」
とあえて厳しく諭してくれた。そ
ういう実直さが彼にフィットする
のだろうか、自身の将来をこう語った。
「将来は人事のスペシャリストにな
りたいです。」

ささえる力•15

料理の腕も磨く。最近、少
し高価な調理器具も買い揃え
た。これまで実家暮らしで大
した料理は作れなかったが、
豚汁、ハンバーグ、パスタな
どレパートリーも増えた。慌
しい日々を送るが、毎日の自
炊を欠かさない。昼食も手製
のお弁当を持参する。
「自炊は栄養のバランスもと

れて健康になるし、いいです
ね。節約にもなります。」



はじめに

宇都宮市の西隣、北には日光連山を臨む北関東
の中央部に位置する栃木県鹿沼市。市域の約７割
を山林で占めており、群馬県と県境を隔てる市西
北部の奥深い山々を源として、黒川、大芦川、荒
井川、南摩川、粟野川、思川、永野川と幾筋もの
清流を擁し、下流ではこれらの流れが思川を形成
しています。

水と緑に恵まれたこのまちは、東京からはおよ
そ 100㎞圏内にあり、東北自動車道、北関東自動
車道などの高速道路や、JR 日光線、東武日光線
などの鉄道網により、交通アクセス性にも優れて
います。

日光へと続く街道「例
れい

幣
へい

使
し

道」が市中心部を貫
く宿場町で、交通の要衝として人の流れと共に栄

えてきました。東
照宮の造修営に関
わった職人が多く
移り住んだとも伝
えられ、その技を
今に伝える組子細
工をはじめとした
建具の製作など、
木工業を中心に発
展を遂げてきまし
た。

 
思川開発事業と上下流交流

市内西部の上南摩町は、思川開発事業・南摩ダ
ムの建設予定地です。ダムの完成はまだ先です
が、ダムの水を使う予定の自治体に住む親子と上
南摩町住民との「上下流交流」はすでに始まって
います。地元住民が講師となる「そば打ち体験」
や、水資源機構によるダム予定地の見学会などを
通し、水源地への理解と水の大切さを感じてもら
う事業を行っています。

いちご市宣言！

豊かな水は、様々な農産物を育ててくれます。そ
の中でも、「かぬまブランド」として認定され、「市
の果実」としても制定されているのが「いちご」です。

栃木県は全国一の「いちご王国」ですが、その
中でも鹿沼市は、生産の歴史も古く、またその品
質は「日本一」との市場評価を得ることも実は多
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“いちごいちえ”のおもてなし“いちごいちえ”のおもてなし

鹿沼市



いのです。
そこで鹿沼市では、地域の魅力を発信するシティ

プロモーションを推進していくにあたり、市のイメー
ジアップのためのシンボルを「いちご」、キャッチコピー
を「いちごいちえ」として、プロモーションを展開し
ています。

そして、全国のみなさんに「いちごのまち」と
して覚えていただき、認知度とイメージをさらに
向上させていくため、「いちご市」を宣言しました。

みなさんも、いちご市自慢の「いちご」をぜひ
味わってみてください。

「まちの駅」設置数日本一！の「おもてなし」

「いちごいちえ」のキャッチコピーは、いちご市
かぬまでの素敵な出会いやふれあいを大切にする、
私たちの「おもてなし」の気持ちの象徴です。こ
の「おもてなし」の実践のひとつが「まちの駅」です。

鹿沼市では、訪れた人誰もが無料で休憩ができ、
地域の情報を入手できる「まちの駅」の開設を支
援し、市内交流人口の拡大を目指しています。現
在、市内に開設された「まちの駅」は実に105カ所。
その数は日本一を誇っています。

鹿沼市内のまちの駅のほとんどは、事業所や商店
などが自主的に開設しているもので、訪問してくれ
た人が「楽しく回遊できるまち」になるよう、市民
が主体となって様々な取り組みを行っています。

なかでも、キーステーションである「まちの駅 
新・鹿沼宿」は、地域情報の発信拠点、市内を網
羅する定期路線バス・リーバスの発着点、「かぬ
まブランド」商品をはじめとした特産品や地場農

産物などの販売拠点、また、名物「鹿沼そば」店
などを兼ね備えた複合施設。トイレ休憩や食事、
お土産購入など、まずは一度立ち寄っていただく
ことから観光誘客を図っています。

ユネスコ無形文化遺産
「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」

水が育む豊かな森林資源。鹿沼市は「木のまち」
でもあります。豊かな森は森林認証※を受け、林
業や製材業、建具などの製造業が盛んで、江戸時
代からの伝統的な木工技術が伝わっています。

また、国の重要無形民俗文化財に指定され、ユ
ネスコ無形文化遺産にも登録された伝統行事「鹿
沼今宮神社祭の屋台行事」に登場する彫刻屋台は、
江戸時代からの伝統を今に残す精緻な彫刻技術が
見もので、鹿沼市を代表する文化財となっています。

毎年 10 月に開催される「鹿沼秋まつり」で披
露されるこの行事には、多くの観光客が訪れま
す。鹿沼市は、「“ いちごいちえ ” のおもてなし」で、
みなさんのご来訪をお待ちしています。

※   独立した第三者機関が一定の基準等を基に、適切な森林経営や持続可能な森林経営
が行われている森林又は経営組織などを認証する取り組み（林野庁ホームページより）

水のひろば•17

“いちごいちえ”のおもてなし　栃木県鹿沼市



泉州繊維

泉州繊維の興りは古く室町期に遡るともいわれ、
和
い ず み

泉木
も

綿
め ん

と呼ばれる良質な綿花、丈夫な組みひも
である真田紐、日本一の生産量を誇る毛布など、
時代によって主力製品を変えながら歴史と伝統を
紡ぎ続けてきました。「低湿地が広がるこの辺りは
綿花の栽培に適したことに加え、泉大津の港や堺・
大阪といった一大消費地に近い立地条件から、江
戸 期から集 積が進んで
きたのではないでしょう
か。豊 富 な 地 下 水 の 存
在も重要だと思います。」
と語るのは、大津毛織の
臼
う す た に

谷旗
き

世
よ

彦
ひ こ

社長です。

繊維工業と水利用

繊維工業において水はどのような使われ方をす
るのでしょうか。一反の織物ができるまでには、
糸を紡ぎ（紡績）、紡いだ糸から布を織り上げ（製
織）、織り上げた布を染め（染色）、染めた布を整
理するという一連の行程をたどります。

このうち最も水を使うのが染色であり、今も昔も
変わりません。染色は、染料と薬品の化学反応を
利用して生地を染め、染めた生地を洗う工程です。
他産業では冷却目的に水を用いることが多いのに
比べ、繊維工業では水を直接用いるという使い方
に特徴があります。しかも、一度染色に用いた水
は、発色に影響するため再利用できないことから、
未利用の清浄な水を大量に要します。もともと豊大津毛織（株）の臼谷社長

18•水とともに 水がささえる豊かな社会

①染色試験 ②染色 ③乾燥 ④起毛

大津毛織株式会社
～泉州繊維の歴史・伝統を紡ぐ～

高度経済成長期、急激な工業化などに伴い、我が国では工業用水の需要が飛躍的に高まりました。大
阪広域水道企業団（旧大阪府水道部）では、このような課題に的確に対応するため、水資源機構による琵
琶湖開発や正蓮寺川利水などに水源を求め、良質な工業用水を安定供給し続けてきました。今回は、大
阪府泉大津市に、泉

せん

州
しゅう

繊維の歴史と伝統を継承し、毛布、服地、自動車をはじめとする工業用ファブリッ
クなど高品質な製品を生産する繊維企業・大津毛織株式会社を訪ねました。



富にあった地下水が需要に応えてきましたが、汲
み上げ過ぎが原因となり、昭和30年代後半になる
と深刻な地盤沈下を引き起こします。これに代わっ
て整備されたのが大阪広域水道企業団による工業
用水であり、臼谷社長は高く評価します。
「工業用水の水質には大変満足しています。ｐＨ 

が年間を通じて安定していて、調整がまったく必
要ありません。地下水にはない利点です。」

「巨大な龍」に立ち向かえ

中国は、今や繊維工業でも生産量や価格では到
底太刀打ちできない存在にまで急成長しました。
一方で、泉大津の毛布生産量は過去20年間で約
10分の１にまで減少しました。

手をこまぬいてはいられません。大津毛織には、
中国という巨大な龍に立ち向かうための生地染め
という優れた技術があります。生地染めは、原料
染めや糸染めと比べて比較にならないほど高度な
技量を要求されますが、在庫量を減らし、小ロッ
トの需要に応えられるという強みがあります。生
地染めの中でも難しいのは混紡地※です。素材に
より染料、薬品の調合が異なるため、失敗すると
まだら模様に染まります。さらに、一度染めた色
を再現して染色するという技術もあります。発色
を左右する生地の状態、水温などが常に異なるの
で非常に難しいそうです。
「染色技術は日本が世界のトップランナーです。

コストや生産力に優る中国、素材の色感覚に優る
欧州が真似できない技術や熟練の職人たちの練度
で勝負します。ライバルたちと異なる長所を伸ば
せば、仮に隙

ニ ツ チ

間であっても、厳しい競争に生き残
れるはず。」と臼谷社長は確信します。

良質な水は工業のいのち

最後に、これからも繊維工業が発展し続けてい
くために、私たちに身近なあるものの重要性を臼
谷社長は説きます。
「良質な水の安定供給はとても大切です。諸外国

をいろいろと見ましたが、日本ほど進んだ水イン
フラを持つ国はありません。既存のストックを適
切に維持・更新していくことを期待しています。」

奥深き染めの世界―。大津毛織の確かな技術力
とノウハウの舞台裏でひそやかながらもしっかり
と産業を支え続ける工業用水の姿がありました。
頑張れ、ニッポンの繊維！

「整理」って何！？
生地の表面を細かい突起で掻き起こす起毛は、肌

触りを決めます。その後、生地の表面を刈り揃え
（シャーリング）、高熱を当ててしわなどを伸ばし、艶
や風合いを出しま
す（ポリシャー）。
染色後に行うこの
一連の工程を「整
理」と呼びます。
染色・整理を写真
でみてみよう。

指定色に発色するまで繰り返される染色試験

※ 異なる素材を織り上げた生地。例えば、綿とポリエステルの組み合わせなど。

流れの先に•19

⑤シャーリング ⑥ポリシャー ⑦検品 ⑧梱包

チーゼル（ラシャカキソウ）はかつて
起毛に用いられた天然素材。今でも
カシミヤなどに用いられる。



埼玉の母なる川

荒川は、奥秩父の甲
こ

武
ぶ

信
し

ヶ
が

岳
たけ

に端を発し、やが
て東京湾に注ぐ全長173キロメートルの日本有数
の大河川です。古くから水利や舟運に利用され
人々の生活に恩恵をもたらす一方で、ときに水害
を引き起こしてきたあらぶる川でもあります。中
央部に荒川を抱く埼玉県では、小学校の総合的な
学習の時間で荒川のことを学ぶ機会が設けられる
など、母なる川として県民から親しまれています。
「埼玉県立川の博物館」は、荒川を中心とした河

川、水と人々の暮らしとの関わり、さらには荒川
自体の調査研究の拠点として、埼玉県寄

より

居
い

町の荒
川の畔に平成９年８月に開館しました。今夏、開
館20年を迎えるミュージアムは、「かわはく」の愛
称で親しまれていて、年間来場者数は15万人にも
のぼります。

数ある日本一 迫力の展示

かわはくは、中央を荒川の支川が貫く敷地内に、
大きく分けて、屋内展示、屋外展示、ウォーター
アスレチックの３つの展示があります。

見応え十分の迫力ある展示から特に印象に残っ
た「荒川大模型173」「鉄砲堰」「水車」「大陶板画『行
く春』」をご紹介します。

荒川大模型173
荒川源流・奥秩父の山々から河口の東京湾まで

を縮尺１千分の１で表した大型立体模型で、屋外
にある精密な地形模型としては日本一を誇ります。
平野部ではなだらかに流れるのに、関東平野の縁
辺にある寄居町付近を境にして、突然地形が急峻
となり上流域を形成していることがよく再現され
ています。

実際に水を流すことができ、荒川の流れを凝縮
して感じ取ることができます。この模型からは
他にも多くのことが見てとれます。例えば、荒川
の河川管理上の始点の周囲には広大な集水域が広
がっていること、千

ち

曲
くま

川（信濃川）との分水嶺が近
くにあることなどです。

おすすめは鳥になったつもりで山々の上から見
下ろすことで、鳥たちが見ている景色を疑似体験
できます。

20•水とともに 水がささえる豊かな社会

埼玉県立川の博物館埼玉県立川の博物館埼玉県立川の博物館



鉄砲堰
館内に水が流れていることに大変驚きました。

博物館では収蔵品を良好に保存するため本来湿気
を嫌いますが、かわはくでは展示品である和船の
周りが水で満たされて、まるで浮かんでいるかの
ような臨場感があります。

大迫力なのが「鉄砲堰」です。鉄砲堰は、荒川支流
の中津川で行われていた豪快な木材搬出方法です。
山間のＶ字谷に丸太を組んで堰を作り、その下流に
運搬する木材をまとめます。堰上流に水が適度に貯
まった頃合で木製ゲートを一気に開放すると、水流
で木材が押し流されるという仕組みです。大型模型
による実演があり、「ゴー」という轟音とともに、勢い
よく水しぶきが上がる様子が再現されています。

水車
かわはくと言えば、完成当時日本一の直径23メー

トルの大水車が有名ですが、かつて蒟蒻芋などを
製粉するために働いた水車が２つ移築復元されて
いるので、ぜひご覧いただきたいです。と言うのも、
実際に水を流していて、水車のはたらきにより動
力エネルギーへと変換され
る様子がよくわかる動態
展示だからです。現代
では化石燃料や電気に
譲りましたが、川の水流
を人々が巧みに利用して
いたことが偲ばれます。

大陶板画「行く春」
かわはくにはもう一つの日本一があります。長

さ21.6m、高さ5.04mの信楽焼の大陶板画「行く春」

（原作・川合玉堂）で、屋外に展示した日本画の大
型美術陶板として日本一です。

かわはくが伝えたいこと

最後に、館長の平山良治さんにかわはくからの
メッセージを伺いました。
「かわはくの展示の目玉は荒川そのものだと考えて

います。川の状態は常に変化しますが、荒川も同様
です。アライグマ、ヌマガエル、ハクレンなどの外
来生物が増える一方で、本来身近にあったはずのタ
ンポポやスズメの生息数がとても減ってきているの
をご存知ですか。生態系の変化が心配です。また、
川は良い面と悪い面を持ちます。自然から恵みを受
け、共存することで、私たち人間が生かされている
ということをよく知って欲しいです。荒川はもともと
あらぶる川ですから、恐ろしい本質もきちんと理解
したうえで、恩恵を享受する必要があると思います。」

かわはくの傍らを流れる荒川―。このミュージア
ムを訪れたとき、見応え十分の展示だけでなく、埼
玉県の母なる川を五感で感じ、思いを寄せてみては
いかがでしょうか。

青い！？ニホンアマガエル
　かわはくでは、とても珍しいニホンアマガエ
ルを展示中です。何と体色が真っ青！左側が通
常の緑色の個体なので、はっきりと色が違うこ
とがわかります。理由はよくわからないそうで
すが、本来持っているはずの黄色、青色、灰色
のうち、黄色の色素を持たないことから、この
ような体色となっているようです。

水のミュージアム•21

「埼玉県立川の博物館」ご案内

所 在 地　埼玉県大里郡寄居町小園39
開館時間　�9:00～17：00（夏期延長開館あり）
休 館 日　�月曜（祝日・振替休日・7/1～8/31・11/14

は開館）、12/29～1/3
入 館 料　�一般410円、学生・高校生200円、中学生

以下は無料（障がい者手帳をお持ちの方
は全施設無料）

��������������������������※荒川わくわくランド、アドベンチャーシアターは
������������������������������別途利用料が必要



暖かくなると咲きだす桜
桜のつぼみが膨らんでくると、春への期待も膨

らみます。桜がいつ開花するのか、毎年多くの

人が楽しみにしています。

桜の花が早く咲くのか、遅く咲くのかは気温が
大きく影響します。2009年までは気象庁が全国
各地の桜の開花予想を発表していました。その
ときの予想開花日を計算する式を見ると、気温
によって開花日が決まるというものになってい
ます。2010年からは、気象庁は桜の開花予想を
発表していませんが、最近は、民間気象会社の
各社が独自に計算式を作り、独自の開花予想を
発表するようになりました。テレビの気象情報
では、各社の開花予想を比べているのも見られ
るようになりました。

計算式は、気象会社によっても違い、以前気象

庁が使っていた式とも違うと思いますが、いず

れにしても、気温との結びつきが強いことは確

かです。また、「400℃の法則」というのもあり、

２月１日からの日々の平均気温を足して、400℃

に達した頃に桜が開花するというものです。さ

らに、「600℃の法則」というのもあり、２月１

日からの日々の最高気温を足して600℃になる

頃に桜が開花するというものです。いずれにし

ても、春先に暖かいと早く咲きやすいというこ

とになりそうです。

暖かくても、なかなか咲かない！？

春先に暖かくても開花が遅れることがありま

す。桜の開花するメカニズムを説明すると、夏

に次の春に咲かせる花の芽ができます。秋に葉

を落とし、冬の初めに花の芽はいったん眠りに

入ります。これを休眠といいます。眠っている

とき、芽は成長しません。そして、真冬の寒さ

にさらされると、花の芽は目を覚まします。休

眠打破といいます。目を覚ました後は、暖かさ

によって成長し、春に開花します。真冬に一定

期間寒さにさらされるということも、桜の開花

には必要です。

つまり、冬が寒くて春先に暖かいことが、早く

咲く条件ということになります。人間も目覚め

が悪いまま、朝のお出かけの支度をしていると、

なかなか進まず、時間通りにすっきりと出かけ

られないことがありますね。桜も同じで、目覚

めが悪く寝ぼけた状態だと、暖かくなっても成

長が進まず、桜が咲き出さないことがあります。

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
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連載　第4回

気象キャスターネットワーク

桜開花に寒さも大切

松江地方気象台ＨＰより



暖冬で、桜開花に異変
多くの地域では、暖冬であっても休眠打破に必

要な寒さはあり、桜の開花時期は、春先の暖かさ

の影響が大きいということになります。ところ

が、温暖な地域では桜の咲き方に異変が現れるこ

とがあります。2007年春、東京では平年より８

日早い３月20日に桜が開花しました。伊豆諸島

の八丈島では、気温は高めだったにもかかわら

ず、平年より11日も遅れて４月13日にようやく

開花しました。その後も開花はなかなか進まず、

ついには満開になる前に葉桜になり、咲いた花も

散ってしまい、満開の発表がありませんでした。

その直前の冬は、記録的な暖冬でした。

さらに、2016年の桜の咲き方にも特徴があり

ました。福岡、名古屋、東京、大阪では平年よ

り５日前後早く咲き出した一方で、温暖な地域

の高知や鹿児島、静岡、大分では平年より遅く

なりました。

平年より早かったところも、遅かったところも

３月の平均気温は各地とも高めで、気温の傾向

に大きな違いはありませんでした。その直前の

冬は全国的に記録的な暖冬でした。冬の気温が

高かったため、温暖な地域では休眠打破がうま

くいかず、桜のつぼみは目覚めが悪かった可能

性があります。

東京では早く咲き出し、開花後も暖かかったで

すが、その割には満開になるまで日数がかかり、

また、木によって咲き方にばらつきが大きかっ

たのも特徴的でした。はっきりとは言えません

が、記録的な暖冬により、休眠打破がうまくい

かなかったことが影響したのかもしれません。

地球温暖化や都市化などの影響で、春先の気温

も高くなっていることから、東京では、年々桜

の開花時期が早まっている傾向です。今後さら

に高温化が進むと、2007年の八丈島のように開

花しても満開にならないといった現象が、東京

など他の地域でも現れることがあるかもしれま

せん。

これからも桜のお花見を楽しめるように、桜に

はしっかり目を覚ましてシャキッと花を咲かせ

てほしい、そのためには冬の寒さも必要と言え

そうです。

3月19日 福 岡 ４日早い

名 古 屋 ７日早い

3月21日 東 京 ５日早い

3月23日 大 阪 ５日早い

3月24日 高 知 ２日遅い

3月27日 鹿 児 島 １日遅い

静 岡 ２日遅い

3月28日 大 分 ４日遅い

気象キャスターが解説！天気のミカタ•23

Profile

気象庁ＨＰより

2016年桜の開花日　平年差

檜
ひ

山
やま

　靖
やす

洋
ひろ

気象予報士、防災士
ＮＨＫ気象キャスター
神奈川県出身。１９９９年に
気象予報士を取得。
２００５年からＮＨＫの気
象キャスターとなり、現在
は、月～金曜日の首都圏ネッ
トワーク、首都圏ニュース
８４５の気象情報を担当。
趣味はプロ野球観戦、大相
撲観戦。



「環境報告書2016」栄誉に輝く
水資源機構は、毎年環境保全に関
する取り組みやその実施状況などを
環境報告書にとりまとめています。
この度、昨年９月に公表した「環境
報告書2016」が、環境省などが主催
する第20回環境コミュニケーション
大賞「環境報告書部門／環境配慮促
進法特定事業者賞（審査委員長賞）」
を受賞しました。写真は２月22日の
受賞式の模様です。
この賞の受賞は第16回に次ぐ栄誉
となり、これを励みに今後とも取り
組みを着実に実施してまいります。

24•水とともに 水がささえる豊かな社会

渇水の父島で給水支援活動
２月17日～20日、水資源機構は、保有する可搬
式浄水装置を父島（東京都小笠原村）へ派遣する
とともに、職員による技術指導を行う給水支援を実
施しました。支援は、渇水が進行する状況を踏まえ
て小笠原村の依頼により行ったもので、現在は村に
より浄水装置の運転が続けられています。
給水支援活動については、昨年、熊本地震で被
災した熊本県山

やま

都
と

町、渇水の東京都利
と

島
しま

村でも実
施しています。

ミス日本「水の天使」理事長を表敬
笑顔が素敵な女性は2017ミス日本「水の天使」
宮﨑あずささん。２月21日、就任挨拶のため、
水資源機構本社に甲村理事長を表敬されました。
甲村理事長がダムカードを使ってAR動画を実演
すると、宮﨑さんはびっくりされた様子で見入っ
ていました。他にもダムカレーに興味津々で、最
後にはダムバッジを付けていただくなど和やかに
懇談しました。

Japan Water Agency  NEWS
Japan Water Agency
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淀川水系

●豊川用水総合事業部（愛知県）

芦ヶ池調整池で池干し
豊川用水・芦

あし

ヶ
が

池
いけ

調整池では、昨年12月から
今年２月にかけて、水を抜いて池を干し上げる
「池干し」を行いました。この取り組みは、池の
北側を対象に水質改善対策の一環として実施しま
した。許可を得て魚類を捕獲したところ、約４百
匹のうちワカサギが全体の８割超を占めました。�
なお、特定外来生物は確認されませんでした。

●青蓮寺ダム管理所（三重県）

桜の名所・青蓮寺ダムは年中おすすめ
青
しょう

蓮
れん

寺
じ

湖の周囲約５㎞の道路沿いには、約６百
本のソメイヨシノが植えられ、春には桜まつりが開
催されるなど地元・名張市の桜の名所の一つとなっ
ています。
四方を深い山々で囲まれた青蓮寺湖は美しい四
季のほか、いちご狩りやぶどう狩りなど一年を通
じて五感を楽しませてくれます。周辺には、奇勝「香
落渓」や「赤目四十八滝」があり、観光客などで
賑わいます。

NARBO総会を開催
水資源機構は、アジア地域の水資源管理に携わる河川流域
機関のネットワークとしてNARBOを他機関と共同して設立
して以来、事務局本部として、総合水資源管理（IWRM）の
普及推進、河川流域機関の能力向上を図り、より良い水資源
管理が実現できるよう活動してきました。
今回で６回目を数えるNARBO総会が、２月22日から24
日までインドネシアの首都ジャカルタで開催されました。初
日はジャティルフールダムとNARBOの森の現地視察と植樹、
２日目は基調講演に続いてワークショップが行われ、IWRM
の推進に関する充実した議論が交わされました。最終日は総
会が開かれ、NARBO憲章の一部改正、2019年までの行動計
画などの提案が満場一致で承認されました。
また、インドネシア公共事業・国民住宅省のバスキ大臣より、
同国の河川流域機関の能力向上に対する貢献に対し、水資源
機構とNARBO事務局の各機関に感謝状が贈呈されました。

水資源機構の国際業務を紹介ＪＷＡ 国際 どっとねっとＪＷＡ 国際 どっとねっと

水機構ニュース•25
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●旧吉野川河口堰管理所（徳島県）

万一に備え、救命処置を学ぶ
旧吉野川河口堰管理所では、見学者などの心臓のアク
シデントに備えてＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置し
ています。2月16日、23日、管理所の職員ら14名は、確
実に救命処置を施せるよう普通救命講習を受講しました。
講義の後に行われた実技では、胸骨圧迫、人工呼吸、ＡＥ
Ｄなどの救命方法に取り組みました。何事もないのが一番
ですが、万一の事態には今回の経験を遺憾なく発揮します。

広報誌「水とともに」読者モニター募集
水資源機構では、広報誌「水とともに」の誌面づくりに貴重なご意見をいただくため、
平成29年度読者モニターを、次のように募集します。
募 集 要 件 年６回、広報誌をご覧いただき、そのアンケートにご回答いただける方
モニター期間 平成29年４月１日～平成30年３月31日
募 集 人 数 40名程度（応募者多数の場合は抽選とします。）
応 募 方 法 �記載事項「①氏名・ふりがな、②性別、③郵便番号・住所、④年齢、⑤職業、⑥電話番

号」を官製はがきに記載の上ご応募ください。
応 募 先 〒330-6008さいたま市中央区新都心11-2水資源機構広報課（広報誌担当）あて
応 募 締 切 平成29年４月７日（金）消印有効
発 表 広報誌の発送をもって替えさせていただきます。
そ の 他 �ご提供いただいた個人情報については、厳重に取り扱うことはもとより、本人の許可な

く開示・提供しません。
        読者モニターを対象とする水資源機構の施設見学会などを企画する予定です。

吉野川水系
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徳山、矢木沢、奈良俣ダムで「特別」な見学会
広報誌読者モニターとFacebookファンを対象に企画した“「特別」な見
学会”を、１月27日に徳山ダムと横山ダム（国土交通省管理）で、２月４日
に矢木沢ダムと奈良俣ダムでそれぞれ開催しました。この催しは、施設見
学や職員との交流を通じて、広報誌の内容などについて直接の意見交換を
するために初めて開催したものです。施設見学では雪深い非日常の光景や
特別にご覧に入れた場所などもあり、特別感を感じていただきました。
また、意見交換では、「水資源機構がポータルサイトを立ち上げてファン
との交流の場を設けて欲しい。」、「水資源機構の財務、予算についての特
集記事を読みたい。」などの具体的なご提案をいただきました。貴重なご
意見として今後の広報活動に活かしてまいります。（関連記事＝表紙）



水質事故対応訓練

　群馬用水は、県央地域７市町村6,300haの農
地を潤し、８市町村100万人の飲み水を支える
重要な施設です。しかしながら、平成20年には
油の不法投棄があり、群馬用水管理所では事態
の収束に全力で取り組みました。これを契機に、
水質事故への備えをさらに強化し、併せて、関係
機関等と合同での主に油流出による水質事故を
想定した訓練を毎年行っています。

水質事故への備え

万が一、油が水路内で確認された際は、オイ
ルフェンスを水路内に設置し、下流への油の流
下を抑えて滞留させ、オイル吸着マットにて迅
速かつ的確に回収することが必要となります。

群馬用水の幹線水路は約 62㎞の総延長があ
り、開水路が点在していることから、ここにオ
イルフェンスを設置するためのフックを整備し
ています。設置ポイントの７箇所には、作業時
に安全帯を掛けられるよう手すりも設けていま
す。また、オイルフェンス等の資材について
は、保管倉庫を複数箇所に分散して配備するこ
とで、迅速な対応を可能にしています。

水質事故対応訓練

水質事故対応訓練では、主に油流出事故時の
「被害拡大防止」、「油回収」を念頭に、オイルフェ
ンスの設置やそのためのロープワークについて
訓練をします。

平成 28 年度は 11 月 17 日に榛名幹線広馬
場第１開水路にて、利水関係機関、関係市町村、
協力業者、NPO 法人の約 50 名の参加を得て
訓練を実施しました。訓練では、オイルフェン
スの設置のほか群馬県の県央第一水道事務所に

「浄水場における臭気チェックの方法」につい
て説明と実演をしていただき、NPO 法人自然
エネルギー・環境協会に「油回収の方法等」の
説明をしていただきました。

訓練を実施することで、油の流れやすさとそ
の被害拡大を防ぐためには、初動対応の速さと
適切さが重要であることを再認識するととも
に、油の回収に備えた適切な資材を効果的に利
用することの大切さを学ぶことができました。

おわりに

群馬用水では、水質事故の影響範囲は水道用
水、農業用水と広範囲に渡ります。「安全で良質
な水を安定して安くお届けする」という水資源機
構の経営理念のもと、継続して水質事故対応訓
練を実施し、用水の安定供給に努めてまいります。

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。

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。

関係機関と協働した

環・あらうんど•27
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