
先月に引き続き、上流仮締切を施工中です。（８月完成予定） 

また、資機材置き場の造成に着手しました。普段あまり見ることのない大型機械が活躍しています。 

なお、川上ダム建設所では、随時、現場見学を受け付けています。詳しくは川上ダムホームページの「見学・出

前講座」をクリック！ 

・上流仮締切とは、ダムの上流側に設置するもので、前深瀬川の流れを堰き止め、仮排水路トンネルに

流すためのコンクリート堰堤です。 

・資機材置き場とは、コンクリートに使用する大小の骨材（最大 150mmの石）の貯蔵設備や、それらの

骨材を混合する機械等を置くための広場です。 

～本体工事の進捗状況～ 

転流工 基礎掘削 
堤体打設 試験湛水 完成！

(H35.3 

予定) 
仮排水路 仮締切工 

トンネル 

６月２２日（金）、公益社団法人奈良市観光協会主催『萩原雅紀さんと巡る「須川ダム、川上ダム周遊ツア

ー」』御一行様２１名が川上ダム見学にお越しになりました（須川ダムは奈良市にあるアーチダムです）。 

このツアーは、ダム周遊ツアーを企画している奈良市観光協会とのご縁で実現したもので、日々変わりゆく

建設現場の姿を「今だけ」の特別な企画をプラスして紹介する約２時間の現場見学（右岸天端展望所、調査横

坑、上流仮締切等）コースで行われました。 

今回の特別企画は、「調査横坑」への入坑です。この横坑は、ダムの基礎地盤の状況を直接目で確認するた

めに掘った人工の横穴で、基礎掘削工事が始まれば取り壊されてしまう、まさに「今だけ」の特別な場所です。

横坑に入った参加者は、岩盤検査用ハンマーで岩盤を叩き、キーン、キーンと響く音と手に伝わる感触で地盤

の堅さを体感しながら普段は経験出来ない貴重な体験にご満足いただけた様子でした。見学は４班編成で行

い、どの班も引率する職員とダム談話に花が咲き、大盛況のうちに見学は終了しました。 

本ツアー終了後にダムライターの萩原さんからは「神対応」と 

の評価をいただきました。この見学で参加者の皆様に川上ダム建

設事業について少しでもご理解いただき、「記憶に残るダム」、「ま

た見学に来たくなるダム」と感じていただけたならば職員一同大

変うれしい限りです。 

当建設所では随時、ホームページから現場見学のお申し込みを

受け付けております。読者の皆様も日々変わりゆくダム建設現場

の姿に「今だけ」の何かを求めて、見学にお越しになりませんか。

職員一同、心からお待ちしております。  【経理課 金森幸治】 

編集後記 
７月は豪雨が日本各地で猛威をふるいました。被災された地域の

皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い

復旧・復興をお祈り申し上げます。 

今年は例年よりも早い梅雨明けとなり、もう夏本番です。皆様に

おかれましては、どうかお体に気をつけてお過ごしください。 

毎年８月１日は「水の日」、そして水の日から１週間は「水の週

間」として、全国各地の水源地でイベントが開かれています。この

水の週間をきっかけに、ぜひ涼しい水辺へお出かけになってみてく

ださい！皆様に水源地をより身近に感じていただけるとうれしいで

す。 
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しまがはら夏まつり２０１８ 

・開 催 日： ８月４日(土) １７：００～２１：００ 

・場  所： 島ヶ原温泉やぶっちゃ ゆうゆう鯛ヶ瀬 

・問 合 せ 先： 島ヶ原夏まつり実行委員会 

  TEL：０５９５－５９－２５８４ 

大山田ふるさと夏まつり 

・開 催 日： ８月１５日(水) ２０：３０～２２：００ 

・場  所： 大山田せせらぎ公園周辺 

・問 合 せ 先： 大山田ふるさと夏まつり実行委員会 

TEL：０５９５－４７－１７７７(平日) 

比奈知ダム施設見学会 

・開 催 日： ８月５日（日）９：００～１３：００ 

・場  所： 名張市上比奈知 比奈知ダム管理所周辺 

・問 合 せ 先： (独)水資源機構比奈知ダム管理所 

TEL：０５９５－６８－７１１１ 

【工事課 徳永倫一】 
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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 

（右の QRコードを読み取っていただくと川上ダムホームページへ移行します。） 
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６月２８日（木）、川上ダム事業用地周辺に生息しているオオタカのつがいが、平成３０年の繁殖を成功さ

せたことを確認しました。オオタカは森林の樹木に巣を作り、２月頃からつがいを形成し、産卵を経て、８

月頃まで子育てを行う希少猛禽類です。 

このつがいが繁殖を行った場所は、継続して生息が確認されている地区です。今年は３月上旬からつがい

が並んで姿を見せ、その後も順調に繁殖行動を続ける姿が確認されており、６月２８日には無事に幼鳥が飛

び立つ様子が確認されました。 

当建設所では、工事の騒音などが事業用地周辺の希少猛禽類の生息や繁殖の妨げになっていないかを確認す

る調査を行っています。今後も、希少猛禽類が建設中のみならずダム完成後も永く生息できるよう、環境の保

全に取り組んでまいります。         【環境課 柳瀬有里】 

７月２日（月）、川上ダム建設所において、「川上ダム自然環境保全委員会」を開催しました。 

本委員会は、川上ダム建設事業における自然環境の保全対策について、有識者の委員の方々からご指導・

ご助言をいただくためのもので、今回で第１３回目の開催となります。今回の委員会では、平成２９年度に

当建設所で実施してきた環境保全への取り組みや、今後の進め方等について、委員の方々に審議していただ

きました。 

委員の方々からは、水質調査、植物や鳥類のモニタリング、オ

オサンショウウオの保全などの環境保全の取り組みについて、引

き続き適切に実施することとして了承をいただきました。 

委員会の資料や、委員の方々からいただいたご指導・ご助言の

内容については、当建設所のホームページに掲載していますので、

ご覧ください。 

当建設所では、いただいたご指導・ご助言を今後の環境調査や

保全対策に反映させ、川上ダム周辺の自然環境の保全に引き続き

努めてまいります。      【環境課 柳瀬有里】 

また、説明会後の現場見学会においては、２０日は

残念ながら大雨のため中止となりましたが、２１日は、

ダムサイト右岸天端展望所および転流工へ移動してダ

ム建設工事の施工状況をご覧いただき、事業が順調に

進んでいる姿をご確認いただきました。 

平成３４年度の完成に向け、地元の方々のご協力を

得ながら、万全な対策のもと、安全かつ確実な建設工

事に努め、皆様に喜んでいただけるようなダムづくり

に励んでまいります。   【第一用地課 伊美彰太】 

６月２０日（水）、２１日（木）の２日間、当建設

所ふれあいホールにおいて、青山支所管内住民自治協

議会および川上区の皆様に対して、平成３０年度の事

業説明会を開催しました。 

ダム建設のために移転していただきました川上区

の皆様をはじめ各地区の自治会の皆様にお越しいた

だき、今年度の工事概要および環境保全への取り組み

等について説明しました。 

 ７月４日（水）、「第３回川上ダム周辺整備懇談会」を開催しました。この懇談会は、川上ダム完成後を見据

えたダム周辺の整備について、地域の皆様と意見交換を行うことを目的としたものです。当日は足下の悪い中、

青山支所管内の住民自治協議会長の皆様、川上区長、伊賀川漁業協同組合の代表者ならびに伊賀市の方々にご

参加いただきました。 

 周辺整備懇談会はこれまで２回行っていますが、前回（平成３０年１月２２日）までに周辺整備の先行事例

を見たいという意見があったことから、具体的な整備計画をイメージしていただくことを目的として、水資源

機構が管理している布目ダム（奈良県）を視察しました。 

 はじめに、ダム周辺の広場を見学し、具体的な整備のイメージを

していただきました。また、布目ダム職員からの同ダムにおける湖

面利用やイベント開催状況の説明に、皆様熱心に話を聞かれていま

した。 

 続いて、室内に場所を移し、川上ダム職員より整備計画の概要を

説明した後、意見交換会を行いました。意見交換会では、出席者の

方々から「湖面へのアクセス道を整備するなどし、川遊びや魚のつ

かみ取りができる“親水（水と親しめる）”公園をつくれないか」、

「自然の中でオオサンショウウオについて学習できるような工夫

はできないか」などのご意見をいただきました。 

 今回の視察や意見交換会の際に頂いた意見を踏まえ、より具体的

な整備計画案を策定し、より良い周辺整備を行ってまいります。

  【調査設計課 馬場貴裕】 

卵は見えませんが、 

成鳥の胸辺りに抱卵癖がつい

ています。 
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・資機材置き場とは、コンクリートに使用する大小の骨材（最大 150mmの石）の貯蔵設備や、それらの

骨材を混合する機械等を置くための広場です。 

～本体工事の進捗状況～ 

転流工 基礎掘削 
堤体打設 試験湛水 完成！

(H35.3 

予定) 
仮排水路 仮締切工 

トンネル 

６月２２日（金）、公益社団法人奈良市観光協会主催『萩原雅紀さんと巡る「須川ダム、川上ダム周遊ツア

ー」』御一行様２１名が川上ダム見学にお越しになりました（須川ダムは奈良市にあるアーチダムです）。 

このツアーは、ダム周遊ツアーを企画している奈良市観光協会とのご縁で実現したもので、日々変わりゆく

建設現場の姿を「今だけ」の特別な企画をプラスして紹介する約２時間の現場見学（右岸天端展望所、調査横

坑、上流仮締切等）コースで行われました。 

今回の特別企画は、「調査横坑」への入坑です。この横坑は、ダムの基礎地盤の状況を直接目で確認するた

めに掘った人工の横穴で、基礎掘削工事が始まれば取り壊されてしまう、まさに「今だけ」の特別な場所です。

横坑に入った参加者は、岩盤検査用ハンマーで岩盤を叩き、キーン、キーンと響く音と手に伝わる感触で地盤

の堅さを体感しながら普段は経験出来ない貴重な体験にご満足いただけた様子でした。見学は４班編成で行

い、どの班も引率する職員とダム談話に花が咲き、大盛況のうちに見学は終了しました。 

本ツアー終了後にダムライターの萩原さんからは「神対応」と 

の評価をいただきました。この見学で参加者の皆様に川上ダム建

設事業について少しでもご理解いただき、「記憶に残るダム」、「ま

た見学に来たくなるダム」と感じていただけたならば職員一同大

変うれしい限りです。 

当建設所では随時、ホームページから現場見学のお申し込みを

受け付けております。読者の皆様も日々変わりゆくダム建設現場

の姿に「今だけ」の何かを求めて、見学にお越しになりませんか。

職員一同、心からお待ちしております。  【経理課 金森幸治】 

編集後記 
７月は豪雨が日本各地で猛威をふるいました。被災された地域の

皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い

復旧・復興をお祈り申し上げます。 

今年は例年よりも早い梅雨明けとなり、もう夏本番です。皆様に

おかれましては、どうかお体に気をつけてお過ごしください。 

毎年８月１日は「水の日」、そして水の日から１週間は「水の週

間」として、全国各地の水源地でイベントが開かれています。この

水の週間をきっかけに、ぜひ涼しい水辺へお出かけになってみてく

ださい！皆様に水源地をより身近に感じていただけるとうれしいで

す。 

【広報誌発行事務局】 

編 集 長  北牧（所長） 

デ ス ク  大西（総務課長） 中野（工務課長） 

記  者  西澤（経理課） 伊美（第一用地課） 

馬場（調査設計課） 柳瀬（環境課） 

西 （工事課）    下園（機械課） 

しまがはら夏まつり２０１８ 

・開 催 日： ８月４日(土) １７：００～２１：００ 

・場  所： 島ヶ原温泉やぶっちゃ ゆうゆう鯛ヶ瀬 

・問 合 せ 先： 島ヶ原夏まつり実行委員会 

  TEL：０５９５－５９－２５８４ 

大山田ふるさと夏まつり 

・開 催 日： ８月１５日(水) ２０：３０～２２：００ 

・場  所： 大山田せせらぎ公園周辺 

・問 合 せ 先： 大山田ふるさと夏まつり実行委員会 

TEL：０５９５－４７－１７７７(平日) 

比奈知ダム施設見学会 

・開 催 日： ８月５日（日）９：００～１３：００ 

・場  所： 名張市上比奈知 比奈知ダム管理所周辺 

・問 合 せ 先： (独)水資源機構比奈知ダム管理所 

TEL：０５９５－６８－７１１１ 

【工事課 徳永倫一】 

上流仮締切をつくっています 
資機材置き場の造成では 

大型ダンプが活躍しています 

完成高さ 

 

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））  

２２００１１８８ 

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 

（右の QRコードを読み取っていただくと川上ダムホームページへ移行します。） 

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

８８８   
Ｖｏｌ．１５５ 

Ｓｉｎｃｅ２００５ 

川川上上ダダムム通通信信 
月号

調査横坑内の様子 

お土産は自身で採取した岩石 手作りスタンプも見学の記念 調査横坑についての説明に興味津々 

：未実施 ：施工中 ：完了 
▼H30.8 

▲現在ここ 

3.4m 

身長 170cmの人物 

えんてい 

▼H30.9 ▼H31.9 ▼H33.10 H30.4▼ 

かりはいすいろ 

http://wwww.water.go.jp/kansai/kawakami
mailto:somu1@lily.ocn.ne.jp
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