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特集 平成29年７月九州北部豪雨における水資源機構の取組
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木曽川源流の里 木祖村藪
やぶ

原
はら

には、日本酒「木曽
路」を醸

かも

す1650年創業の㈱湯川酒造店があります。
その昔、中

なかせんどう

山道木曽11宿のひとつ藪原宿で、人々
の交流や物流の拡大とともに酒造りを発展させた
歴史ある酒蔵です。

日本酒は「米」と「水」から醸されます。江戸時代
の元

げんろく

禄年間にはすでに現在の製造技術の基礎が確
立していたと言われています。米を価値基準とする
経済体制の中で酒株として酒造りへの課税が始ま
り、酒造りは米価統制や税収システムとして機能が
果たされていました。そのため、耕作面積が狭く米
が作れない木曽でも多くの米が流通し、酒造りが経
済循環の中心に置かれてきたのです。
酒造用水を汲み上げている井戸は酒蔵の敷地内

にあります。酒造用水は、鉄分を含まないことが条
件となり、硬水であれば、豊富なミネラルが酵母の
栄養となり、醗酵力が強く辛口のしっかりとした味
わいを、軟水であればゆっくり醗酵して柔らかく旨
口の味わいを醸します。
当社の水は軟水。米の旨味たっぷりのふくよかな

味わいと、ピュアで軽快な余韻を感じられる日本酒
を醸すことを目指しています。
さて、歴史や自然、高い製造技術をもってしても、

日本酒の製造技術や流通の高度化が目まぐるしい
昨今、地酒はその土地に赴かなくても飲めるように
なり、全国各地の銘酒の中で、選ばれる銘柄になら
なくては生き残れない時代となってきました。
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「木曽路」の存在意義として唯一無二なことは何
だろう、お客様に愛着を持っていただく為には何が
必要だろうと改めて考えた時、「木曽川源流の酒蔵」
であり、「標高940mで創業地としては全国1位の
高さ」である立地こそが、存在意義のひとつではな
いかと、気づいたのです。
その存在意義を活か

すひとつとして、今春、
木祖村と共同した企画
として、味噌川ダムの
地下トンネルをお借り
して、木曽産米で醸し
た純米吟醸を貯蔵する事業を立ち上げました。
地下トンネルは夏場でも15度程度に安定した冷

暗所で、紫外線と大きな温度変化を避けたい日本酒
の熟成には最高の空間です。
木曽川を脈として最上流と下流が繋がる。人それぞ

れに木曽川へ想いを馳せ、その最上流で醸され熟成さ
れた日本酒に舌つづみを打つ。おつまみは、もちろん
木曽川上流や流域で取れた魚や山菜、キノコなど。
壮大なロマンを、1本の日本酒から感じられる、

そんな商品づくりがしたくて、今回の事業が実現し
ました。
このコラムを書いている時点では、まだダムトン

ネル貯蔵の日本酒のテイスティングをしていませ
ん。想像している味わいか、はたまた驚く変化を遂
げているか。ここに日本酒の奥深さがあります。
メリハリある無ろ過生原酒も美味しいですが、時

間を経過させてこそ得られる、熟成のまとまりと深
い味わいはひとしおです。

木曽川源流ダム貯蔵酒については、26 ページの
「水機構ニュース」にて詳しく紹介しています。

木曽川を脈に水でつながる
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平成29年７月九州北部豪雨における水資源機構の取組特集

水資源機構は、本社はじめ各関係
支社局、淀川本部、吉野川本部、事務
所も通常の業務から防災態勢に移行
し、風水害の最小化の取組を行いま
した。防災業務は施設周辺地域や施
設下流域の被害を最小化するための
最も重要かつ優先する業務です。

平成29年７月九州北部豪雨における
水資源機構の取組

朝倉市内被災状況
（洪水によって流れ込んだ土砂、流木による被害）

本社　非常態勢
7/5  14：10  注意態勢（線状降水帯対応として）　7/5  16：30  非常態勢

筑後川局　非常態勢
7/5  14：00  注意態勢　14：10  第一警戒態勢　16：30  非常態勢
筑後川下流用水　第二警戒態勢（7/5  17：20  注意態勢　19：00  第一警戒態勢　20：00  第二警戒態勢）
福岡導水　第二警戒態勢（7/5  18：10  注意態勢　19：00  第一警戒態勢　20：10  第二警戒態勢）
筑後大堰　第一警戒態勢（7/5  16：00  注意態勢　17：20  第一警戒態勢）
大山ダム　注意態勢（7/5  16：00  注意態勢）

朝倉総合事業所　非常態勢
7/5  14：00  注意態勢　14：10  第一警戒態勢　16：30  非常態勢
寺内ダム　非常態勢（7/5  13：30 注意態勢　14：00 第一警戒態勢　14：10 第二警戒態勢　16：30 非常態勢）
小石原川ダム　第二警戒態勢（7/5  14：00  注意態勢　14：10  第一警戒態勢　16：30  第二警戒態勢）

両筑平野用水総合事業所　第一警戒態勢
7/5  13：30  注意態勢　15：00  第一警戒態勢

２　被災状況

１　防災態勢状況

今般の平成29年７月九州北部豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災
地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

平成29年７月５日（水）の昼頃から夜にかけて、福岡県筑後北部から大分県西部に線状降水帯が
形成され、猛烈な雨が降り続きました。この降雨により、同日17時51分に九州では初めてとなる大
雨特別警報が福岡県に発表され、19時55分に大分県にも同警報が発表されました。
水資源機構の寺内ダム、江川ダムが所在する福岡県朝倉市では、昭和52年からの観測史上１位となる
最大１時間雨量129.5mm、最大３時間雨量261.0mm、最大24時間雨量545.5mmを記録しました。
本稿では、九州北部豪雨における水資源機構の取組を振り返ります。

記録的な豪雨により、大量の水が山に浸透して
斜面を崩壊させ、それによって発生した土砂や木
を巻き込んだ洪水が川を下り、人々の居住区へ流
れ込んでいき、甚大な被害を発生させました。
福岡県、大分県で死者36人、行方不明者５人、住
宅被害2,902棟の被害が発生しました。（８/21時
点）また、河川の氾濫、道路等被災など甚大な被害
が多数発生し、８月８日に激甚災害に指定されまし
た。被害額は、福岡県で1,941億円（８/20時点福岡
県ホームページ）、大分県で299億円（８/22時点大
分県ホームページ）と見積もられました。

筑後川水系佐田川の寺内ダムは、７月５日（水）
の昼頃から線状降水帯による猛烈な降雨により、
昭和53年の管理開始から39年間で最大となる、
毎秒約888立方メートルのダム流入量を記録し
ました。寺内ダムは防災操作を実施し、最大毎秒
約888立方メートルのダム流入量を記録した時点
で、その約99％に相当する毎秒878立方メートル
の水を貯留し洪水の影響を小さくしました。以降、
降雨予測、降雨予測に基づく流出計算、下流河川
の流況等を勘案し、状況判断を適時に行い、貯水
位が異常洪水時防災操作開始水位（129.80ｍ）を
超えながらも、ダム貯水池に入ってくる水の量と

貯水池の空容量を見極め、ダムに入ってくる水量
よりも少ない水量の毎秒約120立方メートルの放
流を続けて、ダム下流域の洪水による被害を回避
しました。寺内ダムが無かった場合には、堤防か
ら大きく越水し佐田川周辺の浸水や堤防決壊の可
能性があったと考えられます。（堤防から洪水が
越水しないものと仮定した場合、金丸橋地点にお
いて、最大約3.38m水位が高かったと推定されま
す。）さらに寺内ダムは、大量の流木を貯水池にと
どめました。寺内ダ
ムがなければ、洪水
と大量の土砂、流木
が佐田川から溢れ出
して、大きな被害を
もたらしていた可能
性があります。
一方、隣の小石原川においても、利水ダムであ
る江川ダム貯水池で最大毎秒326立方メートル
の流入量を記録した時点でほぼ全量貯留しました
（貯留量毎秒約325立方メートル）。

本社防災本部状況

寺内ダム及び下流基準地点（金丸橋地点）

寺内ダム洪水調節効果（金丸橋地点を代表地点として）

金丸橋地点

寺内ダム

寺内ダム流木状況

３　佐田川の状況と寺内ダムの防災操作
　　小石原川における江川ダムの貯留
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平成29年７月九州北部豪雨における水資源機構の取組

また、今年の６月までは、水源地、
受益地とも少雨で渇水傾向にあり、
河川の水が減り、私たちの生活や良
好な河川環境を維持していく上で必
要になる水が不足する恐れがありま
した。これを回避するため寺内ダム
は、貯水池から川に水を放流して補
給し、人々の暮らしを支え、河川環境
を維持していました。その結果、ダム
の貯水量が減少し、貯水池に通常よ
り大きな約1,200万立方メートルの空容量がある状態であったこともあって、ダム建設時に想定していた
規模を超える大洪水を貯め込むことができました。

甚大な被害が出た福岡県朝倉市、福岡県東峰村か
らの要請を受け、水資源機構は、平成29年７月６
日17時に緊急災害対策支援本部を設置しました。
水資源機構から朝倉市、東峰村にリエゾン ※を派
遣して支援に必要な情報収集を行いました。この情
報を基に水資源機構が支援する内容と支援者につ
いて、緊急災害対策支援本部会議によって決定し、
職員を２市町村に派遣し、復旧を支援しました。

川の水が減り、私たちの使える水が不足します。
今般の洪水が発生するまで、5月、6月は、全国的
に少雨傾向にあり、渇水対策を始めていました。
水は私たちの生活に必要不可欠である一方で、豪
雨によって流水の規模が大きくなると、流水は巨
大なエネルギーを持った洪水になります。さらに
川の容量を超える規模になると川から水が溢れ、
堤防を破壊して私たちの住む領域を襲ってきま
す。もともと我が国は、急峻な地形である上、雨が
梅雨と台風時期に集中して降るため、川の水は、
いつも安定した量で流れているわけではなく、川
の水の増減が激しい傾向があります。更に今後は、
以前よりも渇水になるような少雨や、大洪水にな
るような大雨が発生する頻度が上がり、気象の状
態が極端化していく可能性が高いことが学術界に
おいて報告されています。小雨と大雨の幅が大き
くなると、河川の水量の増減の幅が大きくなりま
す。この振れ幅が極端になればなるほど私たちの
暮らしに与える影響は大きくなります。このよう
な気象が極端化していくと見込まれる状況におい
て、洪水の影響を小さくする洪水貯留等の防災操
作と、また貯留した水を河川に補給し、受益地域
に良質な水を安定してお届けする役割を担ってい
る水資源開発施設を適切に維持し、的確な操作を
行っていくことの重要性が従前よりも高まってき
ていると考えています。
水資源機構は、今後も、皆様が安全に、安心して
日々暮らしていけるよう、安定して水をお届けす
るとともに、小雨で渇水の時は、人々の生活や環
境の維持のために不足する水をダム等の貯水池か
ら河川に補給し、洪水が発生するような豪雨時は、
防災操作によってダム等の貯水池に入ってくる洪
水を貯留して、その規模を小さくしながら放流し、
下流域の被害を回避、軽減してまいります。

※ 自衛隊のLiaison Offi  cerの通称。軍事用語としては連絡将校であ
り連絡員のこと。災害時には主に被災地自治体等へ送り込まれる
外部機関の連絡員をさす。

河川等の被災状況調査

寺内ダムハイドログラフ、ハイエトグラフ

寺内ダム洪水貯留のイメージ

江川ダムハイドログラフ、ハイエトグラフ

４　水資源機構の被災地支援の取組

雨が降ると雨水は概ね地形に沿って集まってき
ます。やがてこの水は、川に集まって流水となり
海へ流れていきます。普段、私たちは、この川の
水を利用して生活しています。雨が降らなければ、

５ 極端化する気象と水資源開発
 施設の操作、維持管理

職員派遣人数（延べ人数）平成29年８月４日時点
リエゾン　83名
（福岡県朝倉市 39名、福岡県東峰村 44名）
自治体支援　120名
（福岡県朝倉市 64名、福岡県東峰村 56名）

支援内容
ドローンによる被災状況調査
（村道、河川、農業施設、家屋土砂等）

支援物資提供
（ブルーシート100枚、衛星携帯電話、毛布、食料等）

家屋被災状況調査
災害復旧申請書類作成
流木と土砂の仮置き場提供、仕分け作業支援
散水車、排水ポンプ車派遣
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第４１回「水の日」・「水の週間」行事を開催

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
41回目を迎えた本年も、「健全な水循環により、
水の恵みを享受できる社会を目指して」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
央行事と、今回が初めての開催となった水循環
体験ツアーについてご紹介します。

８月１日（火）、イイノホール（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450名の方々
にご来場いただきました。
主催者側から、石井啓一国土交通大臣・水循
環政策担当大臣、佐藤伸朗東京都都市整備局理
事及び虫明功臣水の週間実行委員会会長が挨
拶し、その後、「第39回全日本中学生水の作文
コンクール」の表彰式、最優秀賞（内閣総理大
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臣賞）に選ばれた岡部
利穂さん（熊本県熊本
信愛女学院中学校１年）
が、平成28年の熊本地
震をきっかけに水に対
する自らの心境の変化
をつづった受賞作品を
朗読披露しました。ま
た、河渕 龍之丞さん（香
川県高松市立龍雲中学
校２年）の作品が、優秀
賞の１つである独立行
政法人水資源機構理事長賞に選ばれました（11
頁に全文掲載しています）。
休憩を挟んで、大西一史熊本市長が登壇して、

「熊本地震から学んだこと～未来へつなぐ生命
の地下水～」と題して、地震後の断水や地下水
の状況などについて基調講演を行いました。
基調講演の後、大西市長に加えて、東京財団
の吉原祥子研究員、「流域マネジメント」の先進
地区である福島県、岡崎市、熊本地域のそれぞ
れの地域を代表して、NPO法人輝く猪苗代湖
をつくる県民会議の中村玄正理事長、岡崎市水
循環推進協議会の冨永晃宏会長、水循環政策本
部事務局の黒川純一良事務局長の５名により、
「流域の水循環と地域づくりを考える」をテー
マとしたパネルディスカッションを通じて、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。

石井啓一 国土交通大臣・水循環政策担当大臣

作文コンクール受賞者の方々

最優秀賞作品を朗読する岡部利穂さん

パネルディスカッション 黒川 純一良 内閣官房水循環政策本部事務局長（右）
吉原祥子 東京財団研究員（左）

（左から）大西一史 熊本市長
冨永 晃宏 名古屋工業大学大学院教授・岡崎市水循環推進協議会会長
中村 玄正 NPO 法人輝く猪苗代湖をつくる県民会議理事長・日本大学名誉教授

大西一史 熊本市長による基調講演

佐藤伸朗 東京都都市整備局理事 虫明功臣 水の週間実行委員会会長

東京メトロの主要駅などに
掲示されたポスター

健全な水循環により、水の恵みを健全な水循環により、水の恵みを
享受できる社会を目指して享受できる社会を目指して
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第４１回「水の日」・「水の週間」行事を開催

8月15日（火）から17日（木）までの3日
間、東京国際フォーラム（東京都千代田区）が
開催する「丸の内キッズジャンボリー 2017」
に参加し、一部スペースを借りて「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、農業用水の役割、森林の働
き、気象災害から身を守る方法などに関する実
験を交えた体験型ワークショップのほか、各種
パネル展示、ダムカードフレームを使った記念
撮影、水に関するクイズなどの催しを行い、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、1,700
名を超える方々にご来場いただきました。
※丸の内キッズジャンボリー：2007年に東京国際フォーラ
ムの開館10周年記念事業としてスタートした子どもたち
の夢を育む参加・体験型イベント。

「水の日」を目前に控えた7月20日（木）、水
循環の重要性について、対外的に発信していた
だくことを目的として、ライター、ダム愛好家、
タレント、記者の方々に参加していただく見学
ツアーを実施しました。最初の訪問先の浦山ダ
ムでは、ダム堤体内部の監査廊を見学した他、
管理手法等について説明を受けました。次の訪
問先の利根大堰（利根導水路）では、高度経済
成長と急激な人口流入による東京の深刻な水
不足を解消するという建設に至るまでの経緯
の説明や、太古から現代まで続く人々の水との
闘いの歴史に関する講演が実施されました。
ツアーを通じて、参加者の方からは「先人た
ちと現代の人々の努力によって水の恵みを利
用できていることがわかった」など、水と人と
の関わりについての気づきの声が聞かれまし
た。参加者の皆さんは、それぞれ思い思いにブ
ログ、SNS、新聞で情報発信をされました。中に
は、ツアー催行中にリアルタイムに発信される
方もいらっしゃり、世相を表していました。

「第39回全日本水の作文コンクール」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_000010.html

「お兄ちゃん、地球に存在する水が１リットルの
ペットボトルだとしたら、汚染されていない水は
どのくらいだと思う？」水の学習をしてきた妹が
そう聞いてきた。どのくらいだろう。コップ１杯く
らいだろうか。
「はずれ！つま楊枝の先っちょくらいなんや
でー。」勝ち誇ったように言う。１リットルのうち、
真水はフィルムケース１杯、人間が使える水はそ
のキャップのへこみ分なのだと言う。その水を僕
達は大切に使えているのだろうか。
僕が住む香川県は、年間を通して降水量が少な

く、大きな河川がない。そのため、はるか昔からた
くさんのため池が造られ生活を支えてきた。日本
一の満濃池は有名だが、僕の家のまわりにも平池
を始め、三郎池や前池など至る所に大小のため池
があり、農業用水として田畑を潤している。また豪
雨など流出水の一時貯留池として、河川の氾濫を
防いだり砂防せき堤の役割を果たすなど、現在も
大きな役割を担っていることがわかった。
昭和49年に完成した、高知県の早明浦ダムは

「四国のみずがめ」と呼ばれている。ダムの完成に
より吉野川の水は池田ダムを経由して香川用水に
流れ込み、香川県民は安心して水を使えるように
なった。と同時に早明浦ダムの渇水は香川の渇水
にも繋がる。
平成６年に起きた大渇水は、香川県全土に被害

をもたらした。早明浦ダムの利水率が０％を切り
ダムに沈んだ旧役場の殆どが姿を現わし、大きく
報道されたそうだ。調べてみると、香川県では延べ
139日間もの制限給水が行われていた。夜間は断
水になり昼間は５時間しか給水されない。工場は
停止し、喫茶店からおしぼりが消え、会社のトイレ
にはくみ置きバケツが現れた。当時、高松市内で働
いていた母の友人も、仕事を終え帰宅しても水が
出ず大変困ったそうだ。
節水の大切さを実感している香川県民だが、実

はひとり当たりの１日の水使用量は、全国平均よ
り多いそうだ。また20年前と比べると、生活様式
の変化に伴い１日の使用料は２倍近く増えている
そうだ。「うどん県」がゆえの理由もあるだろう。し
かし、僕達ひとりひとりが出来ることがあるので
はないだろうか。そこでパソコンを使って調べて
みた。こまめに蛇口を閉める、食器の溜め洗い、お
風呂の残り湯や料理のゆで汁の再利用などどれも
すぐに出来そうだと思った。止水栓を調整する自
主減圧では、１日に50～ 200リットルもの節水が
可能だそうだ。
また高松市としても新たな水資源の確保として、
雑用水の利用や、下水処理場で再生された再生水
の利用などが行われている。公共のトイレなどの
「再生水利用」の貼り紙もよく目にするようになっ
たと思う。
僕は断水を経験したことがない。水道のレバー

を上げれば水が出るのが当たり前。水が出ないな
ど想像ができない。しかし、世界には水道すらなく
汚れた水を飲み、感染症で亡くなる子供達もたく
さんいるという。
誰もが安心して飲み水を利用できるように、全
世界に上下水道が整備される日が１日も早く来て
ほしい。全ての人が安全な水を適切に使用し、排
出され、再生された水が再び海に戻っていく。未来
の僕達の為にも、大切な限りある水を残していか
なければならないと僕は思った。
「お兄ちゃん、節水週間に協力してねー。」宿題の
節水プリントを見せながら妹が言った。僕は部活
後のシャワーをこまめに止めて使用した。
母は洗たくをなるべくひとまとめにして洗った

そうだ。妹はトイレに続けて行こうと提案してき
た。今日、平成26年以来の第１次取水制限が始
まった。たとえわずかだとしても、水を大切にする
気持ちを忘れずに「毎日が節水週間」で頑張ってい
こうと思う。

優秀賞  独立行政法人水資源機構理事長賞

香川県 高松市立龍雲中学校　２年　河渕　龍之丞

毎日が節水週間

 
水道クイズ ダムクイズ 見学を終えて

浦山ダム内部を見学

庁舎屋上より利根大堰を見学

受付の様子

体験型ワークショップ（雨つぶぐるぐるすごろく）

体験型ワークショップ（雨水ます実験）

ダムカードフレームを使った記念撮影

水のワークショップ・展示会 水循環体験ツアー



「用地の仕事」は
大きく3つに分けられます。

測量
調査

説明
協議

契約
登記そうです、

土地の境界について
立会をしています。

用地という仕事用地という仕事水機構水機構
NAVI

　水資源機構における「用地の仕事」は、ダムや水路等を新築・改築するために必要となる土地の取得やこれ
に伴う損失の補償を行うことです。
　ダムや水路等を新築・改築するには、「用地」の取得が必要不可欠です。先祖伝来の土地や苦労して手に入
れた土地を譲っていただくことになるため、地元の方々の土地への思いを尊重しつつ事業に協力いただくこ
とが大切になります。
　そのためには、ダムや水路等の目的や計画を十分に説明し、この土地が
どうして必要なのかを理解してい
ただくとともに、信頼関係を築く
ことが必要です。
　「用地の仕事」は、地元の方々
と機構をつなぐ架け橋であり、
とても大切な仕事です。
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● 何か、目印になるようなもの、ないですか？
● たしか、このあたりだと、思うんだけどね…
● ここに、杭があるけど、 ここですかね？

さて、下の写真は、何をしているところだと思いますか？

測量・調査の結果をもとに補償金を算定

誠意を持って地元の方々へ事業説明

事業に必要な土地を測量・調査

所有権移転等の登記手続きのため法務局へ

話術ではなく、相手に近づこうとする気持ちで補償説明

地元の方々と機構をつなぐ架け橋に地元の方々と機構をつなぐ架け橋に
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　事業計画が具体化されると、地元の方々に集まっていただき、地元関係機関の立会のもと事業説明会を行います。
　この日は、用地課長のあいさつに続いて、工事課長が事業の目的、工事の内容、スケジュールなどについて
説明し、次に、用地課長が、測量に伴う土地の立ち入りと境界確認の際の立会をお願いし、用地取得に伴う補
償の考え方について説明しました。

ダムや水路の新築・改築に必要となる土
地の所有者に立会っていただき、土地の
境界や事業に必要な土地の範囲を測量
し、移転していただく物件（立木、工作物
等）の調査をします。

ダ

1 測量・調査
土地の所有者や権利者の方に了解をい
ただけたら、契約書に署名・押印をいただ
きます。

土

4 契約

譲っていただく土地や移転していただく
物件等の補償金を算定します。
譲

2 補償金の算定

土地の所有者や権利者の方に補償金の
算定内容を説明し、協力をお願いします。
土

3 補償の説明

土地の所有権移転登記が完了し、土地
の引渡が完了した後、補償金をお支払い
します。

土

5 補償金の支払

人と造る
人と繋がる
人と造る
人と繋がる

● 土地の境界を確認するというけど、よくわからないよ…
● 近くに住む者だけど、工事期間中の振動や騒音は大丈夫なの？
● 子供の通学路になっているから、トラックの通行は通学時間帯を
　 避けて欲しい！

事業説明会では、
地元の方から様々
な質問や要望が出
されます。

工事に必要となる土地の取得や借地のため、現地の調査、土
地の測量、補償額の算定、所有者の方との交渉など、幅広い業
務があります。覚えることが多く、工事の内容を理解するため
技術の職員に工法等を教えてもらったり、所有者を見つけるた
め戸籍等の調査をしたり、権利設定の登記手続きをしたりと、
専門的な知識や技術を要求されることもあります。それだけ
に、実際の仕事を通じて知識や技術を身につけることができた
と実感できると、とてもやりがいや達成感を感じられます。

石川 勇也
平成27年入社
房総導水路事業所
総務用地課

様々な知識が求められる仕事

木戸 菜央子
平成26年入社
群馬用水管理所
事業班

用地を取得するため、現場に足を運んで、現地を確認し、土地
所有者をはじめとした関係者の方に説明することが主な仕事
です。機構の仕事の中でも、特に「人」と関わることの多い職種
と思います。関係者の方は、世間話の好きな方や必要最小限
の事務的な話しかしない方など十人十色。そのため説明の仕
方も、その時、その人によって様々です。目指すところは常に同
じですが、その過程に正解が無いところが興味深いです。経験
がものを言う職種だな、と先輩職員の隣で日々感じています。

たくさんの「人」と接する仕事

それでは、事業説明会を始めます。
～ある水路の改築事業では～
それでは、事業説明会を始めます。
～ある水路の改築事業では～

水資源機構
工事課長
水資源機構
工事課長

水資源機構
用地課長
水資源機構
用地課長

地元関係機関
職員

地元関係機関
職員

用地取得の流れ用地取得の流れ
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の一言でうまくいくこともあると思います。また、
自分が悪ければごめんなさいと素直に謝るように
しています。」
たしかに「ありがとう」の一言は素敵に響きわた
る。でも、大人になればなるほど、「ありがとう」や
「ごめんなさい」と素直に発しづらい、何か邪魔す
るものもあるだろう。あるいは、少し気恥ずかしい
のかもしれない。しかし、金子は軽やかに飾らずに
「ありがとう」という魔法の言葉を今日も奏でる。

つては小さかった娘も成長し、もうすぐ社会人。
「家ではほとんど仕事の話をしたことが無かった
けれど、仕事をしている自分の姿が娘の目にどう
映っているのか気になりますね。」

昨年から管理職に就いた金子だが、一般職との
違いをどのように感じているのだろう。
「一般職は、上司の指示を的確にこなすことを
求められるのでしょうが、管理職は、自らが最終
的な判断をしなければいけないことが度々ありま
す。例えば、契約業務や書類に決裁印を押すとき
などは、間違いが許されないので緊張しますね。」
と話す金子は、立場が変わったことにより、見方
も変わったと続ける。事務所の雰囲気作りもその
一つだ。「メリハリがあり、明るく、風通しのよい
職場にしたいですね。そのために、顔と顔を合わ
せる対面でのコミュニケーションを大事にしてい
ます。対面でしか伝わらない雰囲気などをつぶさ
に感じとれます。」
化学変化は起きている。反対に話しかけられる
ことも多くなったと金子が言うように、取材中、
職員同士が明るく話している光景を何度も見かけ
た。理想の職場に一歩一歩近づいている。

理想の職場、作っていきたい環境のための魔法
の杖はない。金子は言う。
「ありがとうは魔法の言葉ということをみんなに
伝えたいですね。自分が言われたら嬉しいし、そ

てかつてとは異なる魅力を感じる。
「事務系職員ではありますが、自然という常に変
化する相手と向き合う防災業務にやりがいを持っ
ています。流域の人々の生命や財産を守るための
施設を管理していることに、改めて重要な仕事を
していると感じるんです。」
一度態勢に入れば、昼夜を問わず、施設を守り、
設備を操作し、周辺の巡視や現地の確認を行う防
災業務。むしろその大変さが真剣な心持ちにさせ
ると言う。そんな金子の後ろ髪を引かれるエピ
ソードがあった。金子は、まだ幼い娘からの一言
を今でもはっきりと覚えている。
「雨がやんで青空なのに、お母さんはどうしてま
だ帰ってこないの？」
雨がやんでも上流の水が流れ込んでくれば、水
かさが減るまで防災業務は続く。まだ幼かった娘
が分からないのも無理はない。防災業務を伴う仕
事と子育ての両立は容易ではなかったが、家族や
同僚のサポートもあって今日までやってきた。か

「大学の求人票を見つけたのがきっかけでしょ
うか。まだ学生でしたから、仕事のやりがいより
も勤務条件、安定性などを志向していた気がしま
す。」と金子は照れくさそうに就活生だった当時を
振り返る。
それから年月も経ち、事務系職員として、用地補
償にはじまり、総務、経理と幅広い分野で経験を
積み、活躍してきた。次第に、リーダーシップを求
められるようになった金子は、自分の仕事につい

「ささえる力 Power」は、情熱と誇りをもって働く「人」に「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。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。

～魔法の言葉をたずさえて～～魔法の言葉をたずさえて～
仕事とやりがい

人と向き合うこと

「ありがとう」は魔法の言葉

向向きき合合うう

ささえる
Power力

Profile
三重用水管理所 所長代理

金子　寿子 Hisako Kaneko
平成４年４月、水資源開発公団（現水資源機構）に入社。事務系職員として総
務業務、経理業務、用地補償業務に携わる。平成28年４月から現職。
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鉄道輸送技術が高度に発達した現在では、安全輸
送、定時輸送などの鉄道がもたらす恩恵を意識する
機会はほとんどないでしょう。しかし、その舞台裏
には実に多くの人々の絶え間ない努力があります。
電車は機械ですから、常に故障のリスクが付き
まといます。加えて、大都市の公共交通機関とし
て、多頻度、高密度に運行されるため、非常に厳し
い条件に晒

さら

されています。故障なく安全運行する
には日頃の綿密な検査と整備が何より欠かせませ
ん。このため、電車は、驚くほど頻繁に検査と整備
を繰り返し受けています。鉄道会社によって呼称
が微妙に異なりますが、この頁下の表のように、
法令で定期的な検査が義務付けられています。
数ある検査のうち「全般検査」は、電車を部品レ
ベルにまで分解して整備するなどとても大がかり
で特別な検査です。阪急とグループ企業の能

の せ

勢電
鉄の保有車両のすべてが、ここ正雀工場にて全般
検査を受けています。実に７日間の長きにわたり、
２両ずつ行われる検査の一連の流れを、責任者で
ある工場課長の熊井さんと数多くの車両を見守っ
てきた小澤さんにご案内いただきました。

まず、車両を工場へと入場させる前に水洗いを
しながら、長年日差しや風雨に耐えてきた塗装を
落とします。艶を失った褐色のボディはドアや窓
の枠の周辺を中心に所々ベージュ色になっている
ところがあります。「これはパテで補修した跡で、
後々重要な意味を持つんです。」と含みを持たせる
小澤さん。
「車体と台車は前後２箇所のピンで繋がってい
るだけで、固定されていないんです。」と仰るとお
り、驚いたことに、大きな車体は天井クレーンに
よってスムースに台車から引き離され、天井まで
持ち上げられると、水平方向に転向し、地上に置
かれた他の車両の真上を通過していきます。何と
もスケールの大きな光景です。
一方、台車は車輪とモーターが取り外されると、
巨大な洗浄装置で頑固な汚れがきれいに落とされ
ます。金属同士の滑りを良くし、摩擦を軽減する
ために塗布されたグリースを落とすため、洗浄に
は多量の湯が使われるそうです。
取り外されたモーター、ブレーキなどの装置や
機器はさらに部品レベルにまで分解され、徹底し
た整備を施します。例えば、走行に大きく関わる
車輪では、車輪径が十分に残っているか、接地面
やフランジに損傷がないかなど計測機器などを用

18 ● 水とともに　水がささえる豊かな社会

〜「マルーン」とともに安全安心のその先へ〜〜「マルーン」とともに安全安心のその先へ〜

阪急電鉄株式会社正雀工場阪急電鉄株式会社正雀工場

モーターも分解整備される

種　類 頻　度（間隔） 内　容
列車検査 10 日を超えない期間ごと 各機器の状態を確認するため外部より行う検査

状態・機能検査 ３か月を超えない期間ごと すべての機器・装置の状態・機能について行う検査

重要部検査
４年又は走行距離が 60 万 kmを超
えない期間のいずれか短い期間ごと

重要装置（走行装置、主電動機、ブレーキ装置など）
の主要部分について行う検査

全般検査 ８年を超えない期間ごと 主要部分全般にわたって行う検査

臨時検査
新製、購入、重要な改造又は修繕を
行ったとき

車両の状態・機能について臨時に行う検査

電車に義務付けられた検査の種類

「マルーンはどうなるのだろう？」

明治の実業家・小林一
いち

三
ぞう

が創業した現在の阪急電鉄株式会社は、鉄道事業やターミナルデパート、沿
線住宅開発などの不動産事業を相乗的に経営することにより沿線価値を高めるビジネスモデルを他の鉄
道会社に先駆けて確立しました。大阪、神戸、宝塚、京都の鉄道ネットワークで大都市の公共交通の一翼
を担う一方で、全国に名高い宝塚歌劇団を経営するなど特色に溢れています。
そんな阪急の鉄道車両の一大整備拠点、「阪急電鉄株式会社正

しょうじゃく

雀工場」が今回の舞台です。大阪府摂津
市阪急正雀、名にし負う所在地には、車庫が併設され、阪神甲子園球場２つほどの広大な敷地に工場の
建物群が立ち並ぶほか、車庫には幾条もの線路が敷かれ、多数の車両が止め置かれています。
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共に作っていくものですから大切にしています。」
と熱く語る小澤さん。
ところで、あの「マルーン」という特徴的な色は
どのようにして誕生したのでしょうか。諸説あるそ
うで、蒸気機関車が初めて輸入された際、客車に塗
装されていた色、初期の国産車両を彩った漆

うるし

に酸化
鉄を混ぜ合わせた塗料の色などと語られているそ
うです。語源も諸説あり、栗色からマロンと呼ばれ
たのが訛ったという説も。「いずれにせよ、昔はど
の鉄道車両にもありふれた色だったんです。他社の
車両はデザインとともに塗装も変化していったよ
うですが、変えなかったのが阪急であり、マルーン
という訳です。」
整備を完了した車体はいよいよ塗装が施されま
す。あらかじめ、窓ガラスなどの塗装をしない部分
を丁寧にマスキングしておきます。ここから先の作
業は機械により自動化されており、静電気を帯びた
塗料を吹きつける静電塗装という方法で下塗りと
上塗りが行われます。ところで、マルーンのあの艶

なまめ

かしい光沢はクリア塗料による表面仕上げと思い
きや、意外にも、塗料の特別な配合によるそうです。
塗装の良し悪しは下地次第。ここでようやく種明
かし。初日、車体に施したベージュ色のパテは、車
体の凹凸をなだらかにするための下地処理でした。
経験と技量の差が表れやすく、「今日のは上手に塗

いて点検し、補修されるか新品に取り替えられま
す。分解整備を終えた部品は、一つひとつ組み直
されて、機器や装置として再び組み立てられます。
「阪急を利用するお客様をダイヤどおりに目的
地へと安全安心にお送りすることが私たちの使命
です。ねじ１本の緩みが重大な事故や故障につな
がります。無事に営業路線へと送り出すため、決
められた手順で基準値の遵守を徹底しています。」
と整備の重要性を語ります。

「安全安心は当たり前のこと。社会が成熟し、技
術も発達した近年では、お客さまのニーズが変化し
ました。それに対応するべく、常にお客さまの目線
に立って快適性をさらに追求したいと考えていま
す。」と熊井さん。では、何を快適さの指標としてい
るのでしょう。座席の座り心地、揺れの感じ方、空
調の効き方、車内の清潔さ、くつろげる内装、美し
い車体など多岐にわたる心地よさの総体が快適さ
に通じるようです。
例えば、伝統的に採用しているグリーンのシー
ト。毛足が長いモケット生地は当たりが柔らかで座
り心地の良さをもたらします。「このシートこそ阪
急！」と評価する声もあるほどです。反面、埃

ほこり

など
が長い毛足につきやすく、たびたびブラシ付きの掃
除機で丁寧に清掃します。他にも、内装に多く使わ
れるねじをなるべく隠していると言います。ねじと
いう人工的なモノが視界に入り、車内が無機質に見
えないようにとのきめ細やかな配慮です。
「お客さまに心地よく感じていただければ幸いで
す。」と熊井さんは安全安心の先にあるものを見据
えます。

れていますね。」と満足そうな小澤さんの笑顔が印
象的です。
無塗装車両全盛の今日―、手間も時間もコストも
かけてあえて「マルーン」にこだわり続ける理由は
何なのか。小澤さんは語ります。
「遠出した帰りにマルーンの電車を見ると、ほっ
と心が落ち着くんです。やっぱり阪急を象徴するマ
ルーンこそ一番だと思うのでしょうか。」
全般検査に合格した車両。それは新車と見まごう
ばかりにリニューアルされ、再びレールを走り始め
ます。きらきらと輝くマルーンを身にまとい、今日
も、安全、安心、そして快適に、颯爽と私たちを目
的地へと送り届けるために。

「最低でも５、６日に１度は洗車をします。阪急の
お客さまはお目が高いので。」と小澤さん。大気中
の汚れが降りかかる雨も厄介で、雨の後には洗車の
頻度を増やします。
車体側面は洗車機を使って効率的に、一方、車体
前面や連結部などの細かく複雑な造形はブラシを
使って人の手で汚れを落とします。時には、薬洗と
言い、薬剤を配合した水で洗浄することもあり、塗
装の艶出し効果が得られるそうです。気になる工場
廃水は、基準に適うよう工場内で処理した後、公共
下水道を通じて川に戻されています。
正雀工場では主に洗車や洗浄用水として１か月
当たり４千㎥程度の水が使われますが、すべて大阪
広域水道企業団から工業用水が供給されています。
さらにたどれば、琵琶湖開発、正

しょうれんじ

蓮寺川利水など水
資源機構の管理する施設が源に当たります。なるほ
ど、安定して届けられる工業用水も阪急電車に輝き
を添えているのでしょう。

首都圏をはじめとする多くの鉄道会社で塗装の
要らないステンレス製やアルミ製の車両が主流と
なる中、阪急では車両の塗装にこだわります。
「コストのことを言えば、断然無塗装ですが、阪
急ではすべての車両を伝統のマルーン色で塗装し
ています。多くのお客さまにマルーンの車体を支持
していただいていると思います。伝統はお客さまとあの緑色のシートがやってきた

８両編成の洗車に約3.3㎥の水が消費される

塗装後の車体は鏡のように美しい マルーンの鮮やかな車体が台車とつながる

車体がすっぽり収まる巨大な塗装機

阪急電鉄の熊井さん（左）と小澤さん
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みやき町イメージキャラクター
みやっきー

みやき町イメージキャラクター
みやっきー

佐賀県
ＷＡ ！　ＷＡ ！　ＷＡ ！　はつらつのびる交流新都　

輪輪和和話話

みやき町
ＷＡ ！　はははははははつ

みやき町は北部九州の中央、佐賀県の東部に位
置しており、北部は脊

せ

振
ふり

山地の稜線をもって福岡
県筑紫郡那珂川町と接し、南部は筑後川に面し、主
に筑後川を挟んで福岡県久留米市と接しています。
脊振山系に源を発した寒

しょうず

水川、切
きり

通
とおし

川などが、
なだらかな丘陵地帯と田園地帯を流れて筑後川に
注ぎ、筑紫平野の穀倉地帯の一部として重要な役
割を担っております。近年は、都市部に隣接して
いることもあり、自然環境に恵まれた生活圏とし
ても注目されています。
主要農作物は米、麦、大豆ですが、乾田化が可能
になった圃場で
は、イチゴ、タ
マネギ、トマト、
コネギ、アスパ
ラガスなどの野
菜も積極的に取
り入れられてい
ます。

現在、福岡県及び
佐賀県は筑後川下流
地区約34,800haの
農地に筑後川から導
水事業を実施してお
ります。また、国営
筑後川下流土地改良

「子育てするならみやき町」を合言葉に、平成24
年９月には「子育て支援のまち宣言」を行い、「民
間資金等活用事業（PFI）による子育て世代向け住
環境整備」「地域子育て支援拠点の充実」「高校生向
け通学支援バスの運行」等、子育て環境の充実に向
けた取り組みを進めております。
おかげさまでその翌年度から３年連続で「転入
超過」を果たし、人口減少の歯止めに一定の効果が
数値に表れていることは、「子育て支援施策」の効
果が出てきているものと考えております。
安心できる環境で子育てができるような体制づ
くりと、妊娠期・出産期・育児期それぞれのニー
ズに対応した切れ目のない支援として、妊娠期に
おいては、平成27年10月に開設した産前産後サ
ポートステーションにおける産前産後ケア、出産
期には第１子から出生祝金の支給により次世代を
担う赤ちゃんの出生を祝福し、保護者の子育てを
支援します。育児期には、高校生までを対象に医
療費の助成を行っており、さらに、小・中学校給
食費については、第3子以降は無償化し、第1子、
第2子についても半額の補助を行っております。

教育面でも、育英資金貸付基金の創設をはじめ、
生徒の学力向上、生徒指導、不登校対策の充実を
図るため、「特別支援学級支援員」、「教諭補助員」、
「スクールカウンセラー事業」、さらにＩＣＴ（情報
通信技術）を活用した授業を行うにあたり「サポー
ト支援員」の配置を行っております。
ハード面でも、町内小中学校すべての教室に電
子黒板を導入したほか、タブレット端末・学習シ
ステムを導入したＩＣＴ教育の実施、普通教室と

事業、県営ほ場整備事業とあいまって、地区内に散
在するクリークの統廃合による大規模な用排水系
統の再編成、淡

あ お

水取水の合理化、用水不足の解消を
図るとともに、農業の近代化、農業経営の合理化を
図っております。

わが国の人口は平成20年をピークに減少へと
転じ、今後、減少が急速に進むことが予測されて
います。本町においても、この人口減少は町民生
活の活力の低下を招くだけでなく、地域経済や財
政にも大きな影響を及ぼし、地域の存立基盤にも
関わる深刻な問題であると認識し、平成24年から
「定住総合対策事業」に取り組み、翌年には、今後
の本町の活力増加や人口の維持・増加を担う「若
者・子育て世帯」をメインターゲットとした「みや
き町定住総合対策基本計画」を策定しました。

特別教室への冷暖房施設を整備し、教育環境の充
実に努めています。子どもは、まちの未来をつくっ
ていく、かけがえのない宝であり、子育ち・子育
てに取り組むことは将来のみやき町をつくってい
くことそのものであると言えます。

まちづくりにあたっては、町民みんなで話しあ
い、みんなの心を通わせ、みんなの気持ちをつな
ぎ、「協働」の考え方をもって、町民と行政が一丸
となって取り組んでいくことが必要です。そして、
佐賀東部・筑後川流域の広い地域において、周辺
の都市と連携しつつ、人・モノ・情報が交流する
新しい中心、『交流新都』をめざします。

産前産後サポートステーション

電子機器を活用した授業風景

民間資金等活用事業（PFI）により整備した公営住宅 秋に咲く山田地区のひまわり筑後川下流用水佐賀取水口・揚水機場

筑後川下流用水事業について

「交流新都」をめざして
定住総合対策事業の取り組み
～子育てするなら、みやき町～
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気象予報士
中国放送（RCC）気象キャスター
神奈川県生まれ。
九州大学大学院地球惑星科
学専攻修了。
2003年に中国放送入社後、
現在、情報番組ディレクターと
金曜日の気象キャスターを兼
務。
趣味はバイクのツーリング。

（2017年１月26日午前８時　広島県庄原市高野町）市高野町）
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669cm）が一番多く、人口100万人以上では、札幌
市（年間平均592cm）ほど多くの雪が降る大都市は
ないとされています。また、それほど緯度が高くな
い広島県の山沿いでも冬は、ほぼ札幌と同程度の多
くの雪が降ります（年間平均・広島県庄原市高野町
582cm）。日本にこれだけの雪をもたらすのは大陸
の東岸に位置していることと“日本海”の存在です。

昨シーズンの冬、山陰から近畿北部は２度にわ
たり記録的な大雪に見舞われました。鳥取市では
90センチ以上の積雪を記録。また山沿いの国道で
は除雪が追い付かず車が数百台立ち往生して動け
なくなるなど、日常生活に大きな影響が出ました。
中国山地の真ん中に位置する島根と広島の県境付
近でも一晩で50センチ以上の雪が降り、各地で積
雪が１メートルを超えました。
この２度の大雪のうちの一つ、１月23日午後２
時のひまわり８号の衛星画像をみると、日本海に
は大陸からの強い寒気の吹き出しに伴う筋状の雲

す。これからの季節、この横文字を見たり聞いた
りした際には、それがどこにかかるのかを気にし
てもらえたらと思います。

冬型の気圧配置が強まり大陸から寒気の吹き出
しが強まると、衛星画像に不思議な雲の模様を見
かけることがあります。この画像は今年２月24日
の衛星画像です。朝鮮半島の南のチェジュ島付近
に、雲の渦の列が交互に並んでいます。これは“カ
ルマン渦”と呼ばれ、高度1000メートル付近に気
温の逆転層があり、強い季節風がほぼ一定の強さ
で吹いているなどの条件で、島の風下に下層雲が
交互に渦を成して並ぶものです。冬季にチェジュ
島や屋久島でしばしば見られ、いわば“冬の風物詩”
といえます。衛星写真でこうした自然が生み出す
現象を探すのも楽しいですよ。

（2017年１月 24日　庄原市高野町　積雪 121センチ）

がビッシリとみられます。寒気に比べてかなり日
本海の海水温が相対的にかなり温かいために、寒
気との温度差によって雪雲が列を成して発生しま
す。この雪雲は日本の脊

せき

梁
りょう

山脈にぶつかり時とし
て日本海側にまとまった雪をもたらしますが、中
でも特に要注意とされるものがあります。非常に
発達した雪雲が帯状に連なる「日本海寒帯気団収
束帯（JPCZ）」と呼ばれるエリアです。

JPCZは、シベリアから非常に強い寒気が日本付
近に吹き出す際に、北朝鮮と中国の国境付近にあ
る山脈により、いったん流れが分かれあとで再び
日本海でぶつかることで、特に雪雲の発達が強化
されるラインです。JPCZが流れ込む地域では記録
的な大雪に見舞われることが度々あり、特に北陸
から山陰に流れ込みやすいとされています。前述
した今年1月と2月に起きた２度の記録的大雪は、
どちらもJPCZが流れ込んだものでした。
一方でJPCZは、日本海側のドカ雪だけではなく、
普段はあまり雪が積もらない場所にも、まとまっ
た雪をもたらすことがあります。今年１月14日、
瀬戸内海側に位置する広島市では19cmの積雪を
記録。特に午前の数時間は１時間に５cm前後の強
い降雪に見舞われましたが、JPCZが弱まりながら
も広島県内を西へと通過したタイミングでした。
最近の天気予報では、この「JPCZ」という言葉を
用いて大雪に警戒を呼びかける場合も増えていま

今年も冬がやってきます。ただひと口に冬といっ
ても南北に長い日本列島では住む地域により印象
は大きく違うかもしれません。同じ地域であっても
ずいぶんと気候が変わる所もあるでしょう。自分
の住む広島県もそんな地域の一つ。県南部（瀬戸内
海沿岸）は比較的温暖ですが、県北部（中国山地沿
い）は冬季は積雪が１メートルを超える豪雪地帯で
す。広島県内には10を超えるスキー場があり、中に
は人工降雪機を使わず天然雪のみで営業する所も
あったりします。
今年１月26日、広島の気候の幅広さをより実感

させられた出来事がありました。それが「ダイヤモ
ンドダスト」の出現です。ダイヤモンドダスト（細
氷）は、空気中の細かい氷の結晶が太陽の光に照ら
され反射する現象ですが、よく晴れて風がなく、気
温が氷点下10℃を下回った朝に見られるといいま
す。観測された広島県庄原市高野町では、当日午前
８時の気温が-13.8℃。前日までの強い冬型による
大雪から天気が回復し、放射冷却により厳しく冷え
込んだ朝に現れたものでした。ダイヤモンドダスト
というと、イメージ的には北海道などもっと寒さが
厳しい地域で見られる印象があるかもしれません
が、条件次第では西日本でも見ることができます。

さて冬になると日本海側を中心に度々大雪に見
舞われる日本列島。人口が多い地域にこれだけまと
まった雪が降るのは、世界的にはほとんどないとい
われています。年間の降雪量（深さ）は、人口が30
万人以上いる世界の都市の中で青森市（年間平均

広島でダイヤモンドダスト！？広島でダイヤモンドダスト！？

ドカ雪をもたらす JPCZドカ雪をもたらす JPCZ

日本は世界で一番の豪雪国日本は世界で一番の豪雪国

衛星画像から見る“冬の風物詩”衛星画像から見る“冬の風物詩”

（ひまわり８号衛星画像　可視画像　2017年２月 24日）
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NEWSJapan Water Agency

NEWSJapan Water Agency

水機構ニュース

●味噌川ダム管理所（長野県）

ダム熟成の純米吟醸ができました
味噌川ダムの涼しいトンネル内で熟成された「純米吟醸  木曽路」が10
月１日に発売されました。同ダムの水源地域である木祖村の活性化のた
めの「木曽川源流の里ビジョン」に掲げられた特産品の開発と販売促進を
検討する「食の塩梅プロジェクト」の一環としてつくられた酒です。
江戸初期から続く同村唯一の酒蔵、㈱湯川酒造店が仕込んだ純米吟醸
は、木曽川源流の清らかな水と豊かな自然で育った酒米「ひとごごち」が
醸されたものです。一年を通じて温度変化の少ないダムの中で約半年
じっくりと熟成されて、味わいは一層豊かなものになりました。
800本の限定販売であったことに加え、全国放送で味噌川ダムとともに
取り上げられたこともあり、大変好評を博しました。

木曽川
水系水系

●早明浦ダム・高知分水管理所（高知県）

四国にマジでドラゴンいた！？
早
さ め

明浦
うら

ダム上空から貯水池のシルエットを見る
と、まるで鳥山明先生の漫画「ドラゴンボール」に
登場する神

シェン

龍
ロン

のようだとTwitterで話題になりま
した。これは落
語家で漫画家の
雷
かみなりもんし

門獅篭
かご

さんが
撮影した画像を
投稿されたもの
で早明浦ダムを、
改めて多くの方
に知っていただ
く嬉しい機会と
なりました。

写真提供：雷門獅篭氏

吉野川
水系水系

●豊川用水総合事業部（愛知県）

世界かんがい施設遺産に登録
豊川用水と大変関わりの深い、愛知県にある牟

む

呂
ろ

用
水と松原用水について、国際かんがい排水委員会は、10
月10日に世界かんがい施設遺産に登録しました。この
遺産の登録制度は、歴史的・技術的・社会的価値のあ
るかんがい施設を登録・表彰するため創設されました。
豊川の下流に向かって右側を松原用水、左側を牟呂

用水が、水田地帯1,612haを潤し、水不足の解消や、新
田開発などに貢献してきました。100年以上経つ歴史あ
る施設で、今もなお頑張り続ける両用水路に脱帽です。

牟呂松原頭首工 牟呂幹線水路

豊川
水系水系
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ダム事業部環境課

「環境報告書2017」「環境報告書2017」
をを公表しました公表しました

の計画に基づく取組状況等を記載しています。
具体的には、建設事業での希少動植物の保全

対策や、管理施設における貯水池の水質対策な
どのほか、特集記事として、今回は思川開発事
業（利根川水系）における環境保全地整備の取組
を紹介しています。このほか、地球温暖化対策、
再生可能エネルギーの活用、環境学習会・研修、
各種イベントや森林保全活動を通じた水源地や
下流地域との交流など様々な取組についても写
真や図を用いて分かりやすく紹介しています。

より良い環境報告書の作成に向けて

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・ご感想等を今後の報告書の作成に反映
し、内容の一層の充実と水資源機構への信頼性の
向上に努めていくとともに、これからも積極的に
環境保全に取り組んでまいります。読者アンケー
トには、メール、FAXによりご回答いただけます
ので、ぜひご協力をお願いします。

環境報告書とは

環境報告書は、
水資源機構の事業
活動に伴う環境保
全の取組を多くの
方々にお伝えし、
水資源機構の環境
保全に対する姿勢
を知っていただく
ために、平成16
年度より毎年度作
成し公表している
ものです。

環境報告書2017の概要

「環境報告書2017」には、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
平成28年度の環境保全の取組の計画を示し、こ

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。

「環境報告書 2017」の表紙

「環境報告書2017」は、水資源機構のホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/kankyo/houkoku/index.html

環境保全地の状況と確認された生物（思川開発事業）
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特　選
「月夜のスヌーピー滝」

白山　健悦
しらやま　　けんえつ

青森県三戸郡　みろくの滝

入　選

「都心の天使」
垂　秀夫
たるみ　  ひで お

東京都千代田区　皇居外苑 

佳　作

「仁淀ブルーの淵で」
中川　雄喜
なかがわ　　ゆう き

高知県吾川郡　にこ淵
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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
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Facebook
https://www.facebook.com/jwaPR
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特集 平成29年７月九州北部豪雨における水資源機構の取組


