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 １１月になり、朝晩冷え込む季節となってま

いりました。しかし、秋は「食欲の秋」ともい

い、おいしい旬の物がたくさんあります。寒い

夜は、お鍋やおでんで温まったり、旬の秋刀魚

の塩焼き等を食べたいですね。 
 でも、食べ過ぎは体に良くないので、紅葉を

見ながらの散歩やジョギング、ハイキング等、

適度に運動をして「スポーツの秋」も堪能した

いものです。 

                      
 ［広報誌発行事務局］ 

編集長 神矢（所長） 

デデデスススククク 大友（総務課長） 

〃〃〃  足達（工務課長） 

記記記    者者者  堀 （総務課）   

    松髙（第二用地課） 

    森岡 (工事課)  

 

月号 

☆☆☆皆様からのご意見・ご感想をお待ちしています。

ハガキやメ―ル等でどしどしお寄せください。☆☆☆ 
◇川上ダム建設所は ISO14001 を取得し、環境保全を推進

しています。◇ 

藤堂高虎 伊賀上野城築城 400 年祭 

今秋、伊賀上野城が藤堂高虎に築城されて 400 年になるのを記念して「藤堂高虎 伊賀上野城築城 400

年祭」が開催されています。期間中の土、日、祝日には様々なイベントが予定されています。紅葉と城

を見ながら、散歩するのもいいかもしれません。 

【日時】9月 1日（木）～11 月 30 日（水） 【場所】伊賀上野城本丸広場 

お問い合わせ／伊賀市商工労働観光課 TEL 0595-43-2309 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
        
           
   
 

 

 ISO14001: 2004 

JQA-EM576m 

お問い合わせ/桐ヶ丘地区住民自治協議会 TEL 0595-52-0204 

桐ヶ丘フェスタ 2011 
 当日はダンスや吹奏楽の演奏が行われます。他にもたくさ 

んの出店やアトラクション、ＡＥＤ講習等が開かれます。川 

上ダム建設所もブースを出展しますので、是非お立ち寄り下 

さい。 

【日時】11 月 12 日（土）10:00～15:30 

【場所】桐ヶ丘 3丁目駐車場、アミティ周辺 

賑わう川上ダム建設所のブース（昨年）

川上ダムの職員も参加します（昨年） 

 

TEL 0595-63-5339 

お問い合わせ/名張ひなち湖紅葉マラソン大会事務局 

【場所】比奈知ダム 

【日時】11 月 20 日(日) 9:10～12:00 頃 

名張市にある比奈知ダム（水資源機構が管理）において、

ダム湖の周りをコースとしたマラソン大会が開催されま

す。大会への参加申し込みは既に終了していますが、紅葉

とダムの見学を兼ねて足を運んでみてはいかがでしょう

か。 

名張ひなち湖紅葉マラソン 

 
 

 

１０月の人事異動をお知らせいたします。計４名

の職員が転出及び復旧支援に向かいました。そして

２名の職員が新たに転入しました。 

引き続き、川上ダム建設事業についてご理解とご

協力が得られますよう、職員一同、より一層努力し

てまいりますので、これからもよろしくお願いいた

します。 

転出者 

所 属   氏 名    転 入 先 

 総務課長 吉岡 直也   徳山ダム管理所（岐阜） 

工事課   矢羽田 道雄 琵琶湖開発総合管理所   

                                      （滋賀） 

転入者 

所 属   氏 名      転 出 先 

  総務課長 大友 義定  一庫ダム管理所（兵庫） 

工事課    溝尾 邦男  総合技術センター（埼玉） 

復旧支援(１面参照) 

所 属   氏 名    支   援 先 

調査設計課   金山 明広   利根川下流総合管理所 

工務課   砂野 洋一      〃      (茨城) 
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独独立立行行政政法法人人水水資資源源機機構構  川川上上ダダムム建建設設所所  
〒〒551188－－00229944  三三重重県県伊伊賀賀市市阿阿保保 225511 番番地地  TTEELL：：00559955－－5522－－11666611（（代代））  
http://www.water.go.jp/kansai/kawakami 

 

東日本大震災では水資源機構が管理する

霞ヶ浦（茨城県）の湖岸堤（堤防）も被災し

ました。 

霞ヶ浦の周辺は利根川の 下流部に位置し 

低湿地が多いことから、大雨が降ると一面水 

浸しになり「米は３年に１度収穫があれば良 

い方」といわれるほど水害に苦しんできた地 

域です。このような水害を防ぐため、平成７ 

年度までに建設省（現国土交通省）と水資源 

開発公団（現水資源機構）で湖岸堤を整備し 

ました。 

今回の震災では、一部の湖岸堤が大きく損 

傷するなど堤防の機能を損なうほどの甚大な被害を受けたため、今年の梅雨や台風による出水に備える

ために応急対策工事を行いました。これにより、９月に日本列島を縦断した台風１５号による出水でも

堤防の役割を果たすことができました。 

現在、湖岸堤を震災前の状態に回復させるための本格的な復旧工事を行う準備をすすめています。こ

の復旧工事では、大きく損傷した堤防を一旦撤去しなければならず、洪水防御機能が一時的に低下して

しまいます。このため、出水期（梅雨などの集中豪雨や台風により増水しやすい時期）を避けて工事を

行うことが必須であり、台風シーズンの過ぎ

去った１１月ごろから梅雨に入る来年の５月

ごろまでの短い期間に集中、かつ広域的に復

旧工事を行わなければなりません。 

この短期間に集中して実施する復旧工事の

監督や関係者調整等に従事するため、川上ダ

ム建設所からも応援職員２名（調査設計課、

工務課から各１名）を派遣しています。 

このような機動的な対応により、被災地が

一日でも早く復興できるよう、また、霞ヶ浦

周辺をはじめ住民・関係者の皆様の安心・安

全に寄与することができますよう努めてまい

ります。 【調査設計課 金山明広（派遣中）】

応急対策工事後の湖岸堤（右上写真と同地区） 

被害を受けた湖岸堤 

http://www.water.go.jp/kansai/kawakami
http://www.water.go.jp/kansai/kawakami


①青美線トンネル工事 

トンネル工事は、トンネル内壁をコンクリートで成型する作業にとりかかっています。また、トン

ネル下流側の橋梁へと繋がる道路工事も行っています。 

②青美線貯水池横断橋工事 
横断橋工事は、Ｐ１橋脚が 

１０月２１日の打設で高さ２９

ｍに達し、Ｐ１橋脚のコンクリ

ートの打ち込みは完了しまし

た。また、Ｐ２橋脚の大口径深

礎杭は、１１月５日よりコンク

リートを打ち込む予定です。 

１１月５日以降 

コンクリートを打ち込み予定 

(トンネル方面)

③ 青美線２工区（その５）工事 
２工区（その５）工事は、１０月初めから本線道路の工事に着手し、毎日約４００ｍ³（１０ｔ

トラック約６４台分）の土砂を運び出しつつ県道の造成を進めております。 

これら３件の工事関係車両は、県道松阪青山線等を通行いたします。地域の皆様には、引き続きご

理解とご協力の程よろしくお願いいたします。               【工事課 森岡浩然】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
   
 

 

 
   

今回は、チャルメルソウを紹介します。 

チャルメルソウはユキノシタ科の植物で、山地の渓流沿いや湿った林床に生育する高さ３０ｃｍ～６

０ｃｍの多年草です。開花時期は４～５月頃で、花の色は紅紫色です。花びらは細い糸状で長さは約２

ｍｍ、３つまたは５つに分裂します。 

熟して割れた実がチャルメラ（楽器）に似ていることが名前の由来です。日本における分布は、関東

以西から九州です。 

伊賀地方の希少動植物をまとめた『伊賀のレッドデータブック』において、準絶滅危惧（現時点での

絶滅危険度は小さいが、生育条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位のランクに移行する要素を

有するもの）に指定されています。 

 

熟して割れた実 

チャルメルソウ（実をつけた状態）
チャルメルソウの葉 

【環境課 笹原智弘】

 １０月１日に阿保西部区ダム対策委員会の皆様に対する 

現場見学会を開催いたしました。当日は、１０月に入った 

ばかりで快晴の見学日和でした。 

 初に当建設所にて事業概要を説明し、その後に現場見 

学に出発しました。 

 見学先は、すでに完成しています仮排水路トンネルをは 

じめ、現在工事中の青美線貯水池横断橋工事及び青美線ト 

ンネル工事をそれぞれ見学していただきました。 

                                           

                                          

台風１２号と１５号の襲来後ということもあり、当日

は台風関連のご質問やご意見もあり、現場も非常に熱心

に見学していただきました。     

今後も地元の皆様方のご意見などをいただきながら、

事業実施に努めてまいりますので引き続きご理解ご協力

の程よろしくお願いいたします。 

 

【第二用地課長 中村利行】

貯水池横断橋（Ｐ１橋脚）工事箇所

付替県道青山美杉線トンネル工事箇所 

チャルメルソウ（花をつけた状態）

 
←羽根方面  

Ｐ１橋脚は２９ｍの高さに達しました 
橋脚完了 高尾方面→ 

 

Ｐ２橋脚 

Ｐ１橋脚 

小川内

①トンネルを造っています 

②橋脚を造っています 

③青美線本線道路の施工をしています。 
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開発公団（現水資源機構）で湖岸堤を整備し 

ました。 

今回の震災では、一部の湖岸堤が大きく損 

傷するなど堤防の機能を損なうほどの甚大な被害を受けたため、今年の梅雨や台風による出水に備える

ために応急対策工事を行いました。これにより、９月に日本列島を縦断した台風１５号による出水でも

堤防の役割を果たすことができました。 

現在、湖岸堤を震災前の状態に回復させるための本格的な復旧工事を行う準備をすすめています。こ

の復旧工事では、大きく損傷した堤防を一旦撤去しなければならず、洪水防御機能が一時的に低下して

しまいます。このため、出水期（梅雨などの集中豪雨や台風により増水しやすい時期）を避けて工事を

行うことが必須であり、台風シーズンの過ぎ

去った１１月ごろから梅雨に入る来年の５月

ごろまでの短い期間に集中、かつ広域的に復

旧工事を行わなければなりません。 

この短期間に集中して実施する復旧工事の

監督や関係者調整等に従事するため、川上ダ

ム建設所からも応援職員２名（調査設計課、

工務課から各１名）を派遣しています。 

このような機動的な対応により、被災地が

一日でも早く復興できるよう、また、霞ヶ浦

周辺をはじめ住民・関係者の皆様の安心・安

全に寄与することができますよう努めてまい

ります。 【調査設計課 金山明広（派遣中）】

応急対策工事後の湖岸堤（右上写真と同地区） 

被害を受けた湖岸堤 

http://www.water.go.jp/kansai/kawakami
http://www.water.go.jp/kansai/kawakami

