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50th ザ・矢木沢ダム50th ザ・矢木沢ダム
～首都圏の発展を支え続けて～～首都圏の発展を支え続けて～

矢木沢ダムは、群馬県利根郡みなかみ町、利根
川本川の最上流部に建設された関東で唯一総貯
水容量が２億m3を超える多目的の高さ131mの
アーチ式コンクリートダムです。その目的は、利
根川上流の他のダムとともに下流の流量を低減
させる洪水調節、利根川沿岸の既成農地に対す
るかんがい用水の補給等を行う流水の正常な機
能の維持、赤城・榛名山麓に展開する１万haに
およぶ農地に対するかんがい用水の供給および
東京都、群馬県の水道用水を確保するための新
規の水開発のほか、ダム直下の矢木沢発電所（東
京電力ホールディングス㈱）において最大出力
24万kWの揚水式発電を行います。

■ 利水
矢木沢ダムが「首都圏の水瓶」と呼ばれるのは、
貯水容量の大きさだけではなく、ダム流域が日本屈
指の豪雪地帯で、その豊富な雪解け水などから、年
間を通じてダムに流れ込む量が多く、貯水量が回復
し易いという特徴があり、利根川上流８ダムの中で
も利水面において特に重要なダムだからです。
ダムは、下流域で雨が降らずに河川の流量が減少
したとき、水が豊富なときに貯めておいた水を河川
に安定的に供給することで、社会生活や経済活動等
に支障のないようにします。限りある水資源、渇水で
ダムの貯水量が著しく低下し、引き続き警戒を要す
る場合には、取水制限の判断がなされます。
利根川では、昭和47年から平成28年までに取
水制限を伴う渇水が16回発生しました。平成28年
夏渇水では、取水制限期間が79日間［６/16 ～９/
２（最大取水制限10％）］となり、過去の代表的な昭
和62年渇水（首都圏渇水）の71日間［６/16～８/25
（最大取水制限30％）］、平成６年渇水（列島渇水）
の60日間［７/22～９/19（最大取水制限30％）］を
上回る最も長期間にわたる渇水となりました。この
28夏渇水における４月から取水制限解除までの８
ダム補給総量は約29,600万m3（東京ドーム239杯

分）でした。
このうち矢木沢ダムの補給量は約10,900万m3で
８ダム全体の約37％を占め、フル回転で大きな役
割を果たしたといえます。また、取水制限に入る前
から矢木沢ダムには取材が殺到し、テレビや新聞、
ネット等で、連日のように水位が低下した矢木沢ダム
の貯水状況が報道され、矢木沢ダムの働きを全国
的に知っていただきました。
■ 治水
矢木沢ダムでは、大雨で増水した河川の水を一時
的にダムに貯め込むことで、下流の洪水被害を防ぐ、
洪水調節による防災操作も行っています。
洪水調節の目安となるダムの洪水量（100m3/s）を
上回る防災操作は、毎年10回程度あります。
過去最大の洪水量を記録したのは、平成23年７
月の新潟・福島豪雨で、矢木沢ダム上流域において
72時間雨量が631㎜に達し、最大流入量が計画高
水流量の毎秒900m3を上回る毎秒1,230m3/sを
記録しました。洪水期間中（72 時間）に矢木沢ダム
に貯められた水の量は約6,513万m3（東京ドーム約
52杯分）、奈良俣ダム、藤原ダムの３ダム合計では、
約9,909万m3（東京ドーム約80杯分）の水を貯留
し、下流の洪水流量の低減を図ることで、浸水被害
の軽減に大きな効果を発揮しました。

昭和34年に着手した建設事業は、厳しい地理
的・気象的条件を克服しつつ工事が進められ、
昭和42年に完成しました。人跡未踏といわれる
秘境の地、奥利根での工事は、洞
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田貝ダム貯水池）に浮かべた舟艇による資材や
人の運搬から始まり、冬は豪雪のため工事を中
断せざるを得ない過酷な条件下で進められまし
た。この一大プロジェクトには延べ約300万人
もの工事関係者が携わりました。

首都圏の水瓶として、戦後の経済発展を支え続けてきた矢木沢ダムは、首都圏の水瓶として、戦後の経済発展を支え続けてきた矢木沢ダムは、
今年度、管理開始50周年を迎えることができました。今年度、管理開始50周年を迎えることができました。
これもひとえに、水源地域を始め利水者や関係機関の皆さまのご理解、これもひとえに、水源地域を始め利水者や関係機関の皆さまのご理解、
ご協力によるものであり、心より感謝申し上げます。ご協力によるものであり、心より感謝申し上げます。

1. 矢木沢ダムの概要

２. 矢木沢ダムの働き

　矢木沢ダムは、昭和42年８月に完成し50年を迎えるとのことですが、偶然にも私は昭
和42年の８月21日に生まれまして、矢木沢ダムと同じく50年を迎えることになりました。
　建設当時は、戦後の経済復興を行うための水瓶とし、また、発電により多くの国民の
生活や生産活動の向上という期待の元で建設がなされたダムと聞いております。現に、
首都圏3000万人の生活において欠かせないダムになっています。そのうえ、世界でもま
れなアーチ式ダムであるという形状に加え、毎年2,000人が訪れる点検放流や本年６月に世界で認められたエ
コパークを彷彿させる景観とのコラボレーションにより観光名所のひとつにも挙げられています。
　矢木沢ダムは、単に地元にあるダムという位置付けではありません。観光地として、みなかみ町における観
光資源の一つになっている貴重な存在であり、私たち地元住民もダムのお祭りを地元のお祭りと考えるほど
に地域に密接している施設です。首都圏の貴重な水瓶としての施設であることはもちろんですが、世界の観
光客を呼び込める施設として情報発信し、みなかみ町の活性化や経済発展に積極的に取組み、ともに発展し
ていきたいと考えております。

矢木沢ダム管理移行50周年 みなかみ町長　前田　善成
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　矢木沢ダムが管理移行50周年を迎えられますことを、心からお慶び申し上げます。
　都の水道水源は、約８割を利根川・荒川水系に依存しており、矢木沢ダムをはじめと
する利根川水系のダム群は、都民生活や首都東京の都市活動を支える重要な役割を果
たしています。これもひとえに、ダムを管理する独立行政法人水資源機構をはじめ、多く
の関係者の皆様の長年にわたるご苦労とご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。
　明治から大正時代にかけて、東京市の急激な発展による慢性的な水不足を背景に、大正15年、東京市議
会が「将来ノ水道拡張ノ水源ハ、利根川ニ求メラレタシ」と決議してから40年後、東京は、矢木沢ダムの完成
により、利根川水系で初めてダムによる水源の確保に至りました。
　この矢木沢ダムは、利根川水系随一の貯水容量を有し、蓄えられた水が、完成以来50年間、絶えることなく
供給され続けており、首都東京における安定給水に欠くことのできないものとなっています。
　今後とも、健全なダム機能の確保に努められますようお願い申し上げるとともに、水資源機構の益々のご発
展を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

矢木沢ダム管理移行50周年に寄せて 東京都水道局長　中嶋　正宏

　矢木沢ダム50周年を祝し、利水者として心からお喜び申し上げますとともに、独立行
政法人水資源機構の半世紀にわたる御尽力に対し、感謝の意を表します。
　現在、群馬県企業局では４つの浄水場により、県央地域及び東毛地域の16市町村に
対して水道用水を卸供給する水道用水供給事業を運営しています。
　そのうち県央第一水道、県央第二水道は、矢木沢ダムを主要な水源のひとつとして
県央地域の前橋市、高崎市、伊勢崎市を中心とした約100万人の人々が暮らす８市町村に年間で約8,700万
m3、東京ドーム約70杯分の水道用水を供給しております。
　矢木沢ダムは、県民が生活するために欠かすことのできない「安心・安全な水」を安定的に供給するうえ
で必要不可欠な施設であり、県民生活や産業を支える極めて重要な役割を果たしています。
　矢木沢ダムが、貴機構による適切な管理・保全の下、貴重な水道水源として後世に引き継がれることを
ご祈念申し上げ、矢木沢ダム50周年にあたってのお祝いの言葉といたします。 

矢木沢ダム50周年を迎えて 群馬県企業管理者　関　勤

■ 水質事故対応
平成24年５月18日に利根川水系の浄水場処
理後の水から基準値を超えるホルムアルデヒド
が検出されました。利根川中流より下流の浄水場
は取水を停止し、千葉県内では、５市36万戸で
断減水が生じ、87万人の生活に影響が生じた、近
年にない大きな水質事故となりました。
事故の原因物質は、ホルムアルデヒド自体では
なく、消毒用の塩素剤と反応してホルムアルデヒ
ドを生成するヘキサメチレンテトラミン（以下、
「HMT」）という化学物質でした。HMTを含んだ
処理排水が河川へ流出したことにより、これを原
水として取り入れた浄水場でHMT が消毒用の塩
素と反応してホルムアルデヒドを生成し、浄水処
理の後の水（浄水）からホルムアルデヒドが検出
されたというものでした。
この対応として、河川内の有害物質濃度を希釈
し流下させるため、利根川上流のダム群からの緊
急放流を実施。中でも矢木沢・藤原ダムから短期
間で3,500万m3（東京ドーム約28杯分）もの放
流を行い、その結果、５月20日の朝までに全て
の浄水場での取水が再開され、この非常事態を短
期間で終息することができました。

湯原水位観測所付近の水位低減効果
みなかみ町の温泉街の中にある湯原水位観測所に近い旧水上町第一保育園（みなかみ町湯原）付近で
は、最大流量発生時である７月30日５時において、ダムが無い場合と比較してダムによる水位低減効果
は5.9mでした。

「ダム」は地域振興・活性化の推進に資する貴重
な地域資源であり、「観光資源」としての価値がより
一層増してきています。
矢木沢ダムの点検放流は、ダムを観光資源として
活用した先進的な事例です。
地元主体の実行委員会とダム管理者との連携によ
り、今や毎年開催が待たれるほどの地域の一大イベ
ントとなりました。
特に今年は矢木沢ダム完成50周年を迎えること
も有り、地元実行委員会の発案による、見学者用の
「シャトルバスの運行」、乗車の待ち時間に利用でき
る「模擬店の設置」、ダムカード型の「顔はめパネル」
等の取組が行なわれました。
今後、ダム管理者としては、地域振興に資するた
めダムインフラを活用した「ダムガイド」の育成への
協力や、広報ツール（HP、ツイッター等）を活用して
ダムの魅力を継続的に発信することにより、多くの
方々に水源地域について興味を持って頂く様な取組
を引き続き行なって参ります。

３. 水源地域との連携
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矢木沢ダム の四季矢木沢ダム の四季
　洪水期を迎えるにあたり、洪水吐きゲート
が確実に作動することを確認するための「点
検放流」を、GW明けの５月中旬頃の休日に
実施しています。（貯水位等の状況により点
検放流が出来ないこともあります。）
　矢木沢ダムの巨大な滑り台のようなスキー
ジャンプ式洪水吐き水路からの放流は大迫
力で、残雪の山 と々新緑のコントラストが素
晴らしい景色を演出し、毎年多くの皆さんが
訪れています。　

　群馬県の紅葉の景勝地といえば「みなか
み町」、その中でも、日本のダム湖 100 選に
選ばれた奥利根湖周辺は、最高峰の紅葉ス
ポットとして知られています。
　矢木沢ダムによる人造湖・奥利根湖は、
総貯水容量が２億m3を超える関東最大の水
瓶で、満 と々蓄えられた広大な湖面と、その湖
を囲むブナの原生林が色づきはじめると、ま
さに絵画のような彩りの素晴らしい景色が見
られます。

　利根川最上流に位置し、ダムの堤頂標高
は 856m の矢木沢ダム。二千メートル級の
山々から吹き下ろす風は湖面を渡り、さわや
かな風をもたらす避暑地となります。
　今もなお手付かずの自然が残る奥利根湖
周辺では、ツキノワグマ、カモシカ、ニホン
ザル、イヌワシ、など、多種多様な生き物が
生息しています。
　矢木沢ダムでは、この恵まれた大自然と
ふれあい自然環境を学んでもらうため、児童
を対象に「環境学習会」なども行っています。

　矢木沢ダム供給開始50周年を迎えられましたことに心からお祝い申し上げます。
　この間、貴水資源機構のたゆみない努力によって農業用水を安定的に通水いただきましたこと
に対し、深く感謝申し上げます。
　群馬用水地域の先人たちは、日本一の流域面積を誇る利根川を眼下に眺め、畑地は毎年のよう
に干ばつをうけ、水田は乏しい渓流を水源として耕作する不安定な時を過ごし、眼前に滔 と々流
れる利根の清流を一日もはやく活用することが長年の悲願でありました。
　こうした背景の中、恒久的な用水対策として、昭和30年国営土地改良事業直轄地区として調査が開始され、昭和34年
から水資源開発公団営群馬用水事業が着手、昭和42年に完成を見るに至りました。
　これにより、豊かな水の利用が可能となり農作物の安定的生産はもとより、時代のニーズに即応した農業の展開が図
られるなど様 な々成果がもたらされております。
　現在では年間総取水量１億１千460万m3、田畑6,304haの灌漑だけでなく県央地域100万人に水道水を供給されております。
　他方、本事業が完了して半世紀が経過しているため、施設の老朽化対策や自然災害対策、畑かん営農の更なる普及拡
大といった課題もかかえております。
　このため、本土地改良区としましては、施設の維持管理、用水の有効利用に務めつつ「地域とともに生きる群馬用水」
を掲げ、組合員ならず地域住民へも啓発して参りますので、貴水資源機構におかれましては「安全で良質な水を安定して
安くお届けする」との経営理念の下、今後とも農業用水の安定供給にご尽力いただきますとともに、関係５市１町１村の
益々のご発展を祈念いたします。

　これまで、矢木沢ダムは、治水、利水、環境、発電、地域貢献の各種分野において、ダム本来の効果を発揮してきました。
　しかしながら、近年、地球温暖化の影響による気象条件の著しい変化が生じており、これまで以上に高度でかつ弾力的
なダム管理が求められています。
　今後も水源地域を始め利水者や関係機関の皆さまのご支援を頂きながら、これまでの経験を生かしつつ新たなダム管理
を目指して行きたいと考えていますので、引き続きご支援・ご協力をお願いいたします。

矢木沢ダムの冬の寒さは厳しく、湖面も結氷し、一面の銀世界となります。水温や気象条件が
揃った、ある日突然、湖面全面が一斉に結氷します。その際、貯水池内の水流の複雑な動きに
より、不思議な斑点模様が見られます。この模様がディズニー映画の『101匹わんちゃん』で有
名な犬のダルメシアンに似ていることから、ダムの職員は「ダルメシアン現象」と呼んでいます。

　矢木沢ダムのある利根川上流域は日本屈
指の豪雪地帯で、その豊富な雪解けの水が
関東平野を支えるダムの貴重な水源となって
います。ダムの活躍は夏の水需要が高まる時
期と思われがちですが、実は一年のうち降水
量の一番少ないこの雪に閉ざされた冬期こ
そ、ダムからの補給により皆さんの生活が支
えられているのです。
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ダルメシアン現象

結氷したダムの湖面の氷が、暖かくなって溶け始める頃、雪の結晶のような放射状の幾何学模様
が見られます。これは、何らかの拍子で割れた氷の穴から噴き出した水が、氷の上に積もった雪を溶
かしながら四方八方に広がっていくことによって、この不思議な模様が出来るといわれています。

おわりに

春春
夏夏

秋秋
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矢木沢ダム供給開始50周年を迎えて 群馬用水土地改良区
理事長　平田　英勝

 

「万年滝」
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