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あけましておめでとうございます。

昨年７月の九州北部豪雨で被災された皆様に心よりお見舞

いを申し上げるとともに、早期の復旧・復興を祈念いたします。

直前まで渇水状態であったところに、７月５日昼から夜

にかけて線状降水帯が形成され、朝倉市で最大24時間

雨量545.5mmの観測史上１位の豪雨となりました。水資

源機構が管理する寺内ダムで、計画洪水流量の約3倍の

888m3/sの最大流入量を記録しましたが、その約99％に当

たる878m3/sを貯留し佐田川金丸橋地点の水位を最大約

3.38m低下させるとともに約１万m3の流木を捕捉し、堤防

決壊を防止しました。小石原川でも、江川ダムで最大流入量

326m3/sのほぼ全量を貯留するとともに、上流で工事中の小

石原川ダムで基礎掘削がほぼ完了したところに大量の洪水・

流木・土砂等を貯留し、堤防決壊を防止しました。なお、小

石原川ダムについては約１週間で貯留した洪水・流木・土砂

等を撤去し、平成31年度の完成に向け最先端のICT施工

技術を用い、ロックフィルダムの盛立・洪水吐きのコンクリー

ト打設等のスピードアップを図っています。寺内ダム・江川ダ

ム下流では殆ど被害はありませんでしたが、上流その他の地

域では甚大な洪水・土砂・流木被害が発生したため、水資

源機構では洪水終了直後から朝倉市・東峰村等に延べ208

人の職員を派遣し、ドローンによる被災状況調査・支援物資

提供・家屋被災状況調査・流木土砂の仮置き場提供・排

水ポンプ車派遣等の災害支援を行いました。

10月22日には台風21号の影響で近畿地方で大雨とな

り、名張市では491mmの総雨量を記録しました。この時期

は洪水期※１が終了し、各ダムでは利水のために貯水位を上

昇させていく時期ですが、綿密な降雨予測をもとに予備放

流※２・事前放流※３を行いダムの貯水位を下げて洪水調節

容量を確保し、洪水発生後は下流の水位や降雨予測等をも

とに規則に定められた以上に放流量を絞ってダムに洪水をた

め込み下流の被害を防除しました。例えば名張地点では、比

奈知ダム・青蓮寺ダム・室生ダムの操作によって水位を約1.3m

低下させ、約2,200戸の浸水被害を回避させました。

一方、関東の荒川では１月から６月の降水量が平年の約６

割程度となって河川の流量が減少したため、滝沢ダム・浦山

独立行政法人 水資源機構 理事長
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ダム・二瀬ダム・荒川調節池から約5,900万m3の補給を

行い安定した取水を可能とした結果、７月にはその貯水量が

満水時の１/３に低下しました。持続的な水利用を行うため

に取水制限をお願いするとともに、きめ細やかなダム操作と

利根川の余剰水を武蔵水路を通して荒川に導入することで、

取水障害の防除と荒川ダム群の貯水量温存、早期回復に努

め、８月25日には取水制限を解除することができました。皆

様のご協力に感謝するとともに、あらためて利根川、荒川を

結ぶ武蔵水路の効果を実感した次第です。

地震の活動期に入るとともに、地球温暖化による気候変

動によって従来経験したことのない大雨や少雨が頻発するよ

うになってきています。命を守るために早期避難が必要です

が、大雨や大地震が起こるたびに避難を繰り返していては、

経済や文化を含めた社会の持続可能な発展は望めないと思

います。大雨や大地震が発生しても逃げなくても良い社会を

つくることができれば理想的ですが、自然現象には際限がな

い以上、せめて、逃げなければならない頻度を一歩一歩減ら

す努力が必要です。

昨年を振り返っても、九州北部豪雨ではたまたま直前まで

渇水状態でダム貯水位が下がっていたことと職員の努力で計

画以上に洪水を調節できたこと、台風21号では非洪水期が

始まってまもなくの時期で貯水位があまり上がっていない時期

だったことと職員の熟練した技術で洪水調節容量を確保し、

ダムへの洪水貯留に努めたこと等が被害を回避できた要因で

すが、そのような要因が次回も生じるとは限りません。職員の

能力向上とともに、従来経験したことがない事象が生じても

大被害を生じさせないような強靱な国土、インフラの再生が

求められます。このような観点から、平成30年度予算内示に

おいて、ダムの洪水調節機能を向上させる早明浦ダム再生事

業、大規模地震に対して調節池（三好池）の耐震性を強化

するとともに老朽化に対して水路の機能回復を図る愛知用水

三好支線水路緊急対策事業等が認められました。

「安全で良質な水を安定して安くお届けする」経営理念に

基づき水資源機構施設全般にわたってハード・ソフトを総合

した機能強化に努めてまいります。

引き続き、皆様のご支援をお願いします。

※1  ダムの操作規則において、洪水調節のために貯水位を所定の水位以下に保つべきと定められている期間。近畿地方の水資源機構ダムは６月16日から10月15日の期間。それ以外の期間は非洪水期。
※2  ダムの操作規則に基づき、非洪水期に洪水調節を行う必要があると認められる場合にあらかじめ定められた水位を限度として貯水位を低下させること。
※3  洪水期・非洪水期にかかわらず所定の洪水調節容量では不足すると認められる場合に利水者の了解を得て利水容量の一部を洪水調節に用いるため貯水位を低下させること。
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矢木沢ダムは、群馬県利根郡みなかみ町、利根
川本川の最上流部に建設された関東で唯一総貯
水容量が２億m3を超える多目的の高さ131mの
アーチ式コンクリートダムです。その目的は、利
根川上流の他のダムとともに下流の流量を低減
させる洪水調節、利根川沿岸の既成農地に対す
るかんがい用水の補給等を行う流水の正常な機
能の維持、赤城・榛名山麓に展開する１万haに
およぶ農地に対するかんがい用水の供給および
東京都、群馬県の水道用水を確保するための新
規の水開発のほか、ダム直下の矢木沢発電所（東
京電力ホールディングス㈱）において最大出力
24万kWの揚水式発電を行います。

■ 利水
矢木沢ダムが「首都圏の水瓶」と呼ばれるのは、
貯水容量の大きさだけではなく、ダム流域が日本屈
指の豪雪地帯で、その豊富な雪解け水などから、年
間を通じてダムに流れ込む量が多く、貯水量が回復
し易いという特徴があり、利根川上流８ダムの中で
も利水面において特に重要なダムだからです。
ダムは、下流域で雨が降らずに河川の流量が減少
したとき、水が豊富なときに貯めておいた水を河川
に安定的に供給することで、社会生活や経済活動等
に支障のないようにします。限りある水資源、渇水で
ダムの貯水量が著しく低下し、引き続き警戒を要す
る場合には、取水制限の判断がなされます。
利根川では、昭和47年から平成28年までに取
水制限を伴う渇水が16回発生しました。平成28年
夏渇水では、取水制限期間が79日間［６/16 ～９/
２（最大取水制限10％）］となり、過去の代表的な昭
和62年渇水（首都圏渇水）の71日間［６/16～８/25
（最大取水制限30％）］、平成６年渇水（列島渇水）
の60日間［７/22～９/19（最大取水制限30％）］を
上回る最も長期間にわたる渇水となりました。この
28夏渇水における４月から取水制限解除までの８
ダム補給総量は約29,600万m3（東京ドーム239杯

分）でした。
このうち矢木沢ダムの補給量は約10,900万m3で
８ダム全体の約37％を占め、フル回転で大きな役
割を果たしたといえます。また、取水制限に入る前
から矢木沢ダムには取材が殺到し、テレビや新聞、
ネット等で、連日のように水位が低下した矢木沢ダム
の貯水状況が報道され、矢木沢ダムの働きを全国
的に知っていただきました。
■ 治水
矢木沢ダムでは、大雨で増水した河川の水を一時
的にダムに貯め込むことで、下流の洪水被害を防ぐ、
洪水調節による防災操作も行っています。
洪水調節の目安となるダムの洪水量（100m3/s）を
上回る防災操作は、毎年10回程度あります。
過去最大の洪水量を記録したのは、平成23年７
月の新潟・福島豪雨で、矢木沢ダム上流域において
72時間雨量が631㎜に達し、最大流入量が計画高
水流量の毎秒900m3を上回る毎秒1,230m3/sを
記録しました。洪水期間中（72 時間）に矢木沢ダム
に貯められた水の量は約6,513万m3（東京ドーム約
52杯分）、奈良俣ダム、藤原ダムの３ダム合計では、
約9,909万m3（東京ドーム約80杯分）の水を貯留
し、下流の洪水流量の低減を図ることで、浸水被害
の軽減に大きな効果を発揮しました。

昭和34年に着手した建設事業は、厳しい地理
的・気象的条件を克服しつつ工事が進められ、
昭和42年に完成しました。人跡未踏といわれる
秘境の地、奥利根での工事は、洞

どう

元
げん

湖
こ

（直下の須
田貝ダム貯水池）に浮かべた舟艇による資材や
人の運搬から始まり、冬は豪雪のため工事を中
断せざるを得ない過酷な条件下で進められまし
た。この一大プロジェクトには延べ約300万人
もの工事関係者が携わりました。

首都圏の水瓶として、戦後の経済発展を支え続けてきた矢木沢ダムは、首都圏の水瓶として、戦後の経済発展を支え続けてきた矢木沢ダムは、
今年度、管理開始50周年を迎えることができました。今年度、管理開始50周年を迎えることができました。
これもひとえに、水源地域を始め利水者や関係機関の皆さまのご理解、これもひとえに、水源地域を始め利水者や関係機関の皆さまのご理解、
ご協力によるものであり、心より感謝申し上げます。ご協力によるものであり、心より感謝申し上げます。

1. 矢木沢ダムの概要

２. 矢木沢ダムの働き

　矢木沢ダムは、昭和42年８月に完成し50年を迎えるとのことですが、偶然にも私は昭
和42年の８月21日に生まれまして、矢木沢ダムと同じく50年を迎えることになりました。
　建設当時は、戦後の経済復興を行うための水瓶とし、また、発電により多くの国民の
生活や生産活動の向上という期待の元で建設がなされたダムと聞いております。現に、
首都圏3000万人の生活において欠かせないダムになっています。そのうえ、世界でもま
れなアーチ式ダムであるという形状に加え、毎年2,000人が訪れる点検放流や本年６月に世界で認められたエ
コパークを彷彿させる景観とのコラボレーションにより観光名所のひとつにも挙げられています。
　矢木沢ダムは、単に地元にあるダムという位置付けではありません。観光地として、みなかみ町における観
光資源の一つになっている貴重な存在であり、私たち地元住民もダムのお祭りを地元のお祭りと考えるほど
に地域に密接している施設です。首都圏の貴重な水瓶としての施設であることはもちろんですが、世界の観
光客を呼び込める施設として情報発信し、みなかみ町の活性化や経済発展に積極的に取組み、ともに発展し
ていきたいと考えております。

矢木沢ダム管理移行50周年 みなかみ町長　前田　善成
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　矢木沢ダムが管理移行50周年を迎えられますことを、心からお慶び申し上げます。
　都の水道水源は、約８割を利根川・荒川水系に依存しており、矢木沢ダムをはじめと
する利根川水系のダム群は、都民生活や首都東京の都市活動を支える重要な役割を果
たしています。これもひとえに、ダムを管理する独立行政法人水資源機構をはじめ、多く
の関係者の皆様の長年にわたるご苦労とご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。
　明治から大正時代にかけて、東京市の急激な発展による慢性的な水不足を背景に、大正15年、東京市議
会が「将来ノ水道拡張ノ水源ハ、利根川ニ求メラレタシ」と決議してから40年後、東京は、矢木沢ダムの完成
により、利根川水系で初めてダムによる水源の確保に至りました。
　この矢木沢ダムは、利根川水系随一の貯水容量を有し、蓄えられた水が、完成以来50年間、絶えることなく
供給され続けており、首都東京における安定給水に欠くことのできないものとなっています。
　今後とも、健全なダム機能の確保に努められますようお願い申し上げるとともに、水資源機構の益々のご発
展を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

矢木沢ダム管理移行50周年に寄せて 東京都水道局長　中嶋　正宏

　矢木沢ダム50周年を祝し、利水者として心からお喜び申し上げますとともに、独立行
政法人水資源機構の半世紀にわたる御尽力に対し、感謝の意を表します。
　現在、群馬県企業局では４つの浄水場により、県央地域及び東毛地域の16市町村に
対して水道用水を卸供給する水道用水供給事業を運営しています。
　そのうち県央第一水道、県央第二水道は、矢木沢ダムを主要な水源のひとつとして
県央地域の前橋市、高崎市、伊勢崎市を中心とした約100万人の人々が暮らす８市町村に年間で約8,700万
m3、東京ドーム約70杯分の水道用水を供給しております。
　矢木沢ダムは、県民が生活するために欠かすことのできない「安心・安全な水」を安定的に供給するうえ
で必要不可欠な施設であり、県民生活や産業を支える極めて重要な役割を果たしています。
　矢木沢ダムが、貴機構による適切な管理・保全の下、貴重な水道水源として後世に引き継がれることを
ご祈念申し上げ、矢木沢ダム50周年にあたってのお祝いの言葉といたします。 

矢木沢ダム50周年を迎えて 群馬県企業管理者　関　勤

■ 水質事故対応
平成24年５月18日に利根川水系の浄水場処
理後の水から基準値を超えるホルムアルデヒド
が検出されました。利根川中流より下流の浄水場
は取水を停止し、千葉県内では、５市36万戸で
断減水が生じ、87万人の生活に影響が生じた、近
年にない大きな水質事故となりました。
事故の原因物質は、ホルムアルデヒド自体では
なく、消毒用の塩素剤と反応してホルムアルデヒ
ドを生成するヘキサメチレンテトラミン（以下、
「HMT」）という化学物質でした。HMTを含んだ
処理排水が河川へ流出したことにより、これを原
水として取り入れた浄水場でHMT が消毒用の塩
素と反応してホルムアルデヒドを生成し、浄水処
理の後の水（浄水）からホルムアルデヒドが検出
されたというものでした。
この対応として、河川内の有害物質濃度を希釈
し流下させるため、利根川上流のダム群からの緊
急放流を実施。中でも矢木沢・藤原ダムから短期
間で3,500万m3（東京ドーム約28杯分）もの放
流を行い、その結果、５月20日の朝までに全て
の浄水場での取水が再開され、この非常事態を短
期間で終息することができました。

湯原水位観測所付近の水位低減効果
みなかみ町の温泉街の中にある湯原水位観測所に近い旧水上町第一保育園（みなかみ町湯原）付近で
は、最大流量発生時である７月30日５時において、ダムが無い場合と比較してダムによる水位低減効果
は5.9mでした。

「ダム」は地域振興・活性化の推進に資する貴重
な地域資源であり、「観光資源」としての価値がより
一層増してきています。
矢木沢ダムの点検放流は、ダムを観光資源として
活用した先進的な事例です。
地元主体の実行委員会とダム管理者との連携によ
り、今や毎年開催が待たれるほどの地域の一大イベ
ントとなりました。
特に今年は矢木沢ダム完成50周年を迎えること
も有り、地元実行委員会の発案による、見学者用の
「シャトルバスの運行」、乗車の待ち時間に利用でき
る「模擬店の設置」、ダムカード型の「顔はめパネル」
等の取組が行なわれました。
今後、ダム管理者としては、地域振興に資するた
めダムインフラを活用した「ダムガイド」の育成への
協力や、広報ツール（HP、ツイッター等）を活用して
ダムの魅力を継続的に発信することにより、多くの
方々に水源地域について興味を持って頂く様な取組
を引き続き行なって参ります。

３. 水源地域との連携



氷　紋

矢木沢ダム の四季矢木沢ダム の四季
　洪水期を迎えるにあたり、洪水吐きゲート
が確実に作動することを確認するための「点
検放流」を、GW明けの５月中旬頃の休日に
実施しています。（貯水位等の状況により点
検放流が出来ないこともあります。）
　矢木沢ダムの巨大な滑り台のようなスキー
ジャンプ式洪水吐き水路からの放流は大迫
力で、残雪の山 と々新緑のコントラストが素
晴らしい景色を演出し、毎年多くの皆さんが
訪れています。　

　群馬県の紅葉の景勝地といえば「みなか
み町」、その中でも、日本のダム湖 100 選に
選ばれた奥利根湖周辺は、最高峰の紅葉ス
ポットとして知られています。
　矢木沢ダムによる人造湖・奥利根湖は、
総貯水容量が２億m3を超える関東最大の水
瓶で、満 と々蓄えられた広大な湖面と、その湖
を囲むブナの原生林が色づきはじめると、ま
さに絵画のような彩りの素晴らしい景色が見
られます。

　利根川最上流に位置し、ダムの堤頂標高
は 856m の矢木沢ダム。二千メートル級の
山々から吹き下ろす風は湖面を渡り、さわや
かな風をもたらす避暑地となります。
　今もなお手付かずの自然が残る奥利根湖
周辺では、ツキノワグマ、カモシカ、ニホン
ザル、イヌワシ、など、多種多様な生き物が
生息しています。
　矢木沢ダムでは、この恵まれた大自然と
ふれあい自然環境を学んでもらうため、児童
を対象に「環境学習会」なども行っています。

　矢木沢ダム供給開始50周年を迎えられましたことに心からお祝い申し上げます。
　この間、貴水資源機構のたゆみない努力によって農業用水を安定的に通水いただきましたこと
に対し、深く感謝申し上げます。
　群馬用水地域の先人たちは、日本一の流域面積を誇る利根川を眼下に眺め、畑地は毎年のよう
に干ばつをうけ、水田は乏しい渓流を水源として耕作する不安定な時を過ごし、眼前に滔 と々流
れる利根の清流を一日もはやく活用することが長年の悲願でありました。
　こうした背景の中、恒久的な用水対策として、昭和30年国営土地改良事業直轄地区として調査が開始され、昭和34年
から水資源開発公団営群馬用水事業が着手、昭和42年に完成を見るに至りました。
　これにより、豊かな水の利用が可能となり農作物の安定的生産はもとより、時代のニーズに即応した農業の展開が図
られるなど様 な々成果がもたらされております。
　現在では年間総取水量１億１千460万m3、田畑6,304haの灌漑だけでなく県央地域100万人に水道水を供給されております。
　他方、本事業が完了して半世紀が経過しているため、施設の老朽化対策や自然災害対策、畑かん営農の更なる普及拡
大といった課題もかかえております。
　このため、本土地改良区としましては、施設の維持管理、用水の有効利用に務めつつ「地域とともに生きる群馬用水」
を掲げ、組合員ならず地域住民へも啓発して参りますので、貴水資源機構におかれましては「安全で良質な水を安定して
安くお届けする」との経営理念の下、今後とも農業用水の安定供給にご尽力いただきますとともに、関係５市１町１村の
益々のご発展を祈念いたします。

　これまで、矢木沢ダムは、治水、利水、環境、発電、地域貢献の各種分野において、ダム本来の効果を発揮してきました。
　しかしながら、近年、地球温暖化の影響による気象条件の著しい変化が生じており、これまで以上に高度でかつ弾力的
なダム管理が求められています。
　今後も水源地域を始め利水者や関係機関の皆さまのご支援を頂きながら、これまでの経験を生かしつつ新たなダム管理
を目指して行きたいと考えていますので、引き続きご支援・ご協力をお願いいたします。

矢木沢ダムの冬の寒さは厳しく、湖面も結氷し、一面の銀世界となります。水温や気象条件が
揃った、ある日突然、湖面全面が一斉に結氷します。その際、貯水池内の水流の複雑な動きに
より、不思議な斑点模様が見られます。この模様がディズニー映画の『101匹わんちゃん』で有
名な犬のダルメシアンに似ていることから、ダムの職員は「ダルメシアン現象」と呼んでいます。

　矢木沢ダムのある利根川上流域は日本屈
指の豪雪地帯で、その豊富な雪解けの水が
関東平野を支えるダムの貴重な水源となって
います。ダムの活躍は夏の水需要が高まる時
期と思われがちですが、実は一年のうち降水
量の一番少ないこの雪に閉ざされた冬期こ
そ、ダムからの補給により皆さんの生活が支
えられているのです。

氷

名

矢
揃
よ
名

ダルメシアン現象

結氷したダムの湖面の氷が、暖かくなって溶け始める頃、雪の結晶のような放射状の幾何学模様
が見られます。これは、何らかの拍子で割れた氷の穴から噴き出した水が、氷の上に積もった雪を溶
かしながら四方八方に広がっていくことによって、この不思議な模様が出来るといわれています。

おわりに

春春
夏夏

秋秋
冬冬

矢木沢ダム供給開始50周年を迎えて 群馬用水土地改良区
理事長　平田　英勝

 

「万年滝」
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「機械」という仕事「機械」という仕事水機構水機構
NAVI

河口堰に設置されている大型ゲートの運用や管理
【長良川河口堰】 流量調節ゲート設備（２段式シェル構造ローラゲート）
河口堰に設置されている大型ゲートの運用や管理

【長良川河口堰】 流量調節ゲート設備（２段式シェル構造ローラゲート）
河口堰に設置されている大型ゲートの運用や管理

【長良川河口堰】 流量調節ゲート設備（２段式シェル構造ローラゲート）
河口堰に設置されている大型ゲートの運用や管理

【長良川河口堰】 流量調節ゲート設備（２段式シェル構造ローラゲート）

大型ポンプのリニューアル工事などの実施
【印旛機場】 立軸軸流ポンプの工場仮組立状況の確認
大型ポンプのリニューアル工事などの実施
【印旛機場】 立軸軸流ポンプの工場仮組立状況の確認

ダムに設置されているゲートの建設や管理
【徳山ダム】 非常用洪水吐き設備（クレストラジアルゲート）
ダムに設置されているゲートの建設や管理

【徳山ダム】 非常用洪水吐き設備（クレストラジアルゲート）

　水資源機構における「機械の仕事」は、ダム・堰や水路・ポンプ場に設置する機械
設備の機能や形式等を計画し、それにかかる費用を算出。一般競争入札で発注し、
業者と製作・設置の契約を行います。
　契約後、適切に製作・設置作業が行われているか監督を行って設備を完成させます。
　また、完成してからは、設置した設備が正常に稼働するように点検するとともに、将
来（いつ）、どのように、どのくらいの費用をかけて整備していくか計画を立て、予算を
確保して維持管理していきます。
　さらに、設備故障などの緊急時には、迅速な対応が必要なことから、自ら調査を行
うとともに、故障箇所と原因を特定し、復旧させることもあります。
　そのために、常に設備に精通し、技術力向上に努めることが必要です。  
　「機械の仕事」は自分のアイディアが姿・形となって人々の生活をささ
える大規模なプロジェクトに携わることができる魅力のある仕事でもあ
り、国民の生活に欠かすことができない「水」を安定して供給する役割を
果たす重要な仕事でもあります。

械

将
を

行
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IｏＴ・ICT技術の活用

　ダム・堰や水路・ポンプ場などの重要な施設に
設置され安全、確実に水を届けるための制御設
備であるゲートやポンプ設備などを担当するの
が機械の仕事です。
　新設を行う現場では、設備の計画から設置に
至るまでの仕事を、管理を行う現場では、設置
された設備を良好な状態に維持するための管理
計画や、点検・整備などの監督も行います。
　洪水を防ぐための設備の操作や、水を送り届
ける配水操作、機器の運転監視、故障対応な
ど様々な仕事も行っています。

　ダム・堰や水路・ポンプ場などの重要な施設に
設置され安全、確実に水を届けるための制御設
備であるゲートやポンプ設備などを担当するの
が機械の仕事です。
　新設を行う現場では、設備の計画から設置に
至るまでの仕事を、管理を行う現場では、設置
された設備を良好な状態に維持するための管理
計画や、点検・整備などの監督も行います。
　洪水を防ぐための設備の操作や、水を送り届
ける配水操作、機器の運転監視、故障対応な
ど様々な仕事も行っています。

機械の
仕事
機械の
仕事

入社して約２０年勤務しています。
機械職は、水を制御するゲート、ポンプなどの機械設備の
計画、設計、監督業務、維持管理などの幅広い業務を行っ
ています。自らが直接、機械の製作・設置や整備を行うわ
けではありませんが、自分で計画・設計したものが最終的
に形になると感動します。また、ユーザーの方や一般の方
から感謝の気持ちやお礼などを言われると、より一層仕
事のやりがいを感じます。

入社して約２０年勤務しています。
機械職は、水を制御するゲート、ポンプなどの機械設備の
計画、設計、監督業務、維持管理などの幅広い業務を行っ
ています。自らが直接、機械の製作・設置や整備を行うわ
けではありませんが、自分で計画・設計したものが最終的
に形になると感動します。また、ユーザーの方や一般の方
から感謝の気持ちやお礼などを言われると、より一層仕
事のやりがいを感じます。

吉田 高広
平成6年入社
旧吉野川河口堰管理所

吉田 高広
平成6年入社
旧吉野川河口堰管理所

内田 颯太
平成27年入社
木津川ダム総合管理所

内田 颯太
平成27年入社
木津川ダム総合管理所

機械設備が確実に運用できるよう整備工事や点検業務
を発注・監督し、設備を健全な状態に保つことが機械職
の「管理」の仕事です。
私は今年で３年目となりますが、入社して２年間は琵琶湖
開発総合管理所で河川用ゲート設備やポンプ設備等を
管理し、今年度４月からは高山ダム管理所でダム用ゲート
設備等の管理を行っています。各施設によって様々な機
械設備があるため、異動するたびに色々な仕事ができ、
かつ新しい技術への挑戦も可能だと感じています。 

機械設備が確実に運用できるよう整備工事や点検業務
を発注・監督し、設備を健全な状態に保つことが機械職
の「管理」の仕事です。
私は今年で３年目となりますが、入社して２年間は琵琶湖
開発総合管理所で河川用ゲート設備やポンプ設備等を
管理し、今年度４月からは高山ダム管理所でダム用ゲート
設備等の管理を行っています。各施設によって様々な機
械設備があるため、異動するたびに色々な仕事ができ、
かつ新しい技術への挑戦も可能だと感じています。 

受注者や職員との打ち合
わせを繰り返し行うことに
より、より良い設備を完
成させ、また適切な管理
計画を立て、設備を良好
な状態に維持させます。

打ち合わせ

故障等対応

設備の操作や運転
監視を行い、適切な
水運用が行われてい
るかを確認します。

故障等が発生した時には、調査を実施し、故障箇所と原因を特定しま
す。自ら対応することにより素早く設備を正常な状態に復旧します。

技術開発
　大規模災害時に設備の電源や操作制御装置の機能が損
失した場合に操作機能をバックアップさせる装置の開発な
ど、様々な技術開発にも力をいれています。

健全性評価手法の検討
　古い設備の性能を検証するため、非破壊検査や FEM 解
析による応力照査を実施するなど、健全性評価手法の確立
に向けた取り組みを進めています。

　IｏＴ・ICT技術を活用した職員等支援による業務の効率化・高度化をめざしています。

タブレット端末を使った管理
施設点検支援

HMD※（ヘッドマウントディ
スプレイ）を使った操
作支援

ゲートの寸法測定や溶接の出来映えなどを検査します。

工場製作中のダム用ゲートの検査

設備の
操作・監視

ポンプ場の改修にあたり、設備更新の設計なども行います。
ポンプ場の改修

「水」を
制御する
「水」を
制御する

機器に異常がないかを点検したり、安全かつ適切に作業が行わ
れるように監督します。

整備作業の監督

こ
ん
な
事
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す

緊急油圧装置
（特許取得）

油圧シリンダ 油圧発生装置

水インフラに関わるやりがいのある仕事

設備が「確実に運用」できるよう
維持管理する仕事

※詳しくは琵琶湖総合管理所ホームページ
　「管理所の仕事」をご覧ください。
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さいたま水族館は、国指定天然記念物である「食虫
植物ムジナモの自生地」に隣接する羽生水郷公園内に、
「遊びの中で自然を学ぶこと」を目的に、淡水魚の展示
施設として昭和58年に開館した。平成27年には、特別
展示室棟が新たにオープンした。
埼玉県の貴重な生き物である「３つの宝」をご存じだ
ろうか。「ムジナモ（埼玉県羽生市の宝蔵寺沼ムジナモ自
生地は、前述のとおり国指定天然記念物）」、「ムサシト
ミヨ（同県熊谷市の元荒川ムサシトミヨ生息地は、同県
指定天然記念物）」、国指定天然記念物である「ミヤコ
タナゴ」の３つで、これらの稀少生物を一挙に鑑賞する
ことができる。
近年の年間来館者数は30万人前後で、他県からも多
くの方が訪れ、その６割がリピーターとのことである。

荒川水系の魚に会える

淡水魚の魅力を伝えたい
館内で目を見張るのは、細部までこだわったその展示
手法である。「淡水魚だけに特化して、１つの水槽に１種
類の生き物を展示することを基本としているので、じっく
り１匹１匹の魚を見ることができます。淡水魚は小さくて
地味な魚だと思われるかもしれませんが、海水魚とは違
う、繊細なおもしろさがたくさんありますよ。」案内してい
ただいた飼育課長の矢

や

辺
べ

さんが話してくれた。
「今は見ることができなくなってしまった貴重な生き物
も『生きた図鑑』として、ここで見ることができます。来
館者の中には、「昔はこんな生き物がいたんだよ」とお
孫さんに聞かせている姿も目にします。３世代で訪れる
ファミリーも多いですね。」世代を超えて埼玉県内の昔
の姿を伝える役割を担っている点も、この水族館の大き
な魅力である。
水族館のスタッフの皆さんは、多くの水槽の餌やりや
定期清掃、魚ごとに異なる細やかな温度管理など、多く
の仕事をこなしている。が、そんな中でも、利根川・荒
川に新たに生息する魚がいないか、埼玉県水産研究所
などから常に情報収集し展示に反映したり、生き物ごと
の生態を解説したパンフレット「いきものクラブ」を作成
したり、特別展示の企画をしたりと、来館者を飽きさせ
ないための取り組みを続けている。
スタッフの皆さんによる、魚たちへの愛情こもった展
示の数々を通じて、個性あふれる淡水魚の魅力を是非
味わってみてほしい。

常設の本館展示を補う
べく、平成27年にオープ
ン。飼育課の皆さんがア
イデアを出し合い、四半
期毎に展示テーマの入れ
替えを行っている。趣向

を凝らした演出で、常設展示では味わえない企画を楽
しむことができる。取材当時、特別展『あれこれコイ展 
～コイにまつわるエトセトラ～』［平成30年２月12日（月・
祝）まで］が開催中であった。

特別展示室棟

屋外の３つの池では、
ティラピア、チョウザメ、ニ
シキゴイなどを展示してい
る。餌の販売もしており、
餌やりを通じて、魚たちと
ふれあうことができる。

庭池周辺

埼玉県内の荒川に生
息するイワナやウグイなど
の淡水魚類を中心に、オ
オサンショウウオなどの
両生類や、ザリガニなど
の甲殻類などを上流、中
流、下流の区分に大別し
展示している。

本　館

さいたま水族館
～1匹1匹が主役！～ 淡水魚ならではの、川の浅い水

深を再現。岩や流木を置いて自
然に近い姿で展示されている。

ゲンゴロウなど稀少な水生昆虫
を展示。「１つの水槽に１種類」
の細やかな展示。

水槽の裏側に回り込むと、正面
からあたかも水槽の中にいるか
のような写真が撮影できる。

魚たちとのふれあい体験ができ
る様々なイベントを開催。イベン
ト目当てのリピーターも多い。

展示だけでは伝えきれないそれ
ぞれの生き物の生態を、１種類ご
とにパンフにして紹介。

魚に関する広い知見と愛情。
案内して下さった御

み

菩
ぞ

薩
ろ

池
け

さん
（左）と矢辺さん（右）。

本　館

特別
展示室棟

レクチャー・
ルーム

さい水
ショップ

おさかな
ルーム

券売所
入口 ニシキゴイ池

チョウザメ池

テラピア池

出口

9：30～17：00（12～2月は16：30まで）
入館は終了時間の30分前まで
 3 月～11月　毎月第1週月曜休館
12月～ 2 月　毎週月曜・火曜休館
12月29日～1月1日 休館

開　館 大人310円（特別展開催中は410円）
小人100円
1,100台（無料）
埼玉県羽生市三田ヶ谷751-1
048-565-1010

入館料

駐車場

所　在

電　話

利用
案 内

自動車

▲

電　車

▲

東北自動車道羽生ICから栗橋方面へ3km、
国道122号小松台交差点から栗橋方面へ9km、
県道46号線樋遣川交差点から羽生市内方面へ4km
東武伊勢崎線羽生駅または加須駅からタクシー利用約15分

水族館といえば、色鮮やかな熱帯の魚やマグロやマン
ボウなどの大型の魚が大きな水槽を悠然と泳ぐ姿を連
想するかもしれない。海水魚を展示する水族館が多数を
占める中、埼玉県にすんでいる淡水魚類を中心に、淡水
魚の魅力を発信し続ける「さいたま水族館」を取材した。

ムサシトミヨ トゲウオ科

３３つのつのののの宝宝 埼玉県の貴重な生き物埼玉県の貴重な生き物

現在では埼玉県熊谷市にしかすんでい
ない魚です。生息地が県の天然記念物に
指定され、また埼玉県の魚としても指定
されています。

ミヤコタナゴ コイ科

ムジナモ モウセンゴケ科

日本の固有種で、国指定の天然記念物であ
る稀少な魚です。現在、県内の野生個体は
絶滅し、さいたま水族館の他、滑川町と所沢
市の施設で飼育保護されています。

さいたま水族館に隣接する宝蔵寺沼が
日本唯一の自生地となり、自生地が国
の天然記念物に指定されている稀少な
食虫植物です。



ようこそ、総合技術センターへ！ようこそ、総合技術センターへ！
～広報誌読者モニター施設見学会を開催～～広報誌読者モニター施設見学会を開催～

水理実験場

小石原川ダムの40分の１の水理模型で、
流れる水の動きをチェック！

コンクリート試験棟

ダムごとに並べられた骨材を見比べる参加
者。お気に入りを見つける方も。

フィルダム材料試験棟

コア材に触れた方から「粘土みたい！」との声。（その“粘
土”で作った職員お手製の箸置きをお土産にプレゼント）

土質試験・地質試験棟

液状化で家や車が沈んでいく様子を模型
を用いて、ミニデモンストレーション。

国際業務の紹介

海外支援などの国際業務も総合技術セン
ターの仕事です！

意見交換会

職員を交えた意見交換会では、「広報誌をずっと
発行してほしい」「もっと職員の苦労や生の声を配
信してほしい！」などのご意見をいただきました。

ダムカレーの施工（昼食）

カレーの宅配を利用し、職員お手製の施工
図（ランチョンマット）をもとに、各自でオリ
ジナルダムカレーの施工に挑戦！

みなさまの“声”を大切に･･･みなさまの“声”を大切に･･･
本広報誌は、広報課員をはじめとする機構職員が取材・撮影・執筆を行い作成しています。
つたない部分も多々あるかと思いますが、毎号頭を悩ませながら、心を込めて作成しています。
また毎年度、読者モニターを募集し、広報誌へのアンケートにご協力を頂いております。
アンケートの結果は、本社各部室の職員で構成される「編集委員会」にて定期的に共有し、誌面作り
の参考にさせていただいています。その中から一例をご紹介します。

「どのような様子の写真なのか
  わかりにくい」

表 紙
「仕事内容をもっと
  知りたい！」

誌面全般

「場所がわからずイメージが
  わきにくい」

「文字が小さく、読みにくい」
「言葉の意味や読み方がわからない」

「毎号楽しみ！職員の頑張りが毎回
  伝わってくる。」

「ささえる力」シリーズ

「こういう記事を待っていました！」
「行ってみたくなりました！」

水源地域ドライブMAP（5・6月号）

表紙の写真は、職員から募集し広報課で選定して
います。9・10 月号より、目次欄に写真に関する
コメントを追記するように改善しました。撮影者
の想いなども
聞き取りなが
ら紹介できれ
ばと考えてい
ます！

一人の職員をクローズアップ
する「ささえる力」シリーズに加
え、9月号より「水機構NAVI」を
スタートさせました。レイアウ
トも工夫しながら、各部室と協
働し、引き続きさまざまな職種
を紹介していく予定ですので、
ご期待ください！

私達広報課員も取材のたびに、改めて「施設を最大限
に活かす」業務に取り組んで
いる現場職員の想いを痛感
させられます。ご好評をいた
だいている「ささえる力」は、
様々な職種を厳選した冊子
版を発行し、各事務所や採用
活動などで配布しています。

で
感
た
、
子
用

担当職員の想いのつまった誌面です。好意的な反
響が多く嬉しい限りです。水源地域に皆様が訪れ
ていただくきっかけとなるよう、今後も水源地域に
もご協力いただきながら、
色々な地域をご紹介でき
ればと考えています！

所在地がイメージし
やすいよう、記事の
中になるべく位置図
や図面を掲載すると
ともに、写真もでき
るだけ多く掲載する
ように心がけていま
す。

文字をできる限り大きくするよう心がけています。
また、レイアウトや色合いを工夫したり、分かりに
くい言葉に注釈を
つけるなど、課員
でアドバイスしあ
いながら、より良
い誌面となるよう
工夫しています。

過去に掲載した「ダムカレーMAP」「立ち
寄りグルメMAP」などの旅グルメMAP
もホームページからご覧いただけます。

「
 

表紙の写真

改善
しました！

「「「「
 

ありがとう

ございます
！

「
「

ありがとう

ございます
！

「
  

人の職

採用
しました！

「
 

所在地が

改善
しました！

「
「

文字をでき

改善
しました！

誌面全般誌面全般

水資源機構のホームページでは、広報誌へのアンケートを募集しております。
ホームページに所定の様式がございますので、皆様の声をお聞かせ下さい。

　最後となりましたが、ご参加いただきました読者モニターの皆様、ありが
とうございました。また、平素より水資源機構の事業に関心をお持ちいた
だき、広報誌へのアンケートに毎号ご協力いただいている38名の読者モニ
ターの皆様にもこの場を借りて、心から感謝申し上げます。
　今後とも、皆様のご意見を参考にさせていただきながら、広報課員一
同、広報誌の取材＆執筆を通して、水資源機構の“使命”を広くお伝えして
いきたいと思います！

　12月２日（土）、埼玉県さいたま市にある総合技術セ
ンターに、広報誌読者モニターの方々をお招きし、施
設見学会＆意見交換会を実施しました。
　モニター対象施設見学会は昨年度から実施してお
り、３回目となる今回は、普段一般公開をしていない「総
合技術センター」の見学を通して、水資源機構の“技術”
を知っていただく機会となれば、という想いから開催し
ました。
　見学会当日は、冬の寒い日ではありましたが、青空の
もと、各地から９名のみなさまがお越しになり、セン
ターの各グループ担当職員が各施設をご案内しました。

箸置き

参加者施工ダムカレー参加者施工ダムカレー
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～Twitter開始から５年～～Twitter開始から５年～年年年年年年始開開開始 年

水資源機構における
SNSの取り組み
水資源機構における
SNSの取り組み

国内に限っても、Twitter、Facebookなどの代
表的SNSのいずれかを利用したことのある人
の割合は今や７割を超えています。

水資源機構では、1996年７月に公式ホーム
ページを開設し、以来インターネットにおける
情報発信の主役の座を担ってきましたが、上述
のようなSNSの普及・発展に伴い、近年では
ホームページによる情報発信の他にSNSにも
力を入れています。

初めて取り組んだのがTwitterであり、2012
年３月にツイートを開始しました。最大140文
字以内の制限があるものの、簡潔でわかりやす
く拡散力に優れるという特徴から、Instagram
と並び20代までの若年層の間で特に支持され
ています。こうした特徴を踏まえ、水資源機構
では、顔文字を使うなどの従来の発想にとらわ
れない、明るく親しみやすい情報発信を模索
してきました。その後、2015年９月に下久保
ダムを皮切りにTwitterを開設する現場事務所
が現れ、2017年５月にダムの防災操作に関す
る情報を提供する取り組みにも試行的に着手
したことから、2017年12月現在、本社を含む
17事務所にまで拡大しております。後述する
Facebookの運用開始に伴い、現在ではスピー
ディに拡散していくことを期待する情報につい
て、文字を主体に投稿しています。

リーミング型の動画サービスとして最大手であ
り、特に10代をはじめとする若年層に支持され
ています。水資源機構では、このYouTubeを利
用して、ダムや水路などの建設記録映像、近年
急速に技術が進展するマルチコプターを使って
撮影した空撮映像をはじめとする貴重な映像ラ
イブラリを広く一般に公開しています。特に関
心が高いのはダムからの放流を収録した空撮映
像であり、動画の掲載数も最多となっています。

水資源機構は、インターネットの利用動向を
踏まえて、利水者をはじめとする国民の皆様に
向け、速く、正確で、わかりやすい情報発信と
は何かを考えてきました。こうした過程で、即
時性、双方向性で大きな強みを持つSNSという
新しいメディアが登場し、利用者第一という水
資源機構の広報における基本的姿勢に適うも
のとして、情報発信のツールの一つに取り入れ
ました。今後とも情報ニーズを的確に把握する
ことはもとより、その発信方法についても不断
に検討を行い、一層充実した情報発信を目指し
てまいりますので、変わらぬご支援をよろしく
お願いします。

参考文献　平成 29年版情報通信白書，総務省

全世界の利用者数が20億人にも達する世界
最大のSNSであるFacebookでの情報発信も
2016年１月から開始しました。国内では利用者
数の低迷も伝えられますが、実名による利用登
録が多いことによる現

リ ア ル

実世界の人間関係などを
反映したコミュニケーションと豊富な情報量が
特徴で、30代を中心に中高年から特に支持され
ています。リクルートにFacebookを活用する
企業も多く、就職活動中の学生の利用頻度も高
いと言われています。このような特徴から、他
のSNSよりもフォーマルな情報が集積されやす
い傾向にあると考え、水資源機構ではとりわけ
職員採用などを念頭に置いた情報発信に活用し
ています。これまでとり上げる機会に乏しかっ
た職員の思考、心情から伝わる人間性や魅力を
織り込んだ発信をしようと試みています。
また、投稿できるデータ容量が大きいことから、
動画や写真を使った投稿についてはFacebook
に軸足を移しつつあります。

Facebookと同じく2016年１月からYouTube
による動画配信を開始しました。YouTubeは、
誰でも簡単に動画を共有することのできるスト

米国・アップル社が2007年１月にiPhone
を初めて世に送り出してから、昨年で10年
の歳月が経ちました。iPhoneに代表されるス
マートフォンの普及はめざましく、総務省の調
べでは、2016年現在の個人保有率は56.8％に
達し、2011年からの５年間で約４倍と急上昇
しています。年代別では、40代以下でおよそ８
割以上がスマートフォンを保有しており、若年
層ほど従

フ ィ ー チ ャ ー フ ォ ン

来型携帯電話からのシフトが進みつ
つあるようです。

スマートフォンは、豊富な機能と高い利便
性を兼ね備え、携帯電話でありながらパソコ
ン以上の性能を有することが大きな特徴です。
このため、インターネットへのアクセスは、従
来のパソコンが主体の状況からスマートフォ
ンへとシフトが進んでいます。こうした変化に
合わせて、2010年代初めから台頭してきたメ
ディアがSNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）であり、利用者数が急増しています。

スマートフォン個人普及率と代表的 SNSの利用率の推移

Twitter

Facebook

YouTube

SNS時代の到来SNS時代の到来

水資源機構の取り組み水資源機構の取り組み

終わりに終わりに
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井田　寛子
い だ ひろ こ

筑波大学第一学群自然学類化学科専攻。
宇宙化学研究室卒業。
気象予報士・キャスター。
地球温暖化の対策を呼び掛けるため、出前授業や講
演活動、2014年にはニューヨークで開かれた国連気
候サミットに参加。
著書に「気象キャスターになりたい
人へ伝えたいこと（成山堂書店）」
趣味はヨガ（全米ヨガアライアン
ス200取得）、ランニング、ダイビ
ング、野菜料理（野菜ソムリエ）。
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私も１月下旬（大寒の頃）に北海道の十勝地方を
取材したことがあり、氷点下25℃以下の寒さを体
感しました。鼻毛やまつ毛も凍るほど、さらにバ
ナナや生卵、カップラーメンもしばらく置いてお
くと固まってしまうほどの気温です。

寒さの一方で、昼間の時間は徐々に長くなり、光
は力強さを増してきます。
東京の月別の平年の全天日射量（地表面が受け

る全ての太陽光の量）に注目しましょう。

て南西方向から北東方向へと砂塵が舞いました。
暖かい南風の影響で東京の最高気温は20.6℃と４
月下旬並みまで上がりましたが、翌日にはみぞれ
が降るほどの寒さになりましたので、まだまだ気
温が安定しない時期と言えます。
寒い時期を乗り越えてこそ春の表情は嬉しいも
のです。
大雪や暴風に備えると共に、一進一退を繰り返
しながら移り行く季節を感じたいですね。

１月から２月の最高気温はほとんど上がってい
ない一方、全天日射量は１月から２、３月にかけて、
急速に多くなっていることが分かります。太陽高度
がだんだん高くなって光が力を増してくることか
ら、２月は「光の春」とも呼ばれます。
植物は気温だけでなく、こうした光の強さや昼間

の長さを直接感じて花を咲かせます。ロウバイやフ
クジュソウが彩を添える季節です。

四季のある日本は、その変わり目に荒れた天気
が付きものです。冷たい空気と暖かい空気が入れ
替わろうとするとき、二つの性質の違う空気がぶ
つかり合うことで低気圧が発達するからです。
この時期に気をつけたいのは「春一番」。名称は
明るい印象ですが、ときには暴風をもたらし、災
害を引き起こすおそれもあります。
各地方気象台から発表されるため多少基準に違
いがありますが、大きな条件は以下のとおりです。
①　期間は立春から春分
②　日本海で低気圧が発達
③　南寄りの風８メートル/秒以上を観測
④　気温が急上昇
これらを満たすと春一番の発表となります。
次に示すのは実際に昨年、九州南部や四国、北
陸、関東地方など広い範囲で春一番が観測された
日の天気図と関東地方の雲画像です。
全国的に南寄りの風が強まり、気温は３月から
４月並みに上がりました。東京では最大瞬間風速
19.2メートル/秒を観測。関東地方を拡大した雲
画像を見ると、赤丸で印した茶色く見えるのは関
東平野から巻き上げられた砂塵です。強風に乗っ

１月から２月にかけては真冬から早春へ季節が
移り変わるときです。
二十四節気をたどると、小寒（だんだん寒さが厳

しくなるころ、この日が寒の入り）、大寒（一年で一
番寒いころ）、立春（暦の上では春、余寒はまだ厳し
いが早春の花が咲き始める地域もある）、雨水（気
温がゆっくり上がり、雪が雨に変わるころ）、という
具合に季節が変化していきます。どんな風に移り変
わっていくのか、まずは寒さに注目です。

どれだけ気温が下がるのか、日本の最低気温の記
録５位までは以下のとおりです。

観測した日付を見ると、ほとんどが１月下旬か
ら２月中旬。やはり一番寒い時期だということが
分かります。地域は標高日本一の富士山を抜いて、
上位３位は北海道の内陸部となっています。
理由は２つあります。
①　シベリア大陸から真冬の冷たい空気が流れ込む
②　山に囲まれた盆地にあたり、重たい性質を持っ
た冷たい空気が地面付近に溜まりやすく、日差
しのない夜の間に冷やされる（放射冷却現象）

鼻毛もラーメンも凍る寒さ鼻毛もラーメンも凍る寒さ
季節の変わり目は荒れた天気に注意季節の変わり目は荒れた天気に注意

光は春へ光は春へ

1 北海道 上川地方 旭　川 ‒41.0℃
1902年
1月25日

2 北海道 十勝地方 帯　広 ‒38.2℃
1902年
1月26日

3 北海道 上川地方 江丹別 ‒38.1℃
1978年
2月17日

4 静岡県 富士山 ‒38.0℃
1981年
2月27日

5 北海道 宗谷地方 歌
うた

　登
のぼり

‒37.9℃
1978年
2月17日

2014年１月20日　北海道陸別町
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2017年１・２月　東京都内

2017年 2月 17日　天気図・雲画像

（左）ロウバイ
（下）フクジュソウ





26 ● 水とともに　水がささえる豊かな社会

「第39回全日本中学生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

「お小遣いを貯めて買いたいもの。」といえば、
何が思い浮かぶだろうか。はやりの洋服、お気き
に入りの文房具。どれもすてきだが、私が今欲し
いものは「雨水タンク」である。
私が雨水タンクに注目するようになったのには
理由がある。それは、私達の生活になくてはなら
ないものである「水」が、二つの力によって支えら
れ、私達の元に届けられていることに気づいたか
らである。
一つ目の力は、いわばハード面の支えだ。シス
テムとして私達に水を届けてくれる「水道」であ
る。私達の体は約60パーセントが水でできてい
る。だから、私達にきれいで新鮮な水を運んでき
てくれる水道は、文字通り命綱のような存在だ。
世界では、まだまだ水を手に入れるのに、私達に
は想像もつかないほどの労力を必要とする地域も
ある。それに引きかえ、日本では蛇口をひねるだ
けで、飲める水が手に入る。信じられないほど恵
まれた環境である。水道料金に対し、「高い」と感
じる人もいるかもしれない。だが、私はこのすぐ
れたシステムの対価としては驚くほど安いと思
う。憧れる外国人が多いというのも、とてもよく
分かる。
しかし、この水道も初めから私達の生活の中に
あったわけではない。私の住んでいる岡山市に水
道が誕生したのは、明治38年７月だった。なんと
全国で８番目の早さだったそうだ。市の中心街に
ある京橋に沿って架けられた「水管橋」は、登録有
形文化財として、現存する全国で唯一の水道管専
用橋として私達を毎日見守ってくれている。昔も
今も、私達の生活における水の恵みの大きさを京
橋を通るたびに実感する。
先日、久しぶりに浄水場に併設された「岡山市
水道記念館」を訪れた。特に興味深かったのは、
「緑のダム」として、降った雨水の50パーセント
を蓄える森林を水道局の職員が管理しているとい
うことだ。まさに源から水の面倒を見てくれてい

ると知り、感激した。
水を支える二つ目の力は、ソフト面、つまり公
的機関ではなく、私達一人一人の努力である。大
切な水をどのように受け取り、使い、自然の元へ
返すか。その姿勢を見直したい。
私の父方の祖父母は、赤

あか

磐
いわ

市で農業をしてい
る。自然豊かな山の中で、私もタケノコを採った
り、ワラビを摘んだりと、町ではできない体験を
させてもらっている。その祖父母の農業を支える
のが、地元の池だ。「上の池」と呼ばれる大きな溜
め池の守りを、集落で協力して行っている。先日、
遊びに行ったとき、ちょうど、祖父母は溝掃除を
していた。田植えまでに、池から用水路を通って
水が田に流れ込めるように、草を刈ったり土を上
げたりしなければならないそうだ。早朝から昼過
ぎまで休みなく働く祖父母の姿を見て、私は改め
て、当たり前のように水を使うのではなく、自分
から動いて、水と関わっていくことの大切さを感
じた。
ならば、私には何ができるだろうか。私は、水
の無駄使いを減らすことが第一歩と考えた。水道
記念館で学習したが、一日の生活の中で最もたく
さんの水を使うのは、トイレだそうだ。恥ずかし
いからといって、トイレの水を使い過ぎるのは、
私達の自意識過剰かもしれない。本当のマナーと
は何かを仲間で話し合ってみたい。
そう思っていた矢先、新聞記事で、岡山市が雨
水タンクの助成金制度を設立したことを知った。
雨水タンクは、主に洪水の抑止のために設置され
るらしいが、庭の水やりや災害時の代替水源とし
ても活用できるし、トイレの流し水にも使える。
雨水を自然に土にしみ込ませることで、地下水の
量も増やすことができる。まさに、自然から水を
受け取り、自然に返すやり方が実現できるのだ。
水を支える力に私はなりたい。そのためにも、
自分で雨水タンクを購入したいと思う。

優秀賞　水の週間実行委員会会長賞

岡山県 岡山市立吉備中学校　２年　稲
いな

田
だ

　知
ち

陽
はる

水を支える二つの力

第39回（平成29年度） 全日本中学生水の作文コンクール
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森（流域）の植生

日吉ダム流域の自然植生はシイ・カシ等の広
葉樹林と推定されますが、現在では小規模な社
寺林等を除いてほとんどなく、古くから人為的な
影響が加えられたため代償植生に置き換わって
います。植生の分布状況を見ると、スギ、ヒノキ
等の植林が最も広く、次いでアカマツやコナラ等
から成る落葉広葉樹林が分布します。アカマツ
林は山頂部や尾根筋を中心とし、逆に、スギ等の
植林地は谷沿いに発達した沖積地等の水湿と土
壌条件に恵まれた立地に分布しています。
近年は、シカの食害等による森林下層植生の
衰退や、マツ枯れ、ナラ枯れによる森林構造の
変化などが懸念されています。日吉ダムが定期
的に行う河川水辺の国勢調査においても、貯水
池周辺にて食害痕跡やアカマツ林からコナラ
林への遷移が確認されています。引き続き、こ
うした調査を通じて流域の環境把握と監視に
努めてまいります。

日吉ダム管理所

「森の京都」に位置する「森の京都」に位置する
ダム流域の植生ダム流域の植生

森の京都とは

日吉ダムの位置する京都府
の中部は、森や木と関わる中
で、豊かな生活・文化が育ま
れ、発展してきた地域である
ことを背景に、森・川・里の

織りなす景観や環境・文化・生活を多面的な角
度からとらえ未来に受け継ぐとともに、発信し、
多角的に活かす地域となることをめざす「森の
京都」構想の区域に位置づけられています。

57箇所目の国定公園に指定

日吉ダム流域を含む地域は、平成28年3月
25日「京都丹波高原国定公園」に指定されまし
た。地域内のほぼ中央部を東西に中央分水界
が通り、北側は由良川水系に、南側の大部分は
桂川水系に属し、自然性が高い森林や河川を有
し、豊かな生態系が形成されています。また、
かやぶき屋根の特徴的な民家が多数残されて
いる集落など、自然と寄り添う暮らしと、伝統
文化を長く世代を継いできた歴史を感じること
ができます。こうした多様な生態系が文化的景
観と相まって雄大で美しい景観を有する、傑出
性が高い風景地であることが評価されました。

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。

貯水池と周辺植生京都丹波高原国定公園区域図

平成16年度
（1,217ha）

平成22年度
（1,318ha）

平成27年度
（1,330ha）

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

コナラ群落 アカマツ群落 スギ・ヒノキ植林

21.8％ 15.4％ 21.2％ 41.6％

25.6％ 17.1％ 14.1％ 43.2％

28.4％ 19.6％ 41.9％10.0％

貯水池周辺の植生割合変化
（河川水辺の国勢調査結果）
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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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