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今の日本は、蛇口をひねればすぐに水が出て、不

自由なく使うことができます。喉が渇いた時、顔を洗

う時、お風呂に入るとき、歯を磨く時、必ず水を使

います。人は水がなければ生きていけないにも関わ

らず、水の有り難みを忘れてしまっているように感じ

ます。

私は、今年１月に「水の天使」に就任したことで、

水を意識して生活するようになりました。水を出した

ままにせず、こまめに止めること、使った水がその後

辿る道のことも考え、できるだけ綺麗な水を流すこ

と。ですが以前は、節水という言葉を知っていても、

自ら進んで行うことがありませんでした。

水は、「限りある」ものです。人は水に支えられ、

生活できています。水を大切にするということは、

私たちの命を守ること。その意識が定着することが、

重要だと思います。

８月１日は「水の日」、そして、この日から一週間

は、「水の週間」です。今まで、水について深く考え

たことがなかった人も、この日をきっかけに、水につ

いて考える機会が増えれば、と思います。そのため

に必要なことは、懸命にアピール活動をすることだと

思います。コマーシャルやポスターで呼びかけをし

たり、小さなお子さんから大人まで全員が楽しめる、

水をテーマとしたイベントを開き、水に親しむ機会

を増やすことなどです。まずは、多くの人の目に留ま

ることが大切だと思います！

そして、私が一番伝えたいことは、「日本の水を支

えるために、日々努力を重ねる方々がいらっしゃる」

ということ。その方々は、水に「愛」を持って、技

術開発や改良に務めています。また、日本には、世

界に誇れる水の技術がたくさんあります。そのことも

知ってもらいたいです。

日本にいると薄れがちな、水の有り難みを、水の

日を中心とし、日本全体に広めていきたいです。水

の天使として、私もアピールに努めてまいります！

下水汚泥を肥料として活用するビストロ下水道の農作物を手にして 太田国土交通大臣と水の大切さとそれを支える人々について懇談

すい滴•3

水の日のアピールを！

2015 年度ミス日本「水の天使」　柴田　美奈
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西川　今回は、国立研究開発法人 土木研究所　水災
害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)で、
災害リスクアセスメントや災害情報の効果的活用法の
研究に取り組まれている大原美保さんにおいで頂きま
した。よろしくお願いいたします。
大原　よろしくお願いいたします。

●減災効果の伝え方

西川　水資源機構は、水に対するさまざまなリスクに
対応しています。１つは大雨が降った時の洪水対策、
もう１つが渇水対策です。水は、多すぎても困るし、
少なすぎても困る。どううまく人間の生活とマッチさ
せていくかが、課題です。一生懸命、リスクを回避し
ても、被害が出ないとニュースにはならないのです。
大原　それは防災・減災に全部共通して言えますね。
防災は縁の下の力持ちなので。
西川　縁の下の力持ちなので、うまく行ってあたり前、
失敗したら怒られるという難しさがあります。

大雨が降ると、上流にあるダムを操作して洪水をダ
ムに貯め込み、下流があふれないようにしているので
すが、出来てあたり前と思われている。ダムの放流に
は操作規則がありますが、それに加えて、いろいろと
工夫しているのですが、その努力が見えにくい。下流
の水位を50センチ下げる努力をしたと、専門用語で
説明しても「何だ、それ」となってしまいます。
大原　もともと何メートルかを知らないと、50センチ
と言われても価値が分からないですよね。災害対策を
進める上では、その対策による減災効果を説明してコ
ンセンサスを得る必要がありますが、これはなかなか
難しいことだと思います。

昨年９月11日に北海道で初めてとなる大雨特別警
報が発表され、札幌市等で約90万人に対する避難勧
告が出されました。札幌市と言えば、市の中心部を流
れる豊

とよひらがわ

平川が有名ですが、この豪雨では豊平川沿いで
は避難勧告は出ていません。気になって資料を調べた
ところ、上流の豊

ほうへいきょう

平峡ダムに水を貯め、ピーク流量を
95％カットし、下流の水位を２メートル下げることが
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できたという報告がありました。この豪雨では、札幌
市で33年ぶりに避難勧告が発表されたため、マスコ
ミでもかなり報道されましたが、この流量カットの事
実はほとんど報道されていません。

ダム操作の減災への貢献については、折に触れて、
もっとアピールされたほうがいいと思います。
西川　河川工学を勉強した人は、２メートル水位を下
げたことがいかにすごいか分かるのですが。

京都にある日吉ダムでは、数年前、ちょっと工夫し
て、「下流のほうで水防団が出なくて済みました」とい
う説明をしたことがあります。それは結構分かりやす
かった。水防団はその地域を守るお父さんやお兄さん
であり、警戒にあたるため、真夜中に土のうを積みに
出て行くわけです。水防団は出動しなくて済んだとい
う説明を見て、あ、こういう風にすれば、人間の感覚
で少し分かるのかなと思いました。
大原　災害リスクや減災効果を住民に説明する際に
は、もっとヒューマンスケールや人々の生活に照らし
合わせた表現を使った方が良いと思います。

想定浸水深の説明でも、50センチというのと0.5メー
トルというのと膝位というのでは、全然、情報の受け
止め方が違ってきます。50センチと言われて、わが
子の身長に対してどの程度の深さなのかピンと来なく
ても、膝位と聞けば「ウチの娘の腰位だな」などと想
像できると思います。ヒューマンスケールで伝えるこ
とにより、同じ値の情報でも、リスクや対応行動の豊
かなイメージにつながると思います。

同様に、住宅でも、３mの浸水と言われてピンと来
なくても、１階がほぼ水没と言われれば、事の甚大さ
がわかります。
西川　子どもの腰位まで水が来たら、とてもじゃない
が、子どもを連れて避難できる状態じゃない。
大原　災害リスクの効果的な伝え方について、土木工
学だけでなく、いろんな人が参加して学際的に議論し
ていけば、さらに減災効果の高い表現方法が見つかる
のではないかと思います。

●平常時からの一般市民との
　コミュニケーション

西川　私どもは、三重県の伊賀市に川上ダムを建設
するところですが、ダム検証には時間がかかりました。
水害を防御し、水を安定的に供給するには多目的ダム
を造るしかないという結論に達し、やっとゴーサイン

が出たのですが、どうわかりやすく説明するか、つく
づく難しかったようです。
大原　まだ起きていない災害に対する効果を理解し
てもらうのは、大変なことですよね。
西川　最近、ダムファンの方が増えてきました。彼ら
は私達より説明するのがうまい。完全に第三者の立場
で、「このダムはこういう点が優れている」とか、「こ
のダムはこういうところで頑張っている」とか、うま
く説明して下さるのでありがたいです。
大原　管理者が説明するより、第三者が客観的に見
て評価してくれたほうが信頼がおけるのでは。

私は土木工学科の学生時代に何が良かったかという
と、ダムの工事現場など多くの現場を見学させていた
だいたことです。まさに「百聞は一見に如かず」であり、
現場から学ぶことの重要性を知りました。実際の現場
を見せていただくと、土木構造物に対する親しみがわ
きますね。土木構造物のファンを増やすには、一般公
開や親子見学会が重要だと思っています。現場の方に
とっては手間のかかることだと思いますが、そういう
機会を一般市民に提供して下さることで、もっともっ
とファンが増えてきて、災害対策への理解につながり、
将来、土木工学を志してくれる学生が増えることにつ
ながるのではないかな。（笑）
西川　今、小学校の４年生は、社会科で水道のことを勉
強しているようで、私どもの施設を見学に来てくれます。
大原　小学生時代の見学は、後の人生を変えちゃうよ

プロフィール：大原美保さん
福岡県生まれ。1999年３月　東京大学工学部土木工学科
卒業。2001年　東京大学大学院工学系研究科社会基盤工
学専攻修了、2005年博士号取得。2008年東京大学生産
技術研究所／総合防災情報研究センター准教授。2014年
から水災害リスクマネジメント国際センター（ICHARM）
主任研究員及び政策研究大学院大学連携准教授。
※ICHARM （The  International Centre for Water Hazard 
and Risk Management ）
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うなところがあると思うので、施設の公開には、ぜひ
力を入れていただきたいと思います。

●防災頭巾が人生を変えた

大原　私がなぜ防災を志したかというと、それは防災
頭巾との出合いからなのです。私は小学校低学年まで
福岡県にいましたが、2005年の福岡県西方沖地震ま
では、福岡は地震が少ないところだと思われていまし
た。当時、私が通っていた小学校では防災頭巾を置い
ていなかったのですが、その後、東京に転校したら、
なぜか、椅子の上にクッションのようなものが置いて
ある。「何だ、こりゃ」と思ったら、地震時に避難する
ための「防災頭巾」だという。「えっ、地震って何な
の？」「なんで日頃から被り物をお尻の下に敷いて授
業を受けなければいけないの？」というのが、本当に
カルチャーショックで、私の人生の中に、地震という
キーワードが入ってきた瞬間でした。

多摩川は、1974年９月の台風で堤防が決壊したこと
があるのですが、私が転校したのは、この破堤点の近く
でした。ですので、どこで見たのかわかりませんが、濁
流に家屋が流される写真など、今でも頭に残っています。

福岡県に居た時は平和だったのに、東京に引っ越し
てきたら、なんと、いきなり地震と水害のリスクに向
き合うことになって、初めて世の中には災害リスクが
あることに気がついたのです。私がその後、防災に関
心を持ったのも、小学校でのカルチャーショックの影
響だと思っています。

サケは、生まれた川に帰ってくると言います。子供
向けの一般公開も、将来、その分野の仕事につく人が
１人位出るかもしれないほどのインパクトがあるもの
だと思うので、長い目で見た「カム・バック・サーモン」

効果を目指して、ぜひ続けていただけたらと思います。

●老朽化とリスクコミュニケーション

西川　私どもの造った施設は、そろそろ40年とか50
年とか、結構、年数が経っています。さすがに施設や
機械が老朽化して、全面的に更新しないと間に合わな
い。関係者に費用負担をお願いしなければなりません。
そこが、難しい問題です。

老朽化のリスクを説明していく際、壊れた場合の影
響は、施設によっても、物によっても大分違う。ここ
の場所は壊れると直すのに１週間かかるとかここは３
か月かかるとか。
大原　それを説明する際は、期間とか日数で説明され
るのですか、それとも、コストやお金で説明されるの
ですか。
西川　両方です。壊れた時の深刻度、あるいは何日間
とか、何週間、何か月とか、そこを区切って、これか
ら説明していこうと思っています。
大原　最近、地震の被害想定でも、南海トラフの巨大地
震で被害総額220兆円、首都直下地震で95兆円などの
ように、金額のみがマスコミでクローズアップされます。
しかし、何兆円と言われも、具体的に私の生活にどう影
響するのか、イメージできません。人々が災害リスクを
理解する際は、自分の生活に照らしあわせて、そのリス
クを許容できるかどうかを判断して、対策に賛成できる
か、自ら対策を行うかというような意思決定を行います。
ですから、災害に関しては、金額だけでなく、生活への
支障やサービスの途絶日数・途絶圏域の広さなど、災害
がその人の生活にどのような影響を及ぼすのか具体的な
イメージができる材料を与えた方が、対策へのコンセン
サスを得られるのではないでしょうか。

●減災は一日にして成らず

西川　先生は海外のプロジェクトとか共同研究をやっ
ていらっしゃいますね。
大原　昨年４月から、ICHARMのリスクマネジメント
チームに所属し、フィリピンやミャンマーなどの開発
途上国での洪水リスクアセスメントや洪水対応計画の
策定を支援する活動に関わっております。前職は大学
におりましたが、今の所属先は、研究から社会への実
装まで幅広い活動を行っており、「災害リスクマネジ
メントの実践」に関わる機会が増えたと感じています。

特集
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日々の活動が減災につながっていると実感でき、大変
やりがいがあります。

災害リスク情報を活用して災害被害を減らすには、
図に示したような、「災害リスク情報の生産・伝達・
受容」という３つのプロセス全てが必須です。洪水ハ
ザードマップを印刷しただけでは、洪水の人的被害
は減りません。そのマップが作成（生産）され、住民
一人一人まで届き（伝達）、浸水想定を理解して受け
入れ（受容）、いざ洪水時に正しく避難を行ってこそ、
はじめて被害を減らせる（減災）のです。本当に、「減
災は一日にして成らず」だと痛感しております。

しかも、この３つのステップには、異なる分野の人々
が関わっているんです。例えば、災害リスク情報の生
産は理学・工学、伝達は行政やマスコミ、管理者など、
受容は地域の住民や事業所等のステークホルダーに
関係しています。３つのステップを通して減災を実現
するというのは、これらの全ての関係者が連携して働
くということであり、まさに総力戦だと思っています。

日本では、水防法に基づき洪水ハザードマップが作
成されていますが、前職の東京大学総合防災情報研究
センターで毎年行っていた災害意識に関する全国定点
調査では、洪水ハザードマップを知っているのは約３

割程度でした。洪水ハザードマップによるリスク情報
の生産は行っていても、住民レベルまでの伝達やその
先の受容には、まだまだ課題があるということですね。
西川　フィリピンは、アジアの中でも気象予報のレベ
ルは高いのではないですか。
大原　フィリピンでは、ミャンマーに比べれば、気象
予報のレベルも高く、洪水ハザードマップも都市部で
は作成されていますが、農村部ではリスク情報は公表
されていません。水防法に基づき、全国的な整備が進
んでいる日本と異なり、リスク情報の生産活動に地域
的なバラつきがありますね。また、2013年の台風30
号（ハイエン）はレイテ島に高潮被害をもたらしまし
たが、現地調査報告によれば、多数の住民が高潮の
警報を理解できず、避難していなかったそうです。伝
達・受容については、世界共通の課題だと思います。

ICHARMでは、洪水氾濫解析・リスクアセスメント
や行政職員向けの研修などの活動を通して、各国で災
害リスク情報の生産・伝達・受容プロセスを支援する
活動を行っています。災害リスクマネジメント技術を
現地に適した形で提供することで、各地での将来の減
災に貢献できたらうれしいですね。

●リスクの受容は、本人が決める

西川　やはり、社会の制度が違うと感じましたか。
大原　アジアの洪水常襲地帯では、人々が洪水に適
応しており、「災害」というよりは、「毎年の風物詩」
のような受け止め方をしていますね。洪水に備えて、
あらかじめ高床式の家に住んでいる場合も多いです。
現地を訪ねて改めて学んだのは、リスクとどう向き合
うかはその人が決めるものなのだということです。高
いリスクの家に住んでいても、その人の意思ならそれ

リスク情報による減災のプロセス

フィリピンの活動地域にて（右から５番目が大原氏）

外力の観測
（データ蓄積・リアルタイ

ムモニタリング等）

自然環境・社会環境
のデータ

（地盤、建物、人口等）

災害リスク情報の生産

（自治体、管理者、マスメディア等）

減災

災害リスク情報の伝達

災害リスク情報の受容
（住民、ステークホルダー）

長・中・短期・リアルタイム情報

課題：一般住民に
おける正しい理解
と減災行動の促進

課題：効果的な
伝達方法の普及

課題：更なる
精度向上

効果的な受容効果的な受容
につながるにつながる
情報の生産へ情報の生産へ

ミャンマーの農村地域の高床式の家
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でいい。但し、私はリスクをちゃんと理解して納得し
て、自分の許容できる範囲の中で、リスクを受け入れ
て住むことが重要だと思っています。そのためには許
容できるリスクを判断してもらわなければならないか
ら、リスク情報をちゃんと伝えてあげたい。防災・減災っ
て、おせっかいなんだなと思っています。
大原　私はリスクを知らないままに災害で亡くなって
しまうのが一番悲しいことだと思っています。1995年
の阪神・淡路大震災は午前５時46分という早朝に発
生し、6,434人が亡くなりましたが、その８割は倒壊
した家屋や家具の下敷きになって亡くなったと言われ
ています。事前に阪神地域での地震リスクを知らずに、
寝ている間に揺れにあい、圧死された方が多数いたと
思います。自分の生死を分けることに対して、リスク
を知らず、事前に対策を選択できていなかったなら、
亡くなった方は大変無念だったろうと思います。

2011年の東日本大震災でも、同様のことを感じま
した。内閣府・消防庁・気象庁が東北３県の仮設住宅・
避難所で行った面接調査によれば、避難警報を聞い
た人の割合は４割位でした。津波警報を全く聞かずに
津波で流された人が多数いたということであり、これ
らの人々もさぞかし無念だっただろうと思います。

災害の危険性を漏れなく人々に伝え、自らの対応を
選択できる世の中であって欲しいですね。

●流域としての問題解決に向けて

西川　水資源機構では、川の流域ごとに、みんな立
場が違うので、その人達の利害調整を、ひたすら国
内でやって来ました。そのノウハウをもとにIWRM

（integrated water risk management）という、河川の
流域ごとにお互いに情報交換して、議論し納得して、

「流域として問題解決に導きましょう」ということで、
日本での経験をもとに、アジア各国で説明して廻って
いますが、結構、好評です。
「それぞれの利害を調整しないと問題解決できませ

ん」と説明すると納得されるので、私どもの経験をも
とに情報提供ができると思っています。
大原　先ほどもお話しましたが、災害リスク情報を活
用した減災は、様々なステークホルダーによる総力戦
です。解析などの技術だけではなく、解決策をつくる
ノウハウの部分も、世界に広く普及させていくことが
重要だと思います。
西川　水は多すぎると災害になるし、足りなければ渇

水災害になる。それぞれのリスクをどの程度、受容で
きるかは立場によって違う。そこをどう組み合わせて
いくか、結構、大きな仕事だな、と思います。
大原　ひと筋縄では行かないけれど、実現できたら皆が
助かるというところが、防災・減災の魅力だと思ってい
ます。ぜひとも世界への情報発信をお願いいたします。

●大学や病院での防災訓練の経験

西川　東大では防災訓練をされたそうですね。
大原　前職の東大では、大学キャンパス全体や学内にあ
ります東大病院の防災訓練にも関わっておりました。
西川　我々も日常的に水害対応の訓練とか、万が一、
機械が故障した時とか、本社の訓練とか、いろいろ場
所を変えてやっていますが、病院の訓練はご苦労も多
かったようですね。

大原　まず訓練は、シナリオを作るのが一番難しくて、
シナリオを作ることが、正に訓練なのです。また、病
院には、医師、看護師、事務員、外来患者、付添者
など様々な人がいますので、訓練の企画に誰を巻き込
むかも大変です。

病院の防災訓練では、傷病者のメークをして訓練を
行うので、数年間訓練を続けたところ、担架で運んで
いるシーンなど本格的な写真や映像が蓄積されてきた
ことに気が付きました。写真や映像を使って事前に災
害対応のシミュレーションを行うものをつくれば、防
災訓練に参加できなくても、バーチャルで訓練ができ
るのではないかと思い、病院の救急部の医師のご指導
の下、病院向け災害対応eラーニングを開発しました。
病院には入院患者さんがいますし、看護師も三交替で
働いていますから、職員が100％防災訓練に参加する
ことは不可能です。そういう点で、病院では災害対応
eラーニングのニーズが高いと考えて、取り組みまし
た。実際に、1,000人以上の医師、看護師の方に学習

特集
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していただき大変好評でした。
この活動に対しては、教職員向けの東京大学総長

賞（業務改善部門）をいただきました。工学と医学の
コラボを学内で評価していただけたことは、大変うれ
しかったです。

●災害対応力をどう向上させるか

大原　防災訓練はたかだか年１- ２回ですから、防災
訓練ごとに「ああ、終わった」と燃え尽きるのではなく、
平常時からいかにして災害対応のスキルを維持するか
が、もっと重要です。というのも、防災訓練の担当になっ
た人は本当に大変で、貧乏クジをひいたような感じで
す。忙しくて損したというのでは、組織としては全然
高まっていかないです。

大学の防災訓練では、翌年には訓練担当メンバー
の３分の１くらいが異動していなくなり、どうやって職
員のレベルを保つかが、本当に難しかったです。毎年、
上半期は、新しく来た人への説明に労力を使わなけれ
ばならないのです。毎年、訓練しているから、組織と
しては一歩ずつ向上しているでしょと、外からは思わ
れるかも知れませんが、実態は「２歩進んで１歩下が
り」で、前進できないんですよ。

防災訓練などの平常時からの取り組みを着実に
積み重ね、組織の災害対応能力を高めるという、

「BCM(Business Continuity Management)」の実践は、
本当に大変なことだと思っています。
西川　おっしゃる通りですね。実は私どもも去年、本
社で防災訓練をやったのですが、やってみて初めて、

「ところで我々は夜、どこに寝るのかな」と、あわてて
ボンボンベッドを買った。やってみて初めて分かるこ
とは、結構ありますね。宿泊や食事、移動手段の確保
も含めての防災訓練だとつくづく思いました。
大原　防災訓練は想定外のことを無くすためのプロセ

スだと思います。やってみなければ分からないことが
非常に沢山出てきます。

●ドボジョ（土木系女子）の活躍の場を

西川　最後に、なぜ、ドボジョになったのかお聞きし
たいのですが。
大原　私は、もともと生物系に関心がありましたが、
教養科目で土木工学科の先生たちのオムニバス授業
を受けた時に、生き生きと話をされる先生方を見て、
これは人の役にも立つし面白いなと、突然方向転換し
ました。周囲からすると、驚くような方向転換で。
西川　その頃、土木工学科に女性は何人かいたので
すか。
大原　私の学年は、史上初めて女子が８人に増えまし
た。その後、どんどん女子学生が増えてきた時期でし
た。
西川　もっと来て欲しい。わが社にもドボジョが何人
かいますが、少ないんですよ。
大原　土木工学は生活に密着しているので、生活者
の視点から、女性が取り組みやすいのではないでしょ
うか。
西川　まさにこの分野は生活と技術の接点なのです
ね。昔から建築には結構、女性がいますが。
大原　土木は、建築よりはスケールが大きいので、建
築に比べて、多少イメージしづらいところがあるかも
しれませんね。防災・減災は、技術と生活を結ぶもの
ですから、防災・減災は土木分野に興味を持ってもら
うきっかけになるのではないでしょうか。人口の約半
分は女性ですし、男性も女性も同じように災害にあい
ます。防災・減災の分野にも、もっともっと女性が増
えて欲しいなと思います。
西川　ぜひ、新人採用の際にも活用させていただきま
すので。
大原　例えば公開とか見学会で女性の方が説明して
下さるだけでも、女性が関心を持つきっかけになりま
す。長い目で見ると、いろんな所に女性が存在してい
ることで、芋づる式に女性が増えていく可能性がある
と思います。

積極的に女性職員を採用していただければ、その
人達の活躍を通して、女性が目を向ける機会が増える
のではと思います。
西川　そうですね。本日はいろいろと有意義なお話を
ありがとうございました。
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資金を提供する側から調達する立場へ

財務部で資金計画と資金の調達を担当する延平。前
職の政府系金融機関では、融資の審査や契約、債権管

理などに携わっていたという。「『前職の経験を生かし
て即戦力として･･･』と言いたいところですが、正直入
社当初は戸惑いの連続でした。資金を提供する側から、
資金を調達する側へと立場がかわったこともあります
が、予算制度を始め資金の流れなど水資源機構特有の
制度もあり、分からないことばかりで･･･。」と延平は振
り返る。

水資源機構の資金の流れ

　施設の新築・改築事業の場合、国からの交付金や補助金のほか、利水事業者（施設を利用する水道用水、工業用水、農業用
水等の利水事業者）からの負担金によって実施している。国からの交付金等は、毎年度の予算に応じて交付され毎年度毎に精
算を行うが、利水事業者から頂く負担
金の支払い方法には２種類あり、①国
からの交付金等と同様に毎年度、負
担金を頂き年度毎に精算を行う方法、
②利水事業者が供給する水の使用料

（例えば、水道用水であれば家庭やオ
フィスの水道料金）を元に負担金を支
払うことが出来るよう、施設完成後の
割賦支払とする方法のいずれかから、
利水事業者が選択する。

ささえる
Power力

10•水とともに　水がささえる豊かな社会

Profile
財務部資金財務課

延平　千佳子 Chikako Nobuhira
平成 25 年４月、経験者採用職員として水資源機構に入社、現職。

水資源機構の事業は「ダムや水路等の施設の建設
や管理」であり、工事や施設操作といった技術的な業
務や関係者との合意形成といった調整業務を思い浮
かべる方も多いだろう。しかし、その他にも欠かせな
い業務が多く存在する。“円滑な事業の実施のために
必要な資金を確保する”ことも、その一つだ。今回は、
政府系金融機関での勤務経験を活かし、財務部で資
金計画と資金の調達を担当する延平を取材した。

「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。

～選ばれるためのたゆまぬ努力～
真摯



投資先に水資源機構を選んでいただくために

「利水事業者が負担金の割賦支払を選択した場合は、
機構が資金を一時的に立て替えることとなります。国
から財政融資資金を借り入れるほか金融市場で水資
源債券（財投機関債）を発行することによって資金調
達を行っています。水資源債券を購入していただくた
めには、投資家の皆様に財務状態や経営成績等を積極
的に公表し、投資先として選択していただく必要があ
ります。」そのために延平ら資金財務課が奮闘する。
「資料作りでいえば、正確であることは最低条件。ダ
ブルチェックは欠かせません。」と延平は続ける。「そ
の上で、分かりやすい資料づくりを目指しています。
最終的に数枚の資料であっても、下資料や作業はかな
りの量だということを、資金を調達する側の立場になっ
て初めて知りました。」と苦笑い。
投資家の皆様を直接訪問し、機構の業務概要等につ
いてのＩＲ(投資家向け広報活動)も行っている。「説
明を聞いていただける時間は30分程度。相手が知り
たいであろう箇所を重点的に説明するよう心がけて
います。前職の経験もあり、相手が知りたい箇所が説
明の過程で何となく分かることもあります。」このよ
うにして行われる資金調達は、資金計画に基づいて行
われるという。「資金計画は年度毎の予算と連動して
います。予算成立までの間に何度か見直しを行うほか、
事業の進捗に合わせた実際の資金の動きに合わせ、毎
月見直しています。」単位未満の数値にもミスは許さ
れない業務に、日々緊張感を持って臨んでいる様子
の延平。
「また、機構では事業等の将来予測を勘案して、将来
の財務状況のシミュレーションを行っているんです。」
延平は続ける。前提条件を決定し、関係部等から収集
した事業費などのデータや資金計画・財務諸表等の決
算データを踏まえたシミュレーションの結果が、機構
の経営戦略等を決める材料にもなっているとのこと。
今年度延平は、初めてシミュレーションに主体的に取

り組んでいるという。「機構にとって、大変重要な業務
の一つだと感じています。前任の先輩を見習い頑張り
ます！」

業務の枠を超えて･･･

借入先や投資家との会話を想定し、財務の知識はも
ちろん、機構事業全体や各事業の進捗状況などを、時
間を見ては各事業所等のホームページやパンフレッ
トなどから勉強しているという努力家の延平。「私は
まだ現場経験はありませんが、機構職員として恥じな
い知識をどんどん身につけていきたいです！」また、
家事等の家庭事情との両立を図るため、朝残業を取り
入れる等、時間のやりくりを工夫しているという。「職
員の皆さん良い方ばかりで、職場の雰囲気も良く、色々
教えていただけますし頑張れています。」とのこと。
海外業務への関心も高い。「今年の４月に韓国で行
われた世界水フォーラムに参加させていただきまし
た。日常業務の枠にとらわれず情報収集や勉強するこ
との必要性を再認識するきっかけとなりました。海外
業務は技術職の方がメインだと思われがちですが、私
たちも財務のプロとして少しでも携わっていけたら
と感じます。まずは、自分の考えを英語で伝えられる
ように、改めて英語の勉強も始めました！」と笑顔。
延平の機構職員としてのキャリアは、まだ始まった
ばかり。前向きな彼女の今後の活躍が楽しみだ。

ささえる
Power力
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地域の「野菜大使」を経験して
いたという延平さんは最近ベラ
ンダ栽培を始めた植物女子。
「多肉植物の魅力にはまってし

まって･･･丸や星形のフォルムを
見て癒されています！」



４県協調の水利用高度化プロジェクト終了

豊かな水資源賦
ふ ぞ ん

存量（理論的に導き出された総量）
を有していながら利用は局所的に止まっていた四国第
一の大河・吉野川。治水が難しい暴れ川であることや、
歴史的に難航した水利権の調整問題などがネックとなっ
ていました。この大河について「四国は一つ」のスロー
ガンの下に四国４県が調整努力を重ね、４県協調して
水利用の高度化を図り、四国全体の発展の基盤を作る
というプロジェクトが「吉野川総合開発計画」でした。
吉野川上流の早明浦地点に多目的ダムを建設し、下流
域の洪水調整を図るとともに、ダムで開発した水（ダム
がなければ無効に流れてしまう水を貯留して生み出し
た水）を四国４県の農業、水道、工業の各用水に供給し、
あわせて発電も行うというものです。
昭和49年（1974）から同53年にかけて、吉野川総合

開発計画の中核としての早明浦ダムと、池田ダム、新宮
ダム、香川用水、今切川河口堰、旧吉野川河口堰、高知分
水が完成。昭和61年に関連事業・吉野川北岸用水の通
水開始。さらに平成12年に富郷ダムが完成し、一連の
事業が終了しました。事業終了後の４県にとって、早明
浦ダムがどのような役割を果たしているのか、まずダ
ムができるまでの水事情が対照的であった、香川県と
徳島県から見てみましょう。

古代からの米どころ香川の「高松砂漠」

瀬戸内式気候帯に属す香川県は、年間降水量が平均
1,100mm前後。全国平均の６割程度という少雨地帯で
す。地形的にも平野が広い割りに水を蓄える山地が浅
いため「讃

さ ぬ き

岐には河原はあっても河はない」といい伝え

られるほど、昔から水に苦労してきました。このため、た
め池が発達し、現在その数は１万4,600余り。数では全
国第３位ながら、その密度は全国１位です。ため池の起
源は古代に遡るといわれ、奈良時代の後半にはすでに
ため池水利による条里制水田が広がっていたといいま
す。『私

わみょうしょう

名抄』という平安時代中期に作られた辞書によ
ると、古代条里制水田の面積は、現代の香川県における
耕地面積の７割に相当する２万2,000ヘクタールあま
りに達していたそうです。
古くから開けた西日本有数の「米どころ」だった讃

岐平野は、「高松砂漠」に象徴されるような慢性的な水
不足が続いていました。「高松砂漠」とは、早明浦ダム
完成の直前、昭和48年（1973）に起こった大渇水で、高
松市では断水21時間、通水３時間という過酷な日々が
続き、工場も操業停止、讃岐の農業も壊滅的な打撃を
受けました。

徳島の「月夜にひばりが足を焼く」とは

一方、讃岐山脈を隔てた徳島県では、有り余る水に
苦労しました。江戸時代、17世紀半ばから19世紀半ば
までの約200年間に、阿波では約100回の洪水があり、
２年に１回の割で被害が出ていたといいます。頻発す
る洪水に稲作はあきらめ台風が襲う前に収穫できる
藍
あい

作が盛んでした。しかし明治後期にインド藍や、ド
イツの合成藍に市場を奪われ、ようやく稲作への転換
が図られました。藍という商品作物に依存した徳島平
野では、藍作が衰退するまでは水田はあまり作られな
かったようです。本格的な水田が現れたのは吉野川の
治水が出来上がった昭和初期からだといいます。
一方、讃岐山脈寄りの吉野川北岸の台地では足下に
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流れる吉野川を見下ろしながら、低部にある吉野川の
水を引くことは、揚水機などがない時代には夢でしか
ありませんでした。このため吉野川北岸一帯は「月夜
にひばりが足を焼く（火

や け ど

傷する）」という言い伝えが残
るほど旱

かんばつ

魃に悩まされました。そしてようやくこの地
域に、蒸気式揚水機によって吉野川から取水する板名
用水が完成したのは大正元年（1912）のことでした。
古くから開けた米どころでありながら水不足に苦し

み続けた香川県と、ありあまる水を活用できなかった
徳島県。吉野川の洪水被害が集中し、しかも水不足に
も悩んだ徳島県が、かつて吉野川分水に強い抵抗を示
したのは無理からぬことでした。こうした両県の水事
情を抜本的に変えたのが吉野川総合開発でした。

香川用水は香川県最大のインフラとも

県内水源だけでは不足し、吉野川からの分水が幕
末以来の悲願であった香川県。同県には吉野川総合
開発の一環として昭和50年に香川用水が造られま
した。香川用水は農・工業、市民生活を支える香川県
最大のインフラになったといわれています。通水前
の昭和49 年と現在を比較すると、県内総生産額は約
３倍、県内企業数は約６割増、昭和50年以降の生活
様式の変化や人口増による水需要も伸び、香川用水
がなければこれらへの対応はできなかっただろうと
いわれています。

香川用水は、早明浦ダムが放流し約70km下流の
池田ダムで堰上げした水を、同ダムの上流約1.8km
地点から取水。讃岐山脈を貫く約８kmの導水トンネ
ルで香川県三

み と よ

豊市に導水します。導水された用水は
同市にある東西分水工で東部幹線水路（74km）、西
部幹線水路（13km）に分水され、導水トンネルや東
部幹線水路から分かれる高瀬支線（11km）を含む全

長106kmの幹線水路等によって島しょ部を除く香
川県全域に送水されています。香川用水施設のうち、
水資源機構は農業・都市用水を通水する共用区間（約
47km）を建設し管理を行っています。農業専用区間

（約59km）は農林水産省が建設し、香川用水土地改
良区が管理しています。多目的水路である香川用水
により、農業用水は県内８市６町の農地に年間１億
500万㎥送られ、現在約２万4,000ヘクタール（山手
線の内側面積約6,300ヘクタールの４倍弱）をかん
がいしています。そして水道用水は県内８市５町に
年間１億2,210万㎥、工業用水は坂出市・丸亀市・宇多
津町の臨海地域へ年間1,990万㎥が送水され、香川
県の市民生活や社会経済を支えています。平成26年
９月には同用水の累計取水量が70億㎥（水道用水約
31億㎥、工業用水約５億㎥、農業用水約34億㎥）に達
しました。これは、香川県内に１万4,000あまり存在
するため池の総貯水量の約50倍に相当します。

自然の川、先人が造り上げたため池や水路を結び
つけながら県を東西に貫く香川用水は、既存のため
池を調整池として活用する仕組みで、配水の大部分
がいったんため池へ導水貯留されます。そこから先
は各ため池水利の在来の配水慣行に基づいて各農
地へ配水されます。讃岐伝統の節水思想に貫かれた
こうした配水方式は、農業水利施設として全国的に
もまれなものだそうです。讃岐平野に伝わる独特な
水利慣行と香川用水については、本誌に連載された
長町博氏の論考「讃岐の溜池文化と香川用水（2013
年８月号〜11月号）」に詳しく解説されています。

香川県三豊市財田町にある香川用水記念公園。中央に見える水面は、香川用水東
西分水工。導水トンネルからの水は写真下方から分水工へ入り、東（右手）と西へ
分水されます。写真右上の白い建物は水の資料館

池田ダムの上流約1.8km地点にある香川用水取水工。ここから約8kmの導水トン
ネルで右上写真の東西分水工へ導水されます。
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「第二の吉野川」吉野川北岸用水

一方、徳島県では吉野川北岸地域などのように、
目の前をとうとうと水が流れていながら、安定取水
が難しいという皮肉な状況がありました。吉野川北
岸用水の通水前、昭和42年の旱魃の際などに、北岸
台地の水田へ吉野川の水をポンプアップするホー
スの列が延々と連なる光景が見られたそうです。そ
の水を本格的に利用できるようにしたのが、「第二
の吉野川」と呼ばれる吉野川北岸用水です。農林省

（当時）による国営吉野川北岸農業水利事業が吉野
川総合開発の一環として行われ、同事業で北岸用
水が建設されました。同用水は早明浦ダムの水を池
田ダムの約400m上流にある吉野川北岸用水取水
工から取水し、三好市池田町から板野郡板野町まで
の３市５町に配水しています。幹線水路だけでも約
69.2km、さらにそこから総延長82㎞あまりの支線
が網の目のように広がっています。幹線水路は大部
分が地中にあり、水が見える開水路はわずか200m
あまりしかありません。そのせいか吉野川に沿って

「第二の吉野川」が流れていることを知る人は多く
ありません。受益地はこの幹線水路に沿って吉野川
下流部まで細長く続き、その総計は山手線の内側面

積に相当する約6,300ヘクタールに達します。明治
初期以来の北岸農家の悲願であったこの用水の完
成により、ようやく農業経営の近代化と生産性の向
上が図られることになりました。

早明浦ダムの水はこのほか徳島県に、吉野川北岸
工業用水、大麻工業用水などが送水され、水道用水
としては徳島市、鳴門市、阿波市、三好市、美馬市、東
みよし町ほか５市３町の浄水場へ送られています。
また、早明浦ダム建設以前から同県において利用さ
れていた用水と河川の正常な機能維持のための用
水を合わせた不特定かんがい用水を、池田ダム地点
で優先確保し、かんがい期で最大毎秒43㎥を吉野
川本流へ放流しています。

高知分水は発電と都市用水へ

吉野川総合開発計画には、もう一つ昭和53年に完
成した高知分水があります。事業主体は水資源開発
公団（水資源機構の前身）でしたが、工事は四国電力

（株）に委託して行われました。早明浦ダム上流で合
流する吉野川支流瀬戸川とダム下流で合流する同
支流地蔵寺川上流部の平石川の流水を、水系の異な
る鏡川に導水し、高知市の水道用水および高知県の
工業用水を供給します。そしてその供給に影響を与
えない範囲で天神発電所（四国電力株式会社）にお
いて発電を行うものです。同発電所の最大使用水量
毎秒6.0㎥、有効落差236.2mを利用した最大出力は
11,800kWです。

年々増加する水道需要に追いつくため新しい水源
の確保に躍起となっていた当時の高知市にとっては、
この高知分水事業による日量最大６万3,000㎥の新た
な水源確保はまさに「救いの神」であったといいます（『こ
うち水物語・高知市水道史』）。当時予定されていた仁
淀川通水前の高知市における水源事情（全体で日量

高知分水の瀬戸川取水堰

吉野川北岸用水取水工。右手奥に見えるのは池田ダムのローラーゲート。右手の
流木がたまっているのは、ごみ除去のためのフローティングスクリーン

吉野川総合開発計画で最後に造られた富郷ダム（愛媛分水）
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15万1,000㎥）の約４割に相当する恵みの水でした。高
知県の工業用水は日量最大43,270㎥が確保されました。
高知分水の瀬戸川取水堰、地蔵寺川取水堰の管理は、
水資源機構の池田総合管理所で行っています。

愛媛分水が支える日本一の紙産業　

愛媛県の東部に位置する宇
う ま

摩地方は、瀬戸内海に
面した細長く開けた地域です。雨が少ない瀬戸内式気
候帯に属し、背後には法皇山脈が迫っていて大きな河
川がないため古くから水不足に悩まされてきました。
法皇山脈に隔てられた吉野川の支流銅山川からの分
水は幕末以来、宇摩地域の悲願でした。それがまず実
現したのは昭和28年（1953）に完成した旧建設省によ
る柳瀬ダムでした。その後も、宇摩地域の工業用水の
不足は深刻となっていましたが、吉野川総合開発計画
の一環として、銅山川に昭和50年に新宮ダム、平成12
年には柳瀬ダムの補給と洪水調節、発電を担う富郷
ダムが完成。銅山川の水は柳瀬ダム、新宮ダムから分
水トンネルを流下して、宇摩地域すなわち現在の愛媛
県四国中央市（旧伊予三島市・旧川之江市・旧土居町
及び旧新宮村が合併）の工業、農業、水道の各用水と
発電に利用されるようになりました。

銅山川から分水した工業用水は、ほぼすべてが四
国中央市の基幹産業である、パルプ・紙・紙加工品の
製造業に利用されています。銅山川からの分水量は、
新宮ダム、富郷ダムの完成後、柳瀬ダムのみだったこ
ろの６倍以上になったといいます。銅山川の３ダム
が下流に対して負担すべき河川維持流量を、早明浦
ダムから送られる水がそっくり肩代わりしたことで、
可能となったのです。四国中央市は、紙幣・切手・収入
印紙以外はすべて製造できるといわれる日本一の「紙
のまち」です。全国一の工業出荷額（約4,853億円。経
済産業省平成25年工業統計表「市区町村編」より）を
誇る四国中央市の紙関連産業は、愛媛分水によって
成り立っています。

水への感謝の心を共有するために

「吉野川総合開発計画」の一連の事業が終わり、多
大な恩恵を受けた香川県や愛媛県。他県への協力を
惜しまず受益者としての立場も追及した吉野川沿い
の高知県や徳島県。これら４県は、水への感謝の心を
共有し後世へ伝える様々な活動を、８月１日〜７日の

「水の週間」などを中心に行っています。

香川県は香川用水の歴史と恩恵を長く後世に伝え
るため、香川用水東西分水工の周囲を「香川用水記念
公園」として整備。「水の資料館」を設置し讃岐の水利
用の歴史を展示しています。同公園ではかんがい期
が始まる初日に、水への祈りと感謝を捧げる伝統行事

「水
み な く ち さ い

口祭」が行われます。さらにファミリー向けに香川
用水の意義や水の大切さを訴える「水辺の納涼祭」な
どを実施。一方、香川県内の中学１年生全員を対象に、
水源施設の見学を通して水の大切さや、先人の苦労を
学んでもらう「水源巡りの旅」を学校行事に採り入れて
おり、平成26年に参加者の累計は14万人を超えました。

愛媛県では柳瀬ダムによる銅山川分水に感謝す
る「疎水感謝祭」のほか、柳瀬ダムと富郷ダムを交互
に会場として「四国中央市湖水まつり」などを行って
います。宇摩地域の飛躍的発展の礎となった銅山川
の水資源に感謝するためです。

早明浦ダム直下ふれあい広場（高知県土佐郡土佐
町）では「やまびこカーニバル」、高松市、高知市、四国
中央市などで順次行われる「まちかど・水・キャンペー
ン」など、地域交流を図りながら、水への感謝の心を
共有するためのイベントが種々行われています。水
資源機構、高知県土佐郡土佐町役場、香川用水土地
改良区、香川県水道局、(財)かがわ水と緑の財団、高
知市水道局、愛媛県四国中央市水道局などが、こうし
たイベントを20年、30年と続けており、そこに市民
が参加することで、必ずや「水への感謝の心」が次代
へ継承されていくことであろう、そうでなければいけ
ないと、感じられました。

【参考文献】
『香川用水土地改良区30年史』香川用水土地改良区編・刊・1998年、
『吉野川北岸土地改良区30年史』吉野川北岸土地改良区刊・2002

年、『こうち水物語・高知市水道史』高知市水道局刊・1999年、「香川
用水通水40周年記念座談会」『水とともに』2014年９月号　ほか

水口祭で香川用水にお神酒を注ぐ香川県知事、香川用水土地改良区理事長ほか
の関係者の方々。平成26年6月11日
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生水の郷「針江」

針
は り え

江集落は、滋賀県湖西地域で最大の安
あ ど が わ

曇川（総
延長約 58km、流域面積約 300㎢）下流の扇状地の
左岸に位置し、集落面積は田畑、居住区を含め約
130ha、戸数 170 戸余り、地区の中央に針江大川が
流れています。

安曇川扇状地は半径10㎞標高差15mの典型的な緩
傾斜の地形で、大部分を比良山系を源とする安曇川
の伏流水がいたるところで湧いており、地区の大部
分の家（現在約110カ所あまり）では20m前後打ち
込んだ鉄管により四季を通じて水量や水温（13℃前
後）が変わらない軟水が滾

こんこん

々と湧き出ています。上
水道が整備された現在もなお、この湧水を飲料水や
生活用水としているお宅が数多く見られます。

私たちはこの湧水を「生
しょうず

水」と呼んでいます。地
区のご年配の人は、「生まれ出

いず

る水」また、私たち
が「生かされている水」と教えてくれました。ただ
単に清らかな水が湧いている事よりも意味深げに感
じてしまいます。

川
かばた

端は台所

2010年、新評論「台所を川は流れる－地下水脈の
上に立つ針江集落－」（小坂育子著）が紹介している
ように、上水道が完備されるまで川端は単なる水源
としてでは無く、水仕事に無くては成らない存在で
した。田畑で採れた野菜類の土を洗い落とし、夏野

菜など冷やす事と鮮度を保つのに壺池に浸けておき
ます。湧水が年間通じて13℃と一定していることか
ら、川端の空間は夏はひんやりと冬はほんのりとし
ており、漬け物樽を置いておくには格好の場所です。
洗い物も同様に冬は暖かく、夏は冷たい水が素手に
優しい。また、冷蔵庫より適温なのも湧水のなせる
技。スイカを冷蔵庫で冷やして食べている人がほと
んどと思いますが、冷蔵庫の4,5℃では冷えすぎてい
てスイカ本来の甘みを感じる事が出来ません。甘み
は冷えるほど感じなくなるもの。真夏の時期、湧水
の温度でも充分冷たさを感じますが、冷えすぎてい
ないのでスイカの糖分でも充分に甘みを堪能できる
のです。もちろん他の野菜や果物でも同じです。イ
チゴ狩りに行って食べたイチゴ、自宅に持ち帰り冷
蔵庫に冷やして食べるとガッカリした経験は無いで
すか？話が逸れてしまいました。スイカに戻そう。

スイカ丸ごと冷蔵庫で冷やせますか？壺池なら

川端のあるくらし
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楽 ！々利点は他にも
ありますが、自慢が
傲慢にならないうち
に切りあげましょう。

川端文化

川端には外川端（家の外）と内川端（家の中）が
あります。元

もといけ

池は生水の湧き出るところで、その生
水が壺池に溜められ、下洗いした野菜や果物を浸け
たり、食器を洗ったりします。壺池からあふれた水
は端池に落ちます。端池には魚（主に鯉）を飼って
おり、ご飯粒や食べ残し、汚れた鍋を浸けておくと
きれいに食べてくれます。魚は観賞用ではなく、水
の浄化に欠かせない役割で家族の一員なのです。こ
うして魚が浄化した水は水路を通り、となりの川端
へと繋がっています。これを繰り返してやがて針江
大川に入り、琵琶湖へと流れ込みます。

川上の人は川下の人を思い汚れた水を流さない。
川上の水は思いやりといたわりの水、川下の川端は安
心と信頼の水と無意識のうちにルールが出来ていま
す。水の大切さを常々から知らされているからです。

水を大切にする思い

針江大川の水は、護岸や川底からも生水が湧き出
ているため年中きれいに保たれています。梅花藻が根
を張り、鯉、鮎、ハヤなどが遡上し、夏には子どもた

ちが水遊びや魚つかみに時間を忘れて興じます。５月
20日前後には蛍も飛び始めます。針江大川をきれい
に保ち、ひいては水害からも守るため、針江では年４
回、住民総出で針江大川の藻刈り清掃を行います。ま
た、生水の郷委員会と区の役員、有志などで、針江大
川の起点から琵琶湖岸までの内

な い こ

湖（通称：中島）に繁
茂した外来種のオオフサモやホテイアオイの除去作業
を初夏に行っています。特にこのオオフサモの除去は
漁船まで出しての大仕事。刈り取った藻を船に引き揚
げるのは容易ではなく、この時ばかりは、水資源機構
の排水機場の協力なしには出来ません。群生したオオ
フサモを１m四方にカットし、漁船で針江排水機場の
除塵機に誘導して引き揚げます。その量は２トンダン
プで約40台分にもおよぶ一大イベントです。

メンバー全員へとへとになりながらの作業にも、水
資源機構の方は、いつも快くしかも笑顔で協力してく
ださる。本当に頭が下がる思いです。

針江生水の郷委
員会は針江の「川
端 」 を と お し て、
先人が作り上げた
文化を守り継承し
たいと願ってやみ
ません。

住民総出の清掃活動

夏野菜の浮かぶ壺池

かばたのしくみ
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針江生水の郷委員会の受賞歴他（抜粋）
平成16年　NHKBSハイビジョンスペシャル「映像誌　里山～

命めぐる水辺」放送
平成16年　「針江生水の郷委員会」設立
平成18年　「豊かな村づくり」　農林水産大臣賞受賞
平成20年　「平成の名水百選」に選定
平成21年　中学校道徳副読本に「川端のある暮らし」として

掲載
平成22年　国の重要文化的景観「高島市針江・霜降の水辺

景観」に選定
平成23年　「第４回淡海の川づくりフォーラム」グランプリ受賞
平成23年　外国向けの政府発行季刊紙「Highlighting　Japan」

に「水の宝物のお裾分け」として掲載
平成24年　第26回ハン六文化振興財団「ハン六地域振興賞」

受賞
平成24年　環境省「環境白書」に「地域の共有財としての

水資源」滋賀県高島市針江地区「かばた」の事
例として掲載

平成25年　環境省「エコツーリズム大賞」大賞を受賞
注：�本委員会の活動は多岐にわたっています。ここでは水（河川）
に絞って記載しました。

生水とともに生きる針江　滋賀県針江



●武蔵水路改築建設所（埼玉県）

武蔵水路の中を歩いてみよう！～水路内見学会開催～
平成22年度から改築工事に着手し、平成27年度完成に向け工事

を進めている武蔵水路では、水路本体の工事が完成し、水路に水を
流すまでの短い期間に限り、水路の中に入り歩くことが出来ます。
今回、事業最終年度ということもあり、一般の方々を対象に『武
蔵水路の中を歩いてみよう！』と称し、水路内見学会を５月24日（日）、
30日（土）に開催しました。
５月にもかかわらず両日とも暑い日でしたが、埼玉県内はもとよ
り遠くは東京都・千葉県・群馬県などからもお集まりいただき、約
650名もの方にご参加頂きました。水路内で改築工事の効果や工事
の進め方などを説明、その後出来上がったばかりの水路の壁にチョー
クで絵や暖かい応援メッセージを書いて頂きました。
見学された方々は、二度と入る事が出来ないであろう所を見学出来たことや水を流しなが

ら水路を造る技術の進歩などに感銘を受けておられ、大好評のうちに終了しました。
※時間の都合でご参加いただけなかった皆様、大変申し訳ございませんでした。
　また、６月１日より通水が開始されており、現在は歩くことはできません。

●沼田総合管理所（群馬県）

矢木沢ダム＆奈良俣ダム点検放流～マルチコプターを初めて活用～
梅雨、台風シーズンを迎える

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、５月17日（日）、矢木沢ダ
ム及び奈良俣ダムにおいて、放
流を伴う洪水吐きゲートの点検
を行いました。
点検放流の実施については

ホームページなどを通じて事前
に広くお知らせしており、当日

は日曜日ということもあって、矢木沢ダムには約1,400人、奈良俣ダムには約700人もの方々が来訪され、普段なかなか見
ることができないであろう放流の様子をご覧いただきました。
ダムでは大雨の際、下流の浸水被害を減らす目的で流れ込む水の大半を貯め、ダムより下流の河川の水位の上昇を緩和
する操作（防災操作）を行います。本点検では、この操作のために使用する洪水吐きゲートを実際に操作し、両ダムの洪
水吐きゲートはいずれも支障なく動作することが確認できました。
今回は例年の点検に加え、初めてマルチコプター（小型無人機）により撮影した動画を活用し、従来は目視が困難だった

上空からの点検も行いました。矢木沢ダムでは、洪水吐きゲートから約429ｍの長さの水路を下るまでの水の動きを確認し
ました。奈良俣ダムにおいては、４月下旬からの雪解け水により貯水位が満水となっていたため、自然越流部からの放流が

続いており、これに加えて洪水吐きゲートから放流される様子を下流側の正面から確認しました。
こうした点検を定期的に実施し、実際の洪水の時も確実に操作を行ってまいります。
マルチコプターで撮影した点検放流の動画は以下のリンク先からご覧いただけます。

http://www.water.go.jp/kanto/numata/01_top_photo/multicopter.html
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水 機 構 ニ ュ ー ス NEWS
利根川水系

矢木沢ダム 奈良俣ダム



●岩屋ダム管理所（岐阜県）

岩屋ダム湖面にコイの産卵床を漁協と協力し設置
岩屋ダムの貯水池には昔から野ゴイが生息しており、春にはダムサ
イト付近の湖面に何匹も泳ぐ姿を見ることができます。地元馬瀬川下
流漁協の方によれば、「昔に比べるとコイの姿が減ったのではないか？」
と感じるとのことで、「是非とも湖面に産卵する場所を整えたいので協
力してほしい」という要望を受けました。
岩屋ダム管理所では、雑木伐採後の枝が余っていたこともあり、「こ
れを使ってコイの産卵床を作り、湖内に設置してみてはいかがです
か？」とご提案し、４月末に共同作業で産卵床作りと設置作業を行い
ました。
果たして効果のほどは！？･･･数年後が楽しみです！

●寺内ダム管理所（福岡県）

今年も多くの皆様にお越しいただきました！～寺内ダム「流木配布会」～
寺内ダム管理所では、毎年ダム貯水池内に流れ込んできた根株や流木を
希望する方々に配布する取組を行っています。今年も通算で13回目とな
る流木配布会を６月７日（日）に開催し、地元朝倉市内をはじめ近隣の市
町村から、中には最高で４回も積み込みにお越しになるなど、延べ80名
を超える皆様にお越しいただきました。
持ち帰られた流木は、薪ストーブの燃料に使用されるほか、根株を磨い
てオブジェに使用されているそうです。
毎年流木を引き取っていただき、我々職員とも顔見知りになった方もい
らっしゃいます。皆様からは「毎年、楽しみにしているよ。」とありがた
い言葉をかけていただきました。

水機構ニュース•19
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おー、よく気づいたニャン♪
ダム上面に見える、この二つの目のような穴
は、空気管と呼ばれるものニャン。ダムから放
流するときはこの穴の下にある長四角の穴（洪
水吐きゲート）から水を流しているんだ。その
時に、ダム内部にある操作室内の空気も一緒に引きだされる
ため、真空状態が発生してしまうことが･･･その状態を防ぎ、
効率よく放流ができるように、このような“空気の取り込み口”
を設けているニャン！
小さい穴だけど、とっても重要な役割を担っているこの空気
管、日吉ダムにお越しの際は是非探してみてほしいニャン♪。

木曽川水系

日吉ダムで、まんまるのカワイイ目を
発見！…これ、なあに？

筑後川水系

にゃんたん



～水の週間中央行事と各地のイベント紹介～～水の週間中央行事と各地のイベント紹介～～水の週間中央行事と各地のイベント紹介～

第38回第39回第39回

「水の週間」「水の週間水の週間」」

水を考えるつどい水を考えるつどい

水の展示会

場 所 国連大学　ウ・タント国際会議場（東京都渋谷区神宮前５－53－70）

場 所 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3-5-1）
※東京国際フォーラムが開催する
　「丸の内キッズジャンボリー」の
　一部スペースをお借りして開催

タイトル 水のハッピーデー～水について学ぼう～

内 容 水に関するワークショップ、展示ほか

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

プログラム（予定）

・主催者挨拶
・全日本中学生水の作文コンクール表彰式
・講演
・水とのふれあいフォトコンテスト入賞作品展示
※詳細は、順次当機構ホームページで公表します。
（http://www.water.go.jp/honsya/honsya/
  torikumi/waterweek//index.html）

問い合わせ先 水の週間実行委員会事務局　TEL：048-600-6513

▲ 水にまつわる様々な展示
　(水の展示会)

▲

水に関するクイズや実験
　(水の展示会)

第39回 水の週間中央行事第39回 水の週間中央行事
8月1日（土）14:00～（予定）

8月12日（水）～8月14日（金）10：00～17：00

内 容 全日本中学生水の作文コンクール表彰式、著名人による講演等を実施

参加申込要領
７月24日（金）17:00までに氏名（代表者でも可）、
連絡先、所属機関名、参加人数を記入の上、FAX
又はメールにてお申し込み下さい。

参加申込および連絡先
〒330－6008 さいたま市中央区新都心11－2
独立行政法人水資源機構内
水の週間実行委員会事務局
TEL：048-600-6513　FAX：048-600-6510
e-mail : webmaster@water.go.jp

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

  

毎年８月１日は「水の日」です。また、８月１日から８月７日は「水の週
間」です。
各地で水について楽しく学べるイベントが「水の日・水の週間」の前後

に催されます。
楽しい夏の思い出作りに、お出かけされてみてはいかがでしょうか？

※イベント内容は変更される場合がありますので、お出かけの際には
問い合わせ先やホームページ等でご確認下さい。
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な ら ま た

ぐんまちゃん
(群馬県のマスコット）

利根川源流まつり
日 時日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

７月26日(日)
奈良俣ダム（群馬県利根郡）
ならまた湖巡視体験、ダム内部探検、
ステージイベント、地元料理の出店など
利根川源流まつり実行委員会
みなかみ町商工会　TEL：0278-62-1155

水の週間イベント in 霞ヶ浦
日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

８月２日(日)９：30～15：30
霞ヶ浦ふれあいランド（茨城県行方市）
霞ヶ浦湖上観察、水質検査体験ほか
利根川下流総合管理所・一般財団法人行方市開発公社
利根川下流総合管理所
TEL：0299－79－3311

秩父４ダム探検隊が往く！
日 時日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

８月29日（土）
浦山ダム～二瀬ダム～滝沢ダム～合角ダム他（埼玉県秩父市）

応募期間８/３（月）～８/17（月）
当選者８/19（水）確定

秩父には水を守り生活を支える４ダムがあります。
秩父の自然や文化に触れ、水について考えてみませんか。
秩父４ダム連携検討会
(二瀬ダム、合角ダム、滝沢ダム、浦山ダム）
荒川ダム総合管理所　TEL：0494-23-1431

第38回草木湖まつり
日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

8月15日（土）
みどり市東運動公園（群馬県みどり市）
ダム建設に伴い移転された方を迎え、上下流の交流を目的に、ステージの
各種催し物、マスのつかみ取り、草木ダム探訪（ダム堤体内外の見学会）など
を実施。ダム直下からの打ち上げ花火は迫力満点です。
草木湖まつり実行委員会
みどり市観光課　TEL：0277-76-1270
みどり市商工会東支所　TEL：0277-97-2201

平成27年度ぐんまウオーターフェア
日 時日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

７月31日（金）～８月２日（日）
ぐんまこどもの国児童会館（群馬県太田市）
パネル展示、簡単な実験
（小学生の夏休みの自由研究研究にも役立ちます！）
群馬県
群馬県企画部地域政策課土地・水対策室
TEL：027－226－2362

流木ペインティング
日 時日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

８月１日（土）　9：00～12：00
知明湖キャンプ場（兵庫県川西市）
流木を素材に思い思いにペインティングを。
終了後は会場周辺の清掃活動も。
一庫ダム水源地域ビジョン推進協議会
一庫ダム管理所　TEL：072-794-6671

やまびこカーニバル
日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

8月1日（土）～2日（日）
早明浦ダムふれあい広場（高知県土佐郡））
早明浦ダム施設見学会、花火大会、コンサート、いかだ
レース等（詳細未定）
やまびこカーニバル実行委員会

湖水まつり
日 時日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

8月1日（土）
柳瀬ダム金砂湖畔公園（愛媛県四国中央市）

四国中央市湖水まつり実行委員会
四国中央市水道局水道総務課　TEL：0896-28-6452

2015吉野川フェスティバル
日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

７月24日（金）～26日（日）
吉野川南岸河川敷広場（徳島県徳島市）
吉野川を通じて川とその魅力を「知ろう」「感じよう」
「楽しもう」「伝えよう」を基本コンセプトとしたイベント。
吉野川フェスティバル実行委員会
吉野川フェスティバル実行委員会事務局
TEL：090－3783－2084

水辺の納涼祭
日 時日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

８月２日（日）10：00～21：00
香川用水記念公園（香川県三豊市）
水に関するクイズラリーやパネル展示のほか、縁日、屋台、郷
土芸能などいろいろやります。併設されてる池で水遊びもでき
ます。夜には花火も打ち上げられます。
香川用水記念公園水辺の納涼祭実行委員会
香川用水記念公園　TEL：0875－67－3760

阿木川サマーフェスティバル
日 時

場 所

内 容

主 催

問い合わせ先

8月22日（土）（予定）
阿木川ダム（岐阜県恵那市）
ダム堤体内見学、湖面巡視体験、さかなの放流、地域物産販
売(テント村)、カヌー体験教室、ミニSL運行　他(予定)

ココロうるおす水と緑と歴史のパティオ推進協議会
阿木川ダム管理所　TEL：0573-25-5295

やまびこカーニバル実行委員会事務局
TEL：0887-70-9820(特定非営利活動法人れいほく活性化機構)

銅山川流域の豊かな水資源への感謝、嶺南地域の活性化を
目的としたイベント。金砂湖畔公園でのカラオケ大会、ミニ
コンサート、花火大会など。

草木湖まつり草木湖まつり

ぐんまウォーターフェアぐんまウォーターフェア

阿木川サマーフェスティバル阿木川サマーフェスティバル

利根川源流まつり利根川源流まつり

関連イベント情報関連イベント情報
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日時：
場所：比奈知ダム管理所（三重県名張市）
主催：木津川ダム総合管理所
問い合わせ先：比奈知ダム管理所
TEL：0595－68－7111

比奈知ダム見学会

日時：
木曜日（8月20日（木）を除く）　10：00～11：30

※要事前申込

※要事前申込 ※要事前申込

場所：青蓮寺ダム（三重県名張市）
主催：木津川ダム総合管理所 
問い合わせ先：青蓮寺ダム管理所
TEL：0595-63-1289

主催：朝倉総合事業所 
問い合わせ先：寺内ダム管理所
TEL：0946－22－6713

主催・問い合わせ先：朝倉総合事業所 
TEL：0946－25－1100

日時：8月2日（日）９：30～15：00

8月2日（日）

8月2日（日）９：00～14：00（受付時間）

8月2日（日）９：00～14：00（受付時間）

8月2日（日）10：00～15：00

8月22日（土）・23日（日）10：00～13：00

8月2日（日）9：00～13：00

8月2日（日）

場所：利根川河口堰管理所（千葉県香取郡）

淀川
水系

淀川
水系

河口堰フェスタ2015
施設見学、船上巡視体験・パネル展示ほか

ダムの役割や水の大切さを知る一日にする。

淀川
水系

ダムの堤体内部など普段は見られない場所に入れる見学会

日時：
場所：朝倉総合事業所（福岡県朝倉市）

小石原川ダム現地見学会

筑後川
水系

建設中の小石原川ダム現地見学会

日時：
場所：浦山ダム（埼玉県秩父市）
主催・荒川ダム総合管理所
共催：秩父市水道部、荒川商工会

荒川
水系

浦山ダム見学会

日時：
場所：寺内ダム（福岡県朝倉市）

日時：
場所：江川ダム（福岡県朝倉市）

寺内ダム施設見学会

筑後川
水系

ダム内部のトンネルなどの見学会

淀川
水系

2015青蓮寺ダム施設見学会
モノレールで移動しダムの下流側中腹に設置されたキャットウオークを歩ける体験型見学会

江川ダム見学会

筑後川
水系

ダム堤体内のトンネル（監査廊）などの見学
布目ダム施設見学会
ダムの堤体内見学、水生昆虫観察会（要予約）、自転車テクニックに
挑戦、木工教室など地域連携型の見学会

利根川
水系

場所 ：一庫ダム（兵庫県川西市）
主催：能勢電鉄(株)・一庫ダム管理所
問い合わせ先：能勢電鉄株式会社 鉄道営業課
TEL：072-792-7716

淀川
水系

夏でもひ～んやり！一庫ダム
内部見学＆説明会
ダム堤体内部の見学（説明）会

日時 ： 

日時 ： 

日時 ： 

場所 ： 早明浦ダム（高知県土佐郡）
主催・問い合わせ先 ： 早明浦ダム・高知分水管理所
TEL：0887-82-0485

主催・問い合わせ先 ： 両筑平野用水総合事業所
TEL：0946－23－0113

早明浦ダム施設見学会

吉野川
水系

堤内見学会

日時：
場所：徳山ダム（岐阜県揖斐郡）
主催・問い合わせ先：徳山ダム管理所
TEL：0585-52-2910

木曽川
水系

徳山ダム見学会
利水放流ゲート室や監査廊内の見学

日時：
場所：小里川ダム・矢作ダム・丸山ダム・阿木川ダム・大井ダム
主催：国土交通省
問い合わせ先：国土交通省 庄内川河川事務所 小里川ダム管理支所
TEL：0573-59-0056

問い合わせ先：荒川ダム総合管理所
TEL：0494-23-1431

主催：東庄町・利根川河口堰管理所
問い合わせ先：利根川河口堰管理所
TEL：0478-86-0477

7月19日（日）
場所：日吉ダム（京都府南丹市）

ひよし夏祭り2015
巡視船で湖面からゲート設備などを間近に見学

主催・問い合わせ先 ： 日吉ダム管理所
TEL：0771－72－0171

日時：7月26日（日）
場所：布目ダム管理所（奈良県奈良市）
主催：木津川ダム総合管理所
問い合わせ先：布目ダム管理所
TEL：0742－94－0231

木曽川
水系

平成27年度　ダムツアー
庄内川水系・木曽川水系・矢作川水系の各ダムを学習見学する。

予定が変更となる場合や、予約が必要なものもありますので、
事前に問い合わせ先やホームページ等でご確認のうえお越し下さい。

会学見設施 会学見設施
水資源機構

普段は
見ることができない
ダム内部などを
見学できる
チャンスです！

普段は
見ることができない
ダム内部などを
見学できる
チャンスです！

7月29日（水）

8月3日（月）

7月28日（火）～8月27日（木）の毎週火曜日と
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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。

河川環境の改善を目指して

一庫ダムの取り組み

河川環境の変化

昭和58年に完成した一庫ダムは今年で管理
開始33年目になります。

ダム下流はアユ釣りで有名な都市近郊の河川
でしたが、ダムの完成により、下流への土砂供
給が無くなったことや流況が安定し流量の変化
が少なくなったこと等により、魚類の産卵床に
必要な砂が無くなり、アユやオイカワの餌とな
る藻類の更新が進みにくくなったこともあり、
次第に魚類数が減少してきました。

このため平成14年より、学識経験者の指導
の下、一庫ダムでは猪名川漁業協同組合と共同
で河川環境の改善に取り組んでいます。

河川環境改善の取り組み

河川環境の改善策として、主に４つの取り組
みを紹介します。
①下流土砂供給

毎年５月初旬に、放流量を一時的に増加させる
とともに、重機により川の流れの中に土砂を直接
投入する土砂供給を行っています。これにより、
魚類の産卵床に必要な砂が供給され、アユやオイ
カワの餌となる藻類の剥離・更新が促進されます。

②弾力的管理試験
弾力的管理とは、洪水調節に支障を及ぼさな

い範囲で、洪水調節容量の一部に流水を貯留し、

これを適切に放流することにより、ダム下流の河
川環境の改善を図るものです。６月16日から１ヶ
月間において、洪水貯留準備水位（洪水期制限
水位）に対し＋1.4m、容量にして約113万㎥を
確保し、放流量を一時的に増加させるフラッシュ
放流や産卵期に相当するこの時期の流況改善に
資するための試験運用を行っています。

③貯水池外来魚駆除
洪水期（６/16〜10/15）に向けた貯水池の

水位低下時期を利用して、貯水池内に定置網を
張り、魚類調査を行っています。捕獲した在来
魚は計測後に生かしたまま放流し、外来魚は持
ち帰り、堆肥化しています。

④川を耕し隊
一庫ダムでは、貯水池を海と見立てて、流入

河川を遡上して産卵する「湖産アユ」が生息し
ています。アユの産卵を促すために、猪名川漁
業協同組合と協力して産卵期に河床を掻き起こ
す活動を実施しています。

河川環境改善効果

これまでの取り組みにより、ダム下流ではオ
イカワやヨシノボリ類などの生息数が増え、ダ
ム湖では外来魚の減少、陸封アユの再生産等の
効果をあげています。一庫ダムでは、これから
も河川環境の改善に取り組んでいきます。 

魚粉ブルーギル
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