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「水循環基本法」の成立は、明治維新政府が国土近

代化政策の基本である「河川法」制定以来、抱えて

きた積年の複雑な水問題解決を進める切り札的法律

の成立を意味する。EUは、水問題解決に「EU水指令」

に基づく共通水政策を水環境官僚の指導ー「指令」で、

改革を大胆に進めている。その結果EU域内の国ごと

の異なった水管理を統一化している。EU構成国の結

束の始まりは、石炭エネルギー政策と鉄鋼生産の調

整であるが、今やEU一体化の基本政策に「水と環境

と農業」を置いている。彼らの水行政手法の基本は

「流域管理」である。ライン・ドナウ河はじめ国際河

川の上流下流の水矛盾は、流域内の国家・自治体な

どステークホールダーが集まり、経済効果と自然環

境保全を考慮して解決策を見出そうとする手法―新

たな「水民主主義」を生み出そうと努力している。

アメリカは未だ、「流域管理」政策が合衆国の基本に

なっていない。極端に水資源が乏しいイスラエルは、

国家が全ての水を管理して、そこでは「水民主主義」

を実行することが難しい状況である。

日本では、上下水道のインフラは老朽化施設更新

を急いで実施しなければならない状況にあるが、国

家と地方政府は債権発行による資金を賄える状況に

はない。必然的に使用料金をベースにした官民共同

でこの問題解決に当たらなければならない。その際

に、上流下流の水利用における水質管理の矛盾を解

決することができるのは、「河川流域協議会」である。

また、水利用の最大は灌漑農業であるが、日本人の

主食米消費が減少するなかで、稲作中心の農業は大

きな危機に瀕している。日本の平常時の水行政は、

水質保全・生態系保全を行うと同時に、水道下水道

行政の一体化促進による経営効率化、農業の支援を

視野にいれた「水循環基本計画」の実施が、求めら

れている。

日本は今後不可避的に気候変動による水問題の変

化が生じるが、それでも恵まれた降水による飲料水

と農業が実行できる。米食だけでなく他の野菜・果物、

畜産業の衰退を防ぎ、農業再興を水行政の中に取り

込む状況が生じている。「河川流域協議会」は、これ

らの問題を議論し解決に資することができる21世紀

型の官民協力行政機関になると期待される。

平成26年９月、イタリア共和国ペルージャで開催された第15回世界湖沼会議に
参加した、三日月大造滋賀県知事と市民一行。トラジメノ湖視察（左から３人目筆
者5人目知事）。滋賀県は琵琶湖の流域管理経験を世界に普及し交流している。

平成27年2月、公益財団法人日本国際民間協力会が進める「水環境と農業」ビ
クトリア湖プロジェクトについて、ケニア・ビクトリア湖環境保全研究協会に協力依
頼訪問。写真前列左から筆者、Dr.Obiero事務局長、小野了代理事長他。
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1.香川用水の概要

－香川県の気候－
四国地方は四国山地をはさんで多雨地帯と少

雨地帯に分かれています。吉野川流域を含む四
国山地や太平洋側はしばしば大規模な洪水が発
生し、一方、香川県が位置する瀬戸内海側では
水不足に悩まされています。

香川県庁のある高松市の年間降水量は平均
1,082㎜で、同じ四国でも太平洋側は3,000㎜
以上の降雨があるのと比較してもかなり少な
く、全国平均の２/３程度しかありません。

その上、山は浅く、河川の流域は狭く急峻で、
水深は浅いことから、「讃岐には河原はあって
も河はない」といわれるように、雨水の有効利
用が困難な地形となっています。
－流域を越えて－

平安朝の昔、当時の国司（今の知事）が「晴
天五日を経れば水湿の潤いなく霖雨二日に及べ
ば洪水の難あり」と朝廷に報告したという記録
が残っています。香川県は水利に乏しい地域の
ため、先人は数多くの「ため池」を造り、番水
制度等の厳しい水利用慣行に従うなど、多くの
苦労・努力を積み重ねて農業を続けてきました。

そのような中、私財をつぎ込んで道路等の整
備を行っていた現在の香川県三豊市財田町出身
の大

お お く ぼ

久保諶
し ん し じ ょ う

之丞は、隣接する吉野川流域から香
川県への導水を明治18年（1885年）に提唱し
ました。それ以来、導水構想は何度となく議論
がなされましたが、吉野川筋には流域外への分
水による不利益を心配する声もあり、導水は実
現には至りませんでした。

その後、第二次大戦後の経済成長に呼応して、
四国全体の開発が国家プロジェクトとして取り
上げられ、香川県への分水事業だけでなく、吉
野川流域内の利水や治水も含めた河川の総合開
発を行うことで関係者が合意をしました。

昭和43年７月早明浦ダムを中心とする「吉
野川水系水資源開発基本計画」の一部変更が閣
議決定され、香川県における水不足を抜本的に
解消し、農業の近代化、産業基盤の強化発達、
生活環境の整備を図ることを目的とした香川用
水の建設が追加となり、昭和43年10月工事着
手、建設期間７年を経て、昭和50年４月管理
を開始しました。
－香川用水の概要－

高知県にある早明浦ダムで生み出された年
間247百万㎥の水は、吉野川を約64㎞流下し、
徳島県三好市にある池田ダム上流約1.8㎞に設
けた取水施設（取水工）から、自然流下により
阿讃山脈を貫くトンネルで香川県三豊市にある
東西分水工へと送られ、農業用水の取水量（非
かんがい期とかんがい期）に合わせ６パターン
の取水計画量で、東西に延びる幹線水路により、
県内の一部の山間部および島しょ部を除くほぼ
全域に供給しています。

4•水とともに　水がささえる豊かな社会
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水路延長約106㎞の香川用水は、農業用水・
水道用水・工業用水が流れる共用水路約47㎞

（取水工・幹線導水路約８㎞、東部幹線水路約
35㎞、高瀬支線水路約４㎞及び香川用水調整
池）を水資源機構が施工・管理し、残りの農
業用水専用水路約59㎞は農林水産省が施工し、
香川用水土地改良区が管理しています。

2. �暮らしに貢献

香川県最大のライフラインであり「讃岐の大
動脈」香川用水の通水の歴史は、管理開始とな
る１年前に遡り、昭和48年の異常渇水などに
鑑み、香川県の水不足の軽減のため、徳島県を
はじめ、吉野川流域の深いご理解と協力により、
生活用水に限り、暫定的に通水を開始したこと
に始まります。

昭和49年５月30日、東西分水工において暫
定通水式が行われ、県民待望の水は同年８月１
日、県内の浄水場を通じ、県内一般家庭等に向
け給水が開始されました。

昨年、香川用水通水40周年を迎えるととも
に平成26年９月には、吉野川から取水量累計
が70億㎥（水道用水約31億㎥、工業用水約
５億㎥、農業用水約34億㎥）を達成し、これ
は実に香川県内に存在する１万4000余りのた
め池の総貯水量の約50倍に相当する量で、長

い間香川県の暮らしを支え、これからも支えて
行くことになります。
－渇水時の活用－

昭和48年「高松砂漠」と言われた渇水では、
高松市で給水制限期間は２ヶ月の長期にわたり、
給水時間は最悪１日わずか３時間の日もあり、上
水道を緊急に送水するため、建設中の香川用水
東部幹線水路の一部を利用し、流域の異なる満
濃池から約30万㎥の水が送水されました。

また、平成６年の渇水では、早明浦ダムの利
水貯水率がゼロとなり、発電用水を徳島県と香
川県の水道水用水として融通、香川県内では「人
の命」を優先する考えから農業用水の取水制限
率を厳しく設定し、水道用水を確保し、この難
局を乗り切りました。

その後も平成17年、19年、20年、21年、25年
と度々渇水に見舞われましたが、平成21年、25
年の渇水においては、香川用水第三次取水制限

（50％カット）運用開始に合わせ、香川用水調整
池（宝山湖）から、平成21年は計３回（累計日
数26日　総取水量733千㎥）、平成25年は計２回

（累計日数14日　総取水量354千㎥）、水道用水
を補給し、県民の生活を守っています。
－災害対応－

地震発生を想定した施設点検訓練、風水害時
の取水工での塵芥処理訓練等、起こりうる災害
に備え、即座の対応が可能とするには、日頃の
訓練が重要と考えています。

平成26年度の風水害による防災態勢発令回
数は11回、延べ34日となり、特に８月に来襲
した台風12号では、吉野川にある取水工水位
が香川用水管理規程に定める取水停止が容認
される水位（EL94.00m）近くのEL93.16mま
で上昇し、押し寄せる大量の除塵により取水
口が閉塞され、取水が出来なく危険が生じる
事態となりました。

生活用水の大半を賄う香川用水の取水停止
は、一般市民へ大きな影響を与えることは無論、

香川県民を支えるライフライン

特集•5
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農業用水では受益地全域の水路や圃場での施設
操作が必要となり、農業専用水路を管理する土
地改良区や農家に大きな労務負担が生じ、水道
用水では、調整池（宝山湖）からの補給が可能
となっているものの、ポンプアップによる電力
料の発生や県浄水場における浄水工程の調整が
必要となってきます。

さらには、取水停止は池田ダム下流域におけ
る洪水被害の増加に繋がる可能性もあります。

そんな状況の中、日頃の訓練成果を発揮し、
香川県や土地改良区と密接に連携を取りなが
ら、取水工での人力による除塵作業や夜間、豪
雨の中での施設巡回監視等、職員が一丸となっ
て業務遂行にあたり、管理開始後一度も通水停
止の事態を招くことなく、県内への安定した通
水を続けています｡

3.安定した水供給のために

－緊急改築事業の実施－
香川用水の水路は建設されてから40年が経

過しました。この間、施設の経年劣化に対応す
るため、平成11年度から20年度にかけて香川
用水施設緊急改築事業を実施しました。この事
業では、水路約９㎞に経年劣化とコンクリート
のアルカリ骨材反応により発生した亀甲状のひ
び割れの補修・補強等を行いました。

また、近年の慢性的な渇水状態の緩和や大地
震などの不測の事態への対応として、香川用水
調整池（宝山湖）を設け、渇水時の香川用水へ
の補給による断水回避だけでなく、ストックマ
ネジメントによる施設の点検調査が可能とな
り、利水の安全度も向上しています｡

－老朽劣化対策－
緊急改築事業では、とりわけ劣化が激しい施

設に絞って対策を行いましたが、完成後40年
間根本的な劣化対策を行わずに使い続けている
施設も多数あります。

近年、漏水等が頻発していることもあり、「施
設の状態評価」「健全度に基づいた合理的な対策
の検討」を行い、中長期的な視点で経済的な施
設保全を行うことを目標に精査を進めています。

－大規模地震に備えて－
近年、大規模地震に対する研究が進められ、そ

の脅威が明確になりつつあり、また、大規模災害
の回避に向けての社会的な要求水準の高まりも見
られます。

他方、香川用水は40年以上前の基準で設計され
ており、必ずしも大規模地震を十分に考慮したも
のと言うことはできません。このため、万一の場合
の第三者被害の回避と安定通水の確保のため、平

宝山湖：水道用水を常時３00万立方メートル貯留

経年劣化とコンクリートのアルカリ骨材反応

特集
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成27年度から学識経験者の助言を受けつつ、水路
施設の耐震性の確認を進めているところです。

併せて、大規模地震により水路の一部が被災
した場合速やかに補修が行えるよう管理所に備蓄
資機材を確保する等、防災体制の整備や大規模
地震の発生により操作や通信を行う施設が停電に
なった場合でも、確実に操作が行えるよう予備電
源を確保する等の防災型施設づくりへの取り組み
を行っています。

４.地域とともに

－水源地域への感謝－
平成26年11月に開催された香川用水通水40

周年記念式典の場で、浜田香川県知事は、「香
川用水は香川県民の『命の水』として水事情を
飛躍的に改善し、生活向上、農業、工業をはじ
めとする産業活動に大きく貢献し、香川県の発
展に計り知れない恩恵をもたらした」と述べる
とともに、水源地域の皆様の温かいご理解とご
協力の賜物であり、「四国はひとつ」の心で送
られてくる「友情の水」と感謝の意を表されま
した。

また、農業用水がかんがい期に入る６月11
日に合わせ行われる香川用水土地改良区主催の

「水口祭」においても、配水の安全と豊潤を祈
願するとともに、水の恵みと水源地域に対する

感謝の気持ちが込められています。

－香川用水を身近に感じて－
香川県では県内の中学１年生を対象に、香川

用水の水源施設の見学を通じ、水の大切さやそ
れを守ってきた先人の苦労の足跡を学ぶ機会を
提供するとともに、水源地域の人々との交流を
深めてもらうことを目的とした「水源巡りの旅」
が実施され、東西分水工にも毎年約600名の中
学生が訪れます。

また、水について学び始める小学４年生を対象
に、職員が「出前講座」を行い、水の大切さ、香
川用水の役割を理解してもらうため、広報活動に
力を入れ、今年度からは香川用水土地改良区と合
同での出前講座も開催し、より地域に溶け込む香
川用水となるよう励んでいます。

５.おわりに

香川用水は吉野川流域の関係者のご理解とご協
力により、今や香川県最大のライフライン「讃岐
の大動脈」として、香川県内で欠くことのできな
い水源となっています。安定的かつ経済的な水供
給という県民の期待に応えるため、最新の知見に
基づいて、日常の施設管理と中長期的視点に基づ
いたリスクマネージメントを行ってまいります。

式辞を述べる浜田香川県知事

香川用水について学ぶ「東西分水工」見学

特集•7
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30 年に一度

ダムの維持管理のために、様々な点検が行われている。
このうち、ダム総合点検は、原則30年毎にダムの長寿
命化、長期的な安全性及び機能の維持を目的に、日常点

検や定期検査では実施しない大規模な調査・試験を行う。
「下久保ダムは、昭和44年の管理開始から既に50年
近く経過しています。平成25年にダム総合点検の実施
が制度として定められたことから、下久保ダムでは平成
26、27年度の２カ年でダム総合点検を実施しています。」
と佐瀬。
ダム総合点検は、点検計画の立案、調査の実施、健全
度評価、維持管理方針の策定の順に行われる。現在は調
査が行われている段階だ。

605m605m

ささえる
Power力
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Profile
下久保ダム管理所

佐瀬　勝亮 Katsuaki Sase
平成 22 年４月、水資源機構に入社。最初の配属先である木津川ダム総合管

理所高山ダム管理所では、施設の操作や維持修繕、環境調査などダム管理に関
する業務全般を担当。前任地の思川開発建設所ではダム建設に伴う道路の付け
替えや工事用道路等の工事監督を担当し、平成 26 年 11 月より現職。

利水・治水など重要な役割を担うダムを、より長く
安全に機能させるため、従前から行われてきた日常管
理や定期検査の他、最近は30年毎に長期的観点から
実施する「ダム総合点検」を行っている。
今回は、堤頂の長さ605mで、コンクリートダム

としては日本最長のダムである下久保ダムでダム総合
点検を担当する若き技術者の佐瀬の姿を追った。

ダムの維持管理における点検

（原則3年毎） （原則30年毎）

「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。

～30年に一度のダム総合点検～
歴史と未来



歴史の重みと120m の登り降り

調査を行う際にどの様な苦労があるのか聞いてみ
た。「例えば設計に関する調査の場合、建設事業中の資
料にあたる必要があります。50年以上前の資料もあり、
なかなか必要な資料にたどり着かないことも度々で
す。管理記録の調査も同様で、文献・データの山から１
冊ずつ１ページずつ確認しながら目的の情報を探す
ことになります。電子データを検索機能を使って探す
ことに慣れてしまっているので、大変でした。」たどり
着いた限られた情報から、当時の状況を推察するのも
一苦労だというが、調査の基本となるものであり、歴
史の重みを感じながら何度も資料にあたる。

また、資料調査と並行して現地調査も行う。コンクリー
トの補修履歴や現況の調査の他、基礎排水孔など目視
での確認が出来ない箇所の調査は、小型カメラを用い
て行う。様々な調査のうち、最も苦労したのは堤体下流
面のコンクリートの状態を調べる作業だったという。
「コンクリートは本来アルカリ性ですが、劣化が進むと
少しずつ中性に近づいていきます。コンクリートの表
面を削り試薬を用いて中性化した深さを調べることで
劣化状況を調査します。併せて、テストハンマーを用い
てコンクリートの反発度試験も行います。下久保ダム
の場合、ダムの下流面は高低差が約120mありますが、
下流面には階段が無く、登り降りは全てハシゴです。こ
こを、検査機材を持って何度も登り降りしたのは辛かっ

たですね。」ダム全体を42のブロックに分けて調査を
繰り返す佐瀬の姿は、真剣そのものだ。

未来を見据えて

調査の段階は大詰めを迎えており、これからは、調査結
果を基にダムの健全度を評価し、今後の維持管理方針を
策定する段階へと移っていく。「今回のダム総合点検の結
果をスタート地点として、今後30年間の維持管理や30年
後の点検が行われる事になると思います。今回の点検結
果はもちろんですが、日頃行っている観測結果や補修履
歴なども確実に整理し積み重ねていき、それを基に維持
管理を確実に行っていくことが、下久保ダムを長く安全に
運用していくことに繋がっていくと改めて感じています。」
最後に佐瀬自身の未来についても聞いてみた。「ダム
総合点検を担当している中で、ダム本体の施工経験が
あれば異なった視点で点検や維持管理を行うことが出
来るのではないかという思いが強くなりました。いつか
は、ダム本体の建設事業にも携わりたいと思います。」未
来を担う頼もしい若き技術者の姿を見ることが出来た。

ささえる
Power力

ささえる力　Power•9

６月の点検放流には、1,900名
と予想以上に多くの方々がお越
し下さいました。また、地元のお
店では「ダムカレー」や「ダムかき
氷」などの提供も始まっています。
今注目の下久保ダムにぜひお越
し下さい！
※点検放流については、「機構ニュース
（P20）」でご紹介しています。

ダム総合点検の流れ



東京の大渇水

東京を始めとする首都圏では、戦後、世界に例を
みないほどの人口の急増、生活水準の向上、産業の
発達、都市の立体化などに伴い、水道の使用量は急
増し、水不足が深刻化しました。

特に昭和35年（1960）から37年にかけて、平均降
雨量は平年の半分以下と少なく、東京都民の水がめ
である小

お ご う ち

河内ダムや村山・山口貯水池が底をつくほ
どの大渇水になりました。

このため東京都は、昭和36年10月から20％の制
限給水を開始、39年７月にはさらに35％に強化し
ました。35％の制限給水は、夜間22時～翌朝５時、
昼間10時～16時は蛇口をひねっても水が出ないと
いう厳しさで、一般家庭はもとより、水を大量に使
う業界にも大きな影響を及ぼしました。39年８月
の45％の制限給水時には自衛隊が応援に出動、約
25,000人の隊員が16日間にわたり約7,000トンを
給水しました。制限給水は一時、最大50％まで強化
され、通算1,259日（約３年半）にも及び、都民からは
苦情が殺到、マスコミでも連日大きく報道されました。
節水の呼びかけやプールの使用禁止、雨乞いや人工
降雨実験など…、水不足は人々の暮らしに大きな影

響を及ぼしました。
また、下水道普及の

遅れから、水質の汚濁
が進み、多くの河川が
生活雑排水や工場排水
の流入で、臭い、汚い川
となりました。

利根川の水を東京へ

折しも東京オリンピック開催を昭和39年10月10
日に控え、時の政府は、「世界が見て恥ずかしくない
東京に」と首都高速道路や新幹線など首都の大改造
を進めていた時期で、河野一郎国務大臣（オリンピッ
ク担当）を中心に「１日も早く利根川通水を！」と、連
日、緊急対策会議が行われました。

昭和37年５月、限られた水資源を中立の立場で
広域的に有効利用する組織として、水資源開発公団

（以下公団・現水資源機構）が発足。公団の最初の事
業として、水量豊かな利根川の水を広域的に開発す
る利根導水路事業がスタートしました。

利根導水路事業のあらまし

関東平野の三大河川は利根川・荒川・多摩川です。
従来、東京都は主として多摩川に水源を依存してき
ましたが、集水域が狭いため供給量が少なく、荒川
も水量の変化が激しく、多量の取水は困難でした。

そこで利根川最上流部のダム群で生み出された
水を東京都・埼玉県へ流す総合的な水資源開発の
一環として昭和38年に着手されたのが、利根導水
路計画です。東京都と埼玉県に都市用水を供給する
とともに、利根川中流部の約29,000haの農地（埼玉・
群馬）にかんがい用水を安定的に供給し、さらに隅
田川の浄化にも役立てようとするものです。

利根川の水を利根大堰の上流にプールし、利根大
堰で東京都と埼玉県、群馬県に水を分けて公平に流
す仕組み（大

だ い ぶ ん す い

分水工
こ う

）で、おもな施設は次の通りです。水を求めて集まる人々
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連　載

環境省環境カウンセラー・若林高子

生まれ変わる武蔵水路
武蔵水路が出来るまで第１回



おもな施設

•利根大堰
利根川を横断する可動堰で、利根川中流部の各用

水を合
ご う く ち

口取水し、取水口、樋管、沈
ち ん し ゃ ち

砂池を経て、５つ
の水路に分ける施設。左から行田水路、見沼代用水路、
武蔵水路、埼玉用水路、邑

お う ら

楽用水路に分かれます。
このうち、武蔵水路は東京都の水道用水・工業用水・

浄化用水と埼玉県の水道用水・工業用水を荒川へ導
水する水路で、見沼代用水路は、埼玉県の農業用水・
水道用水と東京都の水道用水を導入する水路。

埼玉用水路は農業用水を羽
は に ゅ う り ょ う

生領用水、葛西用水、
稲子用水、古利根用水へ導水する水路です。邑楽用
水路は、利根川を横断して左岸へ送水、利根加用水、
明和用水、板東用水、北

き た か わ べ り ょ う

川辺領用水へ導水する水路。
行田水路は、行田浄水場へ直接導水する水路となっ
ています。
•武蔵水路

利根川の水を荒川に運ぶ連絡水路で、利根導水路
事業の根幹をなすものです。利根川と荒川が一番接
近している行田市から鴻巣市（旧吹上町含む）に至
る田園地帯に建設されました。全長約14.5ｋｍ、幅
16.7ｍ、公団の手で施工されたわが国最初の多目的
水路です。

　

•秋
あ き が せ

ヶ瀬取水堰
荒川上流から来る水と武蔵水路を経て荒川へ流

下した水を取水する可動堰で、東京都と埼玉県の水
道用水・工業用水、隅田川の浄化用水を取水します。

秋ヶ瀬取水堰

利根大堰と大分水工

利根川

埼玉用水路
武
蔵
水
路

行
田
水
路

見
沼
代
用
水
路

利
根
大
堰

大分水工
埼玉県埼玉県

群馬県群馬県
邑楽用水路

連載•11



•朝霞水路（水道・浄化水路）：秋ヶ瀬取水堰から東京
都の朝霞浄水場、三園浄水場へ送るとともに、隅田川
の浄化用水を新河岸川に導水する水路です。
•朝霞浄水場：荒川から来た水を浄化し、水道水とし
て都民に給水する施設で、東京都東村山浄水場へ送水
します。朝霞浄水場と東村山浄水場の間は、水の状況
に合わせて相互に水融通が行われています。
•大久保浄水場：荒川からの水を浄化し、水道水・工業
用水として埼玉県に給水する施設です。

このように利根導水路事業は、利根川の水を武蔵
水路を通して荒川に導き、少し下流の秋ヶ瀬取水堰
から関係浄水場へ水を運ぶこと、利根川中流域の約
29,000haの水田に農業用水を供給すること、さら
に余剰水は隅田川の浄化にも役立たせる目的を持っ
ています。

早期完成を目指しての突貫工事

このうち、まず秋ヶ瀬取水堰の建設工事が昭和38
年３月から始まりました。大渇水状態にある東京都
の緊急援助要請を受けて、早期完成を目指す突貫工
事。河野大臣の“鶴の一声”で、通水式は昭和39年８
月25日と決まり、オリンピックを目標にできる限り工
期を短縮して渇水の非常事態に対応すべく、公団と
施工業者が懸命の努力をした結果、無事、開通にこ
ぎつけました。

武蔵水路の起工式は昭和39年２月。東京都の水飢
饉の一番激しい時期で、一刻も早く利根川の水を東京
へ運ぶ必要があり、用地買収は約１か月余りという異
例の早さ。８工区に分けての24時間体制。底なしの軟

弱地盤と闘い、農業用水路や河川、鉄道などが網の目
のように交差する地点では、サイホンの原理を応用し
て従来の施設などをくぐり抜ける難工事が続きました。
昭和40年３月、見沼代用水の用水路を使いながら暫
定通水を開始、実際の工事完了は42年３月１日。河野
大臣、小山建設大臣、関係知事らを迎えて、盛大な通水
式が行われました。

1300 万人の都市生活を支える武蔵水路

利根導水路事業と相まって、利根川上流には矢木
沢ダムや下久保ダムなどの大きなダムが計画・建設
されました。その後、奈良俣ダムなどが加わり、首都
圏約3000万人を支える水がめとなりました。

利根川から利根大堰で取水した水は、武蔵水路を
通じて東京都（朝霞浄水場・三園浄水場）と埼玉県（大
久保浄水場・吉見浄水場）へ送られ、約1300万人の
生活を支える重要な役割を果たしています。（13ペー
ジ図参照）

また、荒川水系の水質改善にも貢献しています。新
河岸川を経た隅田川は、流域の下水道整備とともに
浄化用水を導水することにより、悪臭放つドブ川から、
水上遊覧の楽しめるきれいな川になりました。その
ほか、洪水時には埼玉県の要請を受けて、水路周辺
地区の浸水被害の軽減にも貢献しています。

老朽化が進み、改築へ

東京オリンピックは戦後日本の発展ぶりを世界に
示し、成功裡に終了しました。しかし、オリンピックに
間に合わせるために、急ピッチで造られた武蔵水路
の施設は約50年を経て老朽化が進み、あちこち傷み
が激しく、数々の不具合が生じてきました。

「ついに利根川の水が来た！」　通水を見守る人々
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◆武蔵水路の諸元（建設当時）

位置　埼玉県行田市須加地先～鴻巣市糠田地先
水路形式　コンクリートライニング台形水路
延長　約14.5ｋｍ
最大通水量　毎秒50㎥
主な付帯施設　サイホン（６か所）、樋管、水位調節堰（４
か所）、放流口（４か所）、水門（２か所）、排水機場
※なお、昭和41年６月の台風４号の出水を契機に、周辺地域
の増水した水を受け入れることを目的として、排水機場の増
設と水門、放流口を新築した。



このため、2015年度末の完成を目ざして、現在、改
築工事が進められています。
改築事業の目的は次のとおりです。
①安定通水機能の回復

地盤沈下や老朽化により低下した通水機能の回
復を図り、安定した都市用水の通水ができるよう
にする。水路の損壊や崩壊の危険を防止する。

水路を２連化することで、通水しながら片方で
維持管理ができるようになる。

②内水排除機能の確保・強化
周辺地区の浸水被害を軽減するため、内水排除

機能の確保・強化を図る。新たに水資源機構が施
設を遠隔操作で一元管理し、迅速な内水排除を可
能にする。

③荒川水系の水質改善
隅田川の水質は、BOD（環境基準）が40㎎/Ｌか

ら４㎎/Ｌまで改善されているが、引き続き利根川
から浄化用水の導水を行い、荒川水系の水質改善
を図る。

④施設の耐震化
首都直下地震のような大規模地震が発生した

場合でも、水路の通水機能や内水排除機能に影響
ないよう施設の耐震化を図る。

現在、水路本体の改築工事はほぼ終了し、完成ま
で残りわずかとなりました。進捗状況などは「むさし
水路だより」や「武蔵水路の拠点整備かわら版」など
で、周辺地域の人々に随時、広報するとともにホー
ムページにも改築事業の情報を掲載しています。ま
た、施設見学会や拠点整備のワークショップも開催
し、地元の方々にとって親しみの持てる水路の完成
を目指しています。

改築工事の詳細は次号でご紹介します。

【参考文献】

「秋ヶ瀬取水堰・朝霞水路工事誌」
　水資源開発公団利根導水路建設局　1967年３月

「武蔵水路工事誌」
　水資源開発公団利根導水路建設局　1968年９月

『東京サバクに雨が降る』　小林重一著　1977年11月
『砂漠に川ながるー東京大渇水を救った500日』

　高崎哲郎著　ダイヤモンド社　1996年３月
パンフレット類

「利根導水路概要書」　2009年12月
「生まれ変わる武蔵水路」　2014年1月
「武蔵水路改築事業」　2015年４月
「秋ヶ瀬取水堰の概要」（いずれも水資源機構作成）
「わたしたちの水道」小学校社会科学習資料平成26年度版

東京都水道局　2014年３月

改築された武蔵水路

施設見学会で改築された水路を歩く人々
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はじめに

成田用水地域は、千葉県北東部に位置し、北に利
根川を望み、西に東京湾、東に太平洋が広がってい
ます。その一角を占める北総台地は、古くから「石
なく、山なく、水もなし」といわれ、満々と水をた
たえた利根川の流れを目の前にしながら、気候は温
暖で肥沃な土壌にも関わらず、水源に乏しく周期的
な干ばつに見舞われてきました。

さらに北総台地は、関東ローム層に覆われている
ために、畑は干天が続き強風となれば砂あらしとな
り、樹枝状に入り組んだ谷津田は年間を通じて湛水
しているため、強湿田となっていました。

このため、「水田は常に水が溜まっているもの、

畑は水を掛けなくて良いもの」というのがこの地域
の古来からの営農慣習で、畑では甘藷や千葉県が日
本一を誇る落花生といった耐干性作物を中心とした
農業が営まれてきました。目の前を流れる利根川の
水を引くことは、地域農家にとって長年の夢であり
ました。

昭和 56 年に成田用水の通水が開始され、関連事
業による効果と相俟って、生産性の低かった湿田の
解消が進み、現在では早場米の生産が盛んとなり、
秋冬大根と春夏にんじんなどの作物について産地形
成されているほか、やまといもや花卉などの栽培も
盛んになっています。

成田用水の特殊性

成田用水事業は、昭和41年７月に千葉県成田市三
里塚を中心とする位置に新東京国際空港（現成田国
際空港）建設計画が閣議決定されたことに伴い、騒
音対策事業の一環として計画が策定されたもので、
他の土地改良事業とは異なる歴史があります。

土地改良事業は、土地改良法によって、受益農家
（事業参加資格者）の３分の２以上の同意を得て、国
又は県に申請して適当と認められて実施され、成田
用水事業も、手続き上は申請事業ではありましたが、
国をはじめ千葉県、関係市町村の行政主導で進めら
れました。

さらに、新空港建設計画が発表されたとき、関係
する市町村では大きな混乱があり、多くの市民が空
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苦難の歴史があった成田用水
～強い農業の礎となるために～
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港建設に反対する中で、補償事業であるべきとの意
見が大勢を占める地域農家の感情は複雑でした。ま
た、新空港建設に伴う様々な動きも相俟って、土地
改良区をはじめ関係者の苦労は筆舌に尽くしがたい
ものとなり、事業の推進は困難を極めました。

事業への妨害

成田用水は、「新東京国際空港周辺整備計画」（現
在の成田国際空港周辺整備のための計画）に基づい
て実施された事業であったことから、土地改良事業
の推進者は、新空港建設の推進者と見なされ、昭和
52 年から約 10 年間にわたり、幾度となく妨害を受
け、関係者は身に危険を感じながら、自主警備を余
儀なくされたのです。

ときには、6000 人から 9000 人の警察機動隊の
警備の中での工事施工、水利施設や土地改良区事務
所への放火な
ど、日本の土
地改良事業の
歴史に類をみ
ない異質なも
のでした。

成田闘争の教訓

当時、空港騒音下でも農業を続けなければならない
農家にとって、なぜここまで妨害されなければならな
いのか、新空港問題は以降の公共事業の進め方にお
いて世界的にも影響を与え、住民の同意が前提と考え
られるようになりました。

成田闘争が始まって半世紀が過ぎ、その多くを知る
人は少なくなってきています。空港建設反対派、警官
及び民間人の９名の尊い命が犠牲となり、多数の負傷
者や財産の喪失があったことに思いを寄せると共に、
いつの世も人が人を傷つけ合う歴史を繰り返してはな
らないと強く願っています。

成田用水の今後

成田用水は、昭和56年の管理開始から34年が経過
した現在、給水栓を開ければ水が供給されるのは当た
り前、農業経営の近代化、安定化が可能となり、東京
近郊の立地条件を生かし、全国有数の米や野菜の生
産地としての一翼を担っています。

一方、施設の老朽化が進行する中、インフラ施設と
して、これまで以上に効率的な維持・補修・更新に取
り組み、その機能及び効果が将来にわたり安定的に発
揮できるよう必要な措置を講じていくと共に、経営と
して成り立つための「強い農業」を目指し、関係者が
一体となって取り組んでいくことが必要不可欠となっ
ています。

そして、苦難に満ちた歴史があったことを忘れるこ
となく、後世に引き継いでいくことが、成田用水に関
わる者としての責務であると考えます。

利根川沿岸を通過する水管橋

全国有数の生産量を誇るやまといもへの散水

消失した重要な事業関係資料を保管していた土地改良区書庫
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水資源機構は、全国の７水系で約30基のダム
を管理していますが、このうち、最も新しく平成
25年度から管理を開始した大山ダムにおいて「管
理の高度化」として、新しい取り組みを進めて
おります。本稿では、管理の高度化の一環とし
て大山ダムで実施しているＣＩＭ（Construction 
Information Modeling/Management）について、
紹介いたします。

   ＣＩＭとは

近年のＩＴ（Information Technology、情報技
術）の進歩に伴い、３次元でのモデル作成が容 
易になり、また、タブレット端末を用いて外に居
ながらもメインのコンピュータに格納されている
情報に容易にアクセス出来るようになってきまし
た。こうしたＩＴの進歩から、道路、橋梁、トン
ネルなどの社会基盤整備事業において、ＣＩＭを
試行的に活用する取り組みが進められています。

従前より３次元モデルの考え方はありました
が、ＣＩＭは従前の考え方を発展させ、施設の調
査設計段階から３次元モデルを導入し、施工や
維持管理の各段階でも継続的に使用できるように
発展させることで、事業の一連の効率化や能力向
上を目的としているものです。

一般に、ＣＩＭを活用した主な効果としては、
①～④が考えられます。
①情報の有効活用（設計の可視化）

従来、図面上でしか把握出来なかった情報
が３次元化されることにより、立体的に把握出

来るため、構造物のイメージを明確にすること
が出来ます。

②設計の最適化（整合性の確保）
構造物の干渉の確認、設計ミスの発見が３

次元化された画像で確認が出来ます。
③施工の効率化、高度化（情報化施工）

施工上のデータが蓄積され、逐次に施工の
状況確認が可能であり、また、情報化施工に
よる出来高管理により効率的な施工管理が可
能です。

④維持管理の効率化、高度化
設計・施工の段階から、データベース化さ

れたシステムを構築しておくことにより、管
理移行後に設計施工時を含めた過去の情報が
容易に入手可能となります。これにより、異
常時の早期確認が可能となり、また、通常の
維持管理や定期点検などの際にもデータベー
ス化された資料を用いることにより、管理の
効率化、簡素化を図ることができることにな
ります。

CIMの概念図（国土交通省HPから引用（http：//www.mlit.go.jp/tec/it/））
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ダム管理の高度化に向けたCIMの活用
〜大山ダムの事例〜



   大山ダムでの取り組み

①ＣＩＭの構築概要
大山ダムでは、ダム堤体、放流設備、貯水

池を対象として３次元化モデルによる可視化
とともに、地質情報や試験湛水中の堤体の観
測情報、堤体挙動、貯水池斜面対策の観測情
報などのダムの特性である初期挙動の情報を
蓄積・処理できるデータベースシステムを全
国のダムに先駆けて構築しました。

②管理移行後の活用
管理移行後は、３次元化された映像を活用

して放流設備等のダムの複雑な構造部分を速
やかに把握出来るだけでなく、各種観測デー
タと試験湛水というダムの安全性を確認する
時点まで遡ったデータの経時変化との関係性
を速やかに把握出来るようになり、業務の効
率化に繋がっています。また、あらゆる視点
からダム堤体及び貯水池を眺望することもで
きるため、広報資料や対外的な説明などにも
活用しています。

   今後の取り組み

大山ダムでの実例を活かし、他の水資源機構事
業においても、さらなるＣＩＭの発展的活用を目指
し、各事業の状況に応じてＣＩＭを活用した業務
の効率化に役立てていきたいと考えています。

【大山ダム概要】
所 在 地 大分県日田市大山町

河 川 名 筑後川水系赤石川

型 式 重力式コンクリートダム

堤 高 94ｍ

目 的 ①洪水調節

②河川の流水の正常な機能の維持

③新規利水（水道用水）

管理開始 平成25年４月１日

３次元画像と属性情報

３次元画像表示例

大山ダム位置図
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大阪港は、波静かな大阪湾の中心に位置し、気
象・海象条件が良いため、古くから良好な港湾と
して発展してきており、現在では、年間約8700
万トンの貨物を扱い、世界約130の国と地域を結
んで、人口約2100万人の近畿圏の経済活動や市
民生活を支える、わが国有数の国際平和貿易港と
なっています。

その日本屈指の貿易港である、大阪港で、船上
や島での生活を支える「給水」が日々行われてい
ることについて紹介させていただきます。

１　船への給水

（１） 直接給水（岸壁から船へ給水する）
給水の方法には、直接給水と言われる岸壁からの

給水と、運搬給水と言われる船から船や島などへの
給水がありますが、クルーズ船などが寄港する際に
は岸壁からの直接給水が行われます。

その給水に携わっておられるのが、大阪市港湾局
から委託を受けた有限会社コスモ商運さんで、今

回、同社専務取締役の荒石さんのご案内で、同社の
射

い ば も と

場本さん、横手さんが直接給水を行われる様子を
見学させていただきました。

その日は、大阪港の天保山客船ターミナルに、
クルーズ船が海外から入港しました。

乗客が大阪や京都・奈良などの観光・買い物か
ら船に戻り、出港するまでの間に、給水等を済ま
せておく必要があります。

射場本さん他のみなさまが、船が着岸するまで
に岸壁にある給水栓にホースやメーターをつなぐ
など準備を整えておき、船の着岸後に船から延ば
されたホース（ジョイント部分の規格が異なる場
合があり、今回もそのための対応を行った後）と
ジョイントして、給水を開始されました。

ホースは直径が65ミリで、２本のホースで給水
します。１時間で約100トン（家庭用のお風呂１杯
分が200リットルだとすると・・・なんと500杯分！）
が給水されるとのことですが、今回のクルーズ船
は800トンの給水を行いますので、約８時間かけて
の作業になるとのことでした。有限会社コスモ商運の射場本さんと横手さん（右から）

給水前に水質の点検を行います
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港での生活に欠かせない給水
（大阪港にて）

第1回



なお、給水開始後、船内での水の使用状況により、
船から給水を一旦ストップするよう連絡があるた
め、必ず現場で待機して即応体制を整えていると
のことです。

また、給水依頼の連絡は、クルーズ船に限りませ
んが、当日になって急に来たりするため、いつも体
制を整え、臨機に対応されているとのことです。

（２） おいしい水
クルーズ船には、海水を水に変える装置が備え

付けられており、一度、荒石さんもその水を飲ん
だことがあったそうですが、やはり、給水する水に
は、とてもかなわないと感じたそうです。

だからこそ、船上で必要となる飲み水、料理に
使用される水、その他の生活用水は、給水する水
になるのだと納得して、日々、給水に携わってい
るとのことです。

また、大阪港の水は、高度浄水処理（※１）されて
おり、「おいしい」ということが、海外の船にも知
れわたってきているため、クルーズ船は大阪港で

給水することが増えてきているとのことでした。

（３） 淀川の水が世界を旅する
その給水される水は、淀川の源流からはるばる

大阪港まで届けられた水であり、その水が世界を
旅することに、水をお届けしている一員である水
資源機構職員の私は、ロマンを感じずにはいられ
ませんでした。

（４） 豆知識
　　「水の自動販売機」

水（清水：せいすい）の自動販売機が港に
あることをご存じでしたか？

大阪港には２つ清水自動販売機が設置され
ており、船にホースをつなぎ、お金を入れると、
0.45立方メートルを200円で購入することがで
きます。（※２）（直接給水の一部です。）。

編集後記
今回の取材に当たり、有限会社コスモ商運のみ

なさまには、お忙しい中、大変お世話になりました。
この場をお借りして、お礼申し上げます。誠にあ
りがとうございました。

 （関西・吉野川支社淀川本部）

【出典等】
（※1）大阪市は全ての浄水場に高度浄水処理を導入し、平成12

年３月より市内全域に高度浄水処理水を届けておられます。
（大阪市は政令指定都市で初めて全量高度浄水処理を導入）

大阪市には３つの浄水場があり、それぞれで高度浄水処理
が行われています。
柴島浄水場（大阪市東淀川区：平成10年３月通水）、庭窪浄
水場（守口市：平成11年３月通水）、豊野浄水場（寝屋川市：平
成12年３月通水）

「大阪市水道局　HP」　より引用

（※2）「大阪港案内 2014/2015」大阪市港湾局 　より引用

岸壁と船のホースをジョイント

水道栓を開けて給水開始

自動販売機のコイン口は少し離れたところにあります

流れの先に•19



●下久保ダム管理所（埼玉県）

下久保ダム４門同時放流を５年ぶりに実施。1900名が来訪
６月28日（日）に非常用洪水吐（クレストゲート）と常用洪水吐（オリフィスゲー

ト）を４門同時に放流する点検放流を公開で実施しました。この４門放流は、昭和
44年に管理を開始して以来３回目で、実施予定が新聞等に掲載されると多くの反
響や問い合わせがありました。実施予定日の一週間程前まで、ダム貯水位は４門
放流が実施できるかどうか際どく、ようやく実施が決定したものの２日前の天気予
報は雨という予報でしたが、当日の天気は快晴でした。それも相まって、ダムには
なんと1900名もの方が見学に訪れ、ダム周辺は大にぎわいとなりました。

４門放流に加え、ダム内部の監査廊および管理用エレベーターの開放、下久保発
電所の見学会や地元自治体と連携して郷土料理の振る舞いといった多くのイベント
も実施されました。また当日の記念となるように、管理所で実際に使用している日
付入りの受付印を押したダムカードも希望者へ配布しました。ダム周辺のお店では、
下久保ダムをモチーフとした、ダムカレーやダム氷（かき氷）が提供され、これらも行列ができ
るほどの人気があったとのことです。

協力いただきました関係者の皆様およびお越しいただいた皆様に感謝しております。今後も
下久保ダムへのより一層の理解をいただけるよう努力して参ります。

●本社（埼玉県）

退任された倫理委員会委員に感謝状を贈呈
当機構では、適正かつ透明性の高い組織・業務運営

及びコンプライアンスの向上を図り、適切な内部統制
を実施するため、学識経験等を有する外部委員を含む
倫理委員会を設置しております。

この度、６月４日（木）の第17回倫理委員会終了後、
前日をもって委員を退任された玉

た ま き

置和
か ず ひ ろ

宏前委員（毎日
新聞社特別顧問）に、感謝状を贈呈させていただきま
した。玉置前委員には、平成17年６月に開催した第１
回倫理懇談会（平成20年１月に現倫理委員会に改組）
から委員にご就任いただき、約10年の長きにわたりご
指導・ご助言を賜りました。大変お世話になりました。

●関西・吉野川支社淀川本部（大阪府）

利水者・関係機関の方を機構施設にご案内
６月10日と11日、関西管内の利水者並びに関係府県

の皆様を対象とした施設見学会を実施いたしました。
今回は「淀川水源地ツアー」と称して、淀川の水源地域、
丹生ダム建設所及び琵琶湖開発施設を、19機関、35名
の皆様に見学していただきました。

参加者からは、「丹生ダム事業の現状をよく理解でき
た」「現場を見て説明を聞くことで理解が深まった」「琵
琶湖開発事業について、治水、利水、環境の問題点を
改善していることが理解できた。」などのご意見をいた
だき、機構事業へのご理解を深めていただけたと感じ
ております。

今後も、施設見学会等を通じて、皆様方に機構事業
へのご理解を深めていただけるよう、取り組んでいき
たいと思います。
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前列左から宗宮委員、玉置前委員、前田委員
後列左から岩村副理事長、松田委員、甲村理事長、西川理事 丹生ダム建設予定地 早崎下八木排水機場（琵琶湖）

利根川水系

淀川水系



●徳山ダム管理所（岐阜県）

実のなる木を植えよう大作戦　下草刈り活動
６月28日（日）、「NPO法人揖斐自然環境レンジャー」

と「生命と水と森の活動センター協議会」が主催する、
徳山ダム上流に「実のなる木を植えよう大作戦」に徳山
ダム管理所、木曽川水系連絡導水路建設所職員７名が参
加しました。

本活動は、徳山ダムの上流に野生動物の餌となる「実
のなる木」の植樹及び植樹地の下草刈りなどの保育作業
を通じて、山の仕事を体験するとともに野生動物と共生
する生物多様性豊かな森林づくりを行うことを目的に、コ
ア山※跡地で継続して実施されています。

当日は、小雨の中での作業となりましたが、草刈りと獣
害防止カバーを設置することができました。

秋には、地元
小・中学生の協
力により、ブナ
などの苗木を植
樹 す る 予 定 で
す。

●富郷ダム管理所（愛媛県）

嶺南あじさい観賞会に参加

富郷ダムがある法皇山脈の南側は嶺南と呼ばれており、
紙・パルプの生産で全国一を誇る四国中央市の重要な水
源地域です。そのうち法皇トンネルから富郷ダムを経て
貯水池の上流端周辺に至る“あじさいロード”では、ボラ
ンティア団体の皆さんが約３万株のあじさいを植え、手
入れを続けています。６月28日には、富郷ダム下流の下
長瀬あじさい公園において、地域振興を兼ね18回目とな
る「嶺南あじさい観賞会」が開催されました。

富郷ダムはCSR（企業の社会貢献）の一環として下草刈り
や清掃作業に参加すると共に、観
賞会では富郷ダム、新宮ダムや
国交省の柳瀬ダムが四国中央市
の市民生活や産業に果たしている
役割などを来場者の皆さんに説
明する機会をいただきました。

●中部支社（愛知県）＆牧尾ダム管理所（長野県）

「第５回ダム愛好家との集いin 牧尾ダム」開催
梅雨入り直後の６月13日（土）に愛知用水の水源「牧

尾ダム」で「第５回ダム愛好家との集いin 牧尾ダム」が
開催されました。

「ダムが好き♥」の合い言葉で繋がった約30名の方々
が、遠くは東京や四国から集まって頂き、管理所から堤
体、ダム直下等々とダムの周りをぐるりと一周歩いて見
学して頂きました。「堤体のこのシャープな角度が堪らな
い！！」、「ロックフィルダム
て、かわいいぃぃぃい♪」と
普段とは違う感想も聞こえ、
案内した職員にとっても新鮮
な一日でした。

この集いは不定期で年に数
回開催しております。ホーム
ページ等でご案内させて頂く
予定ですので、ダム好きな方
のご参加をお待ちしておりま
す。

●旧吉野川河口堰管理所（徳島県）

小型車両系建設機械運転特別教育に参加
６月16日〜17日にかけて、小型車両系建設機械運転特

別教育に、旧吉野川河口堰管理所から３人が参加しまし
た。これは、機体重量が３トン未満の建設機械の運転に
必要な講習です。管理所では、水草回収船を所有してお
り、船には水草回収用のバックホウ（ユンボ、パワーショ
ベルともいう）が装備されています。この講習を受講し
ないと、バックホウの運転が出来ません。

２日間の講習では、初日に機械の構造や法令などを学
び、２日目は運転実技講習を行いました。実技講習では、
48人の参加者が３班に分かれて操作方法を学びました。
バックホウはショベルを手のように使って土を掘ります
が、動かすレ
バーがたくさ
んあって操作
が 複 雑 で す。
参加者は、苦
労しながらも
真剣に操作手
順を学びまし
た。

※「コア山」とは粘土のような土でロックフィルダムの遮水材として用いる土を採取した山のこと。
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長良川河口堰で稚アユが元気に遡上　過去４番目に多い遡上数
今年２月18日に初遡上を

確認してから、沢山の稚アユ
が長良川河口堰の魚道を元
気に上っていきました。

河口堰では左岸呼び水式
魚道の陸側階段部を通過す
る稚アユの数を平成７年から
計測を始めて今年で21年に
なります。今年の遡上数は

957,706尾で、遡上数としては４番目に多い年となりました。
今年の稚アユの遡上は終わりとなりましたが、来年も稚アユが

元気に上って行く姿を見られると思うと今から楽しみです。
長良川河口堰では魚道観察室を一般公開しています。ＧＷ前後

には、稚アユが力強く魚道を遡上する姿をご覧いただけます。皆
様のご来訪をお待ちしています。

優良工事・業務表彰を全国で実施
当機構では、受注者の機構事業への理解を深め、施工技術の向上と

意欲の高揚並びに労働災害の防止を図り事業を円滑に推進するため、
対象となる受注者を表彰しています。今年度は全事業所（本社含む）
にて、優良工事表彰38社、優秀工事技術者表彰10人、優良業務表彰41社、
優秀技術者表彰 29 人、安全管理優良工事表彰 48 社が表彰されました。

今後も企業のみなさまと協力しながら、「安全で良質な水を安定して
安くお届けする」という経営理念のもと、より一層効率的な経営を目
指して参ります。

また、本取組をより多くの方に知っていただきたく、ホームページ
に「優良工事・業務表彰」のバナーを新設し記者発表資料をとりまと
めて公表しています。
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これはUFO…ではなくて、「浅層曝気循環設備」という設
備のフロートだよ。富栄養化対策としてダム湖内に設置さ
れているんだ。フロートの周りが直径50ｍ程の丸い円盤の
ような模様になっているだろう？この20ｍ下には、これもま
たUFOを逆さに吊したような空気を出す口があるんだ。こ
こから空気を出すことによって、水面ではまるでフロートか
ら水がどんどん湧き出るように速い水の流れが生じるため、この部分の水面
は鏡のようになるんだ。この流れは風にも乱されないから、水面にさざ波が
立つと、円盤のように現れるんだよ。阿木川ダム湖には、この浅層曝気循環
設備が全部で９基設置されていて、湖水を循環させて、富栄養化現象を引
きおこす植物プランクトンが発生しにくい環境にしているんだ！

←ホームページに新設したバナー

風が吹くと阿木川ダム湖に現れる多数の
謎の物体…これ、なあに？

アギーくん
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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。

移植手法の確立に取り組む！

植物の重要な種の保全

水の恵み分かち合う あさくら３ダム

小石原川ダム建設事業は、筑後川水系小石原
川に、多目的ダム（洪水調節、水道用水の供給、
流水の正常な機能の維持）である小石原川ダム
を建設するとともに、佐田川から江川ダム貯水
池までの導水施設を併せて建設することで、既
設の江川ダム及び寺内ダムとともに水資源の有
効活用を図るものです。

環境アセスメント

小石原川ダム建設事業では、環境影響評価法
に基づき、環境影響評価（環境アセスメント）
を実施しました。これは、事業が環境にどのよ
うな影響を及ぼすかについて調査、予測及び評
価を行い、影響があると予測された動植物や水
質などに対し、できる限り影響が小さくなるよう
適正な配慮（環境保全措置）を実施していくも
のです。

植物では、環境省レッドリスト等に基づき選
定した「重要な種」のうち、自生地が工事や湛
水の影響を受ける７種（ミヤコアオイ、ナガミ
ノツルキケマン、ミズマツバ、オニコナスビ、
マルバノホロシ、ヒメナベワリ、エビネ）が保

全対象種になっており、移植により保全を図る
こととしています。

移植試験から本移植へ

植物の重要な種については、オニコナスビの
ように移植に関する知見がまったく無い種もあ
るため、確実に移植するための試験を行った上
で、生育適地に移植を実施します。

10年以上にわたる移植試験の結果、６種で
移植手法がほぼ確立されました。その中で、ミ
ズマツバは昨年本移植を実施しました。水田や
湿地に生育し、稲作と同様に耕して水を張るこ
とにより芽を出すことがわかったため、休耕田
に移植し、現在は年１回の耕起・水張りを実施
しています。

一方で、マルバノホロシは毎年のように野外
での生育に失敗していましたが、シカ等の食害
が主な原因とわかり、現在は防獣ネットの中で
試験を継続しています。

これから建設事業が本格化していく中、工事
区域に生育する植物の重要な種を確実に移植で
きるよう、環境巡視により植物の生育状況を確
認するとともに、専門家の指導・助言を得なが
ら本移植への取り組みを進めていきます。 

耕起作業（ミズマツバ移植地） 環境巡視で見つかったエビネの移植
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