
 

 

 

 

 

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。 

https://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。） 

Ｖｏｌ．１７７ 

Ｓｉｎｃｅ２００５ 

川上ダム公式 Twitterで工事の進捗状況やイベント情報を随時更新中！ 

https://twitter.com/jwa_kawakami 

ご意見・ご感想はこちらへ 

mailto:somu1@lily.ocn.ne.jp 
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独立行政法人水資源機構 川上ダム建設所 

〒518－0294 三重県伊賀市阿保 251 番地 TEL：0595－52－1661（代） 

月号 

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２

部構成で、工事現場見学会を予定しています。 

詳しくは当建設所ＨＰをご覧ください。 

【第１８回】令和２年５月１７日（日）：受付終了 

【第１９回】令和２年６月２１日（日） 

→５月７日（木）より受付開始します！ 

※受付開始日にご注意ください。 

川上ダム工事現場見学会のご案内 

写真後列左から

山口記者、戎谷記者（新規）、

北爪記者（新規）、近藤記者（新規） 

渡邊記者（新規） 

写真前列左から

下園記者（新規）、堀口デスク（新規）

渕上編集長、中野デスク、山田記者 

※新型コロナウイルス感染拡大防止措置

のため、若干距離を空けて撮影しました。

伊賀上野 ＮＩＮＪＡフェスタ２０２０ 

開 催 日 時 ５月２日（土）～５月６日（水・祝） 

→９月１９日（土）～９月２２日（火・祝） 

開 催 場 所 伊賀上野城下町 

問 合 せ 先  ＮＩＮＪＡフェスタ実行委員会事務局 

ＴＥＬ：０５９５－２２－９６７０ 

新型コロナウイルス感染拡大防止措置について 

[川上ダム工事現場見学会の中止について] 

４月に予定していました工事現場見学会を中止させて

いただき、ご迷惑をおかけしました。 

５月以降の工事現場見学会についても、状況により中

止する場合があります。 

[観 眺
みてチョー

台
だい

の閉鎖について] 

２月２８日（金）から当面の間、一時閉鎖しておりま

す。 

詳しくは当建設所ＨＰをご確認ください。 

【広報誌発行事務局】

編集長

デスク

記 者 

新しい広報誌発行事務局で今年度も頑張ります！ 

４月の人事異動により、広報誌発行事務局のメンバー入れ替えがありました。今年度も新規採用職員３名

が新たな川上ダム通信記者としてメンバーに加わりました。新しいメンバーとなった広報誌発行事務局から、

さらに充実した川上ダムに関する情報や地域の話題などを、わかりやすく発信していきますので、今年度も

よろしくお願いします。 

新年度になり、川上ダム建設所には３名の新規採用職員が配属され、さらに技術交流として１名の出向者を受

け入れました。フレッシュな仲間が加わった当建設所では、令和４年度の事業完了に向けてより一層盛り上がっ

ています。以下、新たな４名の当建設所における意気込みをご紹介いたします。 

【まだまだフレッシュ？２年目 旧ダム通信記者 藤澤大志】 

去年の今頃は花粉に苦しめられていたように思

えますが、今年は新型コロナウイルスで世界的に

深刻な状況となっています。私がＧＷに予約して

いた温泉旅館も休業となってしまいました。皆さ

まもＧＷを待ち遠しく思っていたことと思います

が、一刻も早く事態が収束するよう、不要不急の

外出は控え、一丸となってこの厳しい局面を乗り

越えていきましょう！ 

ったことがあります。その際は地元の宿に泊めてい

ただき、事なきを得ました。 

川上ダムでは、地元の皆さまに顔を覚えていただ

けるよう、まめにご挨拶をさせていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

近藤扶（こんどうたすく）と申

します。和歌山県和歌山市出身

です。 

趣味は、国内旅行です。三重県

を旅した際は、四日市周辺で近

鉄の終電を逃し、凍えそうにな 

北爪皓（きたづめひかる）と申

します。群馬県出身で、関東を離

れての生活は初となります。ド

ライブや旅行などが好きなの

で、新天地でも期をみて生活を

楽しみたいと考えています。 

配属となったばかりで不安もありますが、いち早く

一人前の技術者として地域に貢献できるよう、研鑽を

積みたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

戎谷大和（えびすたにやまと）

と申します。和歌山県出身です。 

三重県には観光で訪れたこと

がありますが、初めての一人暮

らしですので毎日を新鮮な気持

ちで過ごせていると思います。 

今はたくさんの先輩方に助けていただいている状

態ですが、川上ダム建設所の職員として、また一人の

社会人として成長出来るよう頑張ります。どうぞよろ

しくお願いします。 

渡邊峻（わたなべしゅん）と申

します。出身は神奈川県です。 

国内外問わず旅行が趣味で、昨

年はインド、タイ、ベトナムを巡

りました。伊賀に来たのは初めて

ですが、食べること飲むことが 

好きなので、伊賀牛や日本酒をはじめとした地元の名

産をたっぷり堪能しようと思います。 

現在まさに最盛期を迎えている本体工事の最前線

で、川上ダム建設事業に貢献できるよう尽力いたしま

す。どうぞよろしくお願いします。 

用地課 

環境課 工事課 

調査設計課 

なお、工事の様子はＨＰのライブカメラや公

式Ｔｗｉｔｔｅｒを通して配信しているので、

是非ご覧ください！ 

ご理解いただきますようお願いいたします。 

渕上（所長） 

中野（工務課長） 堀口（総務課長） 

山口（総務課） 近藤（用地課） 

北爪（調査設計課） 戎谷（環境課） 

渡邊（工事課） 下園（機械課） 

山田（工務課） 

https://wwww.water.go.jp/kansai/kawakami
https://twitter.com/jwa_kawakami
mailto:somu1@lily.ocn.ne.jp
https://1.bp.blogspot.com/-NWdrtQblNXM/UYDRppp8NvI/AAAAAAAAQ8M/KbtZIrJB0jM/s600/kashiwamochi3.png
https://3.bp.blogspot.com/-mm8xgjd7Uu4/WLEuxFBBQgI/AAAAAAABCGU/yQ-G1edCZCsUFfu5p5EU8iuZX4awrywYQCLcB/s800/job_shinbun_kisya.png
https://1.bp.blogspot.com/-0e99en4V-PI/VsGsSG6jBKI/AAAAAAAA3-w/epwxeq31bAE/s800/ninja_kumogakure.png
https://1.bp.blogspot.com/-YRSyeOGt-PI/U8XlS3s6VzI/AAAAAAAAi8Q/maSFdNankws/s800/ojigi_animal_inu.png


 

 

 

 

当建設所では、国土交通省が定める「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」に基づき、試験湛
たん

水
すい

開始の前

年度である令和２年度から概ね５年間、モニタリング調査を実施します。モニタリング調査は、環境保全措置の

効果の確認、湛水による環境変化の把握、事業効果の把握を行うことを目的としています。 

モニタリング調査の内容として、貯水池周辺の動植物調査、水質調査、貯水池内及び河川の魚類調査などを行

います。また、オオサンショウウオやオオタカに関する調査も引き続き実施します。 

このモニタリング調査計画の策定やモニタリング調査結

果の分析・評価について指導・助言を得ることを目的とす

る「川上ダムモニタリング部会」を令和２年３月に設立し、

令和２年度からモニタリング調査を開始します。 

毎年度調査結果を部会に報告し、調査結果の評価に対す

る指導・助言をいただくこととしております。詳しい調査

項目は、当建設所ＨＰに掲載していますのでご覧ください。 

 

 

 

  

 ３月２７日（金）、桐ケ丘団地と県道松阪青山線の間の尾根から流れ出る湧水について、桐ケ丘地区住民自治協

議会の皆さま７名と湧水調査を実施いたしました。 

桐ケ丘団地とダム建設地の間に位置する尾根には、団地に向かって流れる沢があり、年間を通して湧水が確認

されています。当建設所では、ダム建設前後の地下水位や湧水量をモニタリングするため、平成２１年度より調

査を実施しております。 

今回は、新たな試みとして、自治協議会の皆さまが自ら試行錯誤を重ねて製作した「木枠」と「塩ビ管」から

構成される観測装置を用いました。自治協議会の皆さまが選定した湧水地点で、水路内を流れる水を一旦堰
せ

き止

め、そこから溢れ出る水の量を計測されていました。その結果、例年通りの湧水であることを確認しました。 

今後も、桐ケ丘団地の住民の皆さまに安心していただけるよう、当建設所としても調査を継続してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【調査設計課 馬場貴裕】 

常用洪水吐き設備の高圧ラジアルゲートの工場製作完了 

この高圧ラジアルゲート（コンジットゲート）は、幅２．３ｍ、

高さ２．７ｍ及び扉体（スキンプレート）の厚みが２８ｍｍあり、

放流管の吐出し口に設置されます。 

通常はダム貯水湖の水が下流に流れないように全閉状態で待機し

ていますが、洪水時には、扉体がトラニオンピンを中心に円弧を描

くように上下することで、ダム上流からの水が下流河川に被害をも

たらさぬようにダムから放流する水量を調整します。 

高圧ラジアルゲートの現場据付けは、６月下旬頃を予定しており

ます。 

  

湧水量計測のようす 

高圧ラジアルゲート全景 

お手製の湧水量観測装置 

【機械課 下園英世】 

【環境課 小山和也】                   

 

所 属       氏 名    異動先 

副所長     中原忠義  一庫ダム管理所 

総務課長    大西誉朗  筑後川下流総合管理所 

用地課     桐山竜二  豊川用水総合事業部 

用地課     西岡亜紀  木津川ダム総合管理所 

調査設計課長   鈴木敦   国土交通省 

調査設計課   上ノ町勝志 木津川ダム総合管理所 

調査設計課   子川直樹  本社 

調査設計課   柳瀬有里  国土交通省 

環境課長    鍵田和彦  木津川ダム総合管理所 

環境課     赤尾大樹  総合技術センター 

工事課     前田俊郎  筑後川上流総合管理所 

工事課     西宏治郎  電源開発株式会社 

工事課     野田有佑  国土交通省 

機械課     佐々木浩司 池田総合管理所 

転出者 
 

所 属       氏 名   異動元 

副所長    松村貴義  国土交通省 

総務課長   堀口文憲  琵琶湖開発総合管理所 

用地課    小井規義  関西・吉野川支社 

用地課    近藤扶   新規採用 

調査設計課長兼管理課長 

       大島伸介  総合技術センター 

調査設計課  水野正明  中部支社 

調査設計課  北爪皓   新規採用 

環境課長   松浦旬   朝倉総合事業所 

環境課    戎谷大和  新規採用 

工務課    今枝浩司  岩屋ダム管理所 

工事課    松田鉄平  朝倉総合事業所 

工事課    飯島芳則  木津川ダム総合管理所 

工事課    渡邊峻   電源開発株式会社 

工事課    松尾昂祐  利根川下流総合管理所 

機械課    岩井敬治  本社 

転入者 

スキンプレート 

トラニオンピン 

モニタリング調査スケジュールイメージ 

：未実施 ：施工中 ：完了 ～本体工事の進捗状況～ 

転流工 基礎掘削 堤体打設・基礎処理 試験湛水 
完成！ 

(Ｒ５．３予定) 仮排水路 

トンネル 
仮締切工  堤体打設進捗率３４．２％（３月末時点）  

 

▼Ｈ３０．４ ▼Ｈ３０．９ ▼Ｈ３１．４ ▼現在 ▼Ｒ３．１０ 

https://www.sui-sai.jp/illust/2014/09/16/img/027.jpg
https://www.sui-sai.jp/illust/2014/09/19/img/055.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-cO7SX-VhdMg/UzIgzYouxHI/AAAAAAAAeiQ/X2CP_wQ88mU/s800/sakura_kaika.png
https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png
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機械課    岩井敬治  本社 

転入者 

スキンプレート 

トラニオンピン 

モニタリング調査スケジュールイメージ 

：未実施 ：施工中 ：完了 ～本体工事の進捗状況～ 

転流工 基礎掘削 堤体打設・基礎処理 試験湛水 
完成！ 

(Ｒ５．３予定) 仮排水路 

トンネル 
仮締切工  堤体打設進捗率３４．２％（３月末時点）  

 

▼Ｈ３０．４ ▼Ｈ３０．９ ▼Ｈ３１．４ ▼現在 ▼Ｒ３．１０ 

https://www.sui-sai.jp/illust/2014/09/16/img/027.jpg
https://www.sui-sai.jp/illust/2014/09/19/img/055.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-cO7SX-VhdMg/UzIgzYouxHI/AAAAAAAAeiQ/X2CP_wQ88mU/s800/sakura_kaika.png
https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

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。 

https://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。） 

 

Ｖｏｌ．１７７ 

Ｓｉｎｃｅ２００５ 

川上ダム公式 Twitterで工事の進捗状況やイベント情報を随時更新中！ 

https://twitter.com/jwa_kawakami 

ご意見・ご感想はこちらへ 

mailto:somu1@lily.ocn.ne.jp 

２０２０ 

独立行政法人水資源機構 川上ダム建設所 

〒518－0294 三重県伊賀市阿保 251 番地 TEL：0595－52－1661（代） 

月号 

 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２

部構成で、工事現場見学会を予定しています。 

詳しくは当建設所ＨＰをご覧ください。 

【第１８回】令和２年５月１７日（日）：受付終了 

【第１９回】令和２年６月２１日（日） 

→５月７日（木）より受付開始します！ 

※受付開始日にご注意ください。 

 

川上ダム工事現場見学会のご案内 

写真後列左から 

山口記者、戎谷記者（新規）、 

北爪記者（新規）、近藤記者（新規） 

渡邊記者（新規） 

 

写真前列左から 

下園記者（新規）、堀口デスク（新規） 

渕上編集長、中野デスク、山田記者 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止措置

のため、若干距離を空けて撮影しました。 

伊賀上野 ＮＩＮＪＡフェスタ２０２０ 

開 催 日 時 ５月２日（土）～５月６日（水・祝） 

         →９月１９日（土）～９月２２日（火・祝） 

開 催 場 所 伊賀上野城下町 

問 合 せ 先  ＮＩＮＪＡフェスタ実行委員会事務局 

ＴＥＬ：０５９５－２２－９６７０ 

新型コロナウイルス感染拡大防止措置について 

[川上ダム工事現場見学会の中止について] 

４月に予定していました工事現場見学会を中止させて

いただき、ご迷惑をおかけしました。 

５月以降の工事現場見学会についても、状況により中

止する場合があります。 
 

[観 眺
みてチョー

台
だい

の閉鎖について] 

２月２８日（金）から当面の間、一時閉鎖しておりま

す。 

 

詳しくは当建設所ＨＰをご確認ください。 

【広報誌発行事務局】 

編集長   

デスク   

記 者   

新しい広報誌発行事務局で今年度も頑張ります！ 

４月の人事異動により、広報誌発行事務局のメンバー入れ替えがありました。今年度も新規採用職員３名

が新たな川上ダム通信記者としてメンバーに加わりました。新しいメンバーとなった広報誌発行事務局から、

さらに充実した川上ダムに関する情報や地域の話題などを、わかりやすく発信していきますので、今年度も

よろしくお願いします。 

新年度になり、川上ダム建設所には３名の新規採用職員が配属され、さらに技術交流として１名の出向者を受

け入れました。フレッシュな仲間が加わった当建設所では、令和４年度の事業完了に向けてより一層盛り上がっ

ています。以下、新たな４名の当建設所における意気込みをご紹介いたします。 

【まだまだフレッシュ？２年目 旧ダム通信記者 藤澤大志】 

去年の今頃は花粉に苦しめられていたように思

えますが、今年は新型コロナウイルスで世界的に

深刻な状況となっています。私がＧＷに予約して

いた温泉旅館も休業となってしまいました。皆さ

まもＧＷを待ち遠しく思っていたことと思います

が、一刻も早く事態が収束するよう、不要不急の

外出は控え、一丸となってこの厳しい局面を乗り

越えていきましょう！ 

ったことがあります。その際は地元の宿に泊めてい

ただき、事なきを得ました。 

川上ダムでは、地元の皆さまに顔を覚えていただ

けるよう、まめにご挨拶をさせていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

 

近藤扶（こんどうたすく）と申

します。和歌山県和歌山市出身

です。 

趣味は、国内旅行です。三重県

を旅した際は、四日市周辺で近

鉄の終電を逃し、凍えそうにな 

 

北爪皓（きたづめひかる）と申

します。群馬県出身で、関東を離

れての生活は初となります。ド

ライブや旅行などが好きなの

で、新天地でも期をみて生活を

楽しみたいと考えています。 

配属となったばかりで不安もありますが、いち早く

一人前の技術者として地域に貢献できるよう、研鑽を

積みたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

戎谷大和（えびすたにやまと）

と申します。和歌山県出身です。 

三重県には観光で訪れたこと

がありますが、初めての一人暮

らしですので毎日を新鮮な気持

ちで過ごせていると思います。 

今はたくさんの先輩方に助けていただいている状

態ですが、川上ダム建設所の職員として、また一人の

社会人として成長出来るよう頑張ります。どうぞよろ

しくお願いします。 

 

渡邊峻（わたなべしゅん）と申

します。出身は神奈川県です。 

国内外問わず旅行が趣味で、昨

年はインド、タイ、ベトナムを巡

りました。伊賀に来たのは初めて

ですが、食べること飲むことが 

好きなので、伊賀牛や日本酒をはじめとした地元の名

産をたっぷり堪能しようと思います。 

現在まさに最盛期を迎えている本体工事の最前線

で、川上ダム建設事業に貢献できるよう尽力いたしま

す。どうぞよろしくお願いします。 

用地課 

環境課 工事課 

調査設計課 

なお、工事の様子はＨＰのライブカメラや公

式Ｔｗｉｔｔｅｒを通して配信しているので、

是非ご覧ください！ 

ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

渕上（所長） 

中野（工務課長）  堀口（総務課長） 

山口（総務課）   近藤（用地課） 

北爪（調査設計課） 戎谷（環境課） 

渡邊（工事課）   下園（機械課） 

山田（工務課） 

 

https://wwww.water.go.jp/kansai/kawakami
https://twitter.com/jwa_kawakami
mailto:somu1@lily.ocn.ne.jp
https://1.bp.blogspot.com/-NWdrtQblNXM/UYDRppp8NvI/AAAAAAAAQ8M/KbtZIrJB0jM/s600/kashiwamochi3.png
https://3.bp.blogspot.com/-mm8xgjd7Uu4/WLEuxFBBQgI/AAAAAAABCGU/yQ-G1edCZCsUFfu5p5EU8iuZX4awrywYQCLcB/s800/job_shinbun_kisya.png
https://1.bp.blogspot.com/-0e99en4V-PI/VsGsSG6jBKI/AAAAAAAA3-w/epwxeq31bAE/s800/ninja_kumogakure.png
https://1.bp.blogspot.com/-YRSyeOGt-PI/U8XlS3s6VzI/AAAAAAAAi8Q/maSFdNankws/s800/ojigi_animal_inu.png
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