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特集 思川開発事業の早期完成をめざして
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私たちの町、三重県桑名市長島町（旧桑名郡長
島町）は木曽三川の最下流部にあります。
ここにて、長良川の上流からたどり着く流木を
捨てるのではなく、破砕して堆肥化し、地域の花
卉園芸やトマト栽培の堆肥に利用してもらおう
とNPOを立ち上げ、その収益を活用して輪中の
暮らしを再確認してもらう活動を進めています。
その一つとして、旧町内の小学校3校の4年生
児童を対象に、私たちの町に配水される飲料水・
農業用水の取水施設、浄水施設、排水施設を「水
の旅」と銘打って、バスによる社会見学を毎年主
催しています。
先人たちが木曽三川河口の三角州に堤防を築
き水害から土地を守る組織を作り、潮の干満を利
用した利水の組織を作って、正に水との闘いのも
とに肥沃な土地をうまく利用して、穀倉地として
開墾してきた歴史を今の子供たちは知りません。
今住んでいる町が濃尾平野の地盤沈下によって
低い土地がさらに低くなり、海抜0メートルより
低い所に住んでいる実感も持っていません。木曽
三川と伊勢湾に囲まれながら、私たちが使う水は
なぜ上流の取水施設からパイプで運ばれて来る
のか、どうして大きな排水ポンプが幾つもあるの
か、実際に施設を見学し、施設管理者から説明を

して頂くことで輪中の暮らしの一端を知っても
らいたいと考えています。また、小学6年生を対
象に私たちの身近にある木曽・長良川そして内
水河川の長島川の河川水を採取し、水質検査を児
童が直接体験する教室を学校へ出向き実施して
います。これを毎年続けることで経年のデーター
が蓄積されて河川環境の変化を知ることができ、
特に長良川河口堰の上流と下流の塩分濃度の違
いは歴然とわかります。長島川と木曽川のＰＨや
窒素リン酸の数値を比べ、公共下水道が普及する
に伴って内水河川の環境が改善していること等
にも興味深く体験してくれています。こうした教
室を小学校の先生にも理解して頂き、授業の一環
としてもう５年以上も続いています。
昭和34年の伊勢湾台風の大災害を知らない子
供たち（大人たちの多くも）は、今の立派な堤防
に囲まれ水害を一度も経験せず、河川にあまり近
づいたことがないのではないでしょうか。未来を
背負う子供たちに、今住んでいる所がどんな環境
かを知ってもらい、よりよい環境づくりを目指す
とともに、万が一の災害の時、自分たちがどんな
ところに住んでいるのか記憶の片隅に残しても
らい、今後の生活に生かしてもらいたいと思って
います。
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思川開発事業の早期完成をめざして特集

思
おもいがわ

川開発事業は、利根川水系渡良瀬川の支川
思川の上流部南

なん

摩
ま

川に南摩ダムを建設して洪
水調節を行うとともに、思川支川の黒川、大

おお

芦
あし

川と南摩ダムを導水路で連絡して水融通を図
り、効率的な水資源開発を行います。

（１）　洪水調節(洪水時防災操作)
南摩ダム地点の計画高水流量毎秒 130 立方

メートルのうち毎秒 125 立方メートルの洪水
調節を行うことにより、南摩ダム下流の思川沿
川地域及び利根川本川の中・下流地域の洪水
被害の軽減を図ります。
（２）　既得取水の安定化と河川環境の
	 保全等のための流量の確保

南摩川、大芦川、黒川、思川及び利根川沿川
の既得取水の安定化を図るとともに、河川環境
の保全等のために必要な流量を確保します ｡ ま
た、異常渇水時に緊急水の補給を行います。
（３）　新規利水の開発

栃木県、鹿
か

沼
ぬま

市、小
お

山
やま

市、古
こ

河
が

市、五
ご

霞
か

町、埼
玉県、北千葉広域水道企業団の水道用水として
新たに最大毎秒2.984立方メートルの取水を可
能とします。

（２）　付替道路工事
南摩ダムの建設に伴い水没する県道や林道

を、貯水池面より上部に付け替えるための道路
工事を実施しています。付替県道は栃木県との
合併施工により平成 18 年 11 月から着手し、総
延長約 6.4km のうち約 4.3km（約 67％）が完成
しており、平成 33 年度の全線供用開始に向け
て工事の進捗を図っています。また、付替林道
については、平成 29 年３月より着手し、平成
36 年度からの供用開始を目指しています。

なお、付替県道では、自然環境へ配慮した南
摩エコロードとして、郷土種による緑化、小動
物保護型側溝の採用、ガードレールの色彩に配
慮するなどしています。

（１）　仮排水路・放流管敷設トンネル工事
ダム本体工事を実施するに先立ち、施行箇

所に南摩川の水が流れ込まないようにするた
め、川の水を「仮排水路トンネル」に迂回させ
る計画としています。このトンネルは、延長が
807m、小断面の NATM※ で掘り進められ、平成
23 年３月に完成しました（写真 - ３の①）。ま
た、仮排水路トンネルに並行して、「放流管敷
設トンネル」も NATM により平成 23 年３月に
完成しています（写真 - ３の②）。今後、このト
ンネルの中に、ダムに貯めた水を下流に流すた
めの放流管を設置します。

※NATM（新オーストリアトンネル工法）とは掘削直後に、
吹付コンクリート，ロックボルト等を使用し地山と一体化
した構造を作ることにより、地山自体の保持力を利用して
トンネルを保持する工法

思川開発事業の早期完成をめざして
思川開発建設所

平成22年から始まった「ダム事業の検証」が平成28年８月に終了し、思川開発事業（栃木県）
について国土交通省から「継続」とする対応方針が示されました。これを受けて、同事業は平成
36年度の完成に向けて動き出しています。

写真 -１　付替県道 2号トンネル工事 写真 -２　付替県道 5号橋上部工工事

図 -２　南摩ダム貯水池平面図

写真 -３　①仮排水路トンネル②放流管敷設トンネル

送水路

原石山 中村中村
粟沢粟沢

梶又梶又

西ノ入西ノ入

笹之越路笹之越路

南摩注水工南摩注水工

南摩ダム南摩ダム

洪水吐き洪水吐き

放流管敷設トンネル放流管敷設トンネル
仮排水路トンネル仮排水路トンネル 杓子沢杓子沢

大芦川導水路

大芦川導水路

ささのこえじささのこえじ 県道上久我栃木
線

県道上久我栃木
線かみくがとちぎ

せん
かみくがとちぎ

せん

沢ノ入沢ノ入

図 -１　思川開発事業の位置図

表 -１　思川開発施設の概要
南摩ダムの諸元
型式 コンクリート表面遮水壁型ロックフィルダム

高さ 86.5m

堤体積 約240万m3

総貯水容量 約5,100万m3

有効貯水容量 約5,000万m3

導水路の諸元
黒川導水路 延長約３km、最大通水量８m3/s

大芦川導水路 延長約６km、最大通水量20m3/s

２　南摩ダム関連工事

凡　例
現道
付替県道（工事中）
付替林道（工事中）

１　事業の概要と目的
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思川開発事業の早期完成をめざして

CFRD 型式は、土質材料で遮水する「中央土
質 遮 水 壁 型 ロ ッ ク フ ィ ル ダ ム 」（Earth Core 
Rockfill Dam、略して ECRD）に比べ、次の特長
があります。

① ECRD の施工ではコア材の盛立に降雨など
の影響を受けるが、CFRD はダムのほとん
どがロック材なので ECRD に比べその影
響を受けにくいことから、盛立の工程が短
くなります。

② CFRD はダム表面で遮水することからロッ

（１）　上下流交流会
昨年は、下流受益地の小山市と水源地の鹿沼

市との親交を図る「水のふるさと見学ツアー」
が鹿沼市で開催されました。

この見学ツアーで、小山市の小学生が水源地
の南摩地区やダム予定地を訪れ、水の大切さや
ダム事業について学びました。

さらに地元南摩地区の方々協力のもと、そば
打ちや鹿沼今宮神社祭の彫刻屋台見学など水
源地域の食や文化に触れ、相互に理解を深めま
した。

平成 29 年度は、導水路工事の着工に向けた
準備や付替道路の整備を進めるとともに、職員
一同、一日も早い事業完成を目指して努力して
参ります。

（１）　表面遮水壁型ロックフィルダム
南 摩 ダ ム は「 コ ン ク リ ー ト 表 面 遮

しゃすいへき

水 壁 型
ロックフィルダム」という型式です。英語では
Concrete Face Rockfill Dam、略して CFRD と呼
びます。このダム型式は、図－３及び写真－４
に示すように、ダムの貯水池側にコンクリート
遮水壁を作り、その壁で水を止めます。

大型重機を使用した近代的な施工方法による
CFRD 型式をダム本体に採用するのは、我が国
で初めてです。

思川開発事業では、平成 5 年度に環境影響評
価を実施し、その後も、専門家の指導・助言を
得ながら環境保全対策の詳細な検討を行い、希
少動植物や豊かな生態系の保全を図りつつ事
業を進めています。

これまで、オオタカの代替巣設置（事業の影響
が小さい場所に誘導）、改変区域の希少植物の
移植、ビオトープの整備などを実施しています。

ク材に浮力が働かないので、ダムの安定計
算上、ECRD に比べ堤体積が小さくなり建
設コストを縮減できるとともに、周辺環境
への負荷も軽減できます。

（２）　情報化施工
　～山岳道路工事での取組み～

思 川 開 発 建 設 所 で は、「 現 場 の 生 産 性 向
上」への取り組みの一環として、付替道路（山岳
道 路 ）で ICT（Information and Communication 
Technology）を活用した工事を平成 28 年度よ
り実施しています。

ICT 活用工事とは、起工測量、設計図書の照
査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や
施工管理の記録並びに関係書類について、３
次元データを活用し実施する工事です。起工
測量で作成した３次元データを活用すること
により、設計との相違点を早期に確認できる
ことから、現場へのスムーズな対応が図れて
います。

（２）　上南摩そば祭り
ダム建設の円滑な進捗には、地域の協力と理

解が必要です。そこで、地域の方々とふれあい
ながら、地域の発展に貢献するため、日頃の感
謝の気持ちを込めて、地元で平成 20 年から開
催されている「上南摩そば祭り」に、昨年から
スタッフとして参加しています。

当地区のそばは、そば処鹿沼市においても美
味しいと評判であり、昨年も予定より早く売り
切れる盛況ぶりでした。今後も地域との連携を
深めるために積極的に参加していきます。

写真 -７　貯水池上流に整備したビオトープ

図 -３　南摩ダムの断面図（CFRD）

図 - ４　ECRDの断面図

写真 - ９　そば打ちの様子

３　新技術の取組み ４　環境保全

５　地域との連携

６　おわりに

写真 -8　小山市小学生による南摩ダム予定地見学

写真 -４　CFRD 施工例（徳山ダム上流二次締切）

写真 -５　３次元起工測量状況

写真 -６　３次元設計データ作成（イメージ）

UAVによる起工測量

道路面

QRコードのリンク先は南摩ダムに関する動画です。
約40MBありますので、Wi-Fi環境でのご利用を推奨
します。

南摩ダム完成イメージ動画
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あらためて知ってほしい「水路」のはたらき

平面模式図

特集

「水路システム」とは、水源となるダム・河川
等から用水を取水する取水施設、揚水機場、開
水路（トンネル、サイホン、暗渠、水路橋等を含
む）、管水路、分水工、ゲート設備などの相互に
影響を及ぼし合う施設群を、特定の受益地へ水
を送り届けるために一連のまとまり・秩序を
もって機能する一つのシステムとして捉えた
ものです。

（１）開水路システム
水路システムは、主に「開水路システム」と

「管水路システム」に分けられます。開水路シス
テムは、水が高い位置から低い位置へと重力に
より自然に流下する作用を利用して水を流す
システムです。

開水路システムには、次の特徴があります。

溢水等、不測の事態を考慮し、適当な間隔
で水路外へ用水を排水する施設（排水工、
放水工）が必要となること。

（２）開水路システムの主要施設
安定した通水と取水のために開水路システム

には様々な施設があります。
①水位調整施設（チェックゲート）

開水路システムでは、下図のとおり通水量が
少ないと水路内の水位は低くなり、分水工での
安定取水ができなくなることから、常に一定の
水位を確保するために、水路内部にチェック
ゲートと呼ばれる水位調整施設を設ける必要
があります。

①自然の水の流れ（自然流下）で送水先まで
用水を無動力で供給する（以下「通水」と
いう。）経済的なシステムであること。

②水の流れる速さ（流速）は、毎秒１～２ｍ
と人の歩く程度の速さであるため、長距離
区間を通水し、送水先へ水を到達させるた
めには比較的時間を要すること。

③自然流下の通水のため、上流側の利用者が
自由に取水すると、下流側では用水の不足
が生じ、安定した用水供給が困難となるこ
とから、用水を供給する側が通水量を調整
する供給主導型であること。

④降雨または取水減量等に伴う急激な水量の
変化への対応が困難であり、開水路の閉塞・

あらためて知ってほしい
「水路」のはたらき

第１回では、水路に関する歴史や水路施設の紹介をさせて頂きました。第２回は、良質な水
を安全に届けるための水路システムについてご紹介致します。

開水路システム

水位調整施設の仕組

水位調整施設の例

取水施設

トンネル

開水路

分水工

分水工

分水工 分水工
取水不可能 取水可能

分水工

縦断模式図

チェックゲートがない場合 チェックゲートがある場合
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あらためて知ってほしい「水路」のはたらき

②調整池
開水路システムで水を通水する場合、例え

ば、毎秒１ｍの速さで水を通水し、100km 先に
ある送水先に水を届けるためには、約 28 時間
かかります。そのことから、受益地における降
雨及び水需要の変動により必要水量が大幅に
増減した場合、水量増減分を河川からの取水量
を増減させる手法では、水需要地に至る長大な
用水路区間において過不足が生じ、水需要の変
化に素早く対応できないことから、開水路の途
中に調整池と呼ばれる水を貯める施設を設け、
調整池から開水路への水の出し入れを行うこ
とにより通水を安定させる必要があります。

（３）管水路システム
管水路システムは、管水路内部を水で充満さ

せ、かつ、管内に圧力を加えることにより水を
流すシステムです。みなさんが利用する水道は
まさに管水路システムを利用している施設と
なっています。

管水路システムには、次の特徴があります。
①管内に圧力を加えることにより、送水先で

水が必要な時に必要な水量を利用できる
需要主導型の水の供給が可能となります。

②管内の水に圧力を加える必要があり、加圧
施設（ポンプ）が必要となります。

③ポンプの急停止などで管内の圧力が急激
に変化すると、水撃圧 ※ などが発生し、管
自体に衝撃を与えることから、管内水の安
定を図るためにサージタンクが必要とな
ります。

管水路システム

サ
ー
ジ
タ
ン
ク

加
圧
機
場

調
整
水
槽

サ
ー
ジ
タ
ン
ク

揚
水
機
場

支
線
水
路

導
水
路

川

取
水
施
設

分水施設 分水施設 調整池

ファームポンド
機場

ファームポンド
吐水槽

分水施設 幹　　線　　水　　路

水田

畑

平面模式図

縦断模式図

分水施設

水田

揚水機場

取水施設

サージタンク

加圧ポンプ 幹　線　水　路 調整池

調整水槽

加圧ポンプ

加圧ポンプ

吐水槽

畑

ファームポンド

（４）管水路システムの主要施設
管水路システムには安定した通水と取水の

ために様々な施設が必要となります。
①通水施設

管水路システムの大動脈となる施設であり、
水を送水する施設です。主に鋼管、ダクタイル
鋳鉄管、FRPM 管（強化プラスチック複合管）な
どがあります。

②ポンプ施設（揚水機場・加圧機場）
管水路システムの心臓にあたる施設であり、

河川から取水した水を標高の高いところへ送
水するための施設です。

加圧機場は管水路の途中で加圧ポンプによ
り水圧を上げるための施設です。

※ 水撃圧：管水路に設置された弁の急激な開閉操作により、管内の水の運動量が急激に変化した際に管内に異常に大きな水圧
が発生する現象。

③調整施設
送水した水の配分調整や管水路施設の安全

性を確保するために水位、流量、圧力を調整す
る施設があります。

④保護施設
管水路の安全性を確保するために必要な施

設で、管水路内部の土砂等を排出する排泥施
設、管内に滞留した空気の排除などを行う通気
施設（空気弁）があります。送水管（鋼管）

揚水機場

保護施設（空気弁）

調整施設

水資源機構は、経営理念である「安全で良質
な水を安定して安くお届けする」を実現す
るために、経済的かつ安全性を確保した水
路システムを構築して通水を行っています。
今後も水資源機構の水路施設は、我が国の
産業や経済活動を支える重要なライフライ
ンとしての役割を果たしていきます。

約110km

約50km

約60km

調整池（愛知用水の例）
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「ある上司は、初めて携わる仕事の進め方を丁寧に
教えてくれましたし、ある先輩は、例えば、図面デー
タはここに保存してあるといった細かなことまで教
えてくれました。だから、水資源機構ではともに働
く仲間に恵まれていると常に感じています。それな
のに、独りよがりになって自らが正しいと思ってし
まうともったいないんです。アドバイスをいただく
機会をつぶしてしまうかもしれないですし、何より
仕事のパフォーマンスが下がってしまうと思うんで
す。」
向上心をもって、謙虚に自らを見つめ直すことを
忘れない竹内。その驕

おご

らずひたむきな姿に、彼女を囲
む素晴らしい仲間たちと同じく、どこまでも前向き
な「ささえる力」を感じた。

ションも大事な仕事の一つとなっている。「お問い合
わせをいただいて、少しでも気になることがあれば、
とにかく現場へ急ぎます。」と言うとおり、速やかに
現場の状況を把握することに努める。的確な対応が
できることはもちろん、こうした対応の一つ一つが
水資源機構の信頼となり、地域に安心をもたらすの
かもしれない。
また、水資源機構ならではの仕事とも言うべき、農
業用水の分配も担当する。水利権に基づき、あらかじ
め取水できる量が決まっている。天候によって田畑
に必要となる量が変わるので、水利権で認められて
いる範囲を超えないように、必要な量を必要な時期
に届けられるよう調整する必要がある。限りある水
を効率的に絶えず平等に分配することは、水資源機
構の仕事の中核であり、緊張やプレッシャーも伴う
が、貴重な経験の毎日だ。
水資源機構の職員となって３年が経過した竹内。
これまで、そして今の仕事の積み重ねを通じて前職
との違いを改めて感じる。
「前職では発注者の計画を、現場の実情に合わせて
実現できるように計算をやり直し、図面を引き直し
たりしていました。でも、計画の一部分を任されるた
め、具体的にどういうものが出来上がるのか、最終的
な姿や形がはっきり分からないこともあったんです。
水資源機構に転職した今は、発注者として、造る施設
の目的や全体像についてはっきりしたイメージがあ
ります。これを維持、補修、調査などの計画へと反映
させられることに仕事の面白さを感じています。」

「独りよがりにならないよう気をつけています。例
えば、自分にとって大きな問題に思えても、他の人か
ら見れば小さいことにこだわっていると見えること
があると思うんです。」と日々職員とのコミュニケー
ションを意識する竹内。そう思うのは、なぜなのか。

る施設です。半世紀にわたり休むことなく水を送り
続けてきた水路は、劣化や損傷が認められるところ
もあります。それらを点検する中で、以前の職場での
経験を活かして、計画を立案しています。水を安定し
て安全にお届けするために、日々責任感を感じなが
ら取り組んでいます。」
また、水路施設の周辺にお住まいの方からの問い
合わせも少なくなく、地域の人々とのコミュニケー

理科の授業で、れき・砂・泥と水をビーカーなど
に入れてよくかき混ぜて放置すると、粒の大きい
ものから先に沈んでいき、大きさごとに層ができ
る・・・。竹内は、自然の力が織り成す地層のきれい
さと不思議さに感動を覚えたという。次第に、地層が
どんな経過をたどって今の形になっているのか学問
的に捉えたいという気持ちから、大学では地質学を
専攻した。
卒業後、地質コンサルタント会社に就職した竹内
だったが、受注者としてではなく、発注者として一
つ一つの業務に深く関わりたいという思いが強くな
り、転職を考えた。そんな時、小学校の社会科見学
で行った近所の一庫ダムを思い出した。初めて見る
巨大なコンクリート構造物に「こんな大きなものを
造ったなんてすごい！」と感じたことを思い出し、水
資源機構の採用試験を受けるきっかけとなった。

竹内の現在の主な仕事は、設備の点検、施設補修な
ど維持管理や農業用水分配の調整であり、初めての
経験でもある。
「利根導水路は来年で通水50年を迎える歴史のあ

「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。

～地域や職場の仲間に支えられて～

地質学との出会い

独りよがりにならないように
受注者から発注者へ

謙虚さを力に

ささえる
Power力

料理教室に通い始めて1年。教室でいろんな年
代の方と出会い、お話しすることが楽しいと笑顔
で話す竹内の得意料理は親子丼という。

Profile
利根導水総合事業所

竹内　佑佳 Yuka Takeuchi
地質コンサルタント会社勤務を経て、平成27年1月水資源機構に入社。最初
の配属先である豊川用水総合事業部で大規模地震対策事業に携わった後、平
成29年4月から現職。
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猪名川浄水場（全景）猪名川浄水場（全景）

阪神地域への
「安全な水の安定供給」の持続のために
阪神地域への阪神地域への
「安全な水の安定供給」の持続のために

～阪神水道企業団～

阪神地域への阪神地域への
「安全な水の安定供給」の持続のために「安全な水の安定供給」の持続のために

～阪神水道企業団～

平成5年度に、淀川水系で初めて、猪名川浄水場に
おいて80,000㎥／日の高度浄水処理施設を稼働し、
現在では供給水量の全量が高度浄水処理水となってお
り、水質に関する苦情は、ほとんどなくなっています。

耐震化・リスク対策等の推進
阪神・淡路大震災の経験や南海トラフ地震への備
え等を踏まえ、施設・管路の耐震化を推進するとと
もに、容量80,000㎥の甲山調整池を建設し、浄水貯
留能力の増強を行っています。
また、津波や液状化、停電といった新たなリスクへ

の対策も進めています。

水需要の減少が顕著となり、構成市の給水収益が
減少する一方、施設の更新需要や新たなリスク対策
の必要性等が高まっており、このような状況へ水道
事業体単独で対応していくのは困難な状況になって
きています。
企業団や構成市を含めた周辺事業体も同様であ
り、安全な水の安定供給を持続するためには、様々な
連携を図りながら対応していくことが不可欠となっ
てきています。
なお、兵庫県においても、「兵庫県水道事業のあり
方懇話会」が平成28年度に設置され、広域連携等に
関する議論が行われています。

宝塚市への新規供給
そのような状況の中、平成29年4月から、企業団
の構成市として、新たに「宝塚市」が加入し、宝塚市
に対して水道用水の供給を開始しました。
企業団の80年の歴史の中で初めて、新たな構成市
を迎えることになりました。
宝塚市における「安定的な水源の確保」「浄水施設
の更新需要」、企業団における「分賦基本水量の見直
し」等という双方の課題解決へのニーズが合致した
ことにより実現したものであり、更なる広域連携の
一事例であると言えます。
なお、宝塚市への新規供給実現に際しては、企業団

企業団の水源は全て「淀川」であり、安定的な水源
を確保するため、日吉ダム建設事業や琵琶湖開発事
業等に参画し、現在では13.818㎥／秒（1,193,875
㎥／日）の水利権を有しています。
また、水源の確保とともに、5回にわたる施設の拡
張を行い、現在では、1日最大給水量1,289,900㎥の
施設能力を有しています。

高度浄水処理の導入
施設の拡張と水源の確保により、「水量の確保」を
行うとともに、異臭味の除去や微量有機物質の低減
化など、「水質の向上」を図ることを目的として、全
ての浄水場に、オゾン・活性炭処理を取り入れた「高
度浄水処理」を導入しています。

阪神水道企業団（以下「企業団」という。）は、昭和
11年7月に、阪神間の旧16市町村（現在の神戸市、
尼崎市、西宮市及び芦屋市）を構成団体とする一部事
務組合（特別地方公共団体）として設立され、昨年、
創立80年を迎えました。
阪神地域は大きな河川がなく、水資源に恵まれな
い中、経済発展に伴う水需要の増加に対応するため、
水道事業の抜本的な対策として、府県を越えて「淀
川」に水源を求め、全国発の水道用水供給事業体とし
て、企業団が設立されたのです。

が淀川水系の水源開発事業に参画し、安定的な水源
を確保してきたことが、大きな実現要因となってい
ます。

阪神地域の水供給の最適化研究会
また、構成市との間で「阪神地域の水供給の最適化
研究会」を設置し、各事業体を一体として捉え、効果
的かつ効率的な事業のあり方について研究を進めて
います。
「阪神地域の水供給の全体最適」を目指し、忌憚な
く意見を交換し議論できる場として活用し、「水供給
システムとして効果的、効率的な施設配置とその運
用」と「安定的持続可能な水供給に相応しい事業経営

のあり方」を研究内容として設定しています。

現在、企業団では、経営環境の変化等を踏まえ、企
業団の将来の方向性と目標を明らかにした上で、今
後の事業運営を進めていくに当たり、水道用水供給
ビジョンを改定し、今年度、公表する予定です。
企業団の基本理念である「安全な水の安定供給の

持続」を達成するため、全てのステークホルダー間
で、阪神地域全体の水道事業の将来について共通認
識を醸成し、今後の最適な姿を描き、地域全体で実現
していくことが必要です。
企業団では、阪神地域全体を俯瞰して、地域の水道

のあるべき姿を実現すべく、主体的な役割を果たし
ていきたいと考えています。

阪神水道企業団の水源

オゾン発生器（右）と
オゾンの散気状況（左）

宝塚市への通水式
阪神水道企業団の概要

「安全な水の安定供給」のための取組

広域連携等の推進

最後に
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「あらゆる製品
の基本となるの
が『界面活性剤』
です。水にも油に
もなじみやすい
性質を持つため、水と油を混合して均一につなぎ
合わせる乳化という作用に利用しています。」と
おっしゃるのは、豊橋工場をご案内いただいた別
府さんをはじめとする技術者の皆さん。水、油、
界面活性剤、香料などの原料を配合釜と呼ばれる
生産設備で攪

かくはん

拌するという製法は、粘り気の弱い
シャンプーのような製品から粘り気の強いハンド
クリームのような製品にまで共通しています。原
料、それを投入するタイミング、温度管理などが
製品によって異なり、その差が製品の特徴となっ
て表れます。料理に例えると、同じ鍋を使うけれ
ども、おでんと肉じゃがでは材料も調理方法も異
なり、それぞれに味わいも異なるといった具合で
しょうか。配合して攪拌するというシンプルな製
法だからこそ、製品のレシピはノウハウがぎっし
りと詰まった企業秘密として大切にされているそ
うです。

材料の組成の多くを占めるのが水ですが、どの
ようなこだわりがあるのでしょうか。多くの製品
において、原料中に占める割合として、水が最も
多くなっています。
「製品に用いる水は直接お客さまの肌に触れる
ものですから、工場まで供給される工業用水を飲
料水と同じ水質となるように処理しています。」
成分をはじめとする製品の品質に影響するた
め、この処理水を純水化した後、さらに滅菌して
利用します。こうした行程を経て作られた水は配
合釜などの設備の洗浄にも使われます。
「多くの製品で生産設備を共用するので、しっか
りと丁寧に洗浄をしています。特に、敏感肌やア
レルギーのある方向けのハンドクリームなどの製
品は、香料などのにおいが微かに残っていること

すら許されません。」
豊橋工場では、何度も何度も設備の洗浄を繰り
返し、最後は水を張って透明度を確認するほどの
念の入れようで、洗浄工程には大変気を使われて
います。こうしたモノづくりに対する愚直なまで
の姿勢の根底にあるものは何なのでしょうか。
「豊かな生活文化を実現し、社会の持続可能性に
貢献するため、花王には『花王ウェイ』という行動
規範があります。私はこれをさらに押し広げて、
お客様の視点に立つこと、安全に安定して操業す
ること、地域社会の信頼を得ることが特に重要だ
と考えています。だからこそ、『よきモノづくり』
にこだわっています。」

見ると、従業員の皆さんの制服の左上腕には高
らかと「よきモノづくり」のワッペンがあしらわれ
ています。
かつて輸入品に負けな
い高品質な国産石

せっけん

鹸を目
指して誕生した「花王石
鹸」。その名を馳せたア
イデンティティは、花
王のモノづくりに対す
る精神へと脈々と受け
継がれています。さ
らに、きれいで幸
せな毎日の実現
を目指す「花王
ウェイ」へと昇
華し、私たちの
きれいで美しいく
らしを今日もまた
支え続けています。

400種類を超える製品を生産しています。製品毎
に生産設備を持つのではなく、同じ設備を共用し
ながら効率的に生産しているのが特徴です。国内
に９つある工場の中でも、豊橋工場は言わば小回
りの利く工場であり、新商品が開発されると最初
に製造を担当することが多いそうです。

生活のあらゆる場面で見かける三日月の顔をし
たあのマークといえば、たちまち「花王」を思い起
こさせます。日本を代表するグローバルな化学企
業として、知らない人はいないのではないでしょ
うか。国内外に、化粧品、衣料用洗剤、健康機能飲
料など数え切れないほどの製品を送り出し、私た
ちのくらしを清潔で、美しく、健康的なものにし
ています。意外なところでは、自動車用タイヤの
配合剤などをはじめとするケミカル事業を通じて
産業界を支えています。
豊橋工場は、昭和56年に愛知県豊橋市で操業を
開始し、ヘアケア製品やスキンケア製品を中心に
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およそ半世紀にわたって、愛知県東三河地域と静岡県湖西地域の水の大動脈として水道、農業、
工業の各用水を供給し、地域のくらしや産業をしっかりと支え続ける「豊川用水」の流れ。その流
れから、くらしのきれいを生み出すのが「花王株式会社豊橋工場」、今回の舞台です。

様々な製品たち

製品を充填するライン

花王ウェイ

腕には「よきモノづくり」のワッペン

〜「よきモノづくり」できれいで幸せな毎日を〜

花王株式会社 豊橋工場

多品種生産の拠点工場

水と油と「界面活性剤」と

水から見える「花王ウェイ」
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水資源機構の
国際業務
International affairs of
Japan Water Agency

培った技術を
世界へ

Providing water management
technologies to the world

格安航空会社のおかげもあって海外旅行もすっかり身近になり、日常でもインバウンドの

外国人をどこでも見かけますし、コンビニや居酒屋でも留学生のアルバイトを見かけることが当

たり前になっています。水資源機構（以下「機構」）でも若い職員の中には将来海外での活躍の機会を

目指して日々、技術の研鑽に取り組んでいる人もいます。

機構では古くから国際会議への参加や政府開発援助（ODA）の一環として、例えばJICA（国際協力機構）を通じた

水資源開発や管理の専門家の派遣などを通じて、世界的な技術水準の把握や国際貢献などを続けています。

21世紀は水の世紀とも言われ、海外水ビジネスという言葉もいろんな場面で目にする昨今ですが、今回は、機構がこれまでに

培った経験やノウハウを使って行っている最近の国際業務についてご紹介します。

国際緊急援助隊

専門家の派遣

海外からの研修受け入れ

国際会議等を通じた情報収集・発信
世界がアジアの経済成長に目を向け、水ビジネスへの参入
にもしのぎを削るような状況ですが、機構が培った技術や
日常業務における取組を国際会議などで紹介し、我が国の

プレゼンスの確保に努めるとともに、世
界の技術を吸収して業務のさらな
る効率化に役立てていきたいと
考えています。また、アジアで水
資源管理に取り組む機関らと協
働し、水問題の解決のため情報
共有を促進しています。

アジア各国では災害による経済的な被害も拡大傾
向にあります。2011年にタイで発生した洪水で、
多くの日系企業が被害を受けたことは記憶に新し
いところです。機構は日本政府から要請を受け、国
際緊急援助隊のメンバーとして、被災地の早期復
興に貢献しています。

機構は、JICAなどを通じて、職員を技術専門家としてア
ジアやラテンアメリカなどに派遣しています。ダム・
水路の管理や公正かつ効率的な水配分を促すな
ど、機構の経験や技術を開発途上国に移転すること
で国際貢献の一端を担っています。

機構が管理するダム・水路などの施設には、JICAな
どを通じて、アジア、アフリカ、ラテンアメリカな
ど世界各国から水管理、防災対応、施設
管理などを学ぶべく毎年300名程
度の方が訪れます。

2017年7月インドネシア国の公共
事業・国民住宅省の大臣が訪日さ
れた際、長年にわたる機構の同国へ
の技術支援に対する感謝状をいた
だきました。機構は、同省傘下の水資
源総局や同国の第一及び第二水資
源公社に対し、専門家派遣等多くの
活動を通じて交流をしています。

インドネシアからの感謝状
海外での仕事に関心のあ

る職員を対象に国際業務の
経験を伝えたり、将来活躍
するために必要な自己研鑽
について考えてもらったり、
留学生との交流を通じて外
国語でのコミュニケーション
力を磨いたりしています。

職員と留学生の交流

◀  ノルウェーで開催された世界大ダム会議で
　  講演する機構職員（2015年）

◀  タイのチャオプラヤ川における大洪水時に
　  国際緊急援助隊として派遣された機構職員（2011年）

JICA総合水資源管理研修における機構職員による  ▶
講義の様子（2014年）

▲  NARBOアジア流域機関ネットワークの
　  第6回総会の様子（2017年）

水資源機構  英語版ホームページ　http://www.water.go.jp/honsya/honsya/english/index.html

インド地震防災
２年前の2015年、ネパールで大地震があり、隣国のイ
ンドでも大きな揺れを感じたそうです。地震時のダム
の安全管理について、日頃の備えや人材の育成など
を中心に議論し、実際に地震防災訓練を行うことで、
日本の経験を確実に現地にお届けしています。

インドのウッタラカンド州にあるイチャリダムで機構職員の
指導のもと初めて行った地震防災訓練の様子（2016年）▶

水管理の長期専門
家としてフィリピン
に派遣された機構
職員が現地職員に
水路施設の管理に
ついて指導する様
子（2016年）

※水資源機構の英語表記は、Japan Water Agency （略称JWA）といいます。

▶

18 ● 水とともに　水がささえる豊かな社会 トピックス ● 19 
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気象予報士、防災士、ｅｃｏ検定。
奈良テレビ気象キャスター
千葉県出身。気象予報士の資格を取得後、北海道で
気象の仕事を始め、札幌テレビ
放送やＮＨＫ富山放送局などで
気象キャスターを務める。現在
は奈良テレビ放送「ゆうドキッ！」
の気象コーナーを担当。趣味は
神社仏閣をめぐり、季節の花々
を愛でること。奈良まほろばソ
ムリエ検定１級を取得。

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

気象キャスターネットワーク

秋 雨連載　第７回

図２
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先日、京都府に
ある日吉ダムを見
学し、ダムについ
て勉強する機会が
ありました。ダム
の役割にはいくつ
かありますが、そ
の１つに洪水調節
というものがあり
ます。大雨によっ
て流れ込む水をダ
ム湖に一時的に貯
め、下流にとって
安全な量の水を放
流することで、下流域の洪水被害を防ぐことが目
的です。日吉ダムでは平成10年の管理開始以降、
30回の洪水調節を実施してきましたが、前線に
よる大雨はいつまで雨が続くのか予想が難しいと
おっしゃっていました。
今年に入ってから、九州や東北など記録的な大
雨となった所があり、土砂災害や河川の氾濫、浸
水害による被害が発生しています。　
秋雨は局地的な大雨をもたらすことがあります
ので、日頃からの心構えと備えが大切です。様々な
気象情報がありますが、情報の内容や活用の仕方
などを気象庁のホームページや市町村のハザード
マップなどで確認し、天気予報で気象キャスター
が伝えるコメントにも注意していただければと思
います。

け表示したものが加わりました。
図３は大雨警報（浸水害）の危険度分布と洪水警
報の危険度分布の表示例です。大雨警報（浸水害）
の危険度分布は、降った雨が地中にしみこまず地
表面にたまる量（表面雨量指数）を基に、どの地域
で大雨警報（浸水害）の基準に到達する危険度が高
いのかを色分け表示するものです。洪水警報の危
険度分布は、各地点の中小河川の洪水危険度を表
示するもので、これまでより対象となる河川を増
やしてデータも精緻化しています。拡大すると河
川名も表示され、指定河川洪水予報の発表状況も
確認することができます。どちらの情報も、黄色
が注意レベル、紫色が極めて危険なレベルとなっ
ています。
また、大雨特別警報の発表対象区域も、これま
でより明確に市町村の区分けができるように改善
されました。これらの情報は、いずれも気象庁の
ホームページで確認することができます。

東よりになることが多いため、高気圧の縁を回っ
て湿った空気が流れ込む地域が変わるのです。

秋雨はちょうど台風シーズンと重なるため、台
風が秋雨前線を刺激して前線の活動が活発になる
ことで、局地的な大雨をもたらすことがあります。
2004年９月25日から30日にかけて、秋雨前
線と台風第21号の影響により、三重県で記録的
な豪雨となった事例についてみてみましょう。図
２は2004年９月28日９時の天気図ですが、台風
第21号が北上し、秋雨前線に向かって非常に暖か
く湿った空気が流れ込んだため、前線の活動が活
発となりました。三重県では１時間に130mmを
超える猛烈な雨を観測し、前線と台風の影響によ
る期間降水量は、三重県尾鷲で900mmを超えた
ほか、四国地方や近畿地方で400mm、東北北部で
250mmを超えた所もありました。各地で大規模
な土砂災害が発生し、全国で死者26名、行方不明
者１名が出るという激甚災害となりました。

このような気象災害を防ぐため、気象庁では注
意報や警報、特別警報を発表し、様々な気象情報に
よって防災事項などを伝えています。大雨による気
象災害に対しては、これまで市町村のどの領域で土
砂災害発生の危険度が高まっているかを５段階に色
分け表示した危険度分布という情報を提供していま
した。そして、今年の７月から、大雨による浸水害や
洪水害の危険度がどのくらいなのかを５段階に色分

季節の変わり目には、天気がぐずついて長雨にな
る時季があります。代表的なものが、春から夏へ季
節が移り変わる時の長雨「梅雨」ですね。そのほか
に、冬から春は「菜種梅雨」、夏から秋は「すすき梅
雨」、秋から冬は「さざんか梅雨」と呼ばれます。そ
れぞれの呼び名は、「菜種梅雨」は菜の花が咲く頃、
「梅雨」は梅の実が熟す頃、「すすき梅雨」は各地で
すすきが見られるようになる頃、「さざんか梅雨」は
さざんかが咲く頃ということに由来するようです。
この中の「すすき梅雨」が秋の長雨、「秋雨」です。
さて、秋雨をもたらす停滞前線を秋雨前線とい
います。８月の終わりになると、日本を覆ってい
た太平洋高気圧が勢力を弱めて南に退き、大陸か
ら冷涼な空気を持つ高気圧が日本付近に張り出し
てきます。この北からの冷たい空気と南の暖かい
空気の境にできる停滞前線が秋雨前線です。
図1は、仙台、東京、大阪、鹿児島の梅雨の時期

（６月）と秋雨の時期（９月）の降水量を表したも
のですが、西日本では梅雨の時期、東日本では秋
雨の時期に降水量が多くなっています。これは、
その時期の平均的な気圧配置の違いによります。
６月頃は太平洋高気圧の位置が西より、９月頃は

秋の長雨「秋雨」

秋雨と台風

新たな気象情報

大雨に備えて

図１
図３　気象庁HPより

日吉ダム



関東、近畿、中部の三大都市圏や四国及び
北部九州は、産業の発展や人口の集中に伴
い用水をたくさん必要とする地域です。
これらの地域に水を安定的に供給するため、
国土交通省が指定した7水系（利根川、荒川、
豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川）で閣議
決定された水資源開発基本計画（通称：フル
プラン）に基づき、水資源の開発・管理を行っ
ています。
水資源機構は、複数の都府県にまたがるこれ
らの地域で、関係省庁、関係都府県、利水者等
多くの関係者と調整を図りながら、水道用水、
農業用水、工業用水を水源から用水路まで
一元的に管理する、我が国唯一の水に関する
独立行政法人です。

必要な場所へ、
確実に

利根川河口堰
川の流量が少なくなると、海水（塩水）が川を逆流し、周辺の農作物や飲み水に塩害を引
き起こします。塩水の遡上を防止しつつ、堰上流部の汽水域に生息する生物に配慮した
塩分濃度管理を行うため、ゲート操作を行い、水を利用できるようにしています。

利根川河口堰
川の流量が少なくなると、海水（塩水）が川を逆流し、周辺の農作物や飲み水に塩害を引
き起こします。塩水の遡上を防止しつつ、堰上流部の汽水域に生息する生物に配慮した
塩分濃度管理を行うため、ゲート操作を行い、水を利用できるようにしています。

洪水から地域を守る

琵琶湖開発事業
湖岸堤・管理用道路及び内水排除施設（水門、排水機場）により、瀬田川洗堰の操作と併せ
て、琵琶湖周辺の洪水を防御するとともに、下流淀川の洪水流量の低減を図ります。また、大
阪府内及び兵庫県内に水を供給しています。

琵琶湖開発事業
湖岸堤・管理用道路及び内水排除施設（水門、排水機場）により、瀬田川洗堰の操作と併せ
て、琵琶湖周辺の洪水を防御するとともに、下流淀川の洪水流量の低減を図ります。また、大
阪府内及び兵庫県内に水を供給しています。

早明浦ダム
歴史上氾濫を繰り返した暴れ川「吉野川」の洪水調節を担います。
また、「四国のいのち」とも表され、四国 4県に水を送っています。

早明浦ダム
歴史上氾濫を繰り返した暴れ川「吉野川」の洪水調節を担います。
また、「四国のいのち」とも表され、四国 4県に水を送っています。

台風やゲリラ豪雨と呼ばれる局
地的大雨は、時に私たちの生活
に甚大な被害を及ぼします。
水系の上流に位置するダムは、大
雨により川の流量が大幅に増え、
浸水等の大きな被害が発生する
おそれがある場合に洪水の一部
を貯め込み、安全な水量を下流に
流すことで洪水を調節する役割を
負っています。
大雨が降れば、職員は昼夜を問わ
ず、雨量等の気象情報や上下流
の河川流況の把握、関係機関との
情報連絡を行い、下流の洪水被
害軽減のためにダムの治水能力
を最大限活用するなど、的確な施
設操作で、洪水被害の軽減、防止
に努めます。
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情報連絡を行い、下流の洪水被
害軽減のためにダムの治水能力
を最大限活用するなど、的確な施
設操作で、洪水被害の軽減、防止
に努めます。

建設から 管理まで

房総導水路施設緊急改築
完成から 40 年近く経過する房総導水路。トンネルの天端に空洞ができると側壁にひ
び割れが生じやすくなるため、空洞に充填材を注入しトンネルを保全します。利水に
影響を及ぼさない断水期間は3週間。短期間で施工できる工法で施工しています。
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水資源機構は、日本一の貯水量を誇る徳山ダムや、首都東京
の生活を支える武蔵水路など、大規模かつ重要な施設の建設
から管理までを総合的かつ一元的に実施しています。
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の生活を支える武蔵水路など、大規模かつ重要な施設の建設
から管理までを総合的かつ一元的に実施しています。

「安全で良質な水を安定して安  くお届けする」 それが水資源機構の使命です。

水
を
都
市
圏
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自然界にある水のうち、人が生活に使える水は
ごくわずか・・・日本では、生活に利用する水を
河川に流れる水に頼っています。
しかしながら、日本の雨の降り方は季節的に一様
では無く、洪水や渇水が起こりやすい特徴があり
ます。また、大量の水を、必要とする地域まで常時
運び続けるには膨大なエネルギーが必要となり
ます。
必要な時に必要な地域に水を届けるため、効率
的に水をため、水を送る施設とその的確な操作
が必要なのです。
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岐阜県八百津町から知多半島南端の愛知県南知多町に至る
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小石原川ダム
筑後川水系に新たに建設中の堤高 139mを誇る九州最大級のロックフィルダム。
ダム本体工事の最盛期を迎えており、岩盤を露出するための基礎掘削が完了し、こ
れから堤体の盛り立てを開始します。（平成 29年８月現在）
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水機構水機構
NAVI

小石原川ダムのi-Construction＆Management
水資源機構として初めてとなる本格的な情報化（ICT）施工に取り組み、地形、地質、ダ
ム・付属設備などの各種データを３次元 CAD モデルとリンクするシステムを構築し
ています。建設段階からあらかじめ管理段階における施設等の維持管理の省力化、
効率化、施設運用・状態監視の高度化が実現することを目指しています。

３次元モデルにより
立体的にイメージ

気候変動による渇水・洪水の頻発や被害の深刻化、大規模地
震等による災害の発生、高度成長期以降に集中的に整備され
た施設の老朽化による機能低下など、水インフラに関わる様々
なリスクに対応するための改築事業も近年、ますます重要になっ
てきています。

気候変動による渇水・洪水の頻発や被害の深刻化、大規模地
震等による災害の発生、高度成長期以降に集中的に整備され
た施設の老朽化による機能低下など、水インフラに関わる様々
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水 機 構 ニ ュ ー ス

九州北部豪雨で災害支援を実施
災害対策基本法に基づく指定公共機関である水資源機構は、７月上旬の九州北部豪雨に際し、独立行政法人水資源

機構防災業務計画に基づき、７月６日に理事長を本部長とする緊急災害対策支援本部を設置して、豪雨で被災した福
岡県朝倉市、東峰村の支援を実施しました。

支援物資をお届けしたほか、筑後川局管内の各事務所はもとより全国から職員を動員し、水資源機構の技術力・経
験等を活かして、ドローンによる被災状況調査、流木対応などの技術的な支援を行いました。

限りある水を大切に
利根川、荒川、豊川、木曽川、吉野川、筑後川の各水系では、流域の降

雨が少なく河川の流量が減少していたことから、水資源機構などが管理
する上流のダムでは、水道用水や農業用水、河川環境の保全に必要な水
などの補給を続けてきました。このため、ダムの貯水量が次第に減少し
たことに伴い、一部の水系では取水制限を伴う厳しい状況となっていま
したが、台風や前線に伴う降雨により河川の流況が改善しつつあります。

これまでの節水へのご理解とご協力に感謝申し上げるとともに、今後
とも限りある資源である水を大切に使っていただくようお願いします。

平成 29 年度優良工事等の表彰式を開催
７月 10 日、水資源機構本社にて、平成 28 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
技術者の表彰式を実施し、優良工事として 15 社、優良業務とし
て 13 社の表彰を行いました。この優良工事表彰制度は、平成８
年度から実施しています。今後も、「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向け、企業の皆様と
協力して取り組んで参ります。

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。

インドネシア公共事業国民住宅相と会談
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（アジア河川流域機関ネットワーク）を
他機関と共同して設立して以来、事務局本部として、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。

７月 13 日に、水資源機構の甲村理事長とインドネシア公共事業
国民住宅省のモハマド・バスキ・ハディムリヨノ大臣は、都内で会
談を行いました。NARBO の初代議長を務められ、現在も NARBO の
シニア・アドバイザーとしてご活躍中のバスキ大臣は、会談で、同
省の人材育成に対する支援への期待のほか、インドネシアの持続的
な経済発展のために、水資源機構が蓄積してきた「総合水資源管理」
の経験や技術を活かして交流をさらに強化してほしいと述べられ
ました。

ベトナム社会主義共和国
農業農村開発省の職員の皆様が訪問

水資源機構は、NARBO 活動を通じてベトナムとの良好な関係を築
いており、今回は水資源機構における災害への取り組みやそのため
の組織体制について、問い合わせをいただきました。

７月 27 日、グエン・ホン・フン中央プロジェクト事務所長を団長
とする５名が水資源機構本社を訪れ、機構の防災設備、組織、予算制
度などについて説明を受けた後、ダム管理設備の規模、各事業の予
算規模、資金フローなどについて活発な質疑応答となりました。

●岩屋ダム管理所（岐阜県）

岩屋ダム 史上初の
点検放流

８月５日、岩屋ダム（岐
阜県下呂市）は、中部電力
様のご協力のもと下呂市と
共同で点検放流を行いまし
た。なんと、岩屋ダム 40 年
の歴史の中で初めての点
検放流でした。当日は、約
250 名もの方にご来場いた
だき貴重な放流をご覧いた
だきました。

●川上ダム建設所（三重県）

川上ダムカード配布開始
三重県で建設中の川上ダムでは、建設目的や貯水

容量などを紹介するダムカードを新たに作成し、７
月 11 日より、川上ダム建設所で配布を開始しまし
た。水資源機構では 45 施設目のダムカードとなりま
す。川上ダムカードは、土日祝を除く午前９時から午
後５時までの間に
配布しております
の で、 新 し い ダ ム
カードを手に入れ
る機会に水源地域
を旅してみてはい
かがでしょうか。

淀川
水系水系

木曽川
水系水系

大型商業施設コクーンシ
ティで節水を呼びかけまし
た（左）
さいたま新都心駅前の大型
ビジョンで節水を PR（上）

JWA国際どっとねっと 水資源機構の国際業務を紹介
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梅雨の合間の晴天に恵まれた６月 24 日に、関西地方のテレビな
どでご活躍されている気象キャスターネットワーク所属の７名の
気象予報士の方々が、日吉ダムの見学に来られました。ダムの目
的や役割について、座学と実地見学により理解を深めていただき
ました。特に、平成 25 年の台風 18 号における防災操作による洪水
被害の軽減効果については、強い関心を持たれた様子でした。当
初予定していた時間を１時間ほどオーバーしましたが、気象を専
門とされ、気象情報の発信者である皆様に洪水時、渇水時におけ
るダムの役割をしっかりとお伝えし、お互いに交流を深めること
ができました。

見学に来られた中のお一人、気象予報士の中谷雪乃さんが後日
ご自身のブログ「雪月花」に当日の見学の様子をアップされてい
ます。ブログの最後には、「大雨のときに、水を貯めて洪水を防
ぎ、雨が降らないときには、水を補給するダム。ダムの重要な役割
を学び、そのすごさを改めて感じることができました。」と締めく
くっておられました。

●日吉ダム管理所（京都府）

気象予報士の皆様が日吉ダムを見学

水資源機構では Twitter による情報発信にも力を入れております。５月から８月にかけて、利根導水総合
事業所（埼玉県）、草木ダム管理所（群馬県）、関西・吉野川支社淀川本部（大阪府）、日吉ダム管理所（京都府）、
関西・吉野川支社吉野川本部（香川県）、池田総合管理所（徳島県）、筑後川局大山ダム管理室（福岡県）、朝
倉総合事業所寺内ダム管理所（福岡県）の８つの事務所で新しくツイートを始めました。よりリアルタイム
な情報をキャッチしやすくなりました。

この機会にぜひ、フォローをお願い致します。

新しい仲間が増えました！
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三重用水管理所

「池干し」による
水質改善と外来魚の駆除

「池干し」と外来魚捕獲・駆除

池干しの機会に、近隣地区の方々、利水者の
方々及び魚類の専門家の方と、外来魚の駆除を目
的とした環境学習会を開催し、魚類の捕獲・選別
を行いました。
平成24年度は、多数の鯉や鮒とともにブラッ

クバスの大型の成魚など多数の外来魚を捕獲し
ました。平成28年度は、大きめの鯉や鮒は網に
かかりましたが、外来魚は確認できませんでし
た。専門家の方からは、水深が浅くなって鳥に捕
食された可能性が示唆されました。翌週、鳥が補
食できない調圧水槽内の清掃時に、10センチ程
度のブルーギル約200匹が捕獲されました。大
型成魚でないこれらの外来魚は、平成24年度
に網にかからな
かった幼魚が捕
獲されたものと
推測されました。
池干しを行うこ
とによる外来魚
の駆除の効果が
感じられました。

課題と今後の取組み

池干しはアオコ対策や外来魚駆除に有効との
手ごたえが得られましたが、次のかんがい期まで
に調整池の貯水量が確保できないと営農に支障
が出るリスクがあるので、池干しの実施には、長
期の気象予報や水源の状況を勘案した上で、関係
利水者の合意が必要です。池干し期間と水質改善
効果のデータを蓄積し、効果のある対応方法を見
出して、極力リスクを回避できるようにすること
が重要と考えています。
「池干し」という伝統的な技術を、現代の知見
を加えて管理技術として使いこなし、安全で安心
な水を利水者の皆様に届けられるよう工夫を重
ねて参りたいと思います。

「池干し」と水質改善

かんがい用のため池で、非かんがい期に池を干
し上げることを「池干し」といいます。昔は、有機
物を含む池底の泥を田畑の肥料に利用し、魚は食
用にするなど、生活と結びついていました。現在
は、ため池の水質改善効果が注目されています。
池干しで池底の泥を乾燥・酸化させるとアオコ
発生の要因である栄養塩類溶出や藻類の増殖が
抑制されることが分かってきました。
三重用水の宮川調整池は農業用水を供給する

調整池です。宮川調整池でのアオコ対策として、
平成24年度及び平成28年度の非かんがい期に
池干しを行いました。

平成24年度の池干しでは、池干し日数の増加
に伴い底泥に含まれる藻類の細胞数が減少する
傾向を確認しました。池干しを行わなかった平
成25年度と平成26年度の水質検査では、植物
プランクトンの増殖が抑制されている傾向が見
られましたが、平成27年度にアオコが発生した
ため、平成28年度の非かんがい期に池干しを実
施し、平成29年度のアオコ発生の有無を見守っ
ています。

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。

三重用水宮川調整池の池干し 平成 28 年度環境学習会での
捕獲状況

干し上げ日数に伴う藍藻類の変化（平成 24 年度事例）
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特集 思川開発事業の早期完成をめざして
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