
水資源機構って？ 
水資源機構は、国民生活・経済にとって特に重要な水に携わる政策実施機関として、

日本の７水系において、水資源開発施設であるダムや水路などを建設管理し、国民のみ

なさまへ安全で良質な水を安定して安くお届けするとともに、洪水の氾濫被害から地域

を守り、安全で豊かな社会づくりに貢献しています！ 

 

水資源機構は今年６０周年となりました！ 
水資源機構は、1962 年に「水資源開発公団」として発足して、今年設立 60 周年と

なりました。この間、7 水系で、53 施設（31 のダム等、水路総延長約 3,000km）の

水路を建設し、現在はその管理をしています。また、11 の建設事業等を実施中です。 

 

水資源機構は日本の主要な都市を支えています！ 
   ７水系は、日本の大都市を抱える地域です。その面積は全国土の 17％ですが、人口は

総人口の約 52％もいます。７水系で開発した水量の約 83％は水資源機構の事業で開発

した水量で、水資源機構は、「水」という観点から、日本の主要な都市を支えていると言

うことができます。 

 

そんな水資源機構で就業体験をしてみませんか！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



私たちの生活は、水がないことには成り立ちません。 

ここ何年も、関東地方では「渇水」ということばを聞いたことがないかもしれません。 

「渇水」が起きることが少なくなったのは、雨がたくさん降るようになったからだけでは

ありません。「水資源開発施設」といったダムや堰、水路などが整備され、自然の状態では

多かったり、少なかったりする川の水をダムに貯え、必要なときに流し、必要なところへ

水路で運んでいるからです。 

75 年前のカスリーン台風では、利根川の堤防が決壊し、はるか遠い東京までその水が流れ

下りました。そのような大規模な洪水がなくなったのは、川の上流にあるダムなどで、大

雨を受け溜めているからです。 

渇水をなくし、洪水を軽減している水資源開発施設の管理や建設を見てみませんか。 

      

第１弾 矢木沢ダム R４年 8 月 24 日（水） 

    矢木沢ダムは、利根川本川の最上流部にある多目的ダムです。1950～60 年代の高

度経済成長期、東京は人口が集中し、水資源の確保が急務となっていました。東京都の

水道用水、地元群馬県の農業用水といった「利水」の他、「洪水調節」や「河川の流水

の正常な機能の維持」という目的のために造られたアーチ式コンクリートダムです。

再生可能エネルギーである水力発電も行われています。スキージャンプ式洪水吐きが

有名です。 

       

第２弾 思川開発  R４年 8 月 25 日（木） 

第３弾 思川開発  R４年 8 月 31 日（水）（ﾘｺﾁｬﾚ登録予定） 

    思川は、その源を足尾山地の地蔵岳に発し、栃木県の中央部を南東に流下して、渡良

瀬川に流入している河川です。思川開発事業は、思川の支川南摩川に南摩ダムを建設

し、洪水調節を行うとともに、思川支川の黒川、大芦川と南摩ダムを導水路で結び、水

を融通しつつ効率的に水資源開発を行う事業です。現在、ダム本体施工の真っ最中で、

自動運転建設機械施工による大規模な土木工事を見ることができます。 

   

第４弾 利根導水  R４年9 月7 日（水） 

第５弾 利根導水  R５年 3 月 2 日（木） 

    利根川の中流、利根大堰で取水した利根川の水は、武蔵水路を経て荒川へ注水され 

ます。荒川に注水された利根川の水は、東京都や埼玉県の水道用水として使われると 

ともに、隅田川の浄化にも役立っています。また、利根大堰から取水された水は、埼玉 

県・群馬県の水田を潤し、首都圏への食料供給に資しています。 

 河川からの取水量では日本最大規模である利根導水路は、東京・埼玉・群馬の約 

1,300 万人、日本の人口の 10 人に１人が水道用水として使っており、まさに首都圏 

の生活を支える施設です。 



  （理系学生対象の１day インターンシップ）  

    独立行政法人水資源機構 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 ： 理系を専攻している大学生（院生含む） 

理系高等専門学校の学生 

（第 3 弾は女子のみ、他は男女問わず） 

 

【第１弾】 

ダムの管理を知る（水源地管理編） 

  矢木沢ダム見学：ダム施設とその管理 

実施日  R４年８月２４日（水） 

募集人員 １０名 

集合場所 JR 沼田駅（上越線）または JR 上毛高原駅（上越新幹線） 

解散場所 JR 沼田駅 

応募締切 R４年８月１７日（水）（応募が 10 名になった段階で締め切ります） 

【第 2 弾、第３弾】（第３弾は内閣府男女共同参画局が推し進める「リコチャレ」に登録） 

ダムや水路の建設を知る 

思川開発事業見学：新規ダム・導水路の建設 

第２弾実施日 R４年８月２５日（木）   第３弾実施日 R４年８月３１日（水） 

募集人員 各１０名 

集合場所 東武日光線 新鹿沼駅 

解散場所 東武日光線 新鹿沼駅 もしくは JR 鹿沼駅（日光線）※第 3 弾は「さいたま新都心」 

応募締切（第２弾、第 3 弾ともに）R４年８月１８日（木）(応募が 10 名になった段階で締め切ります) 

 

・参加費無料 

・イベント保険加入（加入費用は水資源機構が負担します） 

・自宅と集合場所/解散場所間の交通費は自己負担でお願いします。 

・応募方法：添付申し込み書に記入し、エクセルファイルのまま次のメールアドレス

へ送付してください。 michiyo_inaki@water.go.jp 

・問合せ先：独立行政法人水資源機構・関東事業室 稲木 ☎048-600-6547 
 

【第４弾、第５弾】 

水路の管理を知る（利水管理編） 

  利根導水路事業見学：水路施設とその管理、大規模地震対策 

第４弾実施日 R４年９月７日（水）   第５弾実施日 R５年３月２日（木） 

募集人員 各１０名 

集合場所 JR 北鴻巣駅（高崎線） 

解散場所 さいたま新都心（水資源機構本社） 

第４弾応募締切 R４年９月１日（木）  第５弾応募締切 R５年２月２２日（水） 

（応募が 10 名になった段階で締め切ります） 



【第１弾】R４年８月２４日(水) 

 

JR 東京駅 （在来線）6:20 発 or（新幹線）8:52 発 

  ↓   

JR 沼田駅    9:15 集合（集合場所１） 

   ↓   ・東京 6:20 発 JR 上野東京ライン・前橋行 高崎 8:17 着 

        →高崎 8:23 発 JR 上越線・水上行 沼田 9:13 着 

 JR 上毛高原駅  10:10 集合（集合場所２） 

  ↓  ・東京 8:52 発 JR 新幹線とき 309 号・新潟行 上毛高原 10:05 着 

矢木沢ダム 11:10 着 

  ↓    事業概要説明、施設見学など 

         途中昼食を含む（昼食は持参してください）  

矢木沢ダム 1４:00 発 

  ↓    

奈良俣ダム 1４:30 着 

   ↓     ダム堤体下流部から奈良俣ダムの説明 

奈良俣ダム 1４:45 発 

  ↓ 

沼田総合管理所   15:45 着 

  ↓    職員との懇談 

沼田総合管理所  16：45 発 

  ↓ 

JR 沼田駅    17:00 着（解散） 

   ↓   ・沼田 17:04 発 JR 上越線・高崎行 高崎 17:50 着 

        （在来線）→高崎 17:59 発 JR 高崎線（上野東京ライン）・沼津行 東京 20:00 着 

               （新幹線）→高崎 18:01 発 JR 新幹線あさま 628 号・東京行 東京 18:52 着 

JR 東京駅 （在来線）20:00 着 or（新幹線）18:52 着 

 

【運賃】 

        東京駅←→沼田駅    2,640 円/片道 

    東京駅←→上毛高原駅  5,490 円/片道（自由席利用） 

 

 

 

 

※詳細行程は、変更が生ずる場合があります。電車の時刻は参考です。 

 

 

 



【第２弾】R４年８月 25 日(木) 

 

東武日光線 新鹿沼駅 10:1６（各駅停車） 

↓        10:2６（特急） （北千住駅 9:13） 

 

思川開発建設所    11:00 

 

事業説明・現地見学  11:00-14:00  

             現地見学：南摩ダムサイト、大芦川取水放流工 

                  途中昼食を含む（昼食は持参してください） 

  ↓ 

職員との意見交換      14:30-15:30 

  ↓  

東武日光線 新鹿沼駅 16:18（特急・浅草行き） 

17:37（各駅停車・南栗橋行き） 

    ↓ 

JR 鹿沼駅        16:47（宇都宮行き） 

 

 

【第３弾】R４年８月 31 日（水）（女子学生のみ） 

 

東武日光線 新鹿沼駅 10:1６（各駅停車） 

↓        10:2６（特急） （北千住駅 9:13） 

 

思川開発建設所    11:00 

 

事業説明・現地見学  11:00-14:00  

             現地見学：南摩ダムサイト、大芦川取水放流工 

                  途中昼食を含む（昼食は持参してください） 

  ↓     マイクロバスにて移動 

本社（さいたま新都心） 

職員との意見交換    16:00-17:00 

  

解散         17:00（JR さいたま新都心、JR 北与野） 

 

 

 

※詳細行程は、変更が生ずる場合があります。電車の時刻は参考です。 

 



【第４弾、第５弾】R４年９月７日（水）、 R５年 3 月２日（木） 

 

JR 北鴻巣駅  （集合場所） 12:35（12:24 高崎方面行、12:30 東京方面行） 

  ↓                （昼食を済ませてご集合ください） 

事業説明・施設見学           13:00-15:00 

  ↓     マイクロバスにて移動 

武蔵水路（佐間水門で下車・説明） 15:15-15:25 

   ↓ 

JR 北鴻巣駅            15:46 発 

  ↓     JR にて移動 

JR さいたま新都心        16:15 着 

   

本社（さいたま新都心） 

職員との意見交換        16:20～17:20 

 

解散               17:20（JR さいたま新都心、JR 北与野） 

 

 

 

 

※詳細行程は、変更が生ずる場合があります。電車の時刻は参考です。 

 


