
水通信

「水通信」は、水資源機構全体や中部管内における取り組みに関する情報を、中部管内の関
係者（関係県、関係市町村、関係土地改良区、およびその他関係機関）の皆様方に、直接配信
させていただいております。
※目次の事業所名等クリックすると、その事業所等の記事に移動します。
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巻頭言

【中部支社総務部長 脇本祥二】

中部支社管内では、昨年１２月中旬以降まとまった降雨・降雪が少なく、河川流況の悪化に伴
う利水補給等により、木曽川水系･豊川水系の各ダムの貯水量は低下を続けています。長期予報に
よれば、３月４月は「例年に比べ晴れの日が少ない」とのことですので、穏やかでまとまった菜
種梅雨に期待したいところです。
ところで、私たち社会人は、とかく理性的な言動を意識しがちで、感情を押し殺すことで発生

するストレスに苛（さいな）まれている方が大勢いらっしゃるのではないかと思います。
人間が持つ感情には、｢葛藤｣｢尊敬｣｢嫉妬｣｢焦燥｣｢愛情｣｢憎悪｣など、喜怒哀楽の４種類のどれ

か一つには当てはめられない複雑なものも多く含まれますが、この中でもとりわけ｢怒り｣や｢憎し
み｣などの『負の感情』とされるものの表現方法がストレスの発生に大きく関与しているようです。
外部からの刺激に対しての心の反応はコントロールできるものではありませんが、それを他の

人に伝えるときの感情表現を気をつけないと、時に反感を買い、時には伝染して広がります。円
滑なコミュニケーションのためには、自分の中の感情を抑制せざるを得ない場面が出てきて、そ
れがストレスにつながるという流れです。
社会生活の中で無数に入ってくる｢情報｣という名の刺激に対して、最適な感情表現で適時･的確

な反応をし続けることは至難の業であり、幅広い知識、豊富な経験、高い信頼性、強い精神力が
求められます。また、例え完璧に対応できて周りに反感や伝染がなかったとしても、｢自分がどう
思ったか｣と｢相手にどう伝えたか｣の間の感情のギャップが大きいほど(感情を抑制するほど)、結
果自分の中のストレスは溜まり続けることになるので、誠にやっかいです。
まもなく｢平成最後｣の年度末、年度始めを迎えますが、感情の抑制とストレスとの戦いは絶え

ることなく続けられます。みなさま健康にはくれぐれもご留意ください。

中部管内水源情報

【中部管内水源情報】

中部管内の各ダムにおける２月２７日現在の降雨及び利水貯水率については、下表のとおりと
なっています。
木曽川水系の４ダム（牧尾・岩屋・阿木川・味噌川ダム）の２月降雨量は平年を下回る状況（平

年比２９％～６９％）となり、４ダム合計の貯水率は６４％（平年比９６％）と、平年を下回る
貯水状況となっています。
なお、牧尾ダム及び岩屋ダムでは、３月末に向けて主として発電による貯水池運用により貯水

量が計画的に低下していきます。
豊川水系の宇連ダム及び大島ダムの２月降雨量は、平年を下回る状況（平年比４０％～５５％）

となり、豊川用水全体（宇連・大島ダム、各調整池）の貯水率は５４％（平年比７８％）と平年
を下回る貯水状況となっています。
小雨に伴う河川流況の悪化により、ダムからの利水補給を行っているため、今後の降雨、貯水

状況に注意していく必要があります。

中部管内各ダムにおける2月の降雨及び利水貯水率（2月27日現在） 単位：（％）
牧尾ダム 阿木川ダム 味噌川ダム 岩屋ダム 宇連ダム 大島ダム 中里ダム 徳山ダム

降雨の平年比 69 29 55 60 40 55 37 48

利水貯水率 25.6 60.6 89.3 100 39.9 87.0 80.8 100

(平年比) (88.7) (75.5) (96.6) (105.6) (65.0) (104.7) (97.7) (100)

木曽川水系各ダムにおける積雪状況 単位：（cm）
牧尾ダム 味噌川ダム 岩屋ダム 徳山ダム

（八海山地点）（ワサビ沢地点）（楢谷地点） （塚地点）
（調査日） （2/27） （2/24） （2/27） （2/25）
積雪深 9 38 5 5
平均値 76 78 53 123

データ提供元：（岩屋ダム）岐阜県高山土木事務所 （徳山ダム）国土交通省
平均値：調査日同日又は該当する旬の近10ヶ年平均値



・中部支社管内の各ダム貯水状況等は、中部支社ＨＰ内の「水源情報」でご覧いただけます。
中部支社ＨＰ http://www.water.go.jp/chubu/chubu/index.html

「水源情報コーナー」
◆リアルタイム情報
http://www.water.go.jp/mizu/chubu/realtime/index.html

◆中部管内の水源状況（平日更新）
http://www.water.go.jp/mizu/chubu/report/

◆ダム貯水状況グラフ、節水情報など
http://www.water.go.jp/chubu/chubu/sessuijyouhou29-1.html

◆木曽川水系各ダムの積雪状況

http://www.water.go.jp/chubu/chubu/tyosuijyoukyou.html

新着情報

中部支社

○ より良い職場を目指して「ハラスメント担当者研修会」開催

２月７日（木）中部支社において、中部管内事務所の
ハラスメント相談員を対象にした研修会を開催しまし
た。
この研修は、R&キャリアから外部講師を迎き、相談

員としての心得や相談された時の対応などについて、相
談する立場、相談を受ける立場を演じることで実践的に
学ぶものでした。マスメディアに頻出しているハラスメ
ントが、事務所で起きないように目配りするとともに、
万一ハラスメント相談を受けることになっても、あわて
ることなく相談を受けられるように、引き続きこの研修
で学んだことを生かしていきたいと思います。

豊川用水総合事業部

○ 豊川用水二期大野導水併設水路工事の安全無事故を祈願

豊川用水二期大野導水併設水路工事は、東西分水工（発進側）から大野管理所(到達側)までの
６.０１１ｍの区間に併設水路を建設する工事で、うち５.９８７ｍはトンネル掘削の工事となり
ます。１月２９日（火）には、東西分水工の発進立坑掘削に先立ち、施工業者が執り行う安全祈
願祭に地元関係者、機構職員合わせて約４０名が参加しました。

■二期大野導水併設水路工事現場

■相談員としての心得を学んだ研修会

■工事の安全を祈願

http://www.water.go.jp/chubu/chubu/index.html
http://www.water.go.jp/mizu/chubu/realtime/index.html
http://www.water.go.jp/mizu/chubu/report/
http://www.water.go.jp/chubu/chubu/sessuijyouhou29-1.html
http://www.water.go.jp/chubu/chubu/tyosuijyoukyou.html


発進立坑設置完了後は、大きな掘削機械が搬入され、導水併設水路のためのトンネル掘削の開
始となります。工事期間中は、事故防止に向けて万全の安全管理に努めていきます。

木曽川水系連絡導水路建設所

○ 1年間の活動報告でお客様をお出迎え

当建設所は、沿線自治体等が主催する河川清掃等の地域活動に積極的に参加しています。
また、木曽三川に関する水質情報等に加え、河川にかかわる行事や季節の自然を盛り込んで「三
川トピックス」として関係者の皆さまへ毎週配信しています。
木曽川水系が東海地方の母なる川であること、その母なる川を守るために当建設所が行ってい
る活動を多くの人に知ってもらうためにこの１年の活動をパネルに張り玄関口に展示しました。
職員がコメントを考え、写真を貼った手作りの掲示板ですが、訪れた人には好評で、会話の糸
口になったり、また職員間の情報共有にも役立っているようでした。
これからも地域に密着した活動を続けていきたいと考えています。

愛知用水総合管理所

○ 非常時に備え、排水ポンプ車の操作訓練を実施

１月２８日、危機管理対応訓練の一環で、職員を対象とした｢排水ポンプ車」の操作訓練を実施
しました。 訓練には２２名が参加し、まず愛知池に排水ポンプ車を配備し、設備の説明が行わ
れた後、感電防止用のアースを地中に打ち込み、排水ポンプ車から機材を搬出し、手順を確認し
ながら水中ポンプにホース、フロートを接続する設置作業を完了させ、続いて発電機を起動させ、
ホースからの排水状況を確認する運転作業、最後に設置とは逆の手順で撤収作業を行いました。
今回の訓練では、操作方法の一部がマニュアルでは省略されていた箇所があったため、稼働ま

でに時間を要したところがあり、課題を確認することができました。
非常時においては、速やかに出動できるように、今後も点検・訓練を行っていきます。

■玄関に展示された職員手作りの掲示板 ■１年間の活動をパネルに展示

■訓練には職員２２名が参加 ■排水ポンプ車の操作訓練に熱が入る



木曽川用水総合管理所

○ 稲沢警察署と協働で、危機管理対応した「通報訓練」を実施

２月１４日（木）愛知県警稲沢警察署と協働して非常
通報装置を用いた通報訓練等を実施しました。
この通報訓練では、操作室に不審者が押し入り、職員

を拘束し通水操作をできなくする場面を想定して、非常
通報ボタンによる警察への通報、警察からの逆信電話に
返答するまでの流れを警察官指導のものと行いました。
国民保護法関連の講話では、法の説明、最近の近隣国

の動静などの説明があり、危機管理の知見を深めました。
木曽川用水では通水に支障を来さないよう継続的に各

種訓練をおこない、非常事態に備えてまいります。

○ ＯＢを講師に招き地域の歩みを知る学習会を開催

２月１９日（火）職員の地域への理解を深めること
を目的に、機構ＯＢで古賀河川図書館主宰の古賀邦雄
氏を招き「水公団時代を振り返って」と題した学習会
を開催しました。
講義では、在職中の現場で直面した苦労から、岩屋

ダムと木曽川用水が一体的に管理することでユーザー
に適正に水を送ることが出来るその役割の重要性やそ
の喜び。また長年携わってきた保障についての心の持ち方な
どＯＢならでは経験や知識に基づいた話を聞くことができま
した。

また、この学習会には中部管内の各事業所がｗｅｂ
で参加しました。

岩屋ダム管理所

○ ｢日本ダムアワード２０１８｣２冠の記念品授与式

“日本ダムアワード２０１８”において、岩屋ダムが『ダム大賞』と『洪水調節賞』を受賞し
たことを受け、２月８日(金)に岩屋ダム管理所において記念品授与式が執り行われました。
トロフィーと盾は、関係者１６名の立ち会いのもと、選考委員の星野夕陽さんから岩屋ダム管

理所の金藤所長と大船渡ダム管理所の野添所長に手渡されました。職員の今後の励みになると思
います。

■岩屋ダムをバックにトロフィーと盾■左から野添、金藤、星野（敬称略）

■稲沢警察署と協同の通報訓練の 1コマ

■ OBの言葉は職員の励みとなった



○ 須波神社 春の祭典（岩屋ダム周辺のイベント）

“須波神社 春の祭典”は、仲春に繰り広げられる菅田の春まつり。菅田地区は江戸時代、美
濃の国に属し飛騨とをつなぐ交通の要所として栄えました。山車やお囃子、獅子舞などの御旅行
列が、桐洞地区に点在している『白川神社』、『下原八幡神社』を巡り、江戸時代、交通の要所と
して栄えたという菅田地区にある『須波神社』を目指します。

開催場所 ：須波神社（岐阜県下呂市金山町菅田桐洞６９７）
開催日 :【試楽祭】平成３１年３月２３日(土)、【本楽祭】平成３１年３月２４日(日)
問合先 ：０８０－３６３７－２２０１（金山町観光協会）

阿木川ダム管理所

○ 危機管理の一環として水力発電設備の自立運転訓練を実施

１月３１日（木）、万が一の災害に備え、危機管理の意識を高めようと、水力発電設備の自立運
転訓練を実施しました。
阿木川ダムでは停電時にダムのゲートなどの重要な設備に電気を送る非常用の自家発電設備に

加えて、長期に燃料の確保が困難になった場合には、阿木川ダムに設置されている水力発電設備
からダムの各設備へ電気が送られるように設計されています。
今回の訓練では、通常の電力会社からの電源供給から、水力発電による電源供給への手動切替

操作の訓練を実施しました。災害時の職員参集状況も考慮し、阿木川ダムの職員だけでなく、緊
急時の応援が可能な阿木川ダム近隣の機構事務所職員も参加した訓練として実施することができ
ました。
今後も、災害に備えた訓練を実施し、適切かつ円滑な対応ができるように努めてまいります。

徳山ダム管理所

○ 徳山ダムは、例年より早く春来訪

■阿木川ダム近隣の機構職員も参加■災害時の迅速な対応を目指して訓練

■春の気配が感じられる徳山湖 ■この時期に雪がないダム堤体も珍しい



この冬は、例年に比べかなり積雪が少なく推移しています。
まだ、徳山ダムに吹く風は冷たいですが、次第に日差しのぬくもりを感じる頃になってきまし

た。春は間近のようです。写真は２月１８日に撮影したものです。

○ 「＃揖斐川町が好き」インスタグラム投稿で町の魅力を後押し

徳山ダムのある揖斐川町では、町の人々には日常すぎて気づかない町内のすばらしい風景を、
町外の人にインスタグラムに投稿してもらい揖斐川町の魅力を再発見するという取り組みを展開
しています。
もし今この記事をご覧のあなたが、「徳山ダムは素敵」と思っていたら、早速参加をしてみては

いかがでしょう。
撮影をした徳山ダムの写真に「＃揖斐川町が好き」とハッシュタグをつけてインスタグラムに

投稿をするだけです。投稿が増えれば増えるほど、揖斐川町の人々が、日本一の徳山ダムの魅力
を再確認することにつながるかもしれません。
いま徳山ダムは、春に向かっています。早春の徳山ダムを撮影しに足を伸ばしてみませんか？

詳しくは、揖斐川町のホームページをご覧ください。
http://www.town.ibigawa.lg.jp/0000008264.html

長良川河口堰管理所

○ 昨年の８５万尾に続け。アユ初遡上の調査を開始

長良川河口堰管理所では、平成１６年より稚アユの初遡上の調査を行っています。今年も２月
１日より長良川河口堰左岸呼水式魚道において調査を開始しました。
昨年は２月１６日に初遡上が確認され、６月末まで

に管理開始以降７番目に多い約８５万尾の遡上が確認
されました。
今年もたくさんのアユが遡上することを祈りながら、

調査を続けていきます。
例年、稚アユ遡上は４月中旬から５月下旬かけてピ

ークを迎えます。長良川河口堰の魚道観察室では、体
長７～８㎝の稚魚が生まれた故郷の川に戻ろうと必死
に泳ぐ様を見ることができます。
長良川河口堰のホームページでも、魚道のライブ映

像や初遡上の動画をご覧いただくことができます。こ
の機会に大自然の神秘の一端をあなた自身の目で確か
めてみてはいかがでしょう。

【魚道のライブ映像】 http://www.water.go.jp/chubu/nagara/13_live/index.html
【初遡上の動画】 http://www.water.go.jp/chubu/nagara/15_sojou/index.html

■初遡上が確認でき次第お知らせします

■投稿された揖斐川町のいいね ■役場玄関にはお気に入りの風景がズラリ

http://www.town.ibigawa.lg.jp/0000008264.html
http://www.water.go.jp/chubu/nagara/13_live/index.html
http://www.water.go.jp/chubu/nagara/15_sojou/index.html


味噌川ダム管理所

○ 地域活性化イベント「第３２回やぶはら高原はくさいマラソン大会」受付始まる

味噌川ダムのある木祖村では、木曽川源流の里ビジョン（水源地域ビジョン）が策定され、地
域活性化に向け、上下流交流、水源林の保全、各種イベントの開催等、村民が主体となり、様々
な活動が行われています。
折しも今年は、木祖村生誕１３０周年。記念事業のイベントが数多く予定されており、味噌川

ダム管理所も水源地域である木祖村の活性化推進を総合的に支援しております。
今月は数あるイベントの中から、受付が始まったばかりの「第３２回やぶはら高原はくさいマ
ラソン大会」を紹介します。

◇木祖村生誕１３０周年記念事業 「第３２回やぶはら高原はくさいマラソン大会」

・今大会は、３年ぶりハーフの部を復活予定。
（従来のハーフコースは一部区間での通行止めを考慮し、
陸連公認コース外へコースを変更）

・上記のハーフの部と１０ｋｍ（陸連公認コース）、５ｋｍ
に加え３ｋｍのファミリー・ペア部門の計４種目２８部門
で開催。

・木祖村生誕１３０周年記念して、今大会限定の記念Ｔシ
ャツや１３０周年にちなんだ特別賞などを用意。
・自慢の白菜の振舞もあり。

大会の行われる６月は白菜の収穫時期に重なり、ハーフ
コースおよび３ｋｍコースは白菜畑のど真ん中を走るコー
スとなっています。

一緒に大会を盛り上げましょう。

日時：２０１９年６月３０日（日） ９：００スタート(予定）
コース：ハーフ／１０ｋｍ（陸連公認コース）／５ｋｍ／３ｋｍ
エントリー受付期間：インターネット ２月１２日（火）～５月６日（月）

郵便振替 ２月１２日（火）～４月２１日 当日消印有効

お申し込み・詳細はこちらをご覧ください。
http://yabuhara-half.jp/

三重用水管理所

○ ウォーキングに人気の菰野調整池周回散策路

菰野調整池の梅も咲き始め、春の香りを漂わせてい
ます。
菰野調整池は周囲約２ｋｍにわたり、散策路やジョ

ギングコースとして開放しています。車の通行もなく、
鳥のさえずりものどかに聞こえます。
ここからは、鈴鹿山脈（雲母峰～御在所岳～釈迦ヶ

岳～竜ヶ岳～藤原岳）が目の前に広がり、市街地から
とは違った、構造物に邪魔されない壮大な眺めを楽し
むことができます。
目を転じれば、北勢地方の市街地、また四季折々の

草花も楽しむことができ、ウォーキングやジョギング、
犬との散歩を楽しむ方々に人気を集めています。
お近くにお越しの際は、自然豊かな菰野調整池を散

策してみてはいかがでしょう。

■梅の隠れた名所「菰野調整池」

http://yabuhara-half.jp/


イベントカレンダー

中部管内関連のイベントカレンダー

【 平成３１年３月 】

日 曜 機構イベント 地域のイベント
1 金
2 土 ・花火の歳時記（下呂市）
3 日 ・愛知池駅伝大会（日進市）
9 土 ・花火の歳時記（下呂市）
23 土 ・花火の歳時記（下呂市）

・須波神社春の祭典（飛驒金山）～２４日
24 日 ・名古屋城 桜まつり（名古屋市）～４月

８日
28 木 「水通信」配信予定
30 土 ・花火の歳時記（下呂市）

編集後記

【中部支社担当課：中部支社 利水者サービス課】

今季の冬が始まる前は暖冬の可能性も指摘されていましたが、２月の連休に北日本を襲った寒
気は、観測史上最強レベルだったそうです。
立春はとうに過ぎたものの、三寒四温の言葉通りまだ寒い日は続くのでしょうが、豊橋市向山
緑地の梅林園では梅が咲きほころび、季節は確実に春へと向かっています。
梅が春の訪れを告げるように、身の回りの植物や動物
たちは、季節の移ろいを私たちに知らせてくれます。気
象庁では、「生物季節観測」として、植物の開花日や紅
葉した日、動物の初鳴日や初見日をそれぞれ観測し、気
象状況の推移を把握するのに活用しているとのことで
す。
有名なものには「さくら」の開花日、満開日がありま
すが、この他に「ほたる」の初見日、「かき」の開花日
など、さらには「えんまこおろぎ」の初鳴日や「からま
つ」の発芽日というものもあり、季節の変化を生き物た
ちがいかに告げているのかを知ることができます。
日に日に暖かくなるこの時期、今度の週末は我流で生
物季節観測を行い、春の訪れを見つけてみたいと思いま
す。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

今月の水通信はいかがでしたでしょうか。
「水通信」に対して、ご要望、ご意見等がございましたら、下記アドレスまでご連絡ください。
mailto:chubu_water@water.go.jp

＊＊＊『第１６６号は、３月下旬に発行する予定です。』＊＊＊

☆中部管内事業所のホームページアドレスは、以下のとおりです

中部支社： http://www.water.go.jp/chubu/chubu/
豊川用水総合事業部： http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/
木曽川水系連絡導水路建設所： http://www.water.go.jp/chubu/kisodo/
愛知用水総合管理所： http://www.water.go.jp/chubu/aityosui/
木曽川用水総合管理所： http://www.water.go.jp/chubu/kisogawa/
岩屋ダム管理所： http://www.water.go.jp/chubu/iwaya/

■春の到来を告げるウグイス（名古屋城）

mailto:chubu_water@water.go.jp
http://www.water.go.jp/chubu/chubu/
http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/
http://www.water.go.jp/chubu/kisodo/
http://www.water.go.jp/chubu/aityosui/
http://www.water.go.jp/chubu/kisogawa/
http://www.water.go.jp/chubu/iwaya/


阿木川ダム管理所： http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/
徳山ダム管理所： http://www.water.go.jp/chubu/tokuyama/
長良川河口堰管理所： http://www.water.go.jp/chubu/nagara/
味噌川ダム管理所： http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/
三重用水管理所： http://www.water.go.jp/chubu/mieyosui/

発行者：水資源機構中部支社
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