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安全で良質な水を安定して安くお届けすること、
それが私たちの仕事です。

まつお たかし

すい滴

境川クリーンアップ作戦
桜美林大学リベラルアーツ学群教授　藤倉　まなみ
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境川は、神奈川県相模原市城山湖付近を水源とし、

江ノ島付近で相模湾に注ぐ、延長約52kmの二級河

川である。境川という名は、かつて武蔵国と相模国

の国境とされたことに由来し、現在でも神奈川県相

模原市と東京都町田市の市境（都県境）となっている。

「境川クリーンアップ作戦」（以下「境川CU作戦」）

は、町田市と相模原市の間を流れる境川の清掃活

動を通して、生活圏や経済圏を共有する町田市民と

相模原市民が共に地域のまちづくりを進める地域コ

ミュニティの育成と、自然環境美化・保全の意識高

揚を目的とする活動である。境川クリーンアップ作

戦実行委員会が主催、相模原市・町田市が後援し、

2001年度から毎年、７月の最終日曜日に清掃活動を

行っている。第15回目となる2015年度は、７月26

日に清掃活動が行われ、2,664名が参加し、11会場・

約15kmの範囲で3,540kgのごみを回収した。

河川の清掃活動は各地で行われているが、境川CU

作戦のユニークな点を３つ紹介したい。

第１に、行政主導ではないという点である。実行

委員会は町田、相模原の青年会議所出身者など地元

の事業者が主体で、地域の様々な団体に呼びかけて

参加者を増やしてきた。清掃活動は年1回であるが、

実行委員会は年間を通してほぼ毎月開催され、９月

には報告会として各会場から力の入った結果報告プ

レゼンテーション（と、その後の盛大な打ち上げ）

が行われている。

第２に、多様な関連事業である。毎年「フェンス

deギャラリー」という、川や環境をテーマに子供た

ちが描いた作品を境川の防護柵に展示する取り組み

を行い、市民の関心を呼んでいる。また2013年には

町田駅ビルの小田急百貨店で展示を行うなど、実行

委員会の人脈がフル活用されている。

第３に、大学の関与である。桜美林大学は町田市

と相模原市にキャンパスを有するため、毎年、体育

会や文化系のクラブを中心に千人余の学生・教職員

が境川CU作戦に参加している。実は学生達はクラブ

に所属していると半ば強制的に参加させられるのだ

が、2012年度に参加者約100名（中学生14％、大

学生79％を含む）に対してアンケート調査を行った

ところ、境川CU作戦に参加することで、もともと環

境への関心の高かった層は関心の高さが変わらない

が、関心の低かった層は環境への関心が高くなると

いう結果が得られた。また、各会場で子供達を含む

自治会、NPO、企業など様々な年代・職業の参加者

と一緒にごみ拾いをすることで、学生は地域への、

地域の皆さんは大学への関心の喚起につながってい

る。各地の河川清掃でも、ぜひ近隣の大学と連携を

図っていただいてはいかがだろうか。

2015年度の境川CU作戦でごみを拾う桜美林大学藤倉ゼミ生。カード、携帯、
自転車などさまざまなごみを回収した。

フェンスdeギャラリーの様子。境川の両岸にラミネート加工した絵が展示される。
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はじめに

　水資源機構（以下「機構」という。）は、機構を
取巻く情勢の変化に対応するため、機構事業の効率
的な運営、技術の継承・維持・向上、および対外的
技術支援を主目的に、総合技術推進室（平成20年
度、「総合技術センター」（以下「センター」という。）
に改称）を平成17年度に新設しました。
　活動が今年で10周年を迎えましたので、センター
の現状をご紹介いたします。

１.センター誕生の経緯

　人々の生活や経済活動に必要不可欠な水を確保す
るためのダム等、並びにその水を必要な場所に導水
する水路等は、それぞれ最も重要なインフラの一つ
です。
　機構は、水資源開発公団として昭和37年に創設
以来、今日まで53年間に渡って、ダム・水路等の
水資源に係る施設の建設および管理の実務に携わ
り、「安全で良質な水を安定して安くお届けする」
を経営理念として、我が国の経済発展と生活向上に
寄与して来ました。また、その経験を通じて、これ
らに関する専門的技術を今日まで培ってきました。
　しかしながら、建設現場が少なくなってきたこと
や、熟練技術者が退職していく状況下で、若手技術
者への専門技術の継承が難しくなってきました。
　このような状況を踏まえ、機構事業の技術面にお
ける効率的運営を図る要として、また、組織が有す
る技術の継承、維持･向上を確実・効率的に進める
要として、機構は平成17年４月に総合技術推進室
を新設しました。
　また、国内に目を向けると、ダム・水路等技術者
の高齢化、若年技術者の減少・不足等に起因して、
施設の適切な建設、維持・管理・運営面での技術的
課題を抱える組織が増えてきています。また、国外
からも、ダム・水路等施設の建設および管理の経験
に基づく技術支援が求められています。
　機構は、技術を現有する組織の社会的責務として

これらの状況に対応するため、機構事業の業務量変
動と弾力的に調整を図りながら、外部組織への技術
支援を行うこととし、センターを国内外への技術支
援の中核組織と位置づけました。

２.組織理念

２．１．理念
　センターの組織運営の基本理念は、その設立趣旨
である、①：機構事業の効率的運営に貢献しつつ、
機構が有する技術の継承、維持・向上における中心
的役割を担うこと、並びに、②：機構が有する水に
関する実務的技術による社会貢献の中心的役割を担
うこと、を実践する組織として展開することです。

２．２．役割
　組織理念を実現するため、次に述べる多面的な役
割を担う組織としています。
①建設、改築および管理を行っている各現場で発生
する、計画・調査・設計等の基幹的な技術課題への
対応を支援すること
②複数現場の共通課題に対し、効率性とコスト低減
とを念頭に、統一的な視点で支援すること
③各現場に発生する緊急的な個別課題への対応を支
援すること
④機構が有している実務的技術を、維持・向上させ
ること
⑤若手職員に技術を確実に継承すること
⑥外部組織が技術者不足等によって抱えている技術
的課題への支援を行うこと

３.運営方針　　　

３．１．人材活用を基本にした運営
　センターの運営は、ダム・水路等の建設・管理に
関する実務に根ざした、高い専門性、広い知識、資
格等を有する職員の確保が前提です。これは、機構
内の他組織も含めた機構全体の職員バランスの中で
調整する必要があります。また、配属された人財を
如何に活用するかがセンターの重要課題ですが、技
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術力の高い職員の数を機構全体で増やすこと、並び
に現場力を常に養うことも必要であることから、定
期的な人事異動を基本にしています。
　センター内の組織は、下の図に示したとおりです。
センター配属の人財の有効活用のため、グループ制
とすることで組織の縛りを弱くし、各人が担当する
業務内容、業務量等に応じて、グループの枠を越え
た横断的なチーム編成を行っています。

　また、センター職員のみのチーム編成では、機動
性・効率性に欠けると判断した場合、センター配属
以外の職員の協力を得る等、柔軟な運営を行ってい
ます。
　チーム編成では専門性の高い職員と若手職員とが
組み、現場が抱える課題に現場職員と連携・協働し、
各々が実際に手を動かしつつ課題に対応していく中
で、若手職員が経験を積んでいくことを基本として
います。

３．２．運営経費
　センターの運営経費（職員の人件費、物件購入費
等）は、本社・支社局の運営経費が各現場事務所の
年度経費から一定率を課して確保されるのとは異な
り、センターが現場を支援したその量と質に応じて、
各現場事務所が支弁する方式になっています。
　また、新たな技術の開発に要する経費等について
は、将来の機構業務の効率化・高度化に寄与するこ
とから、機構の自己資金を活用しています。

３．３．その他
　運営は、民間的発想に立つことを基本にしていま
すが、公的機関としての規則厳守が前提としてあり
ます。例えば、民間業者の協力を得るのが好ましい
場合、透明性・公平性を確保する必要性から、業者
選定などの手続きに時間を要することになり、迅速

性に制限がかかります。このように、全くの民間的
発想に基づく運営というわけには行かない面が、ど
うしても残っています。

４.センターの具体的業務活動　　

４．１．機構内部への技術支援
　機構内部への技術支援は、
　　⑴ダム・水路等の基幹的技術に関すること
　　⑵各現場の共通的課題に関すること
　　⑶突発的課題に関すること
に大別されます。以下に具体例を示します。
⑴基幹的技術に関する支援の例
①ダム本体設計・施工計画作成：ダム本体に係る設
計、並びにダム建設機械等の配置・運用計画の作成
②積算・技術評価：ダム建設費用の算出、並びに技
術提案等の評価
③水路等管理システム構築支援：長距離導水する施
設を確実・効率的に管理するシステムの検討　　　　　
④ダム等耐震照査：巨大地震に対する水資源施設の
安全性検証

所長
マネージメントグループ

ダムグループ

水路グループ

施工監理グループ

情報グループ

国際グループ

次長
　事務１
　技術２

 

  

 

地震時にゲートに発生する最大応力(動的解析の例) 

 

 

 

 
堤体の固有振動モード誇張表示の例 

 

 
大規模地震の照査に用いる地震波形の例 
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⑤築堤材料試験：ダム用コンクリート配合設計並び
に強度確認試験、フィルダム形状決定等のための材
料（土質・岩石材料）強度試験等 
⑥水理実験：ダム放流施設設計のための水理実験

⑵共通的課題に関する支援の例
⑦ダム挙動評価：ダム挙動の安定性に関する定期的
な評価（ダムは不動ではなく、気温の変化等で挙動
を示します。） 
⑧コンクリート堤体の健全性評価：コンクリート堤
体の健全性に関する定期的な調査および評価（ダム
用コンクリートは、耐久性を追求していますが劣化
は生じます。） ⑨水路等施設の保全計画：水路等施設の横断的な保

全計画
⑩ダム定期検査：ダム健全性保持のため、国に準拠
して３年毎に機構が実施している定期検査の主体
⑪ダム等管理フォローアップ：ダム等管理状況を、
５年毎に外部有識者に評価して頂く「ダム等管理
フォローアップ制度」に基づく審議資料等の作成
⑫ダム総合点検：河川管理施設のダムに対し、国に
準拠して管理開始以降30年毎に、ダム管理者が自
ら行う総合点検
⑬河川水辺の国勢調査（ダム編）：ダムが自然環境
に与える影響を把握する目的で、専門家の指導・助
言を得つつ、周期的に実施する生物調査

 
堤体の固有振動モード誇張表示の例 

 

 
大規模地震の照査に用いる地震波形の例 
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ダム等管理フォローアップ委員会の状況

大規模地震の照査に用いる地震波形の例



⑶突発的な課題に関する支援の例
⑭水質解析・改善：貯水池水質が悪化した場合の
対応
⑮地すべり・斜面対策：斜面に変状が生じ、地す
べりや斜面崩壊の懸念が生じた場合等の対応
⑯この他、平成26年度には御嶽山噴火の火山灰が
泥水となって牧尾ダムへ流入したため、その影響
の評価に関する支援も行いました。

４．２．国内の外部組織への技術支援
　国内での外部支援の皮切りは、ダム本体工事費
用の積算でした。その後、ロックフィルダム（岩石・
土質材料で築造）建設の経験が無かった組織に対
し、建設に関する技術支援を行う等、支援が拡大
してきました。
　ダム事業の進捗に応じ、現状では次に述べる分
野の技術支援を行っています。
①ダム本体発注：ダム建設工事の発注に際し、標
準施工計画書案の作成、工費の積算、業者技術提
案の審査・評価等

②施工監理：ダム本体工事発注後の、現地常駐によ
る施工監理・助言等
③湛水試験：ダム稼動前の試験湛水に際し、試験湛
水計画に係る資料作成、試験湛水時のダム挙動評価
等
④点検・管理：管理中のダムの安全性評価、ダム定
期検査支援、ダム総合点検専門家派遣、ダム耐震性
能照査支援、ダム管理運用課題検討等
　平成27年７月末現在までに、累計25件のダムに
関する技術支援を行っています（次ページ「国内技
術支援の実績」参照）。

４．３．国外組織への技術支援
　国外、特に日本の気象状況と共通性があるアジア
モンスーン地域に対し、発展の手助けとして、洪水
被害、水不足、水質汚染、水紛争といった水問題の
解決に向けた支援を、３つの形態で進めています。
　１つめの形態は、「総合水資源管理（IWRM）の
普及推進等活動」を軸とする支援です。IWRMとは、
様々な水利用者や関係者間の利害を調整し、公平で
持続的かつ環境にも配慮した流域内での総合的な水
利用のことです。
　機構は、アジア開発銀行（ADB）等と連携し
て設立した「アジア河川流域機関ネットワーク

（NARBO）」の事務局本部として活動することによ
り、IWRMの普及に努めています。
　２つめの形態は、アジア地域諸国の具体的な個別
課題に対する支援です。
　この支援は、国際協力機構（JICA）等の国際機関
からの受託という形で行っています。その際、必要
に応じて国内民間業者と連携する等、より適切な支
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斜面小崩壊調査の状況

牧尾ダム流入河川の御岳山噴火火山灰による高濁度状況

技術提案（施工希望社提出）の審査状況



援体制を構築しています。
　３つめの形態は、「機構職員の派遣」による支援
です。機構職員を、国際協力機構（JICA）の専門家
として、大使館・アジア開発銀行等国際機関の職員
として、また、大規模水災害時の国際緊急援助隊の
一員として、種々の立場で派遣することにより、幅
広い支援を展開しています。

４．４．情報センターとして
　センターは、機構内への技術情報提供も行なって
います。機構内部の業務成果、機構の技術研究発表
会資料等をセンターのサーバーに蓄積しており、そ
の蓄積情報は、機構内のローカルネットワークを通
じて各職員のパソコンから検索・ダウンロードが行
え、効率的な情報入手が可能です。
　データベース構築および技術情報提供のノウハウ
は、「情報登録検索システムおよび情報登録方法並
びに情報検索方法」として体系化し、特許出願を行っ

ています。
　また、日本大ダム会議の「ダム事業のITに関す
る調査分科会」では、機構が進めている技術情報の
蓄積手法等について情報提供し、分科会成果取りま
とめを支援しました。
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アジア国際総会の状況

国内技術支援の実績



５.センター効果と外部評価

５．１．実績
　この10年間に渡る取組みの効果は、次のように
整理できます。
①知識豊富な技術者が必ず直接関与するため、高レ
ベル品質の成果を得ている。
②センターの技術者が、臨機に機構全体の技術的課
題に対応するため、業務の効率化・コスト低減が図
られている。
③現場に根ざした技術力の維持・向上、並びに若手
職員への実務的技術の継承が確実に進んでいる。
④国内外を問わず、外部への技術支援が効果的に行
われており、高い評価を得ている。

５．２．表彰等外部評価
　センターは種々の業務成果に基づく技術論文を、
多数発表しており、その中にはダム工学会、並びに
農業農村工学会から高い評価を得たものも多くあり
ますし、外部への支援に対しても、先方から高い評
価を得ています。それらの証として、これまでに計
10件の表彰を受けています。
　また、国内外から感謝状も多数いただいています。
　国内例では、東日本大震災の被災により断水被害
が発生した茨城県桜川市等への一連の給水支援活動
に対し、国土交通大臣より感謝状を賜りました。
　国外例では、平成23年秋に大きな被害をもたら
したタイ王国での洪水に対して、職員派遣による災
害対応支援を行ったことに対し、タイ王国産業大臣
より感謝状を賜りました。
　また、アジア河川流域機関ネットワーク（NARBO）
活動においても、NARBOを発展させると共に各国
の流域機関の能力向上に貢献してきたことに対し、
感謝状を賜っています。

６.今後の展望

　これまでの取組みに加え、ダム・水路等の維持・
管理・運営を、より適切に行っていくため、新技術
を含む次のような有用技術の検討・実用化を、積極
的に進めていきます。
①老巧化していく既存施設を、より長期に渡って健
全に使用していくための、維持・管理に関する技術
の開発・実用化
②既存施設の潜在能力を引出し、更に有効活用を図

るための技術の開発・実用化
③水利用の社会的要望の変化に対応するための、既
存施設の改造等に関する技術の開発・実用化　　等
　また、国の内外を問わず、外部組織における水資
源施設の建設および維持・管理・運用に関する技術
者不足への対応として、技術支援を継続的に進めて
いきます。

おわりに

　機構が効率的・効果的に社会的責務を今後も果た
していくためには、組織が現有している技術を若い
世代が確実に継承し、その継承技術の維持・向上が
持続的に成されていく必要があります。このため、
センター職員・現場等職員が一体となった業務の協
働を進めるよう努めてきました。
　今後も、機構全体の連携、センターと現場との協
働意識を喚起しながら、機構の技術力向上に大きな
役割を果たしていきたいと考えています。
　皆様の引き続きのご協力、ご支援を宜しくお願い
いたします。
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10周年を迎えた総合技術センター

NARBOからの感謝状



水路系事務所の土木職として

水路系事務所での土木職の仕事は、用水路・取水堰
などの施設管理、配水管理、防災業務、施設の建設・改
築の工事監督など多岐にわたる。鹿股さんもそれらを
経験してきた一人であるが、華奢な体と優しげな物腰
で、工事現場で働いていることに意外な印象を受ける。
学生時代に「家の設計をしたい」とぼんやりとした将来
の夢を抱き、高等専門学校への進学。建設環境工学を
学ぶ中で水資源機構の存在を知り、「家よりも大きな施

設･･･地図に残るような施設に携わりたい。」と思うよ
うになったという。
現在の事務所を含めて勤務した4カ所はいずれも水
路系事務所。水路施設は管理エリアも広範囲にわたる
ため、施設の巡視に半日以上かかることも少なくない。
また、緊急時や訓練では、油漏れを吸収するオイルフェ
ンスの組み立てや設置、土を袋につめて土嚢をつくり
水路脇に積んだりと、力仕事もあるという。「大変ですが、
これだけ大きな施設に自分が携われていることを体で
感じられます！」現職では、「予算管理」の担当となり、2
年目を迎える。

常に気が抜けない「予算管理」

「予算って聞くと事務職の仕事だと思いませんか？
私はそう思っていました。」初めてメインの担当者とし
て任された「予算管理」の業務。「事務費については事
務の担当者がおりますが、維持管理や施設に関する予
算（管理費）については、私たち技術職が担当します。」
鹿股さんは続ける。「利根導水総合事業所には、出先事

ささえる
Power力
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Profile
利根導水総合事業所　管理課

鹿股　朋生 Tomoyo Kanomata
平成 18年入社。筑後川下流総合管理所、豊川用水総合事業部、群馬用水管
理所、現職と水路系事務所の土木職として、施設管理・調査設計業務・予算管
理などに従事。平成 26年 4月より現職。

利根導水路施設は、利根川中流域の埼玉県、群馬県
へ農業用水を供給するとともに、利根川上流ダム群で開
発された水を、東京都、埼玉県及び群馬県の水道用水
並びに東京都及び埼玉県へ工業用水を供給している施
設である。昭和43年の管理開始以来、用水の安定供
給を通じて農業の発展と首都圏の産業・生活基盤を支
える重要な役割を担っている。
本号では、“土木女子”鹿股さんを通して、水路系事
務所で働く土木職員の仕事を紹介する。

「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。

〜地図に残る施設に携わりたい〜
未来に…



務所があり、事務所ごとに予算担当がおります。私は、
利根大堰・利根導水路の管理関係の予算を担当してい
ます。」現場中心の仕事から、毎日数字と睨めっこする
日々となった。今年度の予算が計画的に使われている
か、工事の発注状況を常にチェックし、遅れている工事
等があれば担当者へ発破をかける。計画通り予算が執
行できるよう、また、計画外の事態にも対応できるよう、
常に気が抜けないという。「億単位のお金をお預かりし
て円単位で執行していきます。時には、工事担当者から
予算の相談を受けお金のやり繰りを考えたり･･･お小
遣い帳もつけたことがない私にとっては緊張の連続で
す。」と苦笑い。また、専門外の業務の予算管理で苦戦
することもあるという。「電気や機械の業務はまだまだ
知らないことも多く、何回も聞いてしまうこともあり
ます。質問を繰り返さないよう、時間があればなるべく
現地で実際に確認し教えてもらうようにしています。」
そんな彼女の誠実さと一生懸命さもあり、「安心して任
せられる」とペアで仕事をする上司の信頼も厚い。「み
なさんの『施設を少しでも良くしたい』、『施設管理を改
善したい』という熱い思いを聞くと、私もなんとか力に
なりたい、頑張らなきゃと思っちゃいます！」と言葉に
力を込める。工事現場に直接出向くことは減ったが、彼
女は予算という立場で現場を想い、見つめている。

女性技術職員のネットワークで不安を払拭

機構に勤務する女性職員は65名、そのうち33名が
技術職として日々の業務に邁進している。全体に比べ
て女性職員はまだまだ少なく、かつ全国の事務所に配
属されているため、一緒に仕事をすることが少ないの
が現状である。そこで、技術職の女性職員の友好と情
報交換のため年に一度旅行会を行っているという。「女
性同士プライベートの悩み相談などもします。経験豊
富な先輩方のお話は、とても参考になります。あと、こ
こで知り合ったことで、仕事で悩んだときに気軽に相
談でき心強いです。」少ない女性職員だからこそ、つな
がりを大切に支え合っているようだ。
入社して10年経過した今、「水資源機構の良いとこ

ろは、色々とチャレンジできること！」と断言する彼女。
「若手でも仕事を任してもらえるし、困ったときは上司
や先輩方、そして女性職員の仲間が相談に乗ってくれ
るので、安心して頑張れています！」とのこと。「水路系
の事務所ばかりでしたので、ダムの建設や管理も経験
して、よりスキルアップしたいですね。」と意気込みを
見せる。
「実は新しい家族が来年増える予定なんです･･･」と
はにかみ笑顔を見せる彼女。身重の体を心配し、課内
では夜間などの防災業務の軽減などサポートをしてく
れているとのこと。「仕事と育児の両立は不安も沢山あ
りますが、育児休暇や時間短縮勤務も整備されている
ので頑張ってみようと思っています。いつか子供に地
図を見せて『ママが働いているのはここだよ！』って胸
を張って言えるよう、これからも頑張って働いていき
たいです！」そんな彼女を、心から応援したい。

利根大堰サケ遡上・採卵見学会
  11月14 日（土）は利根大堰へ！

利根大堰自然の観察室でサケの遡上する様子を間近に見た
り、サケの生態の紹介や卵をとる様子も見学いただけます。
クイズ大会や地元B級グルメの出店も！是非お越しくださ
い。（詳細は決まりしだいホームページに掲載）

ささえる
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「着物が大好き」という彼女は、
着付けの師範の看板を持つ腕前。
お気に入りの着物を着て、旅行に
行くこともあるとか。「普段は作業
着だからでしょうか（笑）。きれい
な柄でしゃなりしゃなりと歩くと
心が癒やされます☆」と、オフはオ
シャレを心がける素敵女子でした。



埼玉県名発祥の地・行田

武蔵水路が流れる行田市・鴻巣市は、関東平野の
内陸部に位置しています。利根川と荒川の運んだ肥
沃な土砂が堆積して自然堤防が形成され、両河川の
支流や伏流水が湧き出して、古代から豊かな水利に
恵まれ、集落や交通路が開けてきました。

行田市には、5世紀後半から7世紀頃までに造ら
れた古代遺跡や大型古墳が数多くあります。中国や
朝鮮半島で始まった古墳文化は3世紀に日本で開
花し、5世紀後半になると、西日本を超える大型古墳
が関東地方で造られるようになりました。

埼
さ き た ま

玉古墳群は、東日本最大の規模で、9基の大型
古墳が集中しています。

なかでも稲荷山古墳から出土した国宝・金
き ん さ く め い

錯銘鉄
剣には、国家の成立を読み解く115文字が刻まれて
おり、この鉄剣の発見によって、大和朝廷と深い関
係をもつ豪族がいたことが明らかにされています。

すぐそばには、二
ふ た ご や ま

子山古墳や丸
ま る は か や ま

墓山古墳、将軍山古
墳などが点在し、出土した副葬品は、埼玉県立さき
たま史跡の博物館におさめられています。利根川右
岸の酒

さ か ま き

巻古墳群から出土した馬形埴輪は、ほぼ完全
な形で出土した日本で唯一の「旗立て馬」です。

また、浅
せ ん げ ん づ か

間塚古墳の真上にある前
さ き た ま

玉神社は、千
数百年の歴史をもつ古社で、平安時代には「埼玉・
佐

さ い た ま

伊太未」の表記が見え、埼玉県の東部地域を「さい
たま」郡と読んでいたことが判明しています。その後、
明治維新の廃藩置県で、最も広く知られた郡名の埼
玉が採用され、埼

さ い た ま

玉県が誕生しました。

武蔵武士・成田氏の台頭

戦国時代の争乱が始まった15世紀半ば、武蔵国
では生え抜きの武士が台頭しました。なかでも成田
氏は、後北条氏と上杉謙信が激しい攻防戦を繰り返
す中で巧みに勢力を伸ばし、上杉軍の後退が目立つ

金錯銘鉄剣が出土した稲荷山古墳
　　日本で唯一の旗立て馬（埴輪）
　　（提供・行田市郷土博物館）
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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
水とのたたかいの歴史第３回



と後北条氏に属しました。多くの領主が後北条氏に
滅ぼされる中で、成田氏だけは忍

お し

城
じょう

を中心とする忍
領のほか、本庄領（本庄市）や騎西領（騎西町一帯）、
さらに羽生領（羽生市一帯）にまで独自の領域支配
を展開し、小田原本城主・後北条氏からもほとんど
介入を受けない“独立領国”的な存在でした。

難攻不落な忍城と水攻め

天正18年（1590）、豊臣秀吉は小田原城を包囲す
ると同時に、後北条氏配下の諸城を攻めるため、石
田三成を総大将として約2万人の軍勢を忍城に差
し向けました。三成は忍城が一望できる丸墓山古墳
の上で陣頭指揮をとり、忍城を取り囲むように堤防
を築き、攻撃を開始しました。

忍城は室町時代の文明年間には築城されていた
“浮き城”の異名を持つ要害堅固の城で、城下に行田
のまちを配する壮大なものでした。

忍城主・成田氏
う じ な が

長は、小田原城に籠城していたため、
忍城は一族や家臣、農民ら約3千人が守り、1か月余
りに及ぶ攻防戦に耐え抜きました。この逸話をもと
にした和田竜著『のぼうの城』はベストセラーになっ
て映画化され、忍城の名を一躍、世に広めました。三
成の築いた堤防は石田堤と呼ばれ、その一部が行田
市と鴻巣市の武蔵水路周辺に残されています。

その後、小田原城の落城により後北条氏は滅亡、
豊臣秀吉は天下統一を果たし、関東の戦国時代は終
わり、時代は近世へと移っていきます。

その後の忍城

慶長８年（1603）、徳川家康が江戸幕府を開くと、
忍城は徳川氏の直接の支配下におかれました。

三代将軍家光の時代、老中・阿部忠
た だ

秋
あ き

が藩主になり、
以後、阿部家は184年にわたって忍藩を支配しまし
た。阿部氏の所領高は10万石を超え、「老中の城」に
ふさわしく城郭などが整備されていきました（関東
7名城のひとつ）。

明治６年（1873）、かつての城は取り壊され、堀も
埋め立てられました。昭和63年（1988）、本丸跡地に

「忍城御
ご

三
さ ん

階
か い

櫓
やぐら

」が再建され、内部は行田市郷土博物
館に連なる展示室に生まれ変わり、最上階からは利
根川などが一望できます。

　忍の地に　山なし、谷なし
　　　されど、城あり　古墳あり　関所あり

忍城御三階櫓（復元）

　　　　忍藩領分絵図。近世後期に描かれた忍藩領分と他領の村々の図。
　　　　（提供・行田市郷土博物館）

寛永年間に参勤交代が制度化されると、大名は江戸居
住が義務づけられ、忍城の周辺には中

なかせんどう

山道、館林道、日光
脇往還が整備され、多くの人や物が往来し、にぎわいを見
せるようになっていきました。古墳や忍城は道行く人々
からもよく見えたようです。
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徳川家康の関東支配

豊臣秀吉は天下統一を果たすと、徳川家康に関東
への国替えを命じ、天正18年（1590）、家康は関東に
入国すると、すぐに武蔵国の掌握に着手しました。
文禄2年（1593）には鴻巣御殿を建て、鷹狩りにこと
よせて、しばしばこの地に足を運び、飲料水の確保
や田畑の収穫の様子などの情報収集を行いました。

家康は関ヶ原合戦に勝利して征夷大将軍となり、
慶長8年（1603）に江戸幕府を開くと、江戸を洪水か
ら守ることと、新田開発に力を注ぎました。

三河以来の譜代家臣で検地にあたる伊奈忠
た だ つ ぐ

次を
関東代官頭（関東郡代）に任じ、領国の治水事業にあ
たらせました。

忠次は検地・産業開発・治水かんがい用水路の整
備など、多方面にわたり思い切った基盤整備を進め、
幕府財政の基礎を築きました。

河川改修と新田開発―関東流

当時の利根川は、きわめて複雑な流路だったので、
忍藩時代にも河川改修が行われていました。文禄3
年（1594）、忍城主松平忠

た だ

吉
よ し

の家臣・小笠原三郎左衛
門が会

あ い

の川を締切り、利根川を東に切り替えたのが、
利根川瀬替えの第一着手とされています。

第２回の瀬替えは元
げ ん な

和7年（1621）、伊奈忠
た だ は る

治によっ
て行われました。忠次の仕事を継いだ忠治は、大規
模な基盤整備事業を行いました。そのひとつが利根
川の瀬替えで、元和7年に開削した新

し ん か わ ど お り

川通は、いくつ
もの川筋を整理し、ほぼ直線的に渡良瀬川筋につな

ぎました。同年に開始した赤堀川の開削は、下総台
地を開削する大工事で、その子忠

た だ か つ

克の代の承応3年
（1654）にようやく完成しました。

忠克は利根川右岸の本川俣（現羽生市）に取水口
を設けてかんがい用水路を開削（幸

さ っ て

手領
りょう

用水）し、古
利根川下流域の10か領をうるおす葛西用水を完成
させました。葛西用水は、下流部の溜

た め い

井（用排水調節
池）から順次上流に水源を求め、排水や余水を集め
て用水として反復利用する合理的な水システムで、
今も琵琶溜井、松

ま つ ぶ し

伏溜井、瓦
か わ ら そ ね

曾根溜井に昔日の面影
を残しています。

伊奈氏代々の河川工法は伊奈流あるいは関東流
と呼ばれ、洪水は自然堤防や不連続堤防で防ぎ、大
洪水は遊水地などに滞留させ、洪水に含まれる肥沃
な土を堆積させる手法で、治水と新田開発を両立さ
せました（荒川については紙数の関係で省略）。

（提供・行田市郷土博物館）

 

利根川 

荒川 

会の川 

元荒川 

星川 浅間川 

古利根川 

入間川 

庄内川 

福川 

備前渠用水 

文禄３年（1594） 会の川締切り  

元和７年（1621） 新川通開削  

権現堂川 

元和７年（1621）～ 赤堀川開削開始 

天正４年（1576） 権現堂堤築堤  

寛永年間(17 世紀半ば) 庄内川締切り 

寛永 12 年(1635) 江戸川開削 
寛永６年（1629） 元荒川締切り  

慶長年間（17 世紀初頭） 備前堤築堤  

見沼代用水 

武蔵国の忍藩領　正徳2年（1712）時点

　忍藩領は忍城の城付領だけでなく、荒川流域の秩父
領や柿

かきのき

木領、近畿地方の摂津国にまで及び、所領高は
１0万石を超えていました。

（提供・行田市郷土博物館）

近世初期の河川改修
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これらの利根川・荒川の治水かんがい工事によっ
て多くの新田が開発され、人口と村落が増加しまし
た。「葛飾、埼玉、足立」の3郡からなる武蔵国は、天正
年間から元禄年間の約100年間に、石高は約200％
の成長を記録したということです。

その後、利根川が現在のように千葉県銚子沖か
ら太平洋に注ぐようになるまでには、数々の河川改
修が行われ、「利根川東遷」が完成するまでにおよそ
400年を要したといわれています。

見沼代用水―紀州流

幕藩体制が確立されておよそ100年あまり、８代
将軍・徳川吉宗は、破たん寸前の幕府財政を立て直
すため、紀州流の農業土木で成果を上げていた井

い ざ わ

澤
弥

や そ べ い

惣兵衛為
た め な が

永を普請奉行に登用し、新田開発政策を
推進しました。（「享保の改革」のひとつ）

弥惣兵衛の見沼開発の方法は関東流と異なり、既
存の沼を干拓して新たに用水路を開削し、用水と排
水を分離するものでした。

見沼溜井の代用水として、利根川の右岸下中条（現
行田市）地先に元

も と い り

圦（取水口）を設けて取水し、水路
は星川の流れを利用して元荒川を柴山の伏

ふ せ こ し

越（逆サ
イホン）でくぐり、綾瀬川の上は、瓦

かわらぶき

葺掛
か け と い

渡井で横断
し、その先で東西両縁

べ り

に分離し、見沼たんぼの用水
源としました。一方、見沼の中央に芝川を開削して、
用水と排水の分離を行いました。開削された見沼代
用水路の延長は約53.1kmで、享保13年（1728）、着
工以来6か月で完成。新たに1200haの新田が生まれ、
毎年5000石の年貢が確保されました。

その後、収穫した米を江戸に運ぶため、見沼代用
水と芝川を結ぶ水路・見沼通

つ う せ ん ぼ り

船堀を造りました。高
低差3ｍの段差を閘

こ う も ん

門式で解決した原理はパナマ

運河と同じ、弥惣兵衛のほうが180年も早く、国の史
跡に指定されています。

弥惣兵衛の工法は紀州流と呼ばれ、享保の改革を
始めて10年余りで幕府の財政は黒字になり、その後、
江戸は百万人の大都市に発展しました。

利根川・荒川の治水と利水には、幕府が深く関与し、
受益の村々で制度的に維持されるようになりました。
忍領普請組合は寛永12年（1635）、最も早い時期に
成立。111か村で構成され、とりわけ阿部家が藩主と
なって以降、利根川・荒川の治水・利水に深く関わっ
たことが記録されています。

見沼代用水の工事には延べ約90万人が従事した
とされています。暮れから春にかけての河川工事に
は多くの農民が駆り出され、人海戦術で苦労して水
路を掘り、堤防を築いたのです。

このように、武蔵水路周辺には水とのたたかいの
歴史が数多く残されています。近代以降については、
次号でご紹介します。

【参考文献など】
『埼玉県の地名』　日本歴史地名体系11　平凡社　1993年
『利根川ものがたり』　河川情報センター　1995年
『利根川　人と技術文化』　北野進・是永定美編　雄山閣出版
　1999年
『アーカイブス利根川』　宮村忠監修、アーカイブス利根川編
　集委員会編　信山社サイテック　2001年
「井澤弥惣兵衛為永」　見沼代用水土地改良区　2015年
「常設展示解説図録」　行田市郷土博物館　2014年
「忍の街道をゆくー中山道・館林道・日光脇往還」　行田市郷
土博物館　2015年
「行田市市制要覧　2009」、「鴻巣市市制要覧　2014」
　その他、パンフレット類

見沼代用水イラストマップ（提供・見沼代用水土地改良区）

見沼代用水
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木曽川の最上流に位置する木祖村は、豊かな自然が
溢れる山あいの人口約 3000 人の小さな村です。木曽
川源流の里として、森林から生まれた木曽川の清流を
将来に渡り守るためには森林環境や水環境の保全管理
が重要であり、これが私たちに与えられた最大の使命
と考え、森林づくりや水源の保全に努めています。水
の大切さと森林の役割を理解し、源流地域を理解して
いだく上下流交流活動も積極的に展開している村で
す。

そんな小さな村ですが木曽川源流の里にふさわし
く、全国から選ばれた「水」に関係する日本の百選が
３つあります。①平成の名水百選「水

み ず き ざ わ

木沢」②ため池
百選「あやめ公園池」③ダム湖百選「奧木曽湖（味噌
川ダム）」を紹介します。

１．平成の名水百選「水木沢」

・・・平成の名水百選とは・・・
水環境保全の一層の推進を図ることを目的に、地域

の生活に溶け込んでいる清澄な水の水環境のなかで、
特に、地域住民等による主体的かつ持続的な水環境の
保全活動が行われているものを「平成の名水百選」と
して選定をされました。

（環境省 HP　https://www2.env.go.jp/water-pub/mizu-
site/newmeisui/index.html）

●「木曽川源流の里　水木沢天然林
水木沢源流一帯は、樹齢 300 年前後のヒノキ、サワ

ラ、ネズコの針葉樹やブナ、ナラ、トチノキ等の広葉
樹との混交林で、専門家からも「理想的な森」と言わ
れ、その中には推定樹齢約 550 年の大サワラもありま
す。村民によって組
織された「水木沢天
然林・床並の滝を守
る会」や「木祖村自
然同好会」等により
遊歩道や周辺環境の
整備等、保全活動を
行っています。この
貴重な自然遺産をこ
の整備された歩道に
より気軽に散策を楽
しみながら、木曽川
源流の湧水に触れる
ことができます。

木祖村アクセスマップ 

あやめ公園池

ダム湖百選 

平成の名水百選

ため池百選 

縁結神社

（味噌川ダム防災資料館）

16•水とともに　水がささえる豊かな社会

「水百選の村」木曽川源流の里　木祖村
～小さな木祖村には「水」に関係する日本の百選が３つ～

木祖村自然同好会　会長　久保畠　賢一



２．ため池百選「あやめ公園池」

・・・ため池百選とは・・・
農業者の減少、高齢化の中で管理が難しくなりつつ

あるため池について、その歴史や多様な役割、保全の
必要性を国民の皆様に理解いただく契機とするため、
全国に約21万あるため池の内、農業用の水源として秀
でた特徴を有するため池100地区を「ため池百選」と
して選定されたものです。

（農林水産省HP　http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/
tameike/）

●「あやめ公園池」（菅
すげ

大
おおだいらおん

平温水
すい

ため池）
菅大平地区の一帯は湿地帯でアヤメ科の花がたくさ

ん咲いておりました。大正14年に地元の有志が「あや
め公園」として整備、アヤメなども補植してきました。

昭和48年、長野県が農業用の「温水ため池」を造成
し、菅地区の農業用水として利用されてきました。近年、
木祖村自然同好会では地域の人たちと一緒になって、
アヤメなどの増殖や環境整備に努めてきました。毎年、
６月から７月初旬が花の見ごろで、周辺は植物・昆虫・
野鳥も多く、四季折々自然豊かで観察にも適しています。
また、釣り、野鳥観察や散策など多くの人たちに親しま
れています。

３．ダム湖百選「奧木曽湖」

・・・ダム湖百選とは・・・
私たちの生活を水害から守り、用水や電力の供給を

行っているダム湖は、四季を通じて美しい景観を見せ
たり、水や自然の学習と上下流交流の場となるなど人々
にさまざまな恩恵をもたらしているものが多くありま
す。ダム湖百選は、そのような地域に親しまれ、地域
にとってかけがえのないダム湖を選定、顕彰することに
よって、より一層地域に親しまれ、地域の活性化に役
立つことを願って認定されるものです。

（㈶水源地環境センターHP　http://www.wec.or.jp/library/
100selection/）

●「奧木曽湖」（味噌川ダム）
奥木曽湖は木曽川の源流にあり、多目的ダムとしては

標高1,130mと日本でも有数の高地にあります。上流に
は人家が無く、その水は澄んで冷たく、まさしく「山紫
水明」と言えます。中部の水瓶として奥木曽にたたずむ
静かな山の中の湖です。長野県の諏訪湖に匹敵する水
量をたたえ、「日本で一番水質の良いダム」のひとつです。

春には目にしみるカラ松の新緑、夏は涼しさと満天の
星空、秋には全山燃える様な紅葉、冬はまばゆいばか
りの銀世界、四季折々のステージが湖を取り巻いてい
ます。

一年を通して、湖から雄大な中央アルプスの木曽駒ヶ
岳が臨めるスポットでもあります。

この３つの
水に関わる百
選のある木曽
川 源 流 の 里

「木祖村」へ、
「水」を満喫
しに訪れてみ
てはいかがで
しょうか。

この他にも
「木祖村」は江戸当時の面影を色濃く残す旧中山道「鳥
居峠」「藪原宿」、日本で唯一「縁結」の名を持つパワー
スポットの出雲大社分社「縁結神社」、キャンプ場や多
目的グランドなど遊び場いっぱいの「こだまの森」、バ
リエーション豊かな13コース「やぶはら高原スキー場」、

「伝統工芸　お六櫛」をはじめとする工芸品、さわやか
な高原ならではの味「おんたけ白菜」「そば」「とうもろ
こし」「木曽和牛」「地酒」などがあります。木曽川源流
の里「木祖村」は皆様のお越しをお待ちしております。

右上の写真は、木祖村自然同好会が行ったあやめ公園池の整備（浄化いかだ制作・
設置）の様子です。同会は木祖村民を中心に平成６年に発足し、現在では会員
90 名で環境整備・調査の他、自然観察会などの活動を行っております。
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水資源機構は、平成26年度における環境保全の
取組をとりまとめた「環境報告書２０１５」を公表し
ましたのでお知らせします。

   〜環境報告書とは〜

環境報告書は、事業の実施に当たり、当機構が
実施した自然環境の保全、水質の保全、地球温暖
化対策、さらには、人と自然との豊かな触れ合い、
良好な景観の形成など様々な観点からの環境保全
の取組を多くの方々にお伝えし、環境保全に対する
姿勢を知っていただくために、平成16年度より毎年
度作成し、公表しています。

   〜環境報告書２０１５の概要について〜

 「環境報告書２０１５」では、当機構の事業実施
に際しての環境保全の基本理念及び基本方針とこ
れに基づく平成26年度の環境保全の取組計画を示

すとともに、その取組実績等をとりまとめています。
具体的には、環境保全に配慮した取組として、希少
動植物の保全対策や貯水池における水質対策など
のほか、特集『大山ダム環境保全とモニタリング調
査結果について』やニュース『御嶽山噴火に伴う牧
尾ダムでの水質対策』も紹介しています。このほか、
マテリアルフロー、温室効果ガス排出量、再生可能
エネルギーの活用、環境学習会・研修、各種イベ
ントや森林保全活動を通じた地域との交流など様々
な取組についても写真や図を用いてわかりやすく紹
介しています。

希少動物（ヤマネ）の移動
（小石原川ダム建設事業）

基本方針と取組

環境報告書2015（表紙）

 
図の差し替え 
 

 
 
 
 
 
 
 

ヤマネ
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「環境報告書2015」を公表しました！



   〜環境保全の取組を一層充実させるために〜

水資源機構は、環境報告書に対する学識経験者
のご意見やアンケート（はがき、ＦＡＸ及びメール）
による皆様からのご意見・ご感想等を取組や報告
書に反映させ、一層の充実と信頼性の向上に努め
ています。

この「環境報告書２0１５」は、以下の水資源機
構のホームページで公表しています。

是非、ご覧いただき、アンケートにご協力をお願
いします。（アンケートの詳細はホームページをご参
照ください）

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/
kankyo/houkoku/index.html

希少植物（ニラバラン）の移植
（豊川用水二期事業）

揚水機場の屋上に設置した太陽光発電設備
（群馬用水）

地域の方々との植樹活動（徳山ダム管理所）

火山灰等の流入に備えた水質対策
（牧尾ダム）

事業活動に伴う温室効果ガス排出量

曝気循環設備によるアオコ対策（一庫ダム）

ニラバラン

貯砂ダム容量確保のための土砂撤去　

曝気循環設備増設後

曝気循環設備増設前
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ものまねショーや、スタンプ
ラリーなど沢山の催しが実施
され、「草木ダム探訪」として、
涼しいダム内部見学へご案
内。フィナーレはダム直下か
らの迫力満点の打ち上げ花火
で盛り上がった一日でした！

草木ダム管理所
草木湖まつり

8月15日

猛暑の中、500名以上の方にお越し
いただき、ダム堤体内の見学やダム
湖の巡視体
験をとおし
て、ダムの
役割や水の
大切さを考
えて頂く機
会となりま
した。

荒川ダム総合管理所
浦山ダム見学会

8月2日

霞ヶ浦湖を巡視船で観察したり、水質検査体
験を実施しました。厳しい暑さの中での開
催となり、地下水
（水温18℃）を利
用し、昔の湖水浴
を再現した「足水
コーナー」は大人
気でした。

利根下流総合管理所
水の週間イベントin霞ヶ浦

8月2日

職員がガイドとなり、「見学・体験ツ
アー」を開催し、船上巡視体験では、
河口堰を間近でチェック。また東庄町
に よ る「 流
しそうめん」
や「親水コー
ナー」もあり、
水とふれあう
一日となりま
した。

利根川河口堰管理所
河口堰フェスタ2015

8月2日

ならまた湖巡視体験やダム内部見学を実施。
地元主催のステージイベントや料理の出店
とともに、沢山の
方で大賑わいの一
日でした。マルチ
コプターで撮影し
た当日の空撮映像
をHPで公開中！

沼田総合管理所
利根川源流まつり

７月26日

利 根 川 ・ 荒 川 水 系

木 曽 川 ・ 豊 川 水 系

カヌー体験や魚の放流など、阿木川湖
での夏を満喫できるイベントが盛りだ
くさん！ダム堤体見学や湖面巡視体験
では、沢山の方にダムを知っていただ
きました。

阿木川ダム管理所
阿木川サマーフェスティバル

8月22日

木曽川水系のいろいろな型式の５ダム
を日帰りで巡るツアーが開催され、阿
木川ダムでは、堤体内を見学し、ダム
の役割などについて学んでいただきま
した。

阿木川ダム管理所
ダムツアー

7月29日

昨年の約３倍（189名）も
の方が参加され、ダム監
査廊の“天然クーラー”で
涼を楽しんでいただきま
した。

徳山ダム管理所
徳山ダム見学会

8月3日

親子を対象としたダムツアー
が開催され、浦山ダム〜二瀬
ダム〜滝沢ダム〜合角ダムと
秩父にある４つのダムを巡り
ながら、秩父の自然や文化に
触れ、それぞれのダムの特徴
も知っていただきました。

荒川ダム総合管理所
秩父４ダム探検隊が行く！

8月29日

夏の
イベント報告

全国の水資源機構施設周辺で行われた「水の
週間」などの夏のイベントをご報告します！
沢山の方にお越しいただき、ありがとうござ
いました。

来年もみなさまのお越しを
お待ちしております！

20•水とともに　水がささえる豊かな社会
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食・パフォーマンス・
スポーツの総合イベン
ト。夜はきれいな花火
も打ち上げられました。
ダム施設見学会も同時
開催し、多くの方に見
学いただきました。

早明浦ダム管理所
やまびこカーニバル

8月１〜２日
パネル展示のほか、早明浦ダム流域で伐採した
間伐材を利用したコース
ターへの絵付けに子供達
は大喜び！また、併設の
池では沢山の子供たちが
水遊びをし、夜には花火
もあり、楽しい夏の一日
となりました。

香川用水管理所
水辺の納涼祭

8月2日

ダム湖面巡視体験やダ
ム内部見学を開催しま
した。シールラリーで
は、ダム施設をぐるっ
と巡っていただききま
した。

大山ダム管理室
大山ダム施設見学会 8月2日 ダム操作室や監査廊の

見学や湖面巡視体験を
実施。監査廊の照明に
カラーフィルムを施
し、幻想的な世界を体
験いただきました。

寺内ダム管理所
寺内ダム施設見学会 8月2日

現在建設中の九州最大級のダ
ム現場をバスにてご案内。工事
中のトンネルや大型重機など
を見学いただきました。

小石原川ダム建設所
小石原川ダム現地見学会 8月2日

水系初の水資源開発事
業の水ガメである江川
ダムの監査廊等に入
り、管理の大切さ、大
変さを体験していただ
きました。

両筑平野用水総合事業所
江川ダム見学会 8月2日

能勢電鉄＆一庫ダム主催。
234名の参加者
が山下駅からハ
イキングをしな
がら一庫ダム
へ。ひんやりし
たダム内部に歓
声があがりまし
た！

一庫ダム管理所
一庫ダム内部見学＆説明会

８月22・23日

布目ダム管理所
布目ダム施設見学会
ダム堤内の観察はもちろん、木工教室
など地域と連携した見学会を開催。水
性昆虫観察会
では子供たち
が食い入るよ
うに見入って
いました。

7月26日

夏休み期間の火曜日と木
曜日に、青蓮寺ダム名
物？のモノレール乗車＆
キャットウォークを歩い
ていただきました。

青蓮寺ダム管理所
青蓮寺ダム施設見学会 7月28〜8月27日

昨年を大幅に上回る450名も
の方にお越しいただきました。
今回は日本に４ダムにしかな
い天端側水路も見学いただき
ました。

比奈知ダム管理所
比奈知ダム施設見学会

8月2日

ダムに流れ着いたゴミ
である流木を有効活用
していただくべく、今
年も開催！沢山の芸術
作品が誕生しました。

一庫ダム管理所
流木ペインティング

8月1日

水機構ニュース•21
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第37回全日本中学生水の作文コンクール
第39回水の週間第39回水の週間

厚生労働大臣賞（優秀賞）

福島県　鏡石町立鏡石中学校　二年　　栁沼　優

	 努力の結晶

22•水とともに　水がささえる豊かな社会

水道の蛇口をひねる。滝のように水が流れた。触っ
てみる。「冷たい。」コップも使わず、手ですくい一口
飲んだ。「うまい。」僕ののどを潤す冷たい感触。しかし、
当たり前の日常はある日突然とぎれてしまった。
その日、僕は学校にいた。手を洗おうとして蛇口をひ
ねったとたん、大地が大きく揺れた。東日本大震災が
起きたのだ。当時、小学三年生だった僕は恐怖におび
え、ただその場にしゃがんでいることしかできなかっ
た。何分たっただろうか。僕には気の遠くなるほどの
長い時間が過ぎ、やっと揺れはおさまった。ほっとし
たのと同時に、ある異変に気づいた。蛇口が開いてい
るのにもかかわらず、水が出ない。しかし、その時の
僕は、そんな状況よりも、家がどうなっているか、家
族が無事かが心配でならなかった。
急いで家に帰ると、家の中が大変なことになってい

た。床には、戸棚やタンスから落ちた物が散乱してい
て、それを母が懸命に片付けていた。
「水も出ないし、電気もつかないの。でも、明日に
は直ると思うから、それまではがまんしてね。」
そう優しく言う母を信じるしかなかった。
しかし、翌日、水は出なかった。次の日も、そして
次の日も･･････。買い置きしていたペットボトルの水
は、なくなってしまった。僕はだんだん腹が立ってきた。
手も洗えない。水も飲めない。風呂にも入れない。な
んて不便なんだろう。どうしてこんな目に遭わなけれ
ばならないんだろう。つい、いつもの習慣で蛇口を回
してしまった僕は、一滴の水も出ない現実に、それま
でがまんしていた思いが爆発した。
「お母さんの嘘つき。いつまでたっても出ないじゃ
ないか。いったい、水道局の管理人は何をやってるん
だよ。」
今考えると、どれほど母の心を傷つける言葉だったか、

無責任な言葉だったかということを思い知らされる。
結局、不便な生活は十日間ほど続いた。
安心して水が飲めるようになり、学年が一つ上がっ

た頃、校外学習として浄水場の見学に行くことになっ
た。そこで僕は、職員のお兄さんから、浄水場と下水
処理場のしくみ、そして震災のときの話を聞いた。具
体的には、浄水場は水を飲み水にする所、下水処理
場は汚れた水をきれいにして、また使えるようにする
所だと教えられた。また、震災時には、家にも帰らず、
泊まり込みで機械を直したり、薬の調整などを一生懸
命に行っていたということを聞いた。すべては「みん
なのために。」という気持ちからだった。そんな苦労
も知らず、自分のことしか考えていなかった僕･･････。
情けなくて仕方がなかった。お兄さんは、コップに水
をくみ、優しくこう続けた。
「この水はね、『努力の結晶』なんだよ。水だけでなく、
すべてがそうなんだよ。この町も、地球も、君たちも、
努力があるから成り立っているんだよ。」
東日本大震災は、多くの犠牲と被害をもたらした。

しかし、僕は、日本人が忘れかけていた大切なことを
思い出させてくれるきっかけになったとも思う。それ
は、命の重みや思いやりの心、そして物を大事にする
ことや節約の精神だ。震災後、僕の家でも学校でも、「節
約」を心がけるようになったと感じる。「節約」は当た
り前のことかもしれない。けれど、当たり前のことを
当たり前に行うことが、「努力の結晶への感謝」では
ないだろうか。当たり前に使っている水も電気も、そ
の陰には大きな努力が隠されているのだ。
僕は、震災後に初めて水が出たときの喜びを忘れ

ることはないだろう。だから、水道の水を飲んだとき、
当たり前に水が使える幸せに対して、「ありがとう。」
と感じる心を大事にしていきたい。
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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。

ヨシを育て

琵琶湖の原風景を守る

琵琶湖開発総合管理所では、施設の維持管理
に併せて、琵琶湖の環境に配慮した環境保全の
取り組みを行っています。

古くから琵琶湖におけるヨシ群落は、琵琶湖
と融和して湖国の自然を象徴する原風景を呈
し、そこに住む人々の安らぎを演出してきまし
た。

湖辺のヨシ群落は、多種多様な魚類や鳥類の
産卵の場、繁殖・生息の場を提供してきました。
また、水質浄化機能にも期待できることやヨシ
帯があることによって湖岸の侵食を防ぐなど、
人々の暮らしとも深く関わり、それを支えてき
ました。

琵琶湖開発事業では、洪水対策として土地の
低いところにある田畑や住宅を守るため、湖岸
堤の設置を行いました。その際、自然環境への
影響を極力小さくする配慮として、開発でやむ
を得ず消失するヨシ
帯に対しては、代替
措置としてヨシの人
工植栽を行い、ヨシ
帯の復元に努めてき
ました。多くのヨシ
植栽地区では順調に
ヨシ帯が形成された
ものの、栗

くり

見
み

新
しんでん

田地

区では波の影響が強く、琵琶湖開発事業で造成
したヨシ帯が衰退してしまいました。そこで、
ヨシを植栽してから土壌に定着するまでの間、
一時的に波を防ぐため、粗朶消波工を設置しま
した。

粗朶消波工は、霞ヶ浦や宍道湖などで採用さ
れてきており、ヨシの生育域の拡大や魚類の増
加など湖岸環境の保全や改善に効果を発揮して
いる工法です。

粗朶消波工設置・ヨシ植栽は、地域、NPO
の方々等と連携して実施し、ある程度復元する
ことができました。平成25年9月の台風18号
の影響で、壊滅状態となったもののヨシ帯は再
び復元しつつあります。

引き続き、地域の方々と交流を深めながら、
琵琶湖の水辺環境の保全、再生に取り組んでい
きたいと思います。

【粗朶消波工設置状況】　

東近江市栗見新田地区

［ヨシの由来］

ヨシとアシは同じも
のですが、「アシ」が

「悪
ア シ

し」に通じるため、
縁起をかついで「良し」
と呼んだのが定着しま
した。

粗朶消波工（そだしょうは
こう）は、波からヨシを守り、
ヨシ帯の再生を目指し採用さ
れました。

粗朶消波工の材料には、間
伐材などを利用しており、森
林の整備にも役立っています。

柴

環あらうんど•23
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