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11水がささえる豊かな社会

2015  NovemberC O N T E N T S

表紙写真
香川用水東西分水工
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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。
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「おれのひいた水を盗みやがって、どいつだ、く

そったれめ」

愛知県東三河地域では、古来より水に苦労し、困

窮していました。現在の田原市に伝わる昔の話に、

冒頭のようなセリフがあります。度々の干ばつが起

こり、水争いの絶えない、お天道様頼りという農業

形態でした。このような地域が、昭和43年に通水

した豊川用水により、農業生産額全国６位の愛知県

の約半分、1,530億円を生産する、全国屈指の農業

王国へ発展したこと、また、長年の適切な維持管理

と、用水の安定供給のためのたゆまぬ努力が評価さ

れ、豊川総合用水土地改良区は、国土交通大臣より

水資源功績者として表彰していただきました。

では、どういった歴史で現在の様な発展が見られ

たのでしょうか。

豊川用水の構想は、大正10年、ジャワ島でオラ

ンダ水利事業を見た、後に愛知県議会議員、衆議院

議員、豊橋市長となる近藤寿市郎の頭の中で産声を

あげました。鳳来寺山の峡谷に貯水池を作り、渥美

半島の先までその水を流すという、この壮大な計画

は、当時「世紀の大ボラ」と評され、愛知県議会で

は取り合ってもらえなかったと言われています。そ

れでも近藤は、愛知県議会、国会でも、何度もその

必要性を力説し続け、ついに昭和７年に豊川用水の

建設が国営事業として実施される事となりました。

しかし、世界恐慌の中、また、我が国は日中戦争、

太平洋戦争へ舵を取り、この計画は消滅してしまい

ました。

そして終戦後、慢性的な食糧難を背景に、この計

画が再び、日の目を見ることとなります。国会議員

の八木一郎、豊橋市長の河合陸郎という、二人の育

ての親を得て、この計画は昭和24年に再び動き始

めました。

戦後復興の力との相乗効果により、豊川用水の建

設が開始され、そして昭和36年の愛知用水公団へ

の事業承継によって、全国に例のない末端用水施設

まで一貫施工されたことと、個々の農家の努力によ

り、東三河の農業は大いに発展したと思っておりま

す。

近藤、八木、河合という三人の親と、何より忘れ

てはならない、宇連ダム、大島ダム等水源地の方々

のご協力、そして、各種事業に携わってこられた関

係者の多く方々の努力を胸に留め、現在の我々には、

大切な水を送り続ける使命があります。

いつまでも続く水の流れの様に、我々は先人たち

の功績を伝えていくとともに、豊川用水を次の世代

にしっかりと繋いでいかなくてはならないと感じて

います。

太田国土交通大臣より表彰状をいただきました 豊川用水により潤される東三河地域

すい滴•3

悠久の流れに想う

豊川総合用水土地改良区　理事長　小久保　三夫



特集特集

矢木沢・奈良俣両ダムの点検放流は天候にも恵ま
れ、矢木沢ダムでは４年ぶりに実施した昨年を上回る
1400名が、奈良俣ダムには700名もの多くの方に来
訪いただき、テレビや新聞でも話題となった。当日は、
ぐんまちゃん（群馬県のマスコットキャラクター）もか
けつけてくれ、ダム
周辺は早朝から大
賑わいとなった。
“町としてのおも

てなし”をテーマ
に、地元みなかみ
町役場のまちづくり
交流課や観光課の
ほか、みなかみ町

水資源機構の各ダムでは、洪水吐きゲート等の設備が安全に作動するか等の確認のため、実際に水を流す「点
検放流」を行うことがある。点検放流を行う際には、記者発表やホームページ、ツイッターでの積極的な事前情
報発信に取り組んでおり、その結果本年も多くの見学者の方にお越しいただいた。ダムの役割が、“水の安定供給”
や“洪水調節”のみでなく、“地域の観光”にも一役買う時代が到来している。
本号では、その中でも、“地域の方々と協働”で実施した、４基のダムでの点検放流の様子を紹介する。

4•水とともに　水がささえる豊かな社会

矢木沢ダム（群馬県みなかみ町）
アーチ式の雄大な堤体とダイナミックな水しぶきを
放つ「スキージャンプ式」の放流が人気のダム 

５月17日（日） 
見学者　約1400名
５月17日（日） 
見学者　約1400名

矢木沢ダム

矢木沢ダム

矢木沢ダム

点検放流2015　「地域の観光にも一役買うダム」

　　マルチコプターを初導入し、目視が困難だった上空からも
　　点検を実施（ホームページ　にて動画を配信中）

町の名産（ブランド米をつかったおにぎり、豚汁）などのPR販売

みなかみ町の観光案内



特集特集

の観光協会や商工会の皆様等にご協力いただいた。
町の他のイベントとの日程調整から始まり、午前中

に矢木沢ダムを見学し午後に奈良俣ダムへ･･･とダム
巡りができるように時間を設定し、ダム巡りだけでな
く周辺も観光していただけるように、願わくば宿泊も
していただけるように、昼食も町内で食べていただけ
るようにと、色々な願いと期待を込め地域ぐるみで計
画した。点検放流当日は、絶えることなく訪れる車両
の交通誘導や仮設トイレの設置にご尽力いただいた
り、ブランド米をつかったおにぎり・豚汁等の物産販
売や観光案内などを実施し、積極的に町のPRも実施
していただいた。
また、町内の各宿泊施設等では、ダムまでの送迎バ

スの運行や「みなか
みダムカレー」や「ダ
ムかき氷」が提供さ
れるなど、多くの関
係者の方々のご協
力のおかげで、沢山
の見学者を迎え入
れることができた。

特集•5

奈良俣ダム（群馬県みなかみ町）
「ダムの女王」ともよばれる白く美しいロックフィルダム
優雅で美しい放流が人々を魅了する･･･

５月17日（日） 
見学者　約700名
５月17日（日） 
見学者　約700名

奈良俣ダム

奈良俣ダム

奈良俣ダム

奈良俣ダム

点検放流2015　「地域の観光にも一役買うダム」

　　マルチコプターを初導入し、目視が困難だった上空からも
　　点検を実施（ホームページ　にて動画を配信中）

絶えることなく訪れる車両



下久保ダムでは管理開始以降３回目かつ５年ぶり
に、非常用洪水吐と常用洪水吐を４門同時に放流する
点検放流を実施した。事前の積極的な情報発信もあっ
てメディアでも多く紹介され、当日は想定をはるかに
上回る1900名もの方々で大賑わいとなった。
管理所では、ダム周辺の案内地図や誘導看板を設

置し、監査廊の開放のほかドラマの撮影ロケ地巡り、
日付印入りダムカードの配布などを行った。また、坂
東発電事務所による下久保発電所の見学会を同時に
開催、地元自治体と連携した郷土料理の販売など、点
検放流以外にも多様なイベントを楽しめる場となっ
た。
ダム周辺でも、点検放流のタイミングにあわせ、神
流川ビジョン推進協議会と神流川流域きらり☆にぎわ
い観光会議の呼びかけにより、下久保ダムの形に見立
てたダムカレーやかき氷を藤岡市、神川町の各店舗に
おいて開発・提供を開始し大好評となった。このほか、
地元自治体には会場周辺の交通誘導や駐車場整理、
簡易トイレの設置にもご尽力いただいた。
また、神川町ではこの点検放流の様子を小型無人
飛行機にて撮影、観光PRに活用いただいている。こ
の点検放流では、ダムと地域の連携により誘客が成功
したことを地域の内外に示すことができ、観光資源と
してのダムの存在感がより一層高まっている。

特集

6•水とともに　水がささえる豊かな社会

下久保ダム（埼玉県神川町&群馬県藤岡市）
堤体がL字（直角）に折れ曲がっている珍しいダム
５年ぶりの４門同時放流と、事前の積極的な情報発信、多様なイベントで注目を集めた

６月28日（日） 
見学者　約1900名
６月28日（日） 
見学者　約1900名

道のオアシス神泉 道の駅　上州おにし

情報センターおにし＆鬼カフェ 塚本有機ブルーベリー園



徳山ダムでは例年、ゴールデンウィーク期間と11
月の年に２回、ダム常用洪水吐きゲートから点検放流
を行っている。最大の特徴は、ダム洪水吐きに現れる
水の美しいウロコ模様で、これを目当てに毎年多くの
方に見学にお越しいただいている。
地元揖斐川町には、この点検放流を町の“観光事業”

として例年、積極的に情報発信していただいており、
実施期間中はダム周辺道路の渋滞対策として、町の観
光施設駐車場などからシャトルバス運行や駐車場警
備にご協力いただいている。また、物産品販売所を設
置いただき、地元の魅力をPRしていただくこともある。
今年度の来客数は昨年度を上回り、2500名を数えた。
毎年継続的に実施することで、恒例の“観光イベン

ト”として親しまれている。
また、点検放流以外にも、桜や紅葉で有名な谷汲
山華厳寺と徳山ダムを巡るツアーなど、揖斐川町内の
観光施設を訪れるツアーの行き先として徳山ダムは組
み込まれ、多くの観光客が訪れる観光地となっている。
※点検放流は貯水状況によって実施しない場合もあります

地元市町村や関係機関など沢山の方のご協力のおかげで、各施設の水資源機構職員は点検業務を
集中して行うことができました。また、多くの方にダムを見学いただき、ダムの役割を知っていただ
く機会となりました。この場を借りて、改めて関係者の皆様のご協力に感謝いたします。

特集•7

徳山ダム（岐阜県揖斐川町）
総貯水量が日本一のダム
魚のウロコ模様のような美しい放流が魅力

５月１日（金）〜５日（火） 
見学者　約2500名
５月１日（金）〜５日（火） 
見学者　約2500名

点検放流2015　「地域の観光にも一役買うダム」

点検放流に、マルチコプターを初めて活用し撮影



社内報から広報紙へ

三重県伊賀市で事業が進む川上ダム建設事業は、洪
水調節や流水の正常な機能の維持の他、地元伊賀市で
使われる水道用水の確保も担う。いわゆる「ダム検証」
が昨年終了し、平成34年度の完成に向けて事業を進
めているところだ。そんな川上ダムのことを地域の方々
に知っていただこうと発行している「川上ダム通信」
は、今から10年前の平成17年５月に創刊しているが、
元々広報紙として生まれたわけではなかった。「創刊
当初は社内報としての位置付けで、社内や近隣の関係
機関にのみ配布していたようです。創刊から１年ほど
して、地域の方々との絆作りの一助になればと配布先
を拡げていきました。」と梅村。さらに、「現在では、ダ
ム建設予定地の近隣だけでなく、伊賀市内の各市民セ
ンターにもお届けしています。お届けした川上ダム通
信は、各戸に回覧もしていただいています。」この取り
組みは、「地域との架け橋“川上ダム通信”」として、地
元のケーブルテレビでも取り上げられた。

身近な川上ダムを目指して

地域の方々に川上ダムのことを知っていただこう
と発行を続ける川上ダム通信。毎月の発行にあたり、

ささえる
Power力

川上ダムの位置

8•水とともに　水がささえる豊かな社会

Profile
川上ダム建設所　総務課　課長

梅村　喜重 Yoshishige Umemura
昭和 57年 4月、水資源開発公団（現水資源機構）に入社。最初の配属先で
ある筑後大堰建設所をはじめ、全国各地の事業所で財務や総務業務を担当。前
任地の愛知用水総合管理所では、総務課長として関係機関と連携し愛知用水通
水 50周年の各種イベントや情報発信を行う。平成 25年 4月より現職。

本誌「水とともに」は、水資源機構全体の広報誌とし
てすでに50年以上の間、情報発信を行っているが、全
国の各事務所でもそれぞれに工夫を凝らした広報紙を
作成し、地域の方々への情報発信を行っている。
今回は、10年以上にわたり月1回の発行を続けてい

る広報紙「川上ダム通信」の梅村デスクに話を聞いた。

「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。

～完成を報告する日まで～
情報発信



心がけていることを聞いてみた。「事務所が行ってい
る取り組みや事業の進捗状況はもちろんですが、地域
のイベント情報や意外と知らない地元の名所、地域の
歴史などの情報も取り上げ、川上ダムを身近に感じて
いただけるように心がけています。また、専門用語を
使わないようにするとか写真の配置を工夫するなど、
見やすい紙面作りにも気をつけています。」一方で、「本
来であれば事業の進捗状況を大々的にお伝えしたい
ところですが、近年はなかなか事業が進まない状況に
ありました。今後は、事業の進捗状況を今まで以上に
お伝えしていきたいと思います」との意気込みも。
広報紙の発行以外にも、地域の行事やイベントに積
極的に参加し川上ダムのPRを行うなど、身近な川上
ダムを目指して、地域の方々への情報発信を続けてい
る。

完成まで続けます！

ところで、川上ダム通信の発行はどの様に行われて
いるのだろうか？梅村に聞いてみた。「全て職員の手
作りです。毎月、編集長の所長を筆頭に編集会議を行
い、紙面の構成を決めていきます。また、毎月の発行担
当職員を当番制で決めており、担当職員を中心に全職
員が交代で記事を書きます。紙面の作成に全職員が携
わることにより、職員の広報に対する意識が高まって
いると思います。」事務所一丸となって、毎月の発行を
支えている。
最後に、今後の目標を聞いてみた。「平成17年の創
刊以来、川上ダム建設所に勤務した職員がこつこつと
継続して発行してきたことで、地元伊賀市の市長さん
や職員の皆さん、地域の皆さんからも温かい言葉を頂

いているところです。今後も継続して発行していくこ
とが、地域の皆さんの声に応えることになると思いま
す。ダム完成を報告する記事が書ける日まで、発行を
続けていきたいと思います。」
社内報として創刊した川上ダム通信は広報紙に生
まれ変わり、10年の時を経て120回を超える発行を
続けてきた。平成34年度のダム完成まで毎月欠かさ
ず川上ダム通信のバトンを引継がれれば、創刊200号
を超える頃にはダム完成の報告をしていることだろう。

※「川上ダム通信」は、川上ダムのホームページでも
ご覧頂けます。
http://www.water.go.jp/kansai/kawakami/index.htm

ささえる
Power力

ささえる力　Power•9

第4代デスクの梅村は、総務
課長として事務所のまとめ役を
担う。職員の体調などにも気を
配り、努めて話しかけるように
心がけているというが、やはり
一番楽しいのは家族と過ごす時
間だと、笑顔で話してくれた。



近代技術による河川改修

江戸から明治へ、近代化の道を歩み始めた日本は、
各方面で積極的に西欧文明を移入しました。
特に新政府は河川や土木を重点課題とし、内務省
に土木局をおき、多くの外国人技術者（お雇い外国人）
を招聘しました。河川関係では、デ・レーケ、エッセル、
ムルデルなどのオランダ人技師が来日し、日本各地
の河川改修や港湾工事に大きな足跡を残しました。
彼らの指導により、江戸時代から受け継がれた巧み
な石積みの技術などがこの時期に花開きました。明
治前期の河川改修は、江戸時代からの流れをくむも
ので、「低水工事」と呼ばれていました。
明治中期になると、人口の急増に伴って水害を受
けやすい未利用地の開発が進み、日本各地で大洪水
があいつぎ、水害も激増しました。政府は水害防御
対策のため、明治29年（1896）４月、河川法を制定、
連続する堅固な堤防で洪水を防ぐ「高水工事」へと
治水政策を大きく方向転換しました。
舟運確保、農業用水の利用に加え、平常時の水深・
水量を確保しつつ、洪水を防ぐという課題を解決し
たのが、大規模土木工事用機械、ポンプ、堰、水門の
築造などの近代技術であり、それを指導したのは、
古市公

こう

威
い

、沖野忠雄をはじめとする日本人技術者で
した。
河川法の制定によって、日本各地の主要な河川は
政府直轄の河川（一級河川）に指定され、国費による
高水工事が実施されるようになりました。利根川は
明治33年、直轄河川に指定され、自然的にも社会的
にも解決の難しい問題を抱えたなかで、河川の付け

替えや放水路の開削などが行われました。
近代技術を駆使した河川改修が進むにつれ、水害
の頻度は確実に減りましたが、それでも利根川流域
は、数年ごとに水害に見舞われていました。

利根川上流のダム構想

東京の水が多摩川水系の水量だけでは支えきれ
ないことは、すでに「利根川水源視察報告書」（昭和
11年（1936）10月発行）で指摘され、利根川水系の
水資源開発が考えられていました。しかしその頃か
ら戦争の時代が続き、昭和20年（1945）８月の第二
次世界大戦終結まで、戦争の激化による資材や労働
力不足のため、開発の構想や計画は、ほとんど実現
には至りませんでした。

戦後のダム建設

昭和22年（1947）のカスリーン台風は、年間総雨
量の４分の１の雨がわずか１日半で降るという豪雨
をもたらし、利根川上流の渡良瀬川との合流付近（現
加須市）で決壊、洪水被害は埼玉県東南部から東京
都足立区、葛飾区、江戸川区にまで及びました。
こうしたことから、昭和32年（1957）、国土総合開
発法による利根特定地域総合開発計画の一環とし
て矢木沢・下久保ダムの計画が閣議決定されました。
昭和37年（1962）５月、水資源開発公団がスタート。
同年、水資源開発基本計画（通称フルプラン）がつく
られ、矢木沢ダム・下久保ダムの建設が、建設省（現
国土交通省）から公団に承継されました。

10•水とともに　水がささえる豊かな社会
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生まれ変わる武蔵水路
これからの武蔵水路第４回



その後、建設省や公団により利根川上流に６つの
ダムが建設され、合計８つのダム群が下流の洪水を
防ぎ、首都圏に水を供給する大事な役割を担ってい
ます。

利根導水路管理施設の概要

利根導水路事業は、前述の通り、首都圏の水需要
の急激な増加に応えるため、利根川水系の総合的な
水資源開発計画の一環として行われたもので、利根
導水総合事業所では、次の施設を管理しています。
1．�利根川取水施設（利根大堰、取水口、沈砂池、邑
楽用水機場）
2．武蔵水路（荒川連絡水路）
3．�合口連絡水路（見沼代用水連絡、埼玉用水路、
邑楽用水路

4．葛西用水路
5．荒川取水施設（秋ヶ瀬取水堰）
6．水道、浄化用水路（朝霞水路）
7．�見沼代用水路（基幹線水路、西縁・東縁幹線水路、
騎西領・中島用水路、荒川連絡水道専用水路、末
田須賀堰）

利根大堰（利根川取水施設）の役割

利根大堰は、利根川河口の銚子から154ｋｍの上
流地点（右岸側が行田市須加地先、左岸側は群馬県

邑楽郡千代田町上中森地先）につくられました。か
つての見沼代用水元

もと

圦
いり

（取入口）だった辺りです。
利根川の本流を１か所の大堰でせき上げ、農業用
水と水道用水を同一地点で取水できるように公平
性を持たせた画期的な施設で、５年の歳月をかけて
昭和43年（1968）に完成しました。
利根大堰が建設される以前は、江戸時代に開削さ
れ取水を開始した見沼代用水、葛西用水等８つの農
業用水は利根川の河床低下等により取水が不安定
な状況でした。
このため、これらの農業用水の取水を１箇所に合

ごう

口
くち

し、利根大堰でせき上げを行い取水する水位を安
定的に保つことで、合理的な取水が出来るようにな
りました。
利根大堰は可動堰で、付帯施設として、取水口、樋
管、沈砂池等からなっています。取水口から取水さ
れた用水は、樋管、沈砂池を経て大分水工から各水
路に供給されます。邑楽用水路へは、沈砂池から利
根川の下を横過し、大堰左岸側（群馬県側）の邑楽揚
水機場で揚水され邑楽水路へ導水されます。
また、利根大堰を遡上するアユやサケのための魚
道や観察室もあり、一般公開されています。遡上す
る季節となると、一般の見学者が数多く訪れ、賑わ
いをみせています。
特に埼玉県内の多くの小学校では、４年生時に利
根大堰の社会科見学が実施され、「水」について学ん
だり、遡上の様子を見学しています。

利根導水路用水系統模式図

利根大堰

武蔵水路

秋ヶ瀬取水堰
連載•11



利根導水総合事業所での水管理システム

武蔵水路をはじめとする各用水路の複雑な水の
流れは、利根導水総合事業所で最先端の機器を駆
使して一元管理されています。かつては大型コン
ピューターを多人数で操作していましたが、機器の
小型化、高性能化によって、大型パネルから小型端
末まで1人で操作する時代へと、管理のあり方も大
きく様変わりしました。
堰や取水口などの主要な施設には水量などの変
化を計測する機器があり、これらの施設は総合事業
所で遠隔操作されています。各施設の水量などのデー
タは時々刻々と各種端末に表示され、さらに大きな
パネルに一元的に表示されます。台風の接近や大雨
の予報が発表されると、関係各機関と連絡をとりつ
つ対応し、緊迫した雰囲気につつまれます。
首都圏の生活用水として安全で良質な水を送り
届けるために、利根川からの取水口直下で水質を監
視しています。常に水質状況を監視出来るよう、機
器は自動化されています。
また随所に施設の監視カメラが設置され、禁止区
域内への一般者の立入や不法投棄などの防止を目
的に監視しています。

これからの武蔵水路

(1)内水排除機能の強化
改築前の武蔵水路には利根大堰から荒川まで、佐
間・川面の２つの水門と４つの放流口がありました。
洪水時となれば、都市用水の導水を停止し、周辺
の中小河川などから水門や放流口を介して内水を
受け入れることで流域の浸水被害を抑制してきま
した。
武蔵水路からの水は荒川に流れ出ますが、荒川の
水位が高くなると武蔵水路からの水が逆流してし
まいます。この逆流を防ぎ、強制的に内水排除の水
を荒川に排水するための施設が糠田排水機場です。
今回の改築で既存の水門・放流口は改築し、水門

１つと放流口２つを新たに築造しました。２棟あっ
た排水機場は統合して、老朽化した排水ポンプを更
新するとともに、排水能力を毎秒40㎥から50㎥に
増強、さらには施設の耐震補強も実施しました。
これらの施設の操作は、いままで埼玉県主導で実
施してきましたが、平成28年度からは前述した水管
理システムの中に組み込まれ、水路の管理者である
水資源機構が遠隔操作で一元的に管理することに
よって、迅速な内水排除が可能となり、その効果を
発揮していくことが期待されています。

大分水工

堤内水路

荒木ｻｲﾎﾝ

制水ゲート
（荒木）

白鳥田ｻｲﾎﾝ

長野ｻｲﾎﾝ

国道17号ｻｲﾎﾝ

JR高崎線ｻｲﾎﾝ

注水口
護岸工
護床工

上星川ｻｲﾎﾝ 川面水門

川面放流口 赤見台放流口堤根放流口旧忍川放流口長野落放流口

元荒川ｻｲﾎﾝ 箕田ｻｲﾎﾝ

制水ゲート
（袋）

制水ゲート
（箕田）

制水ゲート
（糠田）

８号放流口

流量調節堰 糠田樋管

糠田排水機場

星川水門

堤外水路

制水ゲート
（長野）

佐間水門

凡例

新設 改築（耐震補強含む） 既設利用

星川水門 糠田排水機場 保全した水路沿いの桜

武蔵水路図
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(2)安心・安全・地域に根ざした武蔵水路へ
これまでの武蔵水路は、首都圏の生活用水が流れ
ていくだけで地元の方にとっては、「地域に恩恵の
ない迷惑施設」との声がありました。
このため、武蔵水路を改築していく過程では、地
元の人々とのワークショップによる合意形成、数多
くの施設見学会、地元小学校へ出前講座するなど「地
域に根ざした水路」になるよう心がけてきました。
老朽化していた水路沿いのフェンスは、優れたデ
ザインの強固な縦格子フェンスにリニューアル、水
路脇の管理用スペースを新たに歩道として計画す
るなど、内水排除以外の面でもより安全で安心な水
路となります。
武蔵水路周辺に目を向ければ、水路沿いには改築
工事では極力伐採を行わずに保全した約1000本の

桜があります。春には満開になり、多くの方々が花
見に訪れます。また埼玉県が整備したさきたま緑道
もあり、一年を通じて散歩やジョギングを楽しんで
います。これからも武蔵水路周辺には、多くの来訪
者が期待されます。
水管理の面からいえば、今回の大規模な改築によっ
て安定的に水が確保され、水路の２連化によって水
を流しながらのメンテナンスが可能となり、施設の
長寿命化を図ることが出来ます。これからも末永く、
50年、100年後まで大切に使われ、首都圏の水が守
られていくことが期待されています。
1964年の東京オリンピック当時に生まれた武蔵
水路は、折しも2020年のオリンピックを前に「生ま
れ変わった武蔵水路」として、引き続き首都圏の生
活を支えていくことでしょう。

参考文献など
『洪水と治水の河川史』　大熊孝著　平凡社　1988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
「利根導水路概要書」等のパンフレット類
「むさし水路だより」
「武蔵水路の拠点整備　かわら版」

利根導水総合事業所操作室

カメラによる監視

操作パネル上の水路模式図

連載•13



小さくてもオンリーワン

NPO法人「日本で最も美しい村」連合をご存知
でしょうか。
これは1982年にフランスで始まったもので、失っ
たら二度と取り戻せない農山漁村の景観・文化を守
りつつ、最も美しい村としての自立、つまり地産地
消を目指したものです。日本でもこの理念に共感し
た気運が高まる中、自然と人間の営みが長い年月を
かけて作り上げた本当に美しい日本を未来に残した

い、小さくてもオンリーワ
ンの輝きを持つ日本の美し
いを基本理念に、2005年
に７つの町村が「日本で最
も美しい村」を組織し、活
動がスタートしました。

現在、60町村が加盟するこの連合に、2012年
10月に49番目に加盟したのが、福岡県朝倉郡にあ
る東
とうほうむら

峰村です。

美しい命の水

東峰村は福岡県中央部東端に位置し、平成17年
３月に個性の違う２つの村（旧小石原村及び旧宝珠
山村）が合併して生まれました。合併後の人口が
3,000人に満たない、当時、日本で一番小さな合併
として注目された村です。
旧小石原村は、日常の器を作り「用の美」を追求
してきた小石原焼や福岡黒田藩の御用窯であった高
取焼が同居し、約50の窯元があるものづくりの地
域、旧宝珠山村は、田園風景が広がる観光資源に恵
まれたグリーンツーリズム活動の盛んな地域です。
総面積（51.93㎢）の86％を山林原野が占める中
山間地域の村には、手つかずの自然に恵まれた幾多
の観光資源や風習、自然を守ろうという意識が強く
残っています。
村では、「自然環境保全条例」（現在及び将来にわ
たり自然と人間の共存する緑豊かな生活環境を保全
し、もって村民の健康を保持し、村民の福祉の増進
に寄与することを目的とする）や、「河川をきれい
にする条例」（河川の浄化並びに環境の保全及び美
化を図ることにより、水と緑豊かな美しい村づくり
を目指すことを目的とする）などを制定し、村の環
境美化に努めています。村から流れ出す美しい水は、

福岡県東峰村
★

東峰村の美しい「竹の棚田」の風景

14•水とともに　水がささえる豊かな社会
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やがて筑後川となり、福岡県民や佐賀県民の「命の
水」となります。福岡県や佐賀県の水瓶である江川
ダムや平成31年の完成に向けて建設が進む小石原
川ダムに蓄えられる水も、東峰村から流れ出す水です。

未来に残す取り組み

村では、自然エネルギーへの取組みも盛んで、太
陽光発電やバイオマスエネルギーの利用を手掛けて
おり、とりわけ、後者については、間伐材の利用促
進や非化石燃料を用いることで地球温暖化対策に貢
献する木質ペレットストーブを導入し、その普及に
努めています。
また、350年の歴史を持つ陶器作りは、民陶（生
活の中に使われる陶器）として、釉薬づくりや成形
に欠かせない水を存分に利用する伝統技法を受け継
ぎつつ、新たな作風を生みだす努力もしながら脈々
と活きづいています。

「日本で最も美しい村」の名がふさわしいこの村
では今、村の資源を生かした洗練された施設のデザ
インとともに村全体の活性化を目指す『水源の森交
流館（仮称）基本構想』を進めています。これは、
旧小石原小学校を、１階は人々が集まり多様な活動
を行う賑やかな空間に、２階は様々なスキルを持つ
人たちが集まり静かに仕事ができる作業空間に改装
し、住民・観光客・シェアオフィス利用者が交流出
来る賑わいの空間を創出することで、村が抱える
様々な問題解決に向け、取り組んでいこうとするも
のです。
この「水源の森交流館（仮称）」には、全国から
SNSなどを通じて知恵をお借りし、東峰村で生まれ
たたくさんのアイデアや技術を、筑後川の水源地の
一つである東峰村から全国へ発信するという大きな
役割があります。
この恵まれた自然、特に水を守り続け「日本で最
も美しい村」に選ばれたという事に誇りを持ち、こ
の東峰村を未来に残していきたいと思います。
みなさまのお越しをお待ちしております。

天日干しの様子

宝珠山川の清流に乱舞するホタル

木質ペレットストーブ

旧小石原小学校

水のひろば•15
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揚水機場

ファームポンド（Ｆ.Ｐ）

用水路（幹線・支線）

水田受益地

畑受益地

分水口千葉県

北総台地

ファーム源田むら
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成田用水は、千葉県北部に広が
る北総台地を潤す用水路です。北
総台地は関東ローム層に覆われ、
日照りが続くと土地が極端に乾燥
する一方、谷間の小規模な水田は、
年間を通して湛水している強湿田

（谷津田）でした。そこで、台地
の北側を流れる利根川の豊かな水
を北総台地に運ぶ成田用水事業
や、併せて暗渠排水工事などが実
施され、以前から作られていたさ
つまいもや落花生などの乾燥に強
い作物の他、現在では、大きな水
田による米作りのほか、大根やに
んじんなどの野菜、花卉などの栽
培も盛んになっています。

今回は、成田市の旧下総町地区
で米作りを営まれている「ファー
ム源田むら」の鈴木さんを訪ねま
した。

成田のお米
～美味しいお米をいち早くお届け！～



温暖な気候を活かした早場米の産地

温暖な気候と首都圏に位置するという立地条件の千
葉県は、農業産出額が全国第３位を誇ります。そんな
千葉県は、東日本のどこよりも早く田植えがはじまり、
どこよりも早く収穫することが出来る“早場米”の一大
生産地でもあります。千葉県成田市から美味しくて豊
かな実りをいち早く消費者の元へお届けするファーム
源田むらの米作りについて聞いてみました。

少人数で大規模に

ファーム源田むらでは、およそ30ヘクタールの水
田でコシヒカリの他、ひとめぼれやあきたこまち、も
ち米も作られています。「収穫時期などの繁忙期には、
孫や近くの人にも手伝ってもらいますが、ふだんは５
人でやってます。」と鈴木さん。少人数で大規模に米
作りをされる上で、どの様な工夫をされているのか聞
いてみた。「色々な種類の米を作ることも工夫の一つ
です。米の品種によって、田植えや収穫の時期に違い
があるので、作業時期をずらすことが出来るのです。」
と教えてくださいました。

取材当日に見せていただいた大型の乾燥機も作業の
効率化に役立っています。昔は天日干しで行われてい
た収穫後のお米の乾燥作業が、10～12時間ほどで指
定した水分量に乾燥させることが出来るほか、品質の
安定化にもつながっています。

成田用水によって米作りが変わる

「少ない人手で米作りが出来るのは、成田用水のお
かげでもあるのですよ」と鈴木さん。どういうことだ
ろうか？「昔は、この辺りは水が少なく、ため池の水
や地下水をくみ上げて使っていました。日照りが続く
と周りの農家と水の取り合いをやったものです。それ
が、成田用水が供給されるようになり、安定して水を
使えるようになりました。さらに排水路の工事等が行
われたこともあり、昔に比べて１枚１枚の田んぼを大
きくすることが出来るようになりました。結果的に機
械の導入も進み、少ない人数で米が作れるようになっ
たというわけです。」

美味しいお米を届けるために

成田用水によって水の安定供給が図られたとはい
え、もちろん悩みもあります。「美味しい米作りには、
水の管理が欠かせません。田んぼが大きくなったこと
により、風が吹くと水が吹き寄せられ一方に偏るとい
うようなことも起こります。また、排水路の改良が進み、
昔ほどではありませんが、大雨が降ったときの排水に
は、今でも悩まされることがあります。」と鈴木さん。

大規模な米作りならではのご苦労も。「一番負担に
感じているのは草刈りですね。トラクターでやってい
ますが、中には竹や木が生えてくるところもあります。
日当たりが悪くなると、味や収穫量に影響するので放
置は出来ません。」

様々な工夫やご苦労と温暖な気候のおかげで、今年
も美味しいお米がいち早く届けられました。美味しい
お米をお腹いっぱい召し上がれ！

　
○編集後記

今回の取 材では、
ファーム源田むらの
鈴木さん及び成田用
水土地改良区の皆さ
まに多大なるご協力
をいただきました。
この場を借りて、厚
くお礼申し上げます。

お世話になったファーム源田むらの鈴木さん

大型機械による乾燥作業

昔ながらの天日干し

流れの先に•17
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水資源機構では、８月～９月に１９の現場事務所
等において、就業体験を通じて、学校では経験で
きない専門分野や技術に触れていただき、学習意
欲の向上や、進路・就職の視野を広げていただくこ
とを目的としてインターンシップに取り組みました。

今年度は35名の学生に、ダムや水路の建設現場
や管理の現場、総合技術センターで、就業体験し
ていただきました。

今回は、６名の方からいただいた貴重な体験談を
ご紹介します。

   インターンシップで行ったこと

・ダムの背水計算、河川水位・流量データ整理、ク
リーク水位データ整理、配水計画。
・水路・ダムの施設巡視、船による貯水池巡視。
・ストックマネジメン
ト資料とりまとめ、技
術研究発表会の聴講、
防災訓練への参加。

・水質調査、ダム堤体
観測、水路流量観測
を行い、各データの
集計・まとめ。
・機械設備・電気設
備の点検業務補助。

   感　想

・インターンシップ中に体験した防災業務が印象に
残っている。上流に降る雨量予測からダムへの流入
量を計算し、それによってゲートを操作するところ

は緊張感があった。
・水資源機構はダムの管理しかないと思っていたが、
その他に周辺の整備や水質の調査、工事の発注な
ど、いろいろな仕事が経験出来るというところが魅
力的である。
・技術職の役割が見えた。
・職員の方々が管理を直接行っていることが印象に
残っている。
・いろいろな仕事を幅広く見せていただいて、どの
ようなことを行っているか、どんな施設があるか理
解することができた。
・大学の講義では学べない実際の現場を見ることが
できた。
・配水計画作業は、配水量変更の要請があれば瞬

船からの堤体観測

水路流量観測

機械設備点検

18•水とともに　水がささえる豊かな社会
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時に対応しなければならず、大変な作業だと思った。
・営農状況や設備の老朽化の程度を考慮し、用水
を安全に、安定的に供給するためのシステムがうま
くできている。
・２年前に設備の管理・維持を行っている会社でイ
ンターンシップを行ったが、運転・管理はメーカー
に外部委託し、その会社の職員は設備に直接触れ
ることはなかった。一方、水資源機構では、実際に
職員が点検業務や設備の操作を行っている。定期
的に点検をすることで、これまでなかった傷や変化
に気付くことができることに驚いた。
・職員はみんな仲良く、いい雰囲気。
・今までこのようなインターンシップに参加したこと
が無かったが、実際に仕事や職場の雰囲気を体験
できる良い機会であった。
・民間とは異なるインターンシップ先は非常に少なく
貴重であるので、今後も続けて欲しい。

   職業観

・業務を体験することで、ダム管理業務に対して理
解が深まっただけでなく、公共工事発注者が行う仕

事についても理解が深まった。進学を考えていたが、
早く社会に出て経験を積むのもいいと思った。 
・土木職でも電気や機械など幅広い知識をもって働
いている職員がいた。今までは、研究室のようなせ
まい範囲での専門が大切だと考えていたが、仕事
をする上では幅広い知識も大切であることが分かっ
た。将来は、幅広い知識を得て、熱意を持って仕
事ができる人になりたい。
・常に配水を管理し、降雨の際はダムの貯水量に気
を配り、大変そうだが、やりがいのある仕事だ。
・水路・ダムの管理に多くの人が関わり、水が安定
供給されていることが実感できた。水は農業にとっ
ても生活していく上でも重要で、それを守る仕事は
大変なこともあるが、多くの人を支える大切な仕事
だ。
・水資源機構の仕事は、人の生活に直接関わり、支
えている。

水資源機構では、今後もホームページでの募集
案内の他、学校へのお知らせ、希望に沿った実習
内容や場所の提供など、多くの学生の皆さんに職
場体験していただけるよう取り組んで参ります。
お問い合わせ先：
　経営企画本部技術管理室技術管理課
　　担当　佐々木　崇己
　　TEL：048-600-6585（直通）
※詳しくはホームページをクリック！

水質調査

械設備点検

分水工下流流量観測

電気通信設備点検

トピックス•19



一日事務所長体験を実施
水の週間実行委員会では、国土交通省とともに全日本中学生水の作文コンクールの優秀賞以上の受賞者
を在住地近隣の関係機関の事務所等に招待し、一日事務所長体験として職場体験を実施しています。本年
度は、優秀賞以上の受賞者10名のうち、希望者７名が一日事務所長を体験しました。
水資源機構でも、下記３施設に素敵な所長さんをお迎えし、船舶での施設巡視や決裁業務などの仕事を
体験いただき、水に関する業務に触れていただきました。「これからも水を無駄にしないよう考えていき
たい。」や「ダムが人々の役に立っていると分かった。」などの感想をいただきました。
　　　　・荒川ダム総合管理所滝沢ダム管理所長	 宮田　帆乃香さん　（水資源機構理事長賞）
　　　　・草木ダム管理所長	 石川　未彩さん　　（農林水産大臣賞）
　　　　・旧吉野川河口堰管理所長	 井村　華子さん　　（水の週間実行委員会会長賞）

新役員の就任のお知らせ
10月１日、水資源機構の
役員（副理事長、理事４名、
監事１名）が新しく就任しま
した。
新しいメンバーを迎え、引
き続き安定で良質な水を安定
して安くお届けすべく、職員
一同邁進してまいります。
なお、役員名簿はホーム
ページからご覧いただけま
す。

防災訓練の実施
９月１日「防災の日」に、水資源機構では、防災力の向上および防
災機能の強化を図るべく、本社をはじめ各事務所で、防災訓練を実施
しました。本社では、非常参集訓練やロールプレイング方式の災害図
上訓練を実施し、防災対応手順の確認や改良点の抽出等を行いました。

 ホームページで“四季巡り”

	秋の紅葉を楽しんでいただける、オススメの機構施設をホームページに掲載！	
また秋だけでなく、四季ごとに各施設の魅力や情報も紹介しています。
季節により違う顔を見せる施設で、お散歩はいかがでしょうか？

ホームページのバナーをクリック！

20•水とともに　水がささえる豊かな社会

Japan Water Agency  NEWS
Japan Water Agency

水 機 構 ニ ュ ー ス NEWS

※石川さんの作文を本誌22頁に掲載しています。宮田さん、井村さんの作文は次号以降に掲載予定です。

宮田　帆乃香さん 石川　未彩さん 井村　華子さん



愛知用水でイカダを発見！
川下りができるの？

●下久保ダム管理所（埼玉県）

建設以前のいとなみ展の開催
建設当時の生活の様子を写真や映像により紹
介することで、首都圏において洪水や渇水と
いった不安が除かれ豊かで快適な生活を送るこ
とができるのは、ダム予定地から移転していた
だいた方々のご協力の賜物であることをあらた
めて知っていただく企画です。
この企画では、ダム建設前の地形図に往時の
写真を組み合わせた地図を作成し９月７日〜
30日まで展示するとともに、12日〜18日には、
「下久保ダム建設工事記録映画」を上映しまし
た。展示期間には、ダム近傍や受益地から多く
の方々にお越しいただき、往時を懐かしむ声や
感謝の声が寄せられました。

これは川を移動するためのイカダではなく、
安全イカダというんだよ。
万が一、水路に人が落ちてしまった時に、このイ
カダにつかまれるように設置しているんだ！
愛知用水２期事業では、初めは他の水路と同じよ
うに“安全ロープ”を設置したんだけど、ロープどう
しが絡まったり、ゴミがロープに沢山くっついて水
の流れを邪魔したりしていたことから、安全イカダ

を考案して、平成９年からだ
んだん安全ロープから安全イ
カダに交換しているんだよ。
水資源機構の施設で見る
ことができるのは、ここだけ
かも！？

●豊川用水総合事業部（愛知県）

大島ダム発電所完工式を開催
豊川用水の水源である大島ダムに最大240kw
の発電を行う設備が完成し本格運用を開始する
こととなり、10月４日（日）、関係の皆様をお
招きして完工式を開催しました。
この設備は再生可能エネルギーの活用推進、
温室効果ガスの排出削減及び管理費負担軽減を
目的とし、大島ダムから利水のために放流する
水の一部を利用して発電を行うもので、発電さ
れた電力は自家用電力として活用し、余剰電力
は売電し管理費用の縮減にも繋げていくことと
しています。

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

農林水産大臣賞（優秀賞）

栃木県　佐野日本大学中等教育学校　一年　　石川　未彩

	 過去から未来へ

22•水とともに　水がささえる豊かな社会

今、私たちの家の水道のじゃ口から出てくるきれ
いな水は、先人の血と汗となみだの結晶です。
私の暮らす栃木県には、安積疏水、琵琶湖疏水と
並ぶ日本三大疏水の一つ、那須疏水があります。那
須疏水は、初代栃木県令の鍋島幹、地元の有力者で
あった印南丈作と矢板武らの尽力により、明治十八
年九月、那須野が原大農場の飲用、かんがい用とし
て完成しました。
小学四年の秋、私は校外学習でその那須疏水を訪
ねました。那須塩原市の那珂川では水の取り入れ口
を見学しました。石を組んで作られた水門はコケが
むし、とても重厚で、その姿は今でもよく覚えてい
ます。その取り入れ口は、これまでに大きく四回改
築されており、いかに維持が大変であったかがわか
りました。
那須野が原博物館では開拓の様子や疏水完成まで
の過程を学び、おけを使った水運び、もっこをかつ
いで石運びの体験をしました。石は想像以上に重く、
運び終わってしばらくは肩が痛みました。朝から晩
までこの作業をした人たちがいたなんて、とおどろ
きました。私には到底できそうにありません。
工事は難航しました。水路ができても水がしみこ
んでなかなか流れなかったこともあったそうです。
私は、川や湖から水を引くことがこんなに大変なこ
とだとは知りませんでした。あきらめずに努力し、
工事をすすめた先人たちを尊敬します。
疏水が完成した那須野が原は、大規模な稲作地帯
となりました。そして疏水は発電、蒸気機関車の給
水源にもなり、地域の発展に計り知れない恩恵をも
たらしました。
今、家のそばの川を当たり前のように水が流れる

のも、先人たちの努力があったからです。私たちは
この川を守る使命があります。川を守り、水を守る
ために私にできることを考えてみました。
まず一つ目は、汚れた水を川に流さない工夫をす
ることです。汚れた水をきれいにするためには、大
変な量の水とエネルギーが必要になります。台所で
は洗剤を使いすぎないことや、食べ残した汁や油を
直接排水口に流さないこと、風呂場ではシャンプー
やトリートメントの量を減らすこと。毎日のことな
ので少し気をつけるだけでも川に流れる汚れの量を
減らすことができます。
そして二つ目は、地元で作られたお米や野菜をた
くさん食べることです。現在、食料自給率の低下や
農家の高齢化など、日本の農業を取り巻く状況は決
して明るいものではありません。私の家のそばにも
きちんと管理されずに草が生い茂っている田や畑を
時折見かけます。耕作されない土地が増えることに
よって、水路も使われなくなり傷みます。そのよう
な水路はやがて水が流れなくなってしまうかもしれ
ません。カラカラになった水路には生き物もすめな
くなります。もう作物を育てることもできません。
土地は荒れ果ててしまいます。それは、先人たちの
血のにじむような努力と知恵、技術を無駄にするこ
とになります。
私は今、お米や野菜をつくることはできません。
けれども、ご飯をたくさん食べることはできます。
地元でとれた食材をつかったご飯を食べることで、
農業を活性化させ、田畑を守り、川を守り、そして
水を守ることができるのではないでしょうか。
先人たちが与えてくれたきれいな水に感謝し、私
たちも未来にこの水を残していきたいと思います。
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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。

生命のバトンリレー

河川の生態系保全

魚類にやさしい利根大堰

利根導水路事業は、利根川中流域の埼玉県及
び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
県の工業用水を供給している事業です。
利根川から取水するために設置された利根大
堰では、魚類の往来が可能なように３本の魚道
を設置し、春はアユの稚魚、秋にはサケの遡上
を見ることができます。

サケ遡上・採卵観察会～サケ稚魚放流会

毎年11月の第二土曜日に利根川を遡上して
きたサケを県の水産研究所等の協力を得て採卵
するところ等を観察していただく、「サケ遡上・
採卵観察会」を実施しています。昨年は、約
1,500名の参加があり、サケの生態や、利根大
堰の魚道の仕組み等をみていただきました。
そこで採取した卵を事務所で育てるとととも
に、近隣の小学校へ配布し、子どもたちにも孵
化を体験してもらっています。

卵を配布する際には出前講座を開き、子ども
達に、孵化させる際の注意点をはじめとして、
命の大切さや河川環境について勉強していただ
きます。

２月、無事孵化したサケの稚魚を近隣の小学
生と利根川へ放流します。その際には、河川清
掃を行い、３～４年後に戻ってくるサケのため
の環境づくりをしています。

サケ遡上調査

毎年10月1日から12月25日までの間、利
根大堰の魚道をのぼるサケの遡上数を調査し
ています。調査を開始した昭和58年当時は、
数十匹しか確認できませんでしたが、その数
は、平成13年頃から増加し始め、平成25年は
18,696尾となり、３年連続で過去最多を更新
し、10年前（平成15年）の1,515尾と比べ約
12倍の遡上数となりました。
利根大堰の魚道等の効果や、関係団体・地域
住民による稚魚の放流など、様々な取組の結果
が実を結んだものと考えられます。　
今後も地域等と協力しながら豊かな河川環境
の創出に努めて参ります。

環あらうんど•23
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第30回  水とのふれあいフォトコンテスト 入賞作品
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優秀賞
（独立行政法人水資源機構理事長賞）
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