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私たちの活動地には小川が流れています。その小
川の水がこのところ心なしか増えている気がします。
活動を始めた頃は、少ししか流れてないことが度々
あったし、大雨が降るとその小川があふれ出し、林
道の土を削り濁流となって下流の民家に迫っていま
したが、このところそんな光景も無くなり、民家の
方にとても喜ばれています。それは、整備する前は、
降った雨が山の斜面の土に染み込むことなくすぐに
小川に流れ込み、一挙に増水していたのが、竹を伐り、
広葉樹を植えることで、水源涵養機能が増し、山が
水を蓄えることができるようになり、蓄えた水をゆっ
くりと一定量涌出することができるようになったので
はと考えています。

私たちの活動する佐賀県基山町は、植林発祥の地
で、森林の8割が人工林、かつ放置竹林の竹が侵食
して、森林の荒廃や土砂崩れなどの災害が発生、水
源涵養機能の低下も危惧されています。

このような現状を見かね、自衛隊の定年退職者を
中核に、70歳前後の方々が平成16年1月に団体を設
立し、『癒しの里山づくり ～ 何度でも訪れたい緑と
清流の森づくり』を目標として活動を始めました。“か
いろう”とは「快老＋快（皆）労＋快（皆）朗」で、
周りを労わりながら愉しく朗らかに働くという意味。
現在では企業OBの方々も多く、多士済済の方々の団
体となりました。60代から80代までの20人が経験

と知恵を活かして、火～土曜日の午前中3時間活動。
その活動日数は、年間230日前後になります。そし
て、120日前後は荒廃した里山に入り、孟宗竹を伐り、
年度末に植樹をしていき、今までに3.7ha程整備をし
てきました。年間3,000～5,000㎡整備していますの
で、年間3,000本～5,000本の孟宗竹を伐っています。
大変な数の伐竹をしていますが、全体から見るとほ
んの少しの部分を綺麗にしたにすぎません。

そこで私たちは、広く市民とともにこの里山の再
生活動を実施しようと考え、市民の中に森林ボラン
ティアリーダーを養成することを始めました。今では
33名の方が資格を取り、後輩の育成や、市民と一緒
になって実施するイベントでリーダーとして活躍して
頂いています。

平成22年５月15日の某新聞で、「これからは水資
源も投機対象。現に外資系ファンドがダミー会社を
使って日本国内の水源の買収を始めている」という
記事に接し、とても危機感を抱いています。

国土の67％が森林の日本は、災害予防やこれから
の水ビジネスの事を考えると、国民を挙げて森林整
備を実施していくとともに、外資系ファンドに水源地
を買収されないような施策を講じ、未来永劫水に困
ることのない国となれるよう、遠きを見ながら自分た
ちで出来る事を実施して、一歩一歩水資源の普及啓
発活動に精進していきたいと思っています。

砂防ダムの保安林に指定されている地域の整備 60代から80代の会員の方々です

すい滴•3
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１．水資源機構の防災対応

水資源機構は、水資源開発７水系の内、６水系（利
根川、荒川、木曽川、淀川、吉野川及び筑後川）に
おいて洪水調節機能を有する23のダムを管理してい
ます。これらのダムは、平常時にはダムの貯留水を活
用して水資源開発水系における用水安定供給の役割
を果たしつつ、大雨により洪水が発生した時には、洪
水をダム貯水池に貯留する防災操作（洪水調節）を
行い、ダム下流域の洪水被害を防止・軽減する役割
を果たしています。

台風等の風水害の発生時には、水系の上流に位置
する各ダム管理所と各水系の事務所を束ねる支社局

（中部支社、関西・吉野川支社、筑後川局）及び本社
が連携して、水象・気象に関する情報の収集、ダム操
作の計画立案、河川管理者及び流域自治体などの関
係機関と連絡調整を行いながら防災対応を行っていま
す。

２．�平成27年の主な出水状況と防
災対応

平成27年（10月末時点）は、日本近海で25（平年値：
25.6）の台風が発生し、そのうちの4つが日本に上陸
し、各地に大雨と洪水被害をもたらしました。7月16
日23時頃に高知県室戸市に上陸した台風第11号は、
降雨を伴い四国及び中国地方を縦断して日本海へ北
上しました。この影響により、降水量が多かった関西
及び中部管内の3ダム（日吉ダム、一庫ダム、徳山ダ
ム）において、洪水時の防災操作（洪水調節）を行
いました。また、記録的な大雨となった「平成27年
9月関東・東北豪雨」では、利根川水系鬼怒川がはん
濫する大規模な洪水となり、関東地方に甚大な被害が
発生しました。関東管内の3ダム（草木ダム、滝沢ダム、
浦山ダム）では、洪水時の防災操作を実施し、ダム下
流沿川の洪水被害の防止・軽減に努めました。以下に、
9月豪雨の事例をご紹介します。

（１）平成27年9月関東・東北豪雨
台風第18号は、9月9日10時過ぎに愛知県知多半

島に上陸した後、日本海に進み、温帯低気圧に変わり
ました。この台風や前線の影響により、西日本から北
日本にかけての広い範囲で大雨となり、特に9日から
11日にかけて台風から変わった低気圧に向けて南から
流れ込む湿った風と、日本の東海上を北上していた台
風第17号から流れ込む湿った風の影響により、多数
の線状降水帯が次々と発生したため、関東地方と東北
地方では記録的な大雨となりました。中でも鬼怒川流
域では、長時間に渡って強い雨が降り続いた結果、鬼
怒川の流下能力を上回る洪水となり、10日12時50分
に茨城県常総市で堤防決壊によるはん濫被害が発生
しました。9月7日から11日までに観測された総降水
量は、関東地方で600ミリ、東北地方で500ミリを超
え、9月の月降水量平年値の2倍を超えたほか、最大
24時間降水量が観測史上1位の値を更新する地点が
多数ありました。
（２）関東管内における水資源機構ダムの防災対応

鬼怒川と同じ利根川水系の支川渡良瀬川に位置す
る草木ダム（群馬県みどり市）の流域では、台風第
18号の影響により、9月7日10時から9月10日22時
にかけて総雨量290ミリ、時間最大雨量36ミリ（9月

2015/9/9 14:00
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9日15時～16時）の大雨となりました。
この大雨により、草木ダムに最大約1,090㎥/sの洪

水が流入し、そのうちの約533㎥/sをダム貯水池に貯
留する防災操作（洪水調節）を行い、累計567万㎥（東
京ドーム約4.5杯分）の洪水を貯水池に貯留し、ダム
下流沿川の浸水被害を防止しました。

この防災操作により、ダム下流の花輪地点（みどり
市東町）においてダムが無かった場合と比較して約0.7
ｍの水位低減効果があったと推定しています。

荒川水系の上流、埼玉県秩父市に位置する滝沢ダ
ム（荒川水系中津川）と浦山ダム（荒川水系浦山川）
の各流域においても、総雨量177ミリ（8日3時～9
日18時）、総雨量270ミリ（8日5時～9日15時）に
達しました。

滝沢ダムに流入した水量は、ダムが貯留操作を開
始する100㎥/sを越え、最大約171㎥/sに達し、そ
の約４割に相当する量を貯水池に貯留（累計71万㎥）
する防災操作を行いました。同じく浦山ダムでは、最
大約149㎥/sに対し約127㎥/sの洪水を貯留する防
災操作を行い、累計約355万㎥（東京ドーム約３杯分）
の洪水を貯水池に貯留しました。

これらの防災操作により、ダムが無かった場合と
比較して、滝沢ダム下流の太平橋地点（秩父市大滝）
において約0.5ｍ、浦山ダム下流の花御堂地点（秩父
市荒川久那）において約0.3ｍの水位低減効果があっ
たと推定しています。

関東地方に大雨をもたらした「平成27年9月関東・
東北豪雨」に対し、水資源機構3ダムが実施した洪水
時の防災操作（洪水調節）により、ダム下流域の洪水
被害の防止・軽減に貢献したものと考えています。

また、洪水時の防災操作を実施しているダムでは、
新たな取り組みとして、ホームページにダムの貯留操
作の状況と下流河川の水位低減効果を分かりやすく
表示し、一般の方々にリアルタイムの情報を提供する
取り組みを進めており、草木ダムを始め各ダムで実施
しました。今後も引き続き的確かつ分かりやすい情報
の提供に努めてまいります。

特集•5
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草木ダム防災操作実績図
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３．�平成27年関東・東北豪雨に係
る支援活動について

台風18号及び同台風から変わった低気圧により生
じた平成27年関東・東北豪雨により、栃木県小山市
では市内各地で浸水被害が発生しました。水資源機
構は同市からの要請を受け、浸水被害復旧支援のた
め9月10日（木）～同月13日（日）にかけ、総合技
術センター、利根導水総合事業所、思川開発建設所
及び本社の計4事業所から延べ47名の人員とポンプ
搭載車2台、ポンプパッケージ2台の機材を派遣し、
浸水被害を受けた羽川西浄水場、白鴎大学付属幼稚
園グラウンド及び与良川排水機場の排水作業を行い
ました。

また、埼玉県春日部市の一部地域では、降雨後もな
かなか水が引かず湛水が続いたことから、埼玉県及び
庄内領用悪水路土地改良区からの要請を受けポンプ
車1台を貸与し、排水活動にご活用いただきました。

【支援活動の経過】
9月10日（木）
　 4:00　　水資源機構本社非常体制発令
　 9:50　　本社防災本部長（理事長）よりポン

プ搭載車発動準備指示
　12:10　　利根導水総合事業所より被災地に向

けてポンプ搭載車第一陣出発
　17:30　　羽川西浄水場における排水作業開始
9月11日（金）
　10:30　　羽川西浄水場における排水作業終了
　14:35　　白鴎大学附属幼稚園における排水作

業開始
　15:55　　白鴎大学附属幼稚園における排水作

業終了
　21:00　　与良川排水機場における排水作業開

始
9月13日（日）
　14:40　　与良川排水機場における排水作業終

了
9月18日（木）～21日（月）

　 庄内領用悪水路土地改良区にポンプ
車1台を貸与し、排水活動に協力

埼玉県

栃木県

小山市

★
春日部市

★

特集
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幼稚園の浸水状況

浸水状況確認及び準備作業（羽川西浄水場)

夜を徹しての排水作業（羽川西浄水場)



今回の支援活動に対し小山市及び庄内領用悪水路土地改良区から感謝状を頂いたほか、関係各所より労
いのお言葉を多数頂戴いたしました。

水資源機構では、突発的な事故や災害が発生した場合に応急措置や早期の復旧が出来るよう、各エリア
の拠点となる事務所にポンプ車や備蓄資材を配備し、危機管理に努めています。また、当機構は災害対策基
本法により定められた「指定公共機関」です。当機構が所管する施設の新設・改築・維持管理・操作により
皆さまの生命・財産を守るだけではなく、組織としての社会的責任（ＣＳＲ）を全うするため、関係機関と
連携し地域の安全確保に、今後とも努めてまいります。

特集•7
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排水作業の状況（与良川排水機場)

春日部市上金崎地先で
の排水作業状況

浸水状況を確認しながらの作業（与良川排水機場)

小山市から感謝状をいただきました

浸水状況

庄内領用悪水路土地改良区から感謝状をいただきました

排水作業後

ポンプ車（30㎥/分)



多くの人の役に立ちたい

昨年10月、採用と同時に琵琶湖開発総合管理所（以
下「琵琶湖総管」という。）に配属され、まず驚いたのは
大同川排水機場のポンプ設備を見た時だという内田。
「大学では自動車の操作性について研究していました
ので、ポンプ設備を見たのも初めてで新鮮であり、こ
んなに巨大な設備を自分が管理していくのかと、身が
引き締まる思いでした。」
そんな、自動車の研究をしていた内田が水資源機構
を就職先に選んだのはどうしてだろうか？「私が就職
する上で一番大切にしたのは、“多くの人の役に立つ
仕事をしたい”という思いです。飲み水だけでなく農
業や工業で使う水の供給を通して、人々の生活を支え
社会の役に立つことが出来ると考え、入社しました。」
さらに、「先日、研修の一環で岐阜県の園芸農家さんに

2週間滞在させて頂く機会がありました。水を安定し
て供給してもらい大変有り難いとのお言葉を頂いた
ときには、水資源機構に入社して本当に良かったと思
いました。水を使われる方はもちろんのこと、先輩職
員の方々の役にも立てるよう、これからも頑張ります。」

ささえる
Power力
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Profile
琵琶湖開発総合管理所機械課

内田　颯太 Sota Uchida
平成 26年 10月、機械職として水資源機構に入社、現職。

琵琶湖は、湖周辺や淀川流域の約1,400万人のく
らしや産業を支える水瓶であり、そこにいる全ての生き
物にとっての恵みの湖だ。そんな琵琶湖の周辺には、大
雨などによる沿岸の浸水被害の軽減、内湖の水質保全
を目的として設置した18箇所の給排水機場や158箇
所ものゲート設備等、多くの機械設備が配置されている。
昨年10月に機械職として採用され、これら機械設備の
操作や維持管理に最新技術を導入すべく奮闘する内田
に話を聞いた。

大同川排水機場のポンプ

「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。

～最新技術の導入に挑む！～
可能性



最新技術の導入

今、琵琶湖総管では、内田をはじめ機械職を中心に、
“排水機場運転支援システム”の導入に取り組んでい
る。これは、水資源機構のみならず、全国でもほとんど
導入例のない最新技術を用いたシステムだというが、
どの様なシステムなのだろうか？「ひとつは、機械設
備の操作支援システムです。ＡＲ（拡張現実）技術を用
い、画像や音声を用いて操作手順をナビゲーションす
るとともに、操作の記録も同時に行うことができるも
のです。もう一つは、不具合対応支援システムです。目
線カメラ付きのＨＭＤ（ヘッドマウントディスプレイ）
を用い、音声や映像を双方向で通信することにより、
遠隔地の専門職員と現地の操作者との間で情報のや
りとりや的確な指示を行うことが出来るようになり
ます。」

琵琶湖総管で
は、給排水機場
やゲート設備な
ど多数の機械設
備を管理してい
る。「洪水時など
には、多くの設
備をほぼ同時に
操作する必要が
生じます。限ら

れた人数で対応するため、機械職以外の職員でも対応
出来るようにマニュアルの整備や訓練の実施に努め
てきましたが、限界がありました。今回のシステムは、
機械職以外の職員でも安全・確実に設備操作を行うこ
とが出来るようにするとともに、簡単なトラブルには
遠隔地からの支援を受けその場で対応出来るように
することを目的として導入します。そのため、システ
ム開発には、土木職や事務職など機械職以外の職員も

携わっています。誰にでも使えるシステムの構築が目
標ですが、実は大学時代に自動車の“操作性”につい
て研究したときのどのような自動車が運転しやすい
のかといった“考え方”が少しだけ役立っています。」
と内田が語ってくれた。

秘めた可能性

最新技術を用いたシステムだけに、様々な課題や可
能性もあるという。「例えば、手順どおりに操作が行わ
れたかどうか画像により判断するようなシステムも
考えられますが、まだまだ画像認証の技術が追いつい
ていません。また、ＨＭＤによって両手が自由に使え
ることや同時多方向の通信により、アイデア次第で業
務の効率化に繋がる可能性を秘めていると思います。」
最後に、このような最新技術の導入に携わっている
ことについて、内田の思いを聞いた。「正直なところ、
ゲートやポンプ設備のことなど、機械職として覚えな
ければいけないことがまだまだあります。そんな私に
も今までに無かった新しいものを作り出す仕事に携
わらせて頂き、大変やりがいを感じています。このシ
ステムが導入されたときや他の事業に展開されていっ
たときには、より大きな達成感があるだろうと思いま
す。」最新技術の導入に携わった経験が、可能性豊かな
若い技術者をより成長させるだろう。今後の活躍を見
守っていきたい。

ささえる
Power力

作業のタイトル
及び、システム操作指示を表示

作業指示（業務指示）を表示

【①吐出槽点検：安全確認】
黄色い円をタップしてください。

安全確認
吐出槽内に流木などの大型ゴミ

が浮遊してないことを確認してくだ
さい

【吐出槽全景 】

ｶﾒﾗ付HMD装着状況

・自動認識技術に対応
・着脱式カメラ

ささえる力　Power•9

操作支援システムの例

様々な職種を交えての検討

休日のお楽しみは、所長や先
輩方と出掛ける釣りだとか。昨
年、諸事情により、道具一式を揃
えながら一度も行くことが出来
なかったワカサギ釣りに今年こ
そチャレンジしたいと、楽しそ
うに語ってくれた。



１．両総用水事業の概要

平成５年度に着工し20年余の歳月と総事業費
1,070億円を要した第二期の国営両総農業水利事
業が完了し、平成26年10月28日、東金文化会館
において農林水産省農村振興局長をはじめ、各界
から多数の関係者が参列し盛大な完工式が挙行さ
れました。

１－１）両総用水前歴事業
両総地区は、千葉県北東部に位置し、利根川右
岸、栗山川沿岸から九十九里平野南部にかけて
展開する17,970ha（水田13,560ha、畑4,410ha）
の地域で、年平均気温は15℃と温暖で、平均降
水量は1,500mmと、やや少なめとなっています。
かつて、九十九里平野は水源に恵まれず慢性的
な水不足に悩み、香取地域は低湿地で常習的な冠
水被害を受ける地域でした。
両地域の旱

かん ば つ

魃と洪水被害を一挙に解決したの
が、第二次大戦中の昭和18年４月に着工し、昭
和40年に完了した国営両総用水（前歴）事業です。

国営事業と併せ進められた中部排水事業を含
む附帯県営支線事業が昭和48年３月に完了、そ
の間に団体営派線工事も着々と完成し、利根川
の水が九十九里平野の耕地を潤すと共に利根川
沿岸低地帯が水害から解放されます。
また、農業生産面においても、国営両総用水
事業の完成と中小河川の整備、また地区内幹支

国営両総農業水利事業完工式（東金文化会館 : 東金市)

両総用水事業の位置

北部幹線用水路 20 号トンネル（香取市伊地山地先)

写真：第一揚水機場（千葉県香取市）

10•水とともに　水がささえる豊かな社会

連　載

両総土地改良区技術顧問・池田 寿夫

房総半島を潤す利根川の水
〜両総用水と共に歩む房総導水路〜第１回



線用水路や末端ほ場の整備により、九十九里一帯
の水田地帯は、安定水源の確保と内水排除が進
み、後の「早期栽培技術」の導入を待たずに着工
前の稲の収穫量は、平均１反歩当たり１石６斗（４
俵）が、完了後には５割増の２石４斗（６俵）と
なるなど、稲の収量、労働生産性の両面にわたり
多大な効果をもたらします。

農業生産が低迷し、県内でも後進地域といわれ
ていた両総地域一帯は、用・排水基盤が安定した
ことで、県下の約20%を占める両総地区の水田や
畑作地帯は、首都圏へのコメ、生鮮野菜等の供給
基地へと変貌を遂げ、県内有数の一大農業地帯を
成すまでに至っています。
前歴事業の概要

　事 業 費：6,059,000千円
　受益面積：19,885ha（水田13,540ha畑6,345ha）

【用水施設】
　　・樋　　門　　１箇所
　　・用 水 路　　54,936m
　　・栗 山 川　　23,087m
　　・横 芝 堰　　１箇所
　　・揚水機場　　３箇所
　　・用水水門　　１箇所
　【排水施設】
　　・大須賀川（改修） L=4,000m
　　・排水機場　　２箇所

○県営事業
　事業工期：昭和28年～48年
　事 業 費：3,973,588千円
　受益面積：13,634ha（水田9,673ha畑3,961ha）
　【用水施設】
　　・支線路線数　15支線　　全延長155,001m
　【排水施設】
　　・大須賀川･常磐川･他中部５河川
　　 全延長32,639m

１－２）第二期両総用水事業
昭和48年に完了した両総用水事業は、利根川
右岸の佐原地域を排水不良から救い、慢性的な水
不足に苦しめられてきた九十九里平野を潤し続け
てきました。
しかしながら、建設後40年を経過し両総用水
施設は、施設の老朽化が進み維持管理に要する経
費が年々増加の一途をたどる中、農業経営の変化
に対応した新しい施設の建設が求められるように
なります。

このため、農林水産省は平成５年、国営両総施
設の更新に着手します。
第二期国営事業の主眼は、施設の機能維持・回
復と併せ、用水配分の適正化、用水到達時間の短
縮、送水効率の向上など用水管理の合理化を図る
ことにあります。

○国営事業
　事業工期：昭和18年～40年

老朽化の状況

昭和 32 年8月佐原－東金間通水式

連載•11



幹線用水路を全線パイプライン化するとともに
南部幹線を２路線化し、排水施設の抜本的な改
修や集中的な水管理システムを導入することで、
用・排両面で機能強化を図ることとしています。　　　　
国営事業所の並々ならぬご労苦と、年平均50
億円超の事業費投下と驚異的な事業進捗によっ
て、平成27年３月、総事業費１千億円を超す第
二期の国営両総用水事業は、竣工を迎えます。
第二期国営事業の概要
事業工期：平成５年度～平成26年度
事業費：108,900,000千円
受益面積：17,970ha（水田13,560ha畑4,410ha）

【主要工事】
　　・樋　　門　　１箇所
　　・頭 首 工　　１箇所
　　・揚水機場　　５箇所
　　・用 水 路　　88,900m
　　・排水機場　　１箇所
　　・排 水 路　　5,900m

２．房総導水路事業の概要

一方、房総導水路事業は、千葉県からの強い要
請の下、両総用水受益地域と重なる九十九里地
域、南房総地域、千葉県及び千葉市への水道用水
と千葉臨海工業地帯及び周辺地域への工業用水の
供給を目的として、昭和45年度から平成16年度
にかけ水資源開発公団（現水資源機構）が実施し
たもので、両総用水施設の一部（利根川両総水門
から両総第一揚水機場、北部幹線水路、栗山川を
経由して横芝堰までの間）約32kmを共用し、横
芝揚水機場から長柄（ながら）ダムを経て大多喜
ダム（中止決定済）までの約67kmを専用水路で
送水するものです。
両総用水施設を共用することとしているのは、
利根川の水資源の合理的開発の一環として、利根
川の流水を既設の両総用水施設を共用して取水を
行うことで施設の有効利用を図るもので、昭和
52年から共同利用が始まっています。
なお、かんがい期には、両総農業用水とは別に
新規利水のための3.0㎥/sを同時に通水するため
に、両総用水施設の一部を拡張する工事を実施し
ています。
本事業は、水道用水として九十九里地域2.14㎥

/s、南房総地域0.5㎥/s、千葉県1.849㎥/s、千葉
市0.411㎥/s並びに千葉市から君津市に至る千葉
臨海工業地帯及びその周辺地域の工業用水として
3.5㎥/sの合計8.4㎥/sの都市用水を供給すること
を目的として、利根川本川から上流ダム開発水6.6
㎥/sを取水し、東金ダム、長柄ダムによる開発水
1.8㎥/sを加えて計画水量を供給するものです。
房総導水路建設事業の概要

事業工期：昭和45年度～平成16年度
事業費：140,440,000千円

【共用施設】
　・樋 門　　１箇所
　・第 １ 導 水 路　　 1,208m
　・揚 水 機 場　　１箇所
　・北 部 幹 線　　 7,540m（主水路）
　　　　　　　　　  7,340m（副水路）
　・栗山川疎水路　　 11,813m
　・栗山川
　（河川利用区間）　　 11,273m
　・横 芝 堰　　１箇所

【房総導水路】
　・取 水 工　　１箇所
　・幹 線 水 路　　 35,350m
　・揚 水 機 場　　３箇所
　・調 整 池　　２箇所
　・ダ ム　　２箇所

【南房総導水路】
　・揚 水 機 場　　１箇所
　・導 水 路　　 30,500m

３．事業実施前の利根川沿岸、九十九
里一帯～房総半島における水事情

九十九里一帯に止まらず千葉県には中小河川、
湧き水や地下水を除き確たる水源がありません。
このため、必要な水の約３分の２を利根川に依存
しています。
両総地区の位置する九十九里の海岸平野は、北
東から南西に弓形状に伸びています。古来、この
平野は海底の隆起作用によって形成され、海岸線
までの間に、湖沼・低湿地が海岸線に並行して分
布、統一された配列を示しているのが特徴であ
り、大別して４列の湖沼群（ラグ－ン）を形成し
ています。
九十九里の平野内には点在する湖沼・低湿地を
縫うように、栗山川以下、木戸川・作田川・真亀

12•水とともに　水がささえる豊かな社会



川・南白亀川・一宮川など大小の河川が太平洋へ
と注いでいます。
勾配は1/10,000～1/5,000と緩やかで、加えて
流路を遮る砂堤列のために各河川の排水能力は極
めて低くなっています。
また、これらの地帯の土性は一般に火山灰質の
土壌で、香取郡及び山

さ ん ぶ

武郡の北部は壌土、植壌土
が多く分布するが、山武郡の南部及び九十九里一
帯は砂壌土、砂土が多くなっており、ザル田で条
件は良くありません。
平野に位置する水田集落は、これら低湿地や湖
沼を埋める形で開発されてきました。
特に、江戸時代における九十九里浜の塩田開発
に伴い、人口が大幅に増加するとともに湖沼の水
田開発に拍車がかかり、その湖沼を用水源として
いる下流地域の水不足は深刻さを増すことになり
ます。
一方、利根川下流域に位置し洪積層からなる北
総台地における畑地帯は、昭和40年代後半まで
一部地域での地下水利用を除き天水や湧水に依存
するしかない不安定な状況におかれ、主として落
花生、甘しょ等の耐干性の強い作物など収益性の
低い畑作経営を余儀なくされていました。

４．両総用水事業の胎動
　
九十九里地域は、太平洋に面しているため好気

象に恵まれながらも、背後の丘陵地帯の分水嶺が
平野部に接近して走っているため集水区域が少な
く、一度旱天が続くと水田は荒野と化す有様でし
た。一方、利根川沿岸低湿地では、利根川河道の
直線化に伴う鉄砲水によって常時水害の脅威にさ
らされていました。
九十九里一帯には、栗山川をはじめ中小河川が
いくつかあるが、旱魃時には水源が枯渇して用水
不足を来し凄惨な水争いが絶えませんでした。
九十九里一帯の稲作では、一度旱魃になると収
穫が皆無となり、特に昭和８年、９年に続く昭和
15年の大旱魃では、水争いする水すらなく借金
のかたに屋敷や田畑、あげくは子供まで売り渡さ

水争い殉難碑（栗山川)

江戸時代から昭和までの水利紛争の回数

第 2列

第 4列

第 3列

坂田池

牛ヶ池
姫島池
岩川池

雄蛇ヶ池

小中池

八鶴池

大網湖沼群

真亀川

作田川（境川）

木戸川

栗山川

第 1列

南白亀川

九十九里浜の湖沼群
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なければならないなど、農民の暮らしは困窮を極
めていました。
一方、常習水害地である利根川沿岸低湿地では、
昭和初期、支流河口に利根川からの逆流防止のた
め水門の設置や、大須賀川、小野川による内水水
害を防ぐ「囲い」と称する堤防を数多く設置する
など、対策は講じられていたものの、抜本的な改
良にはほど遠いものでした。

このため、稲作農家は、秋の台風による洪水前
に刈り取りができる「早生種」を他に先駆けて取
り入れていました。
昭和初期、九十九里浜一帯の用水改良と利根川
沿岸低湿地の排水改良が個々に叫ばれてはいまし
たが、工事の困難性と経済的な理由からなかなか
実現には至らず、農業生産は伸びず県内において
も後進地域として置かれていました。
この常習旱・水害地が安定した穀倉地帯となる
には、両総用水事業の完成を待つしかなかったの
です。
昭和８年、昭和９年に続いて昭和15年の記録
的な大旱魃、また、昭和11年の佐原地域での大
水害を契機に、福岡村（現東金市と大網白里市）
の十

と え だ

枝雄
ゆう

三
ぞう

村長は、利根川沿岸佐原近郷で河川改
修や土地改良の先覚者である坂

さか も と

本斉
せい い ち

一千葉県議会
議員と相謀り、昭和16年「両総用水改良事業期
成同盟会」を結成し、４郡（香取・海

かい そ う

匝・山武・
長
ちょうせい

生）51ケ町村民の結束を固め、用・排総合の
土地改良事業の実現に向け県や国に請願活動を展
開します。
請願を受けた県当局は、戦時経済の深刻化に伴
う各種公共土木事業沈滞の突破口として、また食

糧供給の確保と農村の不安解消を目途に両総用水
の事業化を決定します。
県は、昭和15年・16年の２か年で関係51町村、
総受益面積21,000町歩、総事業費1,960万円（現
在の事業費に換算すると、8,000億円に相当）の
両総用排水改良事業計画を策定します。昭和17
年２月、県議会において予算案を議決し、県内外
を挙げて政府に事業採択を要請します。
しかしながら政府は、時局が昭和恐慌、満州事
変に続き日米開戦前という激動の時代にあって、
事業量が膨大で事業期間が長期にわたることもあ
り、国営での事業化を容認しませんでした。
当時、両総用水の２千万円に近い事業費は、昭
和17年度千葉県歳入出予算の1,739万円を１割余
り上回る規模になります。
昭和18年、度重なる請願を受けた政府は、戦
時生産力の維持増強と国内食糧の自給体制の確立
など、戦時の食糧増産計画の一環として、第二次
世界大戦のまっただ中でありながら、国会承認の
もと、両総用水事業を採択し農地開発営団営（農
地開発）事業として着工します。

４－１）両総普通水利組合結成
一方、地元両総では、昭和19年、「両総普通水
利組合」を結成、更に翌年、四組合を統一する「連
合会」を組織し、十枝雄三を中心に農民一同一糸
乱れぬ結束のもと事業に取組んでいました。とこ
ろが、昭和20年８月、ポツダム宣言の受諾により、
事業は一時休止に追い込まれてしまいます。
幸い、昭和21年６月の天皇陛下行幸を契機に、
事業は農林省に引継がれ国営直轄事業として再開
されます。
しかしながら、敗戦直後の混乱期で予算不足や

【十枝 雄三】 【坂本 斉一】

利根川沿岸地域の稲刈りの様子

14•水とともに　水がささえる豊かな社会



資材不足に加え戦後のインフレで、当時12億だっ
た事業費が60億5900万円へと５倍に膨れ上がる
など、関係者苦難の時代が続くことになります。
予算不足から工事が遅々として進まない中、昭
和25年、十枝雄三らの度重なる陳情が実り、ア
メリカの対日援助見返資金５億円が起爆剤とな
り、以降、事業は著しい進捗を遂げることになり
ます。
県においても、昭和26年、本格的に国営付帯
県営支線の調査･計画に着手いたします。
これら著しい工事の進展には、対日援助見返資
金のみならず、戦中、満州に駆り出された我が国
を代表する多くの優秀な農業土木技術者が、戦後
引揚げによって帰還し、当時としては最先端の技
術を持って施工を行い、全国農業水利の範を垂れ
たという人的・技術的な背景があったことも見逃
せません。

４－２）両総土地改良区の誕生
昭和24年の「土地改良法」の制定に伴い、昭
和27年７月、普通水利組合が改組され「両総土
地改良区」が誕生するなど事業推進の体制が着々
と整備されます。
昭和28年、千葉県規則をもって東金町に「両
総支線土地改良事務所」が設置され、逐次国営付
帯の支線事業が開始されます。
しかしながら、支線の着工が国営幹線事業に
遅れること10年、昭和31年度末時点で国営進捗
70％に対し県営支線13％と大きな跛

は こ う

行を生じて

いました。
昭和32年10月、朝日新聞社の論説委員であり
戦後、農政記者として指導的な役割を果たしてい
た団野信夫氏等の事業視察があり、11月28日付
【朝日新聞社説】において『国営土地改良事業を
見直せ』と題して論説文が掲載され、『両総用水
事業は、10数年にわたり実施中であるが総合的
に進められているとは言い難い、今後、３年で幹
線が出来上がるならば、それと並行し支線の建設
や区画整理を急速に進めなければ投資効果が期待
できなくなる。』と両総用水事業のアンバランス
を指摘、予算や融資の配分、実施計画の総合調整、
官庁機構の改善などが提言されています。
この団野氏の論説や、昭和33年の大旱魃を契
機に、昭和34年以降、年間予算が倍増、立ち遅
れていた支線工事が見直され全線にわたり著しい
進捗を遂げることになります。
一方、国営幹線は順調に推移し、昭和37年に
は茂原市までの通水が可能となり、昭和40年、
23年の歳月と60億の巨費をもって国営両総用水
（前歴）事業は竣工します。
また、国営幹線に続く県営支線も国営に遅れる
こと８年、昭和48年、竣工に至ります。
こうして、両総地区の悲願であった古今未曾有
の大事業は、幾多の困難を乗り越え、名実共に完
成を見ることになります。

参考文献

『両総土地改良区史』　両総土地改良区発行

『国営かんがい排水事業「両総地区」事業誌
　～上総と下総を結ぶ水のみち～』
農林水産省関東農政局両総農業水利事業所発行

『国営両総農業水利事業完工記念誌　両総用水のあゆみ』
　農林水産省関東農政局両総農業水利事業所発行

両総用水資料室　展示パネルより
農林水産省関東農政局両総農業水利事業所制作

昭和天皇陛下行幸（水郷大橋　昭和 21 年 6 月 6 日)
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馬
ま ぜ

瀬川は神秘な川である。
源流は高山市と郡上市を結ぶせせらぎ街道の西ウレ

峠付近にあり、国道257号線に沿う形で下呂市馬瀬へ
向かう。

馬瀬集落を南流し弓
ゆ が け

掛川と合流後、岩屋ダムを過ぎ
和良川と合流し、金山町祖

そ し の

師野集落を流れ、金山橋で飛
騨川と合流する延長約76㎞の木曽川水系の一級河川で
ある。

岩屋ダムは昭和51年度に完成したロックフィルダム
で東海の水がめと呼ばれる。

岩屋ダムによって形成され
る人造湖は「東

とうせん

仙峡
きょう

金
か な や ま こ

山湖」
と称し、面積は426haと大き
く、湖底には旧益田郡金山町
東地区132世帯、馬瀬村下山
地区の25世帯、計157世帯の
集落があった。

馬瀬七里十里五十淵

「まぜ　しちり　じゅっさと　ごじゅっぷち」
「まぜ　しちり　じゅっさと　ごじゅっぷち」
呪文のように不思議な言葉を口にすると、「馬瀬七里

十里五十淵」の情景が浮かび上がる。馬瀬集落は南北
28㎞（七里）に10の集落（十里）がつらなり、50を
超える淵（五十淵）を抱きながら馬瀬川が貫く清流の里
であることを表現する。

50淵の１つ、「湯の淵」には清流伝説「八
はっぴゃく

百比
び く に

丘尼」が
伝わる。

鮎ごよみ

日本一美味しい鮎の秘密は、日本で最も美しい村に
ある。

清流馬瀬川には「鮎ごよみ」と１年を詠むほどに魚
食文化が根付く。

7月中旬には馬瀬西村に清流馬瀬川観光ヤナとして天
然鮎処「みず辺」が季節開業し、お盆過ぎからはヤナも
架設される。

８、９月は落ち鮎の習性を利用し、網を使い松明の
炎と音で追い込む伝統漁法「火ぶり漁」に全国から見学
者が訪れる。

馬瀬鮎を炭火でじっくり素焼きした干し鮎と、たま
り醤油で仕上げた山川醸造㈱（岐阜市）とのコラボ商品

「馬瀬鮎だし入り醤油」も好評だ。

円空仏と祖師野薬師堂

岩屋ダムを下ると金山町の祖師野集落に入る。
金山町には約50体の円空像が現存し、円空信仰が強い。

伝統漁法「火ぶり漁」

岐阜県

金山町

★
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金山町観光協会　会長　長尾　伴文



特に祖師野薬師堂には薬師如来（104.8㎝）、月光菩
薩（54.0㎝）、日光菩薩（53.3㎝）など国宝級の円空仏
が安置され、木札には美濃国竹

た け が は な

ケ鼻（現岐阜県羽島市）
の生誕であることが記される。

円空は祖師野の地に来て村人と交流し、馬瀬川上流
からの流木を拾い集め、サワラの木に多くの仏像を彫っ
た。祖師野集落では毎年４月、祖師野薬師堂と大神宮に
おいて円空祭礼が行われる。

祖師野八幡宮の宝物虫干し

幻想な森に佇む祖師野八幡宮には「祖師野丸伝説」が
生きる。

祖師野村では米や金銀財宝を奪い、娘をも食べてし
まう「ヒヒ」に村人は苦しめられていたが、村を通りか

かった源義朝の長男、
義平（通称：悪

あく

源
げん

太
た

義
よし

平
ひら

）にヒヒ退治を依頼、
義平は太刀でヒヒを退
治した。村人はその太
刀を「祖師野丸」と名
付けた。

祖師野八幡宮では毎
年８月末、重要文化財
の宝

ほうもつ

物の虫干しが行わ
れ、秘刀「祖師野丸」
や円空仏神像などが公
開される。

金山巨石群　ロマン漂う古代太陽カレンダー

悪源太義平はヒヒを祖師野丸（太刀）でもって岩
い わ や

屋

岩
いわかげ

陰遺
い せ き

跡へ追い詰めて退治した。岩屋岩陰遺跡は太陽カ
レンダーの金山巨石群として全国に知れ渡る。

冬至（または夏至）をはさんだ約120日間太陽光が
射し込む仕組みになっており、石組みへ射し込むスポッ
ト光で周期が観測でき、その精度はグレゴリオ暦に近い
数値を導き出す。さらに石に刻まれた痕跡「だ円」の形
と２本の「線刻」は、太陽観測が行われていた記号表現
であると思われる。

パンフレット解説を読んでも理解できないところが
あり、金山巨石群調査資料室（℡0576-34-0073）に現
地ガイドをしてもらうことをお薦めする。

岩屋ダムカヤックとダムカレー

金山町観光協会と南飛騨馬瀬川観光協会では平成27
年5月から、岩屋ダムの湖面利用として二人乗りのカ
ヤックアテンドツアーを開始した。

元オリンピック候補選手で名門カヤック大学を主宰
する伊藤来氏の指導のもとで約60分を漕ぐ。

カヤックの後は馬瀬と飛騨金山で温泉に入り、良質
なごはんを使ったボリューム満点のダムカレーを食べる
ことができる。

馬瀬のホテル美輝は＜岩屋ダムカレー＞の名称で１
日10食限定、980円で提供する。円形の大きなどんぶ
りに塩けいちゃんのから揚げ、鮎フライ、温泉卵が入る。
飛騨金山の「湯ったり館」は東仙峡金山湖（岩屋ダム）
＜グリーンダムカレー＞で、1,680円。だ円形の皿にほ
うれん草のグリーンカレーに、塩鶏ちゃんとひじり茸を
炒め、特大のエビフライが乗る。カヤック体験とダムカ
レーは新しい岩屋ダムの観光名物となりつつある。

清流と歴史豊かな金山・馬瀬は、皆さまのお越しを
お待ちしております。

馬瀬川流木で彫られた「円空像」

秘刀「祖師野丸」

岩屋ダムでのカヤック体験

水のひろば•17
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⑧
⑨

⑥⑦
⑤

②①
③
④

⑩

施設見
学の

おとも
に

水資源機構施設の周辺には、
施設にまつわる、おいしい地元グルメがたくさん！！
散策の際に立ち寄ってみてはいかがでしょうか？
※価格や内容は取材時のものです。

みなかみダムカレー
水上温泉旅館協同組合

草木湖ダムカレー
国民宿舎サンレイク草木

草木湖まんじゅう
草木ドライブイン

下久保ダムカレー
情報センターおにし＆鬼カフェ

下久保ダムカレー
道のオアシス神泉

浦山ダムカレー
さくら湖食堂

（防災資料館うららぴあ）

阿木川ダム湖カレー
NPO 法人フレンドリー食堂

（防災資料館横）

浦山ダムラーメン
さくら湖食堂

（防災資料館うららぴあ）

長井屋まんじゅう
長井屋製菓

元祖八塩鉱泉煎餅
油屋本店

よことくカレー
道の駅「星のふる里ふじはし」

布目ダムカレー
ぶらんぽーと

日吉ダムカレー
スプリングスひよし

（レストラン桂川）

早明浦ダムカレー
ゆとりすとパークおおとよ

道の駅「夜叉ヶ池の里さかうち」

徳山ダムカレー
徳山会館

徳山ぶらぶらとろろそば
道の駅「星のふる里ふじはし」

徳山ぶらぶらせんべい
道の駅「星のふる里ふじはし」

立ち寄りグルメ MAP

岩屋ダムカレー

グリーンダムカレー

馬瀬川温泉「美輝の里」

飛騨金山温泉「湯ったり館」

藤橋特産の肉厚椎茸や　
季節の野菜がトッピング
￥１０００

珍しいダチョウコロッケ
が添えられた2連カレー
￥８００

郷菓徳山 (最中 )
（株）神原屋

揖斐川の流れる水のよ
うに、滑らかなのど越
しの風味豊かなおそば
￥６５０

今秋に新発売！
放流が楽しめる
珍しいカレー
￥８５０

十勝産大粒小豆を使った
最中。最中の皮の香ばし
さもアクセント
￥１３０

地元産の米や野菜が満載。
夏季はダム湖で栽培した
空心菜も！
￥８００

みなかみ町内の９施設でお店
独自のルー＆トッピングの型
式別カレーを提供♪
￥７７０～

嶺北八菜バージョン＆ジビエ
バージョンの２種類から！
￥８００～

馬瀬の B 級グルメ「塩けいちゃ
んフライ」と鮎フライつき
￥９８０

注文するともらえるダムカ
レーカードも人気の秘訣♪
￥９００

ダム周辺の豊かな自然をイ
メージ。素朴で懐かしい味
￥３８０（12枚）

もちもち食感と口いっぱいに
広がるよもぎの風味
￥６００～

地元産野菜を使って三波
石峡やバルブからの放流
も表現
￥８００

包装紙は、ダム完成
直後（45 年前）にデ
ザインされたもの！
￥６０

旧秩父橋をイメージした
サクサクのハムカツ♪
￥７５０

日本初 !? のダムラーメン。
旨さと価格で勝負！
￥５００

八塩温泉の鉱泉水
を使用。下久保ダ
ムの模様を探して
みて！
￥５５０（15枚）

ダム湖をイメージしたほうれん草の
グリーンカレー
￥１６８０

下久保ダムかき氷
塚本有機ブルーベリー園下久保ダムカレー

道の駅上州おにし　味楽

三波石峡を模した唐揚げ
がゴロゴロ。姫豚カツの
トッピングでボリューム
満点！
￥９５０～

草木湖の自然がイメージ
された一皿
￥７５０

2 種類のご飯がダム堤体を表現！
カツカレーバージョンもあり
￥９００～

無農薬無化学肥料、
完全有機農法のブ
ルーベリーを使用
￥６００
(５月連休明け～

９月末まで )

豆入りサラダで三波石峡を表現。
桜山を模したブロッコリーには
にんじんの冬桜が
￥７５０

重力式

アーチ式
ロックフィル式

ホームページもチェック！

店舗の詳細情報などは、水資源機構のホームページ
　立ち寄りグルメ　にて紹介しています

⑦徳山ダム
（岐阜県）

⑥岩屋ダム
（岐阜県）

②草木ダム
（群馬県）

⑤阿木川ダム
（岐阜県）

①奈良俣ダム
（群馬県）

①矢木沢ダム
（群馬県）

④浦山ダム
（埼玉県）

③下久保ダム
（埼玉県＆群馬県）

⑧布目ダム
（奈良県）

⑩早明浦ダム
（高知県）

⑨日吉ダム
（京都府）
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⑧
⑨

⑥⑦
⑤

②①
③
④

⑩

施設見
学の

おとも
に

水資源機構施設の周辺には、
施設にまつわる、おいしい地元グルメがたくさん！！
散策の際に立ち寄ってみてはいかがでしょうか？
※価格や内容は取材時のものです。

みなかみダムカレー
水上温泉旅館協同組合

草木湖ダムカレー
国民宿舎サンレイク草木

草木湖まんじゅう
草木ドライブイン

下久保ダムカレー
情報センターおにし＆鬼カフェ

下久保ダムカレー
道のオアシス神泉

浦山ダムカレー
さくら湖食堂

（防災資料館うららぴあ）

阿木川ダム湖カレー
NPO 法人フレンドリー食堂

（防災資料館横）

浦山ダムラーメン
さくら湖食堂

（防災資料館うららぴあ）

長井屋まんじゅう
長井屋製菓

元祖八塩鉱泉煎餅
油屋本店

よことくカレー
道の駅「星のふる里ふじはし」

布目ダムカレー
ぶらんぽーと

日吉ダムカレー
スプリングスひよし

（レストラン桂川）

早明浦ダムカレー
ゆとりすとパークおおとよ

道の駅「夜叉ヶ池の里さかうち」

徳山ダムカレー
徳山会館

徳山ぶらぶらとろろそば
道の駅「星のふる里ふじはし」

徳山ぶらぶらせんべい
道の駅「星のふる里ふじはし」

立ち寄りグルメ MAP

岩屋ダムカレー

グリーンダムカレー

馬瀬川温泉「美輝の里」

飛騨金山温泉「湯ったり館」

藤橋特産の肉厚椎茸や　
季節の野菜がトッピング
￥１０００

珍しいダチョウコロッケ
が添えられた2連カレー
￥８００

郷菓徳山 (最中 )
（株）神原屋

揖斐川の流れる水のよ
うに、滑らかなのど越
しの風味豊かなおそば
￥６５０

今秋に新発売！
放流が楽しめる
珍しいカレー
￥８５０

十勝産大粒小豆を使った
最中。最中の皮の香ばし
さもアクセント
￥１３０

地元産の米や野菜が満載。
夏季はダム湖で栽培した
空心菜も！
￥８００

みなかみ町内の９施設でお店
独自のルー＆トッピングの型
式別カレーを提供♪
￥７７０～

嶺北八菜バージョン＆ジビエ
バージョンの２種類から！
￥８００～

馬瀬の B 級グルメ「塩けいちゃ
んフライ」と鮎フライつき
￥９８０

注文するともらえるダムカ
レーカードも人気の秘訣♪
￥９００

ダム周辺の豊かな自然をイ
メージ。素朴で懐かしい味
￥３８０（12枚）

もちもち食感と口いっぱいに
広がるよもぎの風味
￥６００～

地元産野菜を使って三波
石峡やバルブからの放流
も表現
￥８００

包装紙は、ダム完成
直後（45 年前）にデ
ザインされたもの！
￥６０

旧秩父橋をイメージした
サクサクのハムカツ♪
￥７５０

日本初 !? のダムラーメン。
旨さと価格で勝負！
￥５００

八塩温泉の鉱泉水
を使用。下久保ダ
ムの模様を探して
みて！
￥５５０（15枚）

ダム湖をイメージしたほうれん草の
グリーンカレー
￥１６８０

下久保ダムかき氷
塚本有機ブルーベリー園下久保ダムカレー

道の駅上州おにし　味楽

三波石峡を模した唐揚げ
がゴロゴロ。姫豚カツの
トッピングでボリューム
満点！
￥９５０～

草木湖の自然がイメージ
された一皿
￥７５０

2 種類のご飯がダム堤体を表現！
カツカレーバージョンもあり
￥９００～

無農薬無化学肥料、
完全有機農法のブ
ルーベリーを使用
￥６００
(５月連休明け～

９月末まで )

豆入りサラダで三波石峡を表現。
桜山を模したブロッコリーには
にんじんの冬桜が
￥７５０

重力式

アーチ式
ロックフィル式

ホームページもチェック！

店舗の詳細情報などは、水資源機構のホームページ
　立ち寄りグルメ　にて紹介しています

⑦徳山ダム
（岐阜県）

⑥岩屋ダム
（岐阜県）

②草木ダム
（群馬県）

⑤阿木川ダム
（岐阜県）

①奈良俣ダム
（群馬県）

①矢木沢ダム
（群馬県）

④浦山ダム
（埼玉県）

③下久保ダム
（埼玉県＆群馬県）

⑧布目ダム
（奈良県）

⑩早明浦ダム
（高知県）

⑨日吉ダム
（京都府）
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●荒川ダム総合管理所（埼玉県）

「進撃の浦山ダム～第3章～」を開催
10 月 18 日（日）、痛車 & コスプレイベント（主催：荒川

商工会）が開催されました。第3回目となる今回は、約2,000
名が訪れ、ダム堤
体は色とりどりの
車や工夫を凝らし
た衣装の方で、大
盛り上がりの一日
となりました。

●徳山ダム管理所（岐阜県）

秋の点検放流を開催
10 月 31 日～ 11 月 3 日、常用洪水吐からの放流を実施し、

約 2,000 人の見学者の方
に、紅葉で色を染めたダ
ムと美しいウロコ模様を
描く放流美を楽しんでい
ただきました。

また、近隣の徳山会館
では「徳山ダムカレー」
がメニューに新登場し、
見学者の方は見て食べてダ
ム散策を満喫されていまし
た。

●吉野川本部・香川用水管理所（香川県）

今年もたくさんの「出前授業」を実施
毎年香川県内の小学４年生を対象にした「出前授業」を、

香川用水土地改良区（香川用水農業専用区間受託管理）と
合同で行うとともに水資源機構単独でも実施しています。
今 年 度 も、 合 同 で 11 校
378名、単独で13校752名、
実施しました。

この授業をきっかけに、
水の大切さを意識した生
活を送っていただければ
と願っています。

●一庫ダム管理所（兵庫県）

外来魚釣り＆クリーン大会を開催
10 月 4 日（日）、貯水池に生息しているブラックバスや

ブルーギル等の外来魚駆除を目的とした釣り大会（主催：
猪名川漁業協同組合）が
開催されました。

大会終了後は、参加者
とともにダム周辺の清掃
活動を行い、ダム湖内外
のクリーンアップを行い
ました。

●筑後川局・朝倉総合事業所（福岡県）

河川美化、地域緑化活動への積極参加
筑後川局は「関係機関、水源地域等との連携強化」を

行動目標としており、10 月は２つの活動へ参加しました。

●下久保ダム管理所（埼玉県）

下久保ダム管理所によるツイッターがスタート！
下久保ダムの四季折々の魅力や業務紹介、地域の情報な

ど、身近な情報を日々配信していく予定です！
水資源機構公

式ツイッターと
もども、フォロー
いただけると幸
いです。

※下久保ダム
ホームページか
らもご覧いただ
けます。

放流!!

筑後川河川美化「ノーポイ」運動
河川美化、河川愛護の一環
地元久留米市の取り組み

あまぎ緑の応援団
手入れのされていない檜などの間伐作業
朝倉市役所農林課が中心となり実施
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室
む ろ う

生ダムで、細くてなが～い膨らんだ物体を
発見！前はなかったような？･･･これ、なあに？

これはラバーゲート（ゴム引
ひ き

布
ぬ の せ い

製起
き ふ く ぜ き

伏堰などとも言う）とい
うんだよ。

室生ダムの上流には、ダムの水質を保全するために水質保全
ダム（通称「副ダム」）があるんだ！副ダムは、川の水を一時た
めて栄養塩類（窒素、リンなど）を取り除き、ダムに流れこむ水
を保全することを目的としているよ。そして副ダムに沈降した堆
積物を取り除くために、緊急放流用ラバーゲート（ゴム引布製起
伏堰）を設置しているんだ！

合成ゴムでできたこの長い袋に、空気を出し入れすることに
よって、膨らませたり、しぼませたりして、ゲート（堰）の

役割を果たすんだ。普段は膨らんだ状態
で水をせき止め、水底の土砂を取り除く
ときなどにはしぼませることで、水を下
流に流し水位を低下させるよ。

室生ダム貯水池の上流に設置されてい
るから、探してみてネ♪

　　入鹿池が世界かんがい施設遺産に登録
10月12日（月）にフランス共和国モンペリエ市で開催された国際

かんがい排水委員会（ICID）国際執行理事会にて、世界かんがい施
設遺産※の登録施設が決定され、日本から登録申請された11施設の
中から、愛知県犬山市にある入鹿池を含む４施設が選定されました。

入鹿池は初代尾張藩主徳川義直公の施策により、新田開発が盛ん
であったこの地域の水源として、1633年に築造された有効貯水量約
1,500万㎥ を誇る国内最大級の農業ため池であり、入鹿用水土地改
良区によって管理されており、愛知用水の水源の一つとしても重要な役割を果たしています。また、農林水
産省の全国「ため池百選」にも選ばれています。

登録申請にあたって、水資源機構中部支社は総合技術センター国
際グループと連携し、英訳申請書のアドバイスを行い、今回の受賞を
受け、入鹿用水土地改良区理事長及び愛知県農林部より感謝のお言
葉をいただきました。
※世界かんがい施設遺産（ICID）文明の発達に貢献した歴史的・技術的・社
会的価値のあるかんがい施設を、国際かんがい排水委員会が登録する制度で、
平成26年度から始まり、現在、日本の13施設を含む世界５ヶ国26施設が登
録されています。

ふくらますと…

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

独立行政法人水資源機構理事長賞（優秀賞）

埼玉県　秩父市立荒川中学校　三年　　宮田　帆乃香

	 滝沢ダムの一滴
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「キラキラキラ……。」
太陽の光が水面に反射して光り輝いている。
私が住んでいるここは秩父市大滝。全体の九割が山

に囲まれ、杉や桧などの針葉樹林が生い茂る、自然豊
かな場所である。眼下には荒川の支流、中津川が流れ、
ヤマメやイワナなどの魚が悠々と泳いでいる。
そんな大滝には『三峰神代神楽』という、伝統芸能
がある。神楽は明治時代から滝ノ沢地区で受け継がれ
ていたが、滝ノ沢地区はダムの底に沈んでしまった。
それでも、毎年五月八日のお祭りで神楽を舞ったり、
大滝中学校でも神楽師の方々に教えていただいたりし
ながら神楽を守ってきた。
しかし、大滝中学校はこの春荒川中学校と統合し、
私の母校は廃校となってしまった。
神楽師の方々もご高齢になり、大滝中学校が無くな

るのと同時に、とうとう大滝の伝統芸能『三峰神代神
楽』までもが消えてしまったのだ。幼い頃から神楽を
見てきた私にとって、神楽が無くなるということはと
ても悲しい。きっと大滝のみんなも同じ気持ちであろ
う。
昭和四十年にダム建設の調査が始まったが、住民

の反対意見も多かったため完成には時間がかかり、完
成したのは平成二十年になった。以前、滝ノ沢地区に
住んでいた方に話をしていただいた時、その瞳には涙
が浮かんでいた。ダムを建設する為とはいえ、これま
で住んでいた自分達の地区が破壊されてしまうという
ことが、いかに辛いことか―。
無くなってしまった地区は滝ノ沢地区だけではな

い。浜平地区、塩沢地区、廿六木地区。
四つの地区が無くなり、私達の学校が無くなり、神
楽が失われたのはダムを造った影響が大きい。
住民達の生活を奪ったダムを造る理由があるのだろ

うか、私は怒りを覚えながらダムについて調べること

にした。
すると、ダムには重要な役割があることが分かった。
まず、大規模な洪水を防ぐことだ。大雨が降っても、
ダムが雨水を貯めて少しずつ流しているから洪水の虞
が無い。私の祖母は、
「昔は『鉄砲水』というものがあって、大雨の後に
すさまじい音と勢いで水が流れてきて川が氾濫するこ
とがあって、大変だったんだよ。今はダムがあるから、
鉄砲水がなくて安心だよ。」
と嬉しそうに話していた。
その上、ダムは下流に住む人達に水を供給している。
雨が止んで全然降らなくなってしまった時に、少しず
つ水を流している。そうすることで、東京都や私達、
埼玉県の人達が水に困ることが無いようにしている。
他にも水力発電などの役割も果たしていることを

知った。
調べれば調べる程、ダムは私達の暮らしになくては

ならないものだということを痛感した。実際、ダムを
造ることで悲しんだ人はたくさんいる。しかし同時に、
ダムが出来たことで笑顔になれた人もたくさんいると
いうことだ。そして今では、滝沢ダムは大滝にしっか
りと根付き、私達の生活になくてはならないものとなっ
ている。
初めは、ダムは無くてもいいのではないかと思った。

しかし、今ではたくさんの人々がダムを必要としてい
ることが分かった。人々の生活を支え、大切にされて
いる滝沢ダムを私は誇りに思う。
建設までの様々な壁を乗り越えて出来たダムの水

の一滴一滴を無駄にすることなく大切に使っていきた
い。
滝沢ダムは、今日もたくさんの人々の暮らしを支え

ている。



環環
あらう

んど

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。

阿木川ダム湖の「陸封アユ」

（１）魚類（アユ）の陸封

ダム設置にともなうダム湖の生成は、ダム上流
河川においては、河川流速を減速させることとな
り、河床土砂の堆積状況に変化を生じさせます。
こうした河床土砂の変化は、アユや在来のフナ
科にとって新たな産卵床となり得る砂

さ れ き

礫河床を生
じ、ダム湖が海の代わりの役目を果たし陸封され
ることがあります。

また、貯砂ダムがあっても遡上できる魚道があ
り、ダム湖のプランクトンがある程度豊富であれ
ば、ダム湖流入河川の産卵床で孵化した仔アユ
は、秋から冬にかけてダム湖で遊泳し、春には流
入河川へ遡上するようになります。このようなア
ユを「陸封アユ」といいます。

（２）阿木川ダムの陸封アユ

阿木川ダムでも陸封アユが確認されています。
地元の恵那漁業協同組合は、阿木川貯砂ダム及
び岩村川貯砂ダムの魚道内での採補について、
岐阜県から、アユ資源の増殖を目的として特別採
捕の許可を得ています。

実際の採捕は、稚アユの遡上開始に合わせて、
写真のように魚道を遡上する稚アユに対して採
捕カゴを設置して行います。採捕の最盛期は５月
～６月です。この時期、漁協は、採捕した稚アユ
を、阿木川、岩村川上流の他、漁協管内の恵那市、
中津川市の河川に放流しています。平成27年度
の採捕実績は、約750kgでした。

アユの遡上は７月以降も続きますが、漁協の業
務繁忙期に重なるだけでなく、水産資源保護の
観点や出水の恐れが高くなることも勘案して、７
月初めには採捕カゴを撤去しています。

採捕カゴの設置前後に魚道を遡上したアユは、
阿木川、岩村川を遡り、貯砂ダムによって生成さ
れた砂礫河床を産卵床として利用しています。

（３）産業発掘としての陸封アユ

放流したアユが、ひとたびこのような陸封アユ
となれば、新たに河川に稚魚を放流しなくとも繁
殖を続けるようになります。いわば陸封アユは、
ダムができたことによる小さな産業発掘とも言え
ます。漁協でも、阿木川湖の陸封アユは地域の
水産資源として貴重なものであり、維持・増殖が
重要であると認識しているとのことです。

このような陸封アユは、水資源機構では、阿木
川ダムの他、一庫ダムでも確認されています。

採捕の様子▶採捕アユの放流先

◀
遡
上
す
る
陸
封
ア
ユ

環あらうんど•23



独立行政法人 水資源機構編集・発行
〒330-6008 さいたま市中央区新都心11番地2

総務部広報課 TEL.048-600-6513（直通）FAX.048-600-6510

ISSN 2187-8048

 本誌等へのご意見・ご感想をぜひお寄せください。（e-mail:water_koho@water.go.jp）
「水とともに」のバックナンバーはホームページに掲載しています。 水とともに 検索

QRコードで
HPへ！

第30回  水とのふれあいフォトコンテスト 入賞作品

2015 12  D
ecem

ber

特選
「二人の気持ち」
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カマダ
田　貞

サダミ
美

熊本県下益城郡美里町　二保橋

入選
「故郷に帰る」
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橋　洋

ヒロシ

栃木県佐野市


