
利根川の源流で巨大な
ウォータースライダー発見！
…これ、なあに？

これって、

なぁに

これって、

なぁに
??
プールじゃないよぅ。矢木沢ダムの洪水吐きから水が川に流れ落ちてい
るところだよ。矢木沢ダムの洪水吐きは「スキージャンプ式洪水吐き」という
形式なんだ。ちょっと珍しいよね。
「洪水吐き」とはね、融雪や台風や大雨によりダム湖に流入する洪水のう
ち大部分をダム湖に貯めて、下流の川に流しても安全な量の水を放流する

設備のコトなんだ！
この「スキージャンプ式洪水吐き」では、ダム湖から放流された水は河道
に落下し、河道内で水の勢いを軽減するんだって。
洪水期の前に洪水吐きゲートを実際に操作し、支障なく動作するかを確
認しているんだけど、今年 5月18日（日）の点検は４年ぶりに放流を伴う点
検となって、約 1,400 名もの方がこの点検の様子を見に来てくれたんだ！

8月27日（水）、「第 36 回全日本中学生水の作文コンクール」の
優秀賞受賞者である東京都在住の女子中学生 2 名に「浦山ダム一

日管理所長」として、業務を通じてダムの果たす役割や水の大切さを体験していただきました。
当日は、「浦山ダム一日管理所長」の委嘱状を荒川ダム総合管理所長より交付し、浦山ダムの管理を中心とした概要説明

後、巡視船に乗船し、秩父さくら湖の巡視、管理用通路（監査廊）をモノレールに乗ってダム地下に降りてもらい、普段実施して
いるダムの点検を体験していただきました。浦山ダムからの放流水を利用して発電している水力発電所も東京発電㈱の協力
のもと見学することができました。
お二人からは後日御礼のメールが管理所に寄せられ、「船に乗ってダムを見られたこ

と、ダムの内部に入れたことなど普段経験できない体験ができて良かった」、「アオコや赤
潮など水質問題に対していろいろな施設を整備されていることに感心した」、「水の大切
さをより深く知ることができた」など感謝の気持ちが綴られていました。また、お二人とも
秩父にも興味を抱いていただき、「来春には家族でまた訪れたい」とのことでした。
ダムの大切さについても理解して頂いたようで、職員一同大変うれしく思っています。
今後も引き続きダムのはたらき、必要性について一般の方々に理解して頂けるよう努め
て参ります。

荒川ダム総合管理所（埼玉県）

女子中学生が「浦山ダム一日管理所長」に就任！

1日
所 長
体験

ゴンドラで
ダム堤内へ…

監視カメラ
を操作

水の週間イベント報告
浦山ダム

浦山ダム体験見学会
普段は入ることの出来ないダム
管理用通路（監査廊）や水力発
電施設の見学、巡視船に乗船し
てダム貯水池巡視を体験等の貴
重な機会でもあり、３００名以上
の方々にご来場いただきました。

8月3日

比奈知ダム施設見学会
多くの関係者のご協力を
いただき、ダム施設見学
会のほか、働く車の展示、
地元物産展等の催しを行
いました。

布目ダム施設見学会
山添村をはじめ多くの関係者
のご協力により、ダム施設見学
のほか、水生昆虫観察会、木工
教室等の催しを行いました。

大山ダム

大山ダム施設見学会
大山ダム監査廊内の見学やダム湖の湖面巡視体験を実施。ご
来場いただいた方からは、「ダムの大きさを実感した。」「貴重な
体験ができた。」「夏休みの思い出になった。」等のご感想をいた
だきました。
同時開催で日田漁業協同組合主催の「大山ダムふれあい魚ッチ
ング」も開催され、「鮎のつかみ取り・鮎の塩焼体験」等が実施さ
れ、会場は子ども達の笑い声でいっぱいになりました。

8月3日

徳山ダム見学会
ダム内部を一般開放し、ダ
ム天端を通りエレベーター
でダム堤体内に入り、利水放流ゲートや監査廊を見学してい
ただきました。
平日にもかかわらず、約70人の方に訪れていただき、徳山ダム
の機能や役割について、理解を深めていただけたと思います。

利根川源流まつり
（利根川源流まつり実行委員会主催）
イベントには、2,400人もの方が来場されました。
沼田総合管理所では、奈良俣ダム堤体内の案内とならまた
湖巡視体験を実施したところ、延べ400人を超える方々に参
加していただきました。

奈良俣ダム

徳山ダム 8月1日

比奈知ダム 8月3日

三重県防災対策部
による地震体験も

布目ダム 7月27日 奈良県
防災航空隊による
ヘリの救難救助
訓練も！

7月27日

水の週間イベントin霞ヶ浦
船による湖上観察体験を実施。
普段は陸から見ている霞ヶ浦を
湖面から見ていただきました。
当日は天候もよく、体験された
お客様も船酔いすることなく、
楽しんで頂けたご様子でした。

霞ヶ浦（利根下流） 8月3日

本　社

コクーン新都心「水の日キャンペーン」
水に関するクイズやダムの塗り絵コー
ナー、パネル展示や水とのふれあいフォト
コンテストの作品展示等を行いました。
また、埼玉県企業局様より、ペットボトル
水「彩の水だより」（高度浄水処理水）を
ご提供いただき、イベントに参加してくだ
さった方へ配付させていただきました。

7月28日から8月3日

8月1日～7日の「水の週間」関連行事として水資
源機構が取り組んだイベントの一例をご報告！
たくさんのご参加、ありがとうございました！

8月1日～7日の「水の週間」関連行事として水資
源機構が取り組んだイベントの一例をご報告！
たくさんのご参加、ありがとうございました！

親子ダム見学会
奈良県と共催で実施。奈良県の桜
井浄水場、室生ダム、布目ダムを
バスで巡る見学会。
28名11組の親子に参加いただ
き、利き水では「水道水がとてもお
いしい」との感想もいただきました。

関西支社 8月4日

ひよし夏祭り2014
（日吉町観光協会主催）
協賛イベントとして、常用洪水吐き
ゲート室の内部を特別に一般公
開。約100名の見学者からは、
ゲート設備の大きさに驚きの声が
上がったり、熱心に質問されるな
ど、有意義な企画となりました。

日吉ダム 7月20日
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