
 

 

 

 

川上ダム建設所において２０１９年度に実施を予定している主な工事は以下のとおりです。 

■本体関係工事 

①堤体コンクリート打設工：２０１９年９月頃から約１９ヶ月を要して体積約４５７千ｍ3のダム本体コンク

リート打設を行います。施工法はＥＬＣＭ（拡張レヤー工法）を採用しております。 

②基礎処理工：コンクリートの基礎となる岩盤を改良する目的として、岩盤内にセメントと水を練り混ぜた

ものを注入し隙間などを埋める施工を行います。 

③取水放流設備工事、常用洪水吐き設備工事：ダムから水道用水や生物の生息環境維持等のために放流する

取水放流設備及び洪水時に放流量を調節する常用洪水吐き設備を製作・据付します。 

④流入水バイパス工事：ダム下流のオオサンショウウオ等の生物の保全を目的として、温水放流を低減する

ため、川上川上流の水をダム下流に直接放流する導水管、取水堰を整備します。 

 

 

的とした水力発電設備

及び管理設備等へ安定

的に電力を供給するた

めの電源設備を整備し

ます。 

■貯水池内関係工事 

①川上川右岸斜面対策工

事：２０１７年の台風２

１号により崩落した斜

面の対策を行います。 

 
ダム本体建設工事が最盛期を迎えておりますが、引き続き周辺環境にも十分配慮し施工してまいります。 

皆さまのご理解とご協力を宜しくお願い致します。                【工務課 小野周平】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上ダム建設工事では、昨年９月から行っていた基礎掘削工事が予定通り仕上げの掘削を残して３月で完了

します。 

基礎掘削工事では、ダム堤体の基礎となる硬い岩盤を出すため、約１５万ｍ3 の土砂を取り除く工事を行い

ました。今後はダム堤体のコンクリートの打設に向けて、コンクリート製造設備や練り上がったコンクリート

を運搬するクレーンなどの設備を設置する工事を行い、同時に次の段階の基礎処理を行っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

転流工 基礎掘削 基礎処理 堤体打設 試験湛水 
完成！ 

(2023.3 予定) 仮排水路 

トンネル 
仮締切工 

 

 
 

  

✧ イベントのお知らせ✧ 
伊賀上野 NINJA フェスタ２０１９ 

開催日時 ４月２７日（土）～５月６日（月・祝） 

開催場所 伊賀上野城下町 

お問い合わせ NINJA フェスタ実行委員会事務局 

ＴＥＬ：０５９５－２２－９６７０ 

第３２回青山高原つつじクォーターマラソン大会 

開催時期 ５月２６日（日） 

開催場所 青山高原ロード(室生赤目青山国定公園内) 

インターネット申込期限 ４月１２日(定員 1300 名になり次第募集締切) 

お問い合わせ 青山高原つつじクォーターマラソン大会実行委員会事務局   

ＴＥＬ：０５９５－２２－９６３５ 

編集後記 
 

木々の芽吹きに春を感じるこの頃ですが、みなさまはい

かがお過ごしでしょうか。温かい春の風と快い陽気に誘われ

て外に出かけたくなる季節ではありますが、例年以上に猛

威を奮う花粉に外出を控えている方も多いのではないでしょ

うか。 

春の季節は、入社式や転勤、進学、進級といった時期で

もあり、新たな出会いや刺激が多い時期でもあります。春の

陽気に誘われていろいろなスポットやイベントに新たに出会

った方と参加されてみると様々な発見があるかもしれませ

ん。 

川上ダム建設所では、４月からも現場見学会の受付を行

っておりますので、春の陽気に誘われてぜひお越しください

ませ。 

【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） 

川上ダム工事現場見学会開催中！ 
 川上ダムでは、事業に対する理解や興味をより深めていただくた

め、毎月第３日曜日に、午前・午後の二部構成で、工事現場見学会

を絶賛開催中です。 

詳しくは当建設所ＨＰをご覧ください。 

【第５回】２０１９年４月２１日(日) 

【第６回】２０１９年５月１９日(日) 

      （４月１日より募集開始します！） 

満員御礼

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））  

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://www.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 

 川川上上ダダムム通通信信 444   
 

Ｖｏｌ．１６３ 

Ｓｉｎｃｅ２００５ 

２２００１１９９  

月号 

：未実施 

 

：施工中 ：完了 

基礎掘削前のダムサイト（2018.9.3） 

上流 

左岸 

下流 

現在のダムサイト（2019.3.20） 
左岸 

ダムのコンクリートを練り混ぜる 
コンクリート製造設備（工事中） 

上流 
下流 

～本体工事の進捗状況～ 

川上ダム２０１９年度工事予定区間 

⑤水力発電設備工事、電源設備工事：再生可能エネル

ギーの有効活用及び管理移行後の管理費軽減を目 

2018.9▼ 2018.4▼ 
▲2019.4 

現在▼ ▼2021.10 

【工事課  前田俊郎】 

振替払込用紙での申

込は、４月５日まで 

ダム堤体の基礎 

▼2019.9 

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


（訓練）負傷者を救急車に搬入 

 

２月２５日（月）、青山観光振興会の皆様２０名が川上ダム建設現場の見学に来られました。工事現場展望台

「ＷＥＬＣＯＭＥ川上ダム 観眺台／みてチョーだい」から、工事が進められている基礎掘削やコンクリート製

造設備を施工している状況等を見ていただきました。その後、ダム事業用地内で、ダム堤体コンクリートの材料

として使用される骨材（石）を見て、触れていただきました。 

「今は使われなくなった旧県道やそこに架かる西之

澤橋を見るのは懐かしい。」「お客さんからこの付近での

見所をよく尋ねられる。これからは、この展望台を案内

できる。」「見たこともない大きなダンプカーが実際に動

いている。子供を連れてきたら絶対に喜ぶ。」などの声

をお聞きしました。 

青山観光振興会の皆様の協力を得ながら、ダムも観光

資源の一つとして地域活性化に役立てていただけるよ

う、工事の施工とともに広報活動にも積極的に取り組ん

でまいります。        【総務課 大西誉朗】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月３日（日）、初瀬街道阿保宿周辺（伊賀市阿保）にて、「第１４回初瀬街道まつり」が開催されました。こ

のまつりは、江戸時代に流行した伊勢神宮への集団参拝「おかげまいり」へ向かう旅人の宿場として栄えた阿保

宿を舞台に、往時のにぎわいに思いをはせ、歴史文化に触れてもらおうと、阿保地区住民自治協議会によって主

催されたイベントです。 

当日はあいにくの雨にも関わらず、輪投げや射的などを

しながら街道を散策するスタンプラリーや地元特産品の販

売コーナーのほか、さくら保育園の園児による踊り、青山

公民館による紙芝居、青山中学校による吹奏楽コンサート、

獅子神楽や和太鼓など、見所あふれる催しが盛りだくさん

で、午前中から大勢の人々で賑わっていました。なかでも、

１８５３年創業の造り酒屋により振る舞われた甘酒や粕汁

は売り切れ御免の大盛況でした。 

当建設所も、今年初めて会場にブースを出し、パネル展示や

工事現場の動画放映、川上ダムに関するクイズなどを実施し、事業のＰＲを行いました。ありがたいことに、こ

ちらにもたくさんのみなさまにお越しいただき、川上ダムについて理解を深めていただけたものと思います。ま

た「工事現場見学会に行きたい！」という問合せも多数チョーだいしました。 

川上ダム建設所においては、これまで事業にご協力いただいてきたみなさまに感謝する気持ちを忘れず、阿保

地区の歴史を大切にしながら地域と連携、協働しダムが将来にわたり地域にご活用いただける資産（宝）となる

よう事業を進めてまいります。                        【第一用地課 伊美彰太】 

「ＷＥＬＣＯＭＥ川上ダム 観眺台／みてチョーだい」からの見学 

（訓練）負傷者を救出中 

２月２４日（日）、名張市にある青蓮寺ダムを周回する

コースで行われた「第３３回名張青蓮寺湖駅伝競走大会」

にチーム「ＷＥＬＣＯＭＥ 川上」として参加いたしまし

た。当日は春の陽気が感じられるほど暖かく、晴天に恵ま

れ駅伝には少し厳しい条件のなか一般男子４６チームの

ランナーたちと健脚を競いました。アップダウンがあるコ

ースでしたが、沿道からの力強い声援がタスキをつなぐ力

となり、３０位と奮闘することができました。来年は、よ

り上位を目指せるよう頑張ります！ 【機械課 下園英世】 

１月２７日（日）、「第５９回伊賀地区駅伝競走大

会」が開催され、当建設所は「チーム川上」として

参加しました。出走前には雪がちらつくほどの厳し

い寒さであったにもかかわらず、ランニング・短パ

ンスタイルの明らかにハイレベルなチームが多く圧

倒されました。健闘の結果、無事故（怪我無く）・無

違反（程良いスピード）で工期内竣工（制限時間内

完走）し、５人でタスキをつなぐことができました。 

        【調査設計課 馬場貴裕】 

名張青蓮寺湖を駆け抜けました 

伊賀路を駆け抜けた「チーム川上」 

川上ダムブースも大賑わいでした！ 

３月４日（月）、伊賀市消防本部及び南消防署が策定

した『警防計画』の検証訓練が実施されました。この

『警防計画』は、川上ダム建設工事に係る災害発生に

備え、迅速な消防救急活動が行えるよう策定されたも

ので、その検証のため消防署、川上ダムＪＶ工事事務

所、ＪＶ協力会社及び川上ダム建設所合わせて約４０

名により合同連携訓練を実施したものです。 

訓練として、負傷者の保護、二次災害防止措置、消

防署立ち会いのもと緊急通報を行うことから始め、救

急車及び消防車がＪＶ協力会社車両の誘導によりダ

ム工事現場内まで進入し、負傷者を救急車に搬入する

までの実働訓練を実施したものです。 

訓練後に消防署の皆様は、複数あるダム建設工事現

場への進入路について入念に確認されていました。 

関係機関と連携して万が一の災害発生に備えつつ、事故なく安全にダムを完成させるよう万全を期してまい

ります。                                   【総務課 大西誉朗】 
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②基礎処理工：コンクリートの基礎となる岩盤を改良する目的として、岩盤内にセメントと水を練り混ぜた

ものを注入し隙間などを埋める施工を行います。 

③取水放流設備工事、常用洪水吐き設備工事：ダムから水道用水や生物の生息環境維持等のために放流する

取水放流設備及び洪水時に放流量を調節する常用洪水吐き設備を製作・据付します。 

④流入水バイパス工事：ダム下流のオオサンショウウオ等の生物の保全を目的として、温水放流を低減する

ため、川上川上流の水をダム下流に直接放流する導水管、取水堰を整備します。 

 

 

的とした水力発電設備

及び管理設備等へ安定

的に電力を供給するた

めの電源設備を整備し

ます。 

■貯水池内関係工事 

①川上川右岸斜面対策工

事：２０１７年の台風２

１号により崩落した斜

面の対策を行います。 

 
ダム本体建設工事が最盛期を迎えておりますが、引き続き周辺環境にも十分配慮し施工してまいります。 

皆さまのご理解とご協力を宜しくお願い致します。                【工務課 小野周平】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上ダム建設工事では、昨年９月から行っていた基礎掘削工事が予定通り仕上げの掘削を残して３月で完了

します。 

基礎掘削工事では、ダム堤体の基礎となる硬い岩盤を出すため、約１５万ｍ3 の土砂を取り除く工事を行い

ました。今後はダム堤体のコンクリートの打設に向けて、コンクリート製造設備や練り上がったコンクリート

を運搬するクレーンなどの設備を設置する工事を行い、同時に次の段階の基礎処理を行っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

転流工 基礎掘削 基礎処理 堤体打設 試験湛水 
完成！ 

(2023.3 予定) 仮排水路 

トンネル 
仮締切工 

 

 
 

  

✧ イベントのお知らせ✧ 
伊賀上野 NINJA フェスタ２０１９ 

開催日時 ４月２７日（土）～５月６日（月・祝） 

開催場所 伊賀上野城下町 

お問い合わせ NINJA フェスタ実行委員会事務局 

ＴＥＬ：０５９５－２２－９６７０ 

第３２回青山高原つつじクォーターマラソン大会 

開催時期 ５月２６日（日） 

開催場所 青山高原ロード(室生赤目青山国定公園内) 

インターネット申込期限 ４月１２日(定員 1300 名になり次第募集締切) 

お問い合わせ 青山高原つつじクォーターマラソン大会実行委員会事務局   

ＴＥＬ：０５９５－２２－９６３５ 

編集後記 
 

木々の芽吹きに春を感じるこの頃ですが、みなさまはい

かがお過ごしでしょうか。温かい春の風と快い陽気に誘われ

て外に出かけたくなる季節ではありますが、例年以上に猛

威を奮う花粉に外出を控えている方も多いのではないでしょ

うか。 

春の季節は、入社式や転勤、進学、進級といった時期で

もあり、新たな出会いや刺激が多い時期でもあります。春の

陽気に誘われていろいろなスポットやイベントに新たに出会

った方と参加されてみると様々な発見があるかもしれませ

ん。 

川上ダム建設所では、４月からも現場見学会の受付を行

っておりますので、春の陽気に誘われてぜひお越しください

ませ。 

【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） 

川上ダム工事現場見学会開催中！ 
 川上ダムでは、事業に対する理解や興味をより深めていただくた

め、毎月第３日曜日に、午前・午後の二部構成で、工事現場見学会

を絶賛開催中です。 

詳しくは当建設所ＨＰをご覧ください。 

【第５回】２０１９年４月２１日(日) 

【第６回】２０１９年５月１９日(日) 

      （４月１日より募集開始します！） 

満員御礼

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））  

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://www.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 

 川川上上ダダムム通通信信 444   
 

Ｖｏｌ．１６３ 

Ｓｉｎｃｅ２００５ 

２２００１１９９  

月号 

：未実施 

 

：施工中 ：完了 

基礎掘削前のダムサイト（2018.9.3） 

上流 

左岸 

下流 

現在のダムサイト（2019.3.20） 
左岸 

ダムのコンクリートを練り混ぜる 
コンクリート製造設備（工事中） 

上流 
下流 

～本体工事の進捗状況～ 

川上ダム２０１９年度工事予定区間 

⑤水力発電設備工事、電源設備工事：再生可能エネル

ギーの有効活用及び管理移行後の管理費軽減を目 

2018.9▼ 2018.4▼ 
▲2019.4 

現在▼ ▼2021.10 

【工事課  前田俊郎】 

振替払込用紙での申

込は、４月５日まで 

ダム堤体の基礎 

▼2019.9 

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

