
香川用水施設緊急対策事業 現地工事が本格化
－ 報道機関工事見学会開催のお知らせ －

香川用水は、昭和50年に管理を開始して以降、香川県内に農業用水、水道用水、

工業用水を供給している重要なライフライン（さぬきの大動脈）です。

管理開始から46年が経過し、老朽化が確認された施設及び南海トラフに代表され

るような大規模地震の発生が危惧され、耐震性を有しない施設への対策が必要となっ

てきたことから、令和２年８月に「香川用水施設緊急対策事業」に着手しました。

（ ）本事業の主たる工事である高瀬支線水路の改築工事 三豊市山本町及び高瀬町地内

が令和3年10月下旬から現地にて本格化しました。

このたび、報道機関の皆様に現地での工事状況をご覧いただき、事業についてご紹

介する工事見学会を別紙のとおり開催しますので、お知らせします。

令和３年１１月３０日

独立行政法人水資源機構
関西・吉野川支社 吉野川本部
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令和３年１１月３０日

報 道 機 関 各位

香川用水施設緊急対策事業 高瀬支線水路改築工事見学会 開催のお知らせ

香川用水施設緊急対策事業で実施している高瀬支線水路改築工事の状況を、報道機関の

皆様に現地にてご覧いただく見学会を下記のとおり開催します。

記

令和３年１２月７日（火）午前１０時から正午（少雨決行）１．日 時

※当日の状況により見学会を中止する場合は、見学会に参加される報道機関

の代表者の方へ別途お知らせします。

香川県三豊市高瀬町羽方地内（別紙案内図をご参照下さい）２．場 所

３．見学会参加方法

（１）取材申込書による事前受付

工事見学会は、現地での安全確保のため、別紙取材申込書に必要事項を記載いただき、

（ （ ） ） 。（ 。）事前に参加受付 １２月６日 月 １６時迄 をお願いします 当日参加はできません

また、工事現場の安全確保やスペース等の制約上、各機関からの参加人数を３名迄（ス

タッフ等を含む）に限定させていただきます。ご了承下さい。

（２）集合場所及び時間

別紙案内図に示す集合場所にて午前９時３０分から受付を開始し、午前９時５０分まで

に参集をお願いします。時間までに受付がない場合は、見学会に参加いただけません。

車両で来訪される際は、現地係員に取材申込書に示された会社名と代表者名をお伝えい

ただき、誘導に従って駐車をお願いします。

４．見学会スケジュール

10 00 見学会開始・説明（20分）:
香川用水施設緊急対策事業及び工事概要説明（資料は現地にて配布します）

見学会のスケジュール、諸注意等の伝達

10 20 工事現場見学（工事現場内は徒歩で移動 （90分）: ）

①９号立坑にて鋼管のつりこみ作業などの工事状況を紹介

②10号立坑にて既設管路に挿入された鋼管の状況を紹介（10名程度の交代制）

11 50 見学会終了（解散）:



５．見学会参加にあたってのお願い（留意事項）

○ヘルメットをご持参いただき、工事現場見学中は常時着用をお願いします。ヘルメッ

、 、 。トをお持ちでない方は 貸与しますので 別紙取材申込書に借用希望数を記載下さい

○服装や靴は、動きやすく泥はね等しても差し支えないものを着用下さい。

○工事現場の安全確保のため、見学中は現地係員の誘導に従って行動をお願いします。

○報道機関名が分かるように腕章、名札等の着用をお願いします。

○見学会途中での参加や退席はできません。やむを得ず見学会を途中退席せざるを得な

い場合は、現地係員に申し出て下さい。

○工事見学中のご質問への応答やカメラ撮影は、安全確保や見学会の進行上、現地係員

の案内に従ってご対応いただきますようお願いします。

○感染症拡大防止のため、見学会参加中はマスクの着用をお願いします。また、見学会

当日に発熱があるなど体調が優れない場合は、参加をご遠慮下さい。

○少雨の場合でも見学会は開催しますが、各自雨具（合羽など身につけるもの 、タオ）

ル等をご持参下さい。

○見学時の工事の進捗状況により、内挿管の挿入状況をご覧いただけない場合は、あら

ためて施工状況の写真等を提供します。

６．お問合せ先

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 吉野川本部

総務課長 舩越（ふなこし）

電話（０８７）８３５－６６００
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【参考】 水資源機構が管理する香川用水施設

区 分 供給対象

農業用水 ８市６町 受益面積 23,670ha

水道用水 ８市５町 供給人口 94万人

工業用水 坂出市・宇多津町・丸亀市 38社
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綾川浄水場
■

■

東部浄水場

中部浄水場

■

■西部浄水場

対策施設
（取水工～土器川水位調節堰間）
取水工 １箇所
長野川水路橋 １箇所
東部幹線水路 約１ｋｍ（４施設）
高瀬支線水路 約４ｋｍ

工 期 令和２年度から令和６年度まで
事業費 ３８億円

高瀬支線水路

取水工

長野川水路橋

東部幹線水路
長野川水路橋
香川用水記念公園内

吉野川からの取水工

緊急対策事業着工までの経緯
平成２６年 ３月 南海トラフ地震防災対策推進地域に指定
平成２９年１０月 高瀬支線水路（三豊市高瀬町羽方地先）で漏水事故発生
令和元年 8月 緊急対策事業の新規着工要求
令和 ２年 ８月 事業実施計画認可（事業に着手）

【参考】 香川用水施設緊急対策事業の概要
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・管理開始（昭和50年）40年以上が経過し、
施設の経年劣化が顕在化。
・高瀬支線水路（農業用水及び水道用水の
共用区間）では、管本体の破裂による大規
模な漏水が発生するなど、緊急的な対策が
必要。

老朽化対策

・南海トラフ巨大地震の発生確率が高く、中
央構造線・長尾断層による直下型地震も想
定されている。
・施設の耐震性を評価した結果 、所定の耐
震性能を有していない施設が確認され、災
害抑制のために早期対策が必要。

大規模地震対策

←（左）
主な海溝型地震の評価
結果（30年以内発生確
率）
※地震調査研究推進本
部HPより

（右）→
※内閣府「南海
トラフの巨大地
震モデル検討
会」（第二次報
告）H24.8資料
を引用し、香川
用水施設位置を
重ねたもの

←（左）
漏水の状況
（H29.10.10）
※高瀬支線水路

宮川サイホン

（右）→
ＰＣ菅破損状況

（管の直径1,500mm）

【参考】 香川用水施設緊急対策事業の目的
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【参考】香川用水施設緊急対策事業 高瀬支線水路改築工事
工期：令和２年10月31日 → 令和４年８月21日 施工：株式会社大林組 四国支店

立坑より新設管を地
下に降ろす

管の運搬 据付、溶接 裏込め注入

内挿管挿入工法 施工手順

幹
線
導
水
路

高瀬支線水路

工事施工位置図
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高瀬支線水路 全長約４ｋｍを全面的に改築中

立坑（１２カ所）から既存の管路に鋼管を挿入する工事を行っています



香川用水施設緊急対策事業 高瀬支線改築工事見学会 案内図

工事見学会場

県道羽方豊中線（225号）

駐車場

工事見学会場

宝山湖方面さぬき豊中IC方面

国道377号方面

至 財田

さぬき豊中ＩＣ

至 高松

至 観音寺

●ゆめタウン三豊

県道２２５号線

●西部浄水場

会場●
琴平カントリークラブ

国道３７７号線

テーブルマーク●

香川県広域水道企業団

至 高瀬

砂川

六の坪

●宝山湖
コンビニ●ヤマザキショップ●

至 高松
至 観音寺

至 二ノ宮小学校

■日 時 令和３年12月７日（火）
現地受付 ９時30分～9時50分
見学会 10時～11時50分

■会 場 高瀬支線水路改築工事
9号立坑設置工事現場

（香川県三豊市高瀬町羽方地内） 集合場所・受付

ＱＲコードをスマート
フォンカメラでスキャン
すると周辺地図が表
示されます。



独立行政法人水資源機構　関西・吉野川支社　吉野川本部　総務課　宛

会社名

取材者名
（代表者名）

連絡先

同行者数 名

ヘルメット
該当する方に○

個

○少雨の場合でも見学会は開催しますが、各自雨具（合羽など身につけるもの）、タオル等をご持参下さい。

香川用水施設緊急対策事業　工事見学会（１２月７日（火））　参加申込書

下記に必要事項を記載いただき、１２月６日（月）１６時までにFAXにて連絡をお願いします。

見学会参加にあたってのお願い

○マスク着用等の新型コロナ感染症拡大防止のための措置にご協力をいただき、当日体調不良の場合の取材
  はご遠慮ください。

○工事見学会中は、安全確保のため、ヘルメットを着用し、現地係員の案内・誘導に従っていただき、進行の
　妨げになるなど、他の参加者のご迷惑になるような行為はお控えください。

FAX　０８７－８３５－６６０４

持参します

同行者（スタッフを含む）は、取材者
（代表者）を含め３名以内でお願い
します。

借用します

○当日集合場所にて午前９時３０分から受付を開始し、午前９時５０分までに参集をお願いします。
　時間までに受付がない場合は、見学会に参加いただけません。


