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平成２６年度は昨年度に引き続き、県道青山美杉線の付替工事や法面対策工事等を実施します。（下記参照） 

主な工事箇所は以下の図中の赤色の部分です。 

付替県道青山美杉線の供用開始は平成２９年度を予定しています。できるだけ早く供用開始できるよう残る工

事を進めて参りますので、引き続き皆様方のご理解とご協力をお願いします。 

 

いが☆グリオショー 

 開 催 日：５月５日（祝・月） 

開催場所：メナード青山リゾート内 総合案内所周辺  

お問い合わせ：メナード青山リゾート 

ＴＥＬ：０５９５－５４－１３２６ 

 

青山高原のツツジ 

 例年の見頃：５月中旬～下旬 

開催場所：青山高原 

お問い合わせ：青山観光協会 

ＴＥＬ：０５９５－５２－５２０２ 

 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
        
            
 
 
 
 

 
 

 

４月の転出者と転入者の紹介 

転出者                             転入者 

所 属    氏 名           異 動 先                 所 属     氏 名           異 動 元 

総務課    菊地滋男 三重用水管理所（三重）             総務課    木村数也 池田総合管理所(徳島) 

第一用地課長 敷根康文 本社（埼玉）                     第一用地課長 河田洋弥 思川開発建設所（栃木） 

調査設計課長 松村貴義 本社（埼玉）                    第一用地課  髙橋重樹 国交省近畿地整淀川河川事務所(大阪) 

環境課    渡辺聡嗣 出向：国交省近畿地整（大阪）             調査設計課長 高野浩一 総合技術センター（埼玉） 

工事課    廣瀬早苗 出向:国交省近畿地整琵琶湖河川事務所（滋賀）   環境課    廣瀬真由 国交省水管理・国土保全局（東京） 

工務課    関根隆好 国交省近畿地整（大阪） 

２２００１１４４ 

川上ダム通信は川上ダムホームページでもご覧いただけます。 

http://wwww.water.go.jp/kansai/kawakami 又は「川上ダム通信」で検索 

ご意見・ご感想はこちらへ mailto:somu1@lily.ocn.ne.jp 

５
Ｖｏｌ．１０４ 

Ｓｉｎｃｅ２００５

【工務課 日隈晃輝】 

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））  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

常楽寺の桜（伊賀市種生） 

平成２６年４月９日撮影 

矢地バス停付近の桜（伊賀市種生） 

平成２６年４月９日撮影 

岩倉峡の桜 

平成２６年４月４日撮影 

春を探して 

 

４月から１ヶ月が経ち進級、進学、就職等、生活環境が大きく

変化した方は、慣れない環境で心身共に疲れが出てくる頃ではな

いでしょうか。 

ゴールデンウィーク中にしっかりと休養を取り、体調を整えま

しょう。 

 

【広報誌発行事務局】
編 集 長 神矢（所長）
デ ス ク 梅村（総務課長） 田中（工務課長）

記 者 渡辺（総務課） 髙橋（第一用地課）
桐山（第二用地課） 大谷（調査設計課）
金井（環境課） 飯島（工事課）
日隈（工務課）  

 

実施予定工事

工　　　　　　事　　　　　　名 工　　　　期

付替県道青美線第２工区(その５)法面対策工事 平成26年3月～平成26年12月

付替県道青美線北野地区整備工事 手続き中

付替県道青美線３工区落石対策（その２）工事 手続き中

事業地内他維持管理工事 手続き中

付替県道青美線工事（仮称） 年度内手続予定

付替県道青美線押え盛土工事（仮称） 年度内手続予定

付替県道松阪青山線 

付替県道青美線北野地区整備工事

付替県道青美線第３工区落石対策（その２）工事

通行止め区間 
付替県道青美線第２工区（その５）法面対策工事

付替県道青山美杉線 

当建設所では、読者の皆様により一層親しみながら川上ダム通信をお読み頂けるよう、本紙に対するご意見や掲載記事を募集していま

す。詳細については、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。 

【問い合わせ先】  総務課  梅村   T E L : 0595-52-1661   Mail: somu1@lily.ocn.ne.jp 
※掲載記事については、広告など営利目的のものはお受け致しかねますのでご了承下さい。 

凡例

供用開始済み区間

工事概成区間

工事予定区間



 

  

この４月の人事異動により、川上ダム

通信編集部のメンバー入れ替えがあり

ました。これまで同様、工事や環境に

関する情報や地域の話題などをより分

かりやすく発信していきます。よろし

くお願い致します。 

 

写真前列左から 

飯島記者、田中デスク、神矢編集長、 

梅村デスク、桐山記者（新） 

写真後列左から 

金井記者（新）、大谷記者（新）、 

髙橋記者（新）、渡辺記者、日隈記者 

３月２４日（月）、桐ヶ丘団地と県道松阪青山線の間

の尾根において、桐ヶ丘自治会の皆様と川上ダムの職

員で湧水調査を実施しました。 

この尾根には、桐ヶ丘団地に向かう沢があり、年間

を通して湧水が確認されています。 

当日は、桐ヶ丘自治会の皆様と県道脇から尾根に入

り、約３０分かけて山道を登って観測ポイントへ向か

いました。観測ポイントでは、メスシリンダーを用い

て湧水量を観測し、平年並みの湧水量であることを確

認しました。 

当建設所では、これまでにこの尾根において地質や地下水 

位の調査を実施しており、その結果、この場所はダムサイト

と同様に強固な岩盤の上、現状の地下水位が常に貯水池の

高水面よりも高い位置にある事を確認しているところです。 

今後とも桐ヶ丘団地の住民の皆様に安心していただけるよ

う、引き続き湧水調査を行ってまいります。 

今回は、ゴールデンウィーク真っ直中の５月４日の祝日、                   

『みどりの日』について紹介したいと思います。 

 みどりの日は、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝

し、豊かな心をはぐくむ」（国民の祝日に関する法律より） 

ことを目的とした祝日です。 

みどりの日は、平成元年から４月２９日の祝日としてス

タートしました。もともと４月２９日は昭和の時代には「天

皇誕生日」で祝日でしたが、昭和天皇が自然をこよなく愛

されていたことから、平成になっても「みどりの日」と名

前を変えて存続されました。 

その後、祝日法改正により平成１９年から４月２９日が「昭和の日」となり、「みどりの日」は

５月４日に移動となりました。 

みどりの日には、自然に親しむための各種行事等が各地で開催されます。今年の５月４日は新緑

と触れ合ういい機会にしてみてはいかがでしょうか。 

鍵屋の辻周辺の浸水被害を記録した標示板が新しくなりました。 

これまで鍵屋の辻史跡公園の隣接道路交差点に設置されていましたが、設置から２０年以上が経過し

色あせていたため、国土交通省木津川上流河川事務所が新しく同公園北側に設置したものです。 

新しい標示板には、伊賀地域に戦後 大の洪水被害

をもたらした昭和２８年台風１３号による浸水高さ

である２．５２ｍをはじめ、昭和３４年の伊勢湾台風、

昭和３６年の前線豪雨による浸水高さが記されてい

ます。また、浸水範囲や当時の写真も紹介されており、

洪水被害の恐ろしさを伝えるものとなっています。 

また、伊賀市が俳聖 松尾芭蕉の生誕地であること

にちなみ、岡本伊賀市長が選んだ雨風を季語とした芭

蕉の句も掲示されています。 

新しくなった浸水標示板をご覧いただくとともに、洪水への備えを確認されてはいかがでしょうか。 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

【環境課 金井大輔】 

【総務課 渡辺高志】 

【調査設計課 大谷知樹】 

 

湧水調査を実施した尾根 

【調査設計課 遠本和也】 湧水調査の実施状況 

 

浸水標示板と鍵屋の辻史跡公園 

 

 

芭蕉野分して盥に雨を聞く夜かな 

 

 

今年度もよろしくお願いします！ 
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