
  
  水資源開発施設の管理について

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 藤岡,大信
発行元 水利科学研究所
巻/号 16巻3号
掲載ページ p. 97-116
発行年月 1972年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水資源開発施設の管理について

水資源開発公団の管理業務一一ー

藤岡大信

はじめに (£) 利根川河口堰管理所

。1. 水資源開発公団管理業務の概要 (g）愛知用水総合管理所

A. 本社管理部の業務内容 (h）豊川用水総合管理所

(a) 管理課の業務 (i) 名張川〆ム総合管理所

(b) 業務課の業務 (j I 中津川管理所

(c）経済課の業務 (k) その他

B.各管理所の業務内容と問題点 2 渇水補給について

(a）矢木沢ダム管理所 A.昭和44年の潟水補給

(b) 下久保ダム管理所 B. 昭和45年の潟水補給

(c）群馬用水管理所 c.昭和46年の潟水補給

(d) 利根導水総合管理所 3.洪水対策について

(e）印熔沼管理所 おわりに

はじめに

昭和37年に水資源開発公団が発足してから，もう 10年の歳月がたった。

10周年を記念して，不備であるといわれている水資源開発の制度を，抜本的に改正

して， 今後の水需要の増大に即応できる体制に改善したいという声も高 L、。 がしか

し一方で，現在の水資源開発の休：111］は関係各省の妥協によって成立したものであっ

て，その具体化された組織と して水資源開発公団がある。多少の不備はあっても， こ

の10年間に完成した施設をみると， この組織があって初めて達成されたと思われる事

業が多い。

事業費を指標に事業の発展状況を眺めてみると， 次のように昭和37年の39.7低円か

ら昭和46年の 494.7億円となり，昭和47年度の予算要求では， 709億円を要求するとい

う規模にまで発展してきたのである。
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事業年度 :o)i：業費 対前年.Lt

昭和37年度 3,967了［万円

”38 " 9,673 II 243. 84% 

" 39 " 18,634 ” 192. 64" 

" 40 " 21,003 ’F 112. 71” 
'1 41 II 25,363 " 120. 76" 

" 42 " 30,222 II 119. 16 II 

II 43 II 31,820 II 105. 29" 

" 44 II 37.249 II 117. 06 II 

'1 45 II 40,839 If 109. 64 II 

46 '1 49. 471 II 121. 14 II 

水資源開発公団では，建設事業が完了する と，原則として，その施設の管理を行な

うこ とに定められており，第 1次着手事業ともいうべき事業（昭和37年度から昭和 39

年度まで着手された事業）全部と附和41年度に着手された正蓮寺川利水事業とが管理

段階に入っている。

以とのほか，昭和 43年 10Pl，愛知用水公団が水資源開発公団と合併されるととも

に，すでに完成していた’愛知用本の管理が新しく加えられ， ~（資源開発施設の管埋が

公団事業の中で大きな重さを占めることとなった。

水資源開発公団の業務について， その計画および建設業務に関しては，従来多くの

紹介がなされている。管理業務は計画されたとおりの目的が確実に行なわれるかどう

かと L、う決算であり，公団の真価は管理！が適正に行なわれているか否かで決定される

ものであるのにかかわらず，紹介される機会が少ない。

水資源開発公団の管理業務の概要を結介し，特異事例等についても説明を行ないた

い。関係のiキ様のご参考になれば幸である。

1.水資源開発公団管理業務の概要

公所では，完成した施設は，「水資源開発施設J として管理をするのが原則になっ

ており，利恨川水系では， 矢木沢ダム，下久保夕食ム， 群馬用水， 利根導水路， 印lllfr

沼，幸lj恨Jll；可口堰の 6管理所がある。手lj根導水路は総合管理所になっており，手lj根導

水秋ケ瀬管理所を同時に管理している。

木曾川水系では，愛知用水総合管理所があり， 牧尾，兼山，~~郷， 上野，半間の 5

管理所を統絡している。また木曾川;Jc系ではないが，桂川用水総合管理所が中部支社

にあり制収，大型f，新城，~橋，旧）京， 御lrl1 の 6 管理所を統車t!i している。

淀川水系では，高山タム，青蓮寺ダムの阿ダムを名張川総合管理所（高山タム地点

に在る）で管理し正蓮寺川利水事業でヲE成した施設は中津川管理所で管理している。

長柄可動堰の管理l主改築前に管理をしていた建設省に管狸を委託している。
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現在，公団で管理している現場の管理所は以ヒのとおりであるが，管理業務全般を

統枯している組織としては，木祉に管理部がある。

管理部は部長および部の次長的役割lをもっ調証役が総覧している。部には管理課，

経済課，業務課があり，各課は課長が総括しているほか，管理諜は技術関係の調査役

をもっている。本社のほかに，中部支社には管＇.＠部があり，管理謀，施設課，計画課

の 3諜がある。また，関岡支社には管理課があり，共に支社管内の各管理所の管理業

務を総括している。

現場の管理所の組織としては， 矢木沢ダム，下久保ダム ， i洋.I:！~用水，印鹿沼， 中ilk

川の 5管理所については，所長と｜司時に管理！犠である所長代理を置き，庶務係，管理

係，電気通信係の 3係を置いている。利恨川(ii)口堰管理所では管理職である副所長を

所長のほかに置き， 庶務係，管理第一係，管理第二係，機電係の 4係を置いている。

利恨導水総合管理所においては，所長のほかに所長代理！は泣かず，庶務，管理，電

気通信の 3係を諜に昇栴し，管理職とした。紋ヶ瀬は，愛知， 出川と同様に，下部組

織としての管理所をi置いて総合的な管理を総合管理所で行なうことと している。

愛知l用水総合管理所は管理！諜，施設課をi武き，下部組織としての牧尾，兼山，東郷，

上野，半回の 5管浬所を総括している。立川用水総合管理所は愛知用水と同様に，管

理課，施設課の 2課を置き，下部組織として， Aくiii；し大野，主Ir城， ',!1橋，閏原，御油

の6管理所をi置いている。

名張川タム総合管理所は庶務，管理，電気通信の3課を置き，青蓮寺タム管理所を

下部組織と してもっている。利恨導水総合管理所と同様な考え方で発足しているが，

名張川では，現在工事中の室生ダ、ムが完成した時点では，青蓮寺ダムと同様，名張川

ダム総合管理所の下部組織とする考えである。さらに，現在計画中で47年度から実施

計画調五を予定している，比奈知ダムも完成後は名張川ダム総合管理所で総括を行な

う予定である。

以上の管理関係の組織を｜週示すると次のとおりである。

本社

謀

課

課

役

理

済

務

在

管

経

業

調

一
一
一
一

役本
孔調部理

一世田

中部支社

管理課

管理部一一施設課

計画諜
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関西支社

建設部一管理課

一庶務係
矢木沢ダム管理所
所長代理 一一管理係

一電気通信係

（下久保ダム，群馬用水，印nt沼，中津川の4管理所は矢木沢タムと同様の組織

である。）

一庶務係

利根川河口寝管理所 i一管理第一係
副所長 ）管理第二係

一機電係

｜ー庶務課

利根導水総合管理所－I一一一管理課
－電気通信諜

し秋ケ瀬管理所

一「管理課
I Iー施設課

愛知用水総合管理所一（；一牧尾管理所

！！ー兼山管理所

1ート東郷管理所

ト上野管理所

」半田管理所

！一管理課

一施設課

ー水源管理所
豊川用水総合管理所ー｝｜一大野管理所

I 一新主主管理所

－「蛸管理所
一回原管理所

一御ill管理所

-[if;務課

名張川ダム総合管理所c－.ー管理課
一電気通信謀

ー青蓮寺ダム管理所

A.本社管理部の業務内容

本社管理部には，管理課，業務課，経済課の 3諜があるので， その各課について概
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01告の業務内容を紹介する。

(a) 管理課の業務

管理課は管理部の総括業務も行なっており，予算要求および執行について，現場機

関も含めて実施しているが，管理実績の把握のため，管理日報，月報，年報の取まと

めを行ない，河川法上の手続きも行なっている。

管理関係の手続きとして，主務大臣から公団に指示された「施設管理方針Jに基づき

「施設管理規程」の作成の諸手続きを行なうとともに，河川法第14条に基づく繰f乍規

則を公団が定める手続きを行なう。また， ダム等のうち発電に係る部分等の管理の受

託協定を締結する（発電は公団事業に入れられず， 受託して工事を行なう ことに定め

られているので，管理についても受託することとなっている）。

以上のほか，「防災業務計画jの作成および実施に関しでも管理課が行なっている。

( b) 業務課の業務

公団法第20；たに基づく「費用負担のいl意」のうち，濯1視に関する業務を業務課で、行

なっている。土地改良区から負担金を徴収する ことに公団法により定められているの

で，その同窓を得る必要があるのである。建設費農業負担金は元利均等年賦支払で利

率は年6.5% と定められているので，全額政府債によっている。徴収は年1回2月末

にしている。徴収に関する業務も業務課で行なう。費用負担は新築，改築のみでな

く，管理に関しでもまた，災害復旧に関しても同様に業務課の業務である。

以上のほか，発電に関しては業務を受託するということになっており，建設，管理

等について， 受託金の徴収に関する業務も併せて行なっている。

( c) 経済課の業務

業務課で説明した「費用負担の同意」は土地改良区から，潅j飯の負担金を徴集する

ので事業を開始する前に，あらかじめ同意、を求めるものである。経済課では，上水道

事業者，工業用水道事業者から負担金の徴集を行なうので，あらかじめ「費用負担の

同意」を「と水道事業者Jや「工業用水道事業者」から取っておく事務を行なってい

る。

負担金の徴集方法と しては，建設費負担金は一時支払， または割賦支払の方法によ

っている。一時支払は四半期ごとに所要資金を負担して貰うことになっており， 割賦

支払は政府債および公団債で賄った事業資金を企画庁で定めた期間に，定めた利息を

含めて支払って貰う ことになっている。 このようにして定められた負担金の徴集を行

なっている。

管理費負担金は一時支払の方法によ って，毎年の所要額の1/2ずつを 2回に分けて

徴集している。災害復旧の負担金は一時支払が原則になっている。

経済課では，以上の負担金徴集業務のほか，

( i) 用水の需要に関する調査

(ii) 事業の経済効果に関する調査，研究



102 

(iii) 用水費の負担制度に関する調査，研究

(iv) その他水資源の開発および利用に関する経済的調査

を行なっている。 このため 「負担金~lilJ度研究会」「水需要研究会J といフ 2 つの常設

研究会を活発に聞き，現在の負担金制度の改革を図り ，水需要の将来の姿を段索する

等， ！J:欲十分の活動をしている。 これらの調究活動は 「業務資料」 として印刷し， 主

として関係官庁等に参考資料として提出している。現在までに印刷したー業務資料」

はi大のとおりである。

子寄.ff 資料名 発行年月

1. 費用負担関係資料 37年 7Ji 

2. ;j（資源関係統計と基礎資料集 37年10月

3. 利根川水系および淀川ぷ系の概況と既往の開発利用計画（オ、定稿） 38年 1) J 

4. ダム資料集（建設省資料の再印刷）

5. 水資源開発に関連する公共投資 38年6月

6. 水の統計と資料 38年8月

7. 料金制度関係資料集 38年10月

8. 負担金市lj度研究会報告書（37年度） 38年11月

9. 外資導入関係資料集一一一世銀借款を中心として一一 38年11)J 

10. 愛知用水事業の概要と世銀借款 39年3月

11. 欧州における資本市場 39｛［三3月

12. フォレスト ヒルユニ ットの経済分析 一一 負担金制度研究のため，こ一一

40年2n

13. 水行政に関する参考資料 40干'P5月

14. カリフ ォノレニア川水資源開発計画と料金市lj一一 アロケー γ ョゾI 資金調達，

料金決定方訟を中心と して一一 40年11月

15. デラ ウェア戸j成委員会について一一広域水資源開発と資金調達等のために

41年 7月

16. カリ フすノレニアJ付水資源開発計画の諸目的聞の費用振り分け 4：！年3J1 

17. 水需要予測方式に関する研究報告 I一一上水道用水の予測方式の 一試 案

43年 3月

18. 1966年カリ フすノレニア州水資源開発計画（その 1) 1966年6)]

19. 1966年カリフォノレニア州水資源開発計画（その 2) 1966年6月

20. 州水計画管理保守のための組織と必要人員（ほか 2) 45年7月

21. イギリス水資源の将米需要予測（ほか 5) 46年3月

以上のように調査研究の結果を資料として，取まとめ，関係方面に配布しているが，

各方面で有効に利用され感謝されている。

「業務資料」として印刷配布されたものは，以ヒのとおりであるが， これ以外に，
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業務部全体が中心となって， iK資源開発の現状とその！栓移を関係各省，各機関の資料

を基にして，編集した「水資源開発使覧」がある。 この便覧は昭和39年10月に発行し

たが，その後の各機関の計画の変更等があり ，新しい事態に即応するため，i竹補，改

訂を行ない昭和44年3月に改訂版を発行した。 この便覧は広く一般の使用に使立のた

め，日本工業用ぶ協会にお阪L、して，協会から発売して貨っている。

B. 各管理所の業務内容と Ii~足j点

各管埋所の組織については，前述したとおりであるが， その定員（11{1和46年度）に

ついては第 1表のとおり定められてし、る。

管理業務を実施する人員数の策定に当っては，業務内容を勘案する以外に，その管

理所の特E刻生を考慮して定められているがB 基本的には， 出来得る｜｛良り少ない人数で

管J!I！が実施出来るように考えている。すなわち， 少数精鋭主主主である。そのため，総

合管理所を桶加させていく方向で，少なくとも，総務，経理等の人員を節約すること

を考えている。また，建設~Ji：業の段階から管理人員を減少し得るよう，機械化 ・ 白動

化を進めている。

第1表 管理所別定員

管理所名 上竺主＿ I~竺空J~！：塑よ戸竺J空型空~%1~可” 一
矢木沢ダム I 1 1 8 5 5 20 

下久保ダム I 1 1 s s s i1 

群馬用水 I 1 i 4 4 4 14 

印腐沼 1 1 1 5 4 9 20 

中津川｜ 1 1 4 3 6 15 

i子司王i記長 I x慨旨函~－＝；両管占i耳語｛，%tt ~ 
利恨川河口堰 ［ 1 1 6 3 4 6 21 

1 所長 ｜ 課長 I~議室｜ 庶務課タザ i 富市 i等霊二王；
利恨導水総合 I 1 3 1 11 13 11 9 49 

名張川ダム総合 ｜ 1 3 1 6 5 5 10 31 

｜所長 ｜課長 ｜算要｜管理課｜施設課｜草｜古｜毒｜主！百 計

愛知用水総合 I 1 2 5 4 6 6 7 7 5 9 52 

I 7j( l大 ！新 I橋：豊 Iぽl；倒／IllI 
I jポ !Jlf 城原 Z十

強川用水総合 I 1 2 6 10 6 9 6 6 6 6 5 63 

合計 302
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一方，人員節約のため， 極力少ない定員にしている結果，水路の現場巡視等，公用

の自動車の運転を運転手が行なうことは不可能であり ，巡視する職員が自ら自動車の

運転も実施することにしている。 これを「自主運転」 と称しているが， 労働組合は正

式には， これを認めようとせず，現在て、は，現実的に実行している ものの，細部につ

いて， なお，折衝中である。

以下，個々の管理所の性格等細部にわたって説明する。

(a) 矢木沢ダム管理所

新規利水と して群馬用水 13.6m3/secと東京都上水道用水4.Om3/secの目的をもって

いるが，洪水調節と しては900m3/secの高水流量を 600m3/secカットする計画である。

東京電力の24万kwの揚水発電があり，最大 300m3/secの放流が可能なので，洪水調節

はほとんど発電を通じて行なう実態である。

この夕、ムは下久保夕、ム等と共に利根川沿岸の不特定潅j使用水等を補給する使命をも

っており，管理開始以来すでに3回の大きな渇水中iii給を行なっているつ

利恨川上流の夕、ム群（矢木沢，下久保，相俣，藤原，薗原）の洪水調節，不特定用

水補給については，「利根川タム統合管理事務所」が前矯にあり，各管理所に指示を

行なっている。

各管理所；主統合管理事務所の指示を受けて， ダム操作を行なっているが，洪水調節

等についての最終責任は各管理所にあり ，いわゆる「単ダム方式」であるご とには変

わりがない。統合管理事務所が「命令」を出して，最終的な責任も統合管理事務所が

もつように法制j上で改められることが望まれる。

矢木沢夕、ム管理所の職員の生活本拠は沼田市にあるが，ダムi也点には合宿所があ

り，全員が宿泊している（ただし， 12月15日頃から翌年3月31日までは 4名を残し，

他の全員は沼田市の事務所を勤務個所としている）。

このため，毎日の連絡，物資輸送，経理事務等，他の管理所に比較すると，非常に

特異な処理を要する。人員も，そのための増員を考えて構目立されている。

このように矢木沢ダムは冬期豪雪のため，交通路の確保に難渋し，万ーの急病人等

の緊急時には， ヘリコ プターの出動を準備する等の必要がある。 したがって，降雪期

間中の越冬勤務員は廃止し，巡視程度の勤務で十分管理業務が行ない うるよう検討を

進めてし、る。

このダムでは， レクリ エーション施設として今年7月1日から行楽客のため「矢木

沢ヒュッ テ」を公団の厚生会の手で開き， おしょせる行楽客：の飲食の求めに応じてい

る。

( b) 下久保ダム管理所

矢木沢ダムは昭和42年10月から管理が開始されたが，下久保は 1年おくれて 43年11

月から管理開始となった。

このタムは，新規利水として，東京都上水道用水 12.6m3/sec，埼玉県上水道用水
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1. 6m'/sec，崎玉県工業用水1.8m3/secの供給をするとともに，洪水調節機能として，

計画高水量2,000m3/secを1,500m3/secカットする能力をもっ。

有効貯水量 1億2000万m＇を持つ大 ダムであり， 矢木沢ダム等と共に利恨川下流の不

特定穫i侠用水等の補給の目的をもっており，後述のとおり，渇水補給の使命を遂行し

た実績をもっている。

このダムの管理上の最大の問j起点は地とりである。ダム左岸すなわち群馬県側の各

部落でタム建設期間中から地とりの現象があり， その防止工事には多額の費用と細心

の注意、を払って施工して来た。管理開始後も必要な工事を施行し，調査地点を増加し

て，引統いてi也とりの観測を継続している。水位の上昇，低下も地とりの原因ではな

いかという見方もあり，政流についても細心の注意が必要である。

(C) 群馬用水管理所

群馬用水事業は田畑りんかん 3,900ha，畑地i荏i既4,900ha，旧同補給 1,200ha，合計

1万haにi荏淑用水最大約19.6m3/sec，平均約13.6m3/secを供給する施設で、あり，前橋

市に管理所がある。幹線水路約 60kt九錫水機場 7機場があるので，可能な限り省力

化を区！ったが， 14名の定員では末端まで十分にE：；視することは不司能である。

そこで，不足の人員を副総作員という名目で地元土地改良区の応援をお願い してい

る。これは，穫税期 12～15名，非濯i銃期 4名の人が末端操作に当るというように， 季

節的変動大きく，作業も比較的単純であるので，公i]職員では，人事管理の面で問題

が多いために取られている制度である。

この管浬所で最大の問題は負担金の徴集である。徴集の事務は本社で行なっている

ので，管思所では直接取吸ってはし、ないが，末端の県＇i:r；工事が終了していない地区で

は「水のこないうちは負担金はだせなし、」というのである。丁度，米の生産調監のl時

期に突入したというので，未納理由に輸をかけている。

この間短とも実質的には関連をも っているのが水利権の問題である。農業用水に余

剰が生じた場合は都市用ノ1J；.に転用しようという意志が関係市町村にあるようであるが

水源不足の時代であるので，考え方は「水の流れ」のように， ごく I）然に考えられた

ようであるが，管理担当者にとっては頭の痛い問題である。

(cl) 利根導水総合管理所

オリンピックを目前にして「東京砂漠」を救った施設として，有名な「利根導点路

建設事業」によって完成した施設全部の管理を担当している。

昭和39年8月25日，緊急に荒Jllからの通水を開始し，この時点では， ti;ケ瀬管理所

のみが管理に当っていた。武蔵水路の大部分が完成したので，東京都への緊急通水を昭

和40年3月1日から見沼代用水路の一部を使用して行なわれ， 同年6月1日から武蔵

管理所が発足し， 昭和43年3月31日までの暫定的管理所と して鴻巣市に設置された。

昭和43年4月1日から利根導水路事業が概成したので，利根導水総合管理所が発足

したのである。
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この総合管理所では，利恨大堰，武蔵水路，見沼代用水路，埼玉用水路， 邑楽用水

路の 5施設を直後管理し，秋ケ瀬取;Jc堰，朝霞水路については別に支所的管理所とし

て，秋ヶ瀬管理所として，，秋ケ瀬管理所を↑置いて管理している。

t大ケ瀬管理所は利恨川)j（系て＇;K資源開発公団が初めて管理を開始し，公団の水資

源開発施設を管理する際のあり 方を示すものとして， 各方面のごf旨示とご助力を得

て始められたものであった。その後， 毎年のように管理所の実績をZ資み盈ねた上，

昭和45年度か ら， 利恨導水総合管.fldl所で一括して総合管理をするのが合理的である

とされて，それ以来一貫管理が行なわれている。

総合管理所では， 少なL、人員で5つの重要な施設を合煙的に計画どおりJ.C.li'filに操作

するため，公団としては初めて電子計算機を導入して， 主要な矩設をうモ全自動操作に

した。

利恨川中流に初めて設庁られた大堰は，毎秒136.96m3という日本ーの利水深水施設

を管理するばかりでな く，下流への放流，洪水時の操作と円本ーの利侵川を程止めた

大堰であるだけに操作の影響は大きく， したがって細心の注意が必要である。また，

崎玉周1j（路等は既往袋業用水の 8取水r. .1を統合して，大Jt[地点で取水しており， i也形

的に余水I止が設けられていない水路の操作から滋；j(の危険を除く必要がある。 これら

の要求を充足して敏速な流水の市IJ御を可能にしたのが電子計算機による制御である。

もちろん，初めての経験であるので，建設l時代から数人の妓術者を特に養成して，プ

ログラムの変更を通じての試行錯誤を 40数｜司繰返して， ょうやく一応の満足が得られ

る制御方式が履近でき上がったとし、う状態である。

農業用水路の主要胞設については'ill子計算機による自動操作が行なわれている

が，末端の操作は群馬用水 と同様， 24名ないし30名の副操作員に よって行なわれて

いる。 1甚波期のみであるという理由で群馬用水と同 じ考え方がとられているのであ

る。

この管理所で問題が残っているものとしては，農業用水路の旧態依然たる取水方法

がある。葛西用水については改良工事が行なわれ，余剰水については都市用水に転用

する計画が突施せられている と惜JI,、ているが， 44.63m3/secの最大取水量を総保して

いる見沼代用水路については，徳川時代初期からの状態をそのまま保っている。改良

工事をすれば相当の水が余剰ぶとなることが見込まれる。地元および県当局の如りiが
望ましい。

管理上の重大な問題として，武蔵水路における水死事故がある。突貫工事でぶ路の

建設をする際，地元の条件として幅員 Smの舗装道路を水路の管理府道路と して築造

する ことが提起され，早急に工事を進めるため， その条件どおりの立派な道路を造っ

た。管理段階に入るに際し， 県道に移管したが，水路に沿って造った道路である た

め， 急カーブの個所多く， スピードの出しすぎで水路に突入する車が続発する事態と

なった。県当局，警察と協力して， スピード；111］限，ガー ドレーノレの増設，路面のカン
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トの増加等手段を尽してiまっている。公団でも，救命ブイ ，竹竿等を準備して，水死

の予防に勉めているが，えゴEな予防は道路そのものの改良しか考えられない。

今一つの管理上の問題は，取水口，水路等に設けられた除塵スクリ ーンに付着する

とみの川題で、ある。当初武蔵水路では 15cm間隔で格子が作られていたが， スクリー

ンに付着するごみの除去が困難なことから水をせき上げる現象が起こり， 水路の安全

をはかるため，通水能力が減少する結果となった。やむをえず一本おきにスクリ ーン

をはずして， 30cm間隔として能力を元に戻すことができた。除去を困難にしているの

は， ビニーノレフィノレム等の石油化学製品の包装用フィノレムである。 スクリ ーンにから

みつく状態は到底人力で‘取り除くことができない程度に強くからみついている。

この状況は各管理所においても同様であって，新しい水路等の建設には，この点を

十分考慮することにしている。これは一種の公害であって，都市用水，農業用水を問

わず，水路を管理している人々にとって重大関心事である。心なき人々の小さい行為が

兎大な通水障害を生じさせていることを一般大衆に周知させ協力を求むべきである。

利恨大堰て・iji(7j(する都市JibJ；：は管理規程に示されているとお り，東京都16.6m3/sec, 

崎玉県3.4m3/sec，合計 20m3/sec であったが，昭和46年 4 月から利根川河口~~によ っ

て生じた水利怖20m3/secのうち，東京都に 14.Olm3/sec，崎玉県に 1.15m3/secを利根

大堰地点において暫定的にi収水することが認められた。東京都 30.6lm3/sec，崎玉県

4. 55m3/sec，合計 35.16m'/secのI[x水をすることとなった。このため，暫定的に荒川

の水質改善に資するため30m3/secを限度と して取水できることに定められていた当初

の定めが，都市用水の増加l量15.16m3/secだけ減少し， 14.84m3/secとなった。

利恨川河口堰と利恨大堰との間には多くの水幸IJ怖があり， それらに支障を与えない

範聞で、取水するとしても，問題が残るので，近い将来には，下部導水路等により，問

j組なく取水することが望まれる。武蔵水路は上流ダム併によって新しく生まれる水利

使用に充当するのが本来の計画である。早急に，本来の姿に返してやりたい。

利恨導水路と群馬用水および印}j語沼開発施設については，管－理規程に「管理運泊協

滋会」を置くことが定められている。管理開始以来種々の考え方があったが， ょうや

く成案をえて，今年度から会を開くことがで、きた。特に，農業用水については，毎年

の配水計画が変わることと，前年の実績についての反省もあり，公団の管理を適正な

ものとするため活用することが集まれているので， これを中心として審議が行なわ

れ，実質的な改善を図っている。

初めに触れたように，利恨総合管理所の中には，荒川に設けられた「秋ケ瀬取水堰J

等を管理する「秋ケ瀬管理所」が包含されている。 この管理所では東京都の都市用水

30. 6lm3/sec, )irfJll浄化用水30m3/secと埼玉県の都市用水 4.55m3/secを取水可能にす

るため，秋ケ瀬地点で、 Y P2.8m l’こ寝ヒげる取水l匿の操作並びに朝霞水路の操作を管

理している。

当初計画では，朝霞水路の通水断面は約40m3/secであり，東京都上水道用水16.6m3 
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/secと23.4m3/secの浄化用水が考えられていた。新しく 14.Olm3/secの都市用水がこ

の水路を通水することになったので，通水量をその量だけ増加させる必要がある。そ

のためポンプによって流速を治加させB 水量の噌加を図る計画で，現在ポソプ設置の

工事を進めている。

ポンプで流速を速く するので， スクリ ーンのごみによる障害が桶加すると考えられ

る。 ごみ除去用の機械を強化することも I•司時に計画している。
昭和43年4月1日から正式に現在の総合管理所が発足したので，その時点からの取

水量を累計すると今年4月2日に丁度50億m＇が記録された。丸 3年と 2日で50億dの

取水がなされたのて、ある。大いに祝福したい。

( e) 印漉沼管理所

印bl沼開発によって生じた随設の管理を行なっている。印搭沼開発工事ft同時に干

拓工事も行なっていたが，干拓事業は農林省からの委託を受けて実施したので，完成

後農林省に引渡した。印綴沼周辺の錫排水機場の大部分は印接沼土地改良区の管理に

委ねられており，印熔機場，大和田機場，酒直機場の 3機場については公開が管理す

ることに定められている。 調整池堤防，酒直水門，捷水路施設も公団管理となってい

るが，調整池提防は河川管理施設との兼用となっており， 災害復旧等の工事は河川管

理施設として行なわれることとされている。

印緩沼開発施設の管理は農業用水19.12m3/sec，工業用水等5m3/secの取水を可能に

するために行なわれるものであった。利根川河口堰によって生じた水利権のうち4.12

m3/secが印擁沼を通じて，千葉県上水道，工業用水道の用水と して取水されることと

なり，酒直機場の操作日数が非常に多くなるので，人員増加等の問題，長門川の漁業

権に対する補償の問題等が走行しく増加した問題である。

印施沼開発事業は事業費が限られたこと，補償が難行したこと等の事情で物木集水

路，押付機場，鹿島川上部地区のいわゆる「3件工事」が未完戒のまま県営工事とす

ることで完了とされた。不完全な施設て、完成を予；怨した能力て・の管理を行なっている

ため不都合が生じることもある。本年9月上旬台風25号による千葉方面の豪雨は印熔

機場の排水能力を上回り，事業完成後初めて大和田機場によって疏水路へ排水せざる

を得ないこととなった。8日O時から12日1時までの間，最小30m3/sec，最大 7!im3/sec,

計約 1,200万m＇の排水を大和田で行なった。この時印磯機場は 7日13時から12日16時

まで運転し，計約4,300万m＇の排水を行なった。印媛沼全体で5,500万m＇の，非 7Kを行

なったので，ほとんど計画された最大排水量に達した。

印権沼開発計画は，昭和21年食糧増産が緊急課題であった当時に計画されたもので

ある。現在では周辺農地の宅地化傾向が急速度で進められ，東京郊外の中小f可Illと同

様の現象がみられる。すなわち，宅地化によって雨水の流出速度が婚加し，従来の計

画での流量を大きく上回っている。計画当時よりはるかに少ない雨量で計画量に近い

排水量に達したのは，宅地化によるものと考えられる。
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(f) 利根川河口堰管理所

この河口寝は利i；良川の最下流で｝優を造り，塩分濃度の調節を図ることにより，維持

用水50m3/secのうち，都市用水 20m3/sec，農業用水 2.5m3/secを新規に取水させるた

めの筋設である。管理所は，したがって，塩分濃度が適正になるための調節をするこ

とを主要任務としている。

塩分濃度を時々刻々計測する必要があるので，塩素イ オン濃度の電導度変化を利用

して電気的に計測することとし， この計測l値を無電で自動的に管理所に送信する装置

が設置されているcこの電導度計は堰の上下流9個所に設置されており，河口から 26

km 地点（阿玉川水門地点）の塩分機度を 500ppmに維持で、きるように寝の操作を行な

っている。

流量調節は順流 ・逆流の場合，流入量，水位，潮位等の諸種の条件を十分考慮して行

なう必要があるので，利根導水総合管理所と同様電子計算機による完全自動化を実施

している利根川本川の流量が減少し，全閉となることもあるので，左岸倶ljに長さ 50m,

1~jlj 15mの閉門があり ， 舟行をさまたげない施設となっている。 また，黒部川水門の操

作も当管理所が行なうよう管理規穫に定められ，平常時は利根川下流の塩害防除，洪

水時は黒部川の洪水防御を任務としている。

当管理所の問題としては，水産被害を最小限に留めることであって，職員一同非常

に神経を使って操作のプログラムの検討に当っている。本年4月から管理開始された

ばかりで，軽々には結論がえられないが，漁業組合からシジミの被害について公団に

陳情があったほかは順調に管理が行なわれているとみられている。農地へのJ;g害防除

については，完全に防除が行なわれたので、関係土地改良区から管理所および本社総裁

まで感謝の言葉が述べられたのをみても，永年の塩害を完全に防除できたことについ

ての深い感謝があったものと感じ取られ， この管理所では矢木沢ダムと同様にレクリ

エーション施設として，公団厚生会の手でドライブインを経常し，“ドライブイン河

口堰”と称している。一般の行楽客，見学者の利用に供している。

(g) 愛知用水総合管理所

水資源開発公団の設立以前から，愛知用水公団の手によって昭和30年から建設を始

め， 昭和36年に完成した施設で、ある。昭和 43年10月に水資源開発公団に承継され，管

理が行なわれている。

御岳山麓に設けられた牧尾ダムを水源とし，兼山ダム地点で取水， 112kmの幹線水

路， 1,012kmの支線水路により， 1万5,000haの農地に濯i併用水を補強するとともに，

名古屋市，尾張地区の上水道用水約2.6m3/sec，名古屋南部，岐阜県の工業用水約6.4

m3/seeの供給を行なっている。調整池として東郷調整池のほか，補助溜池として三好

池，松野池を一体的に運用している。

当総合管理所の施設は，非常に広範囲に分布し， また，各々の施設が独立している

部分もあるので，基本的な規程は「愛知用水施設管理規程」一本に総合されているが，
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副次的な個々の施設の規定として「牧尾ダム操作規程」「兼山取水操作規定」「松野ダ

ム操作規程」 「東郷調整池操作要領」「三好池操作要領」および「可児川取水操作規程」

がある。

公団が直接管理を行なう施設は，牧野貯水池，兼山取水口，幹線水路および東郷調

整池並びにこれらに付帯する施設であって，その他の施設は規程の定める所に従い，

関係土地改良区に管理を委託している。

愛知用;j（施設管理規程には，水資源開発公団の他の施設より強力な「管理委員会」

の定めがあり， 操作の方法，負担金等について強い発言がなされている。民主的運営

を確保するため必要ではあるが，事務処理能率を阻害する部分もみられ，研究すべき

問題である。

牧尾ダムは関西電力の 3万4,OOOkwの発電施設との共有であり，兼山ダムは関西電

力の発電用ダムを使用しているので‘電力会社の経済性強調がしばしば管理上の11>11約と

なっており，新しい水利権の取得の都度問題を起こしている。

広い地域に分布している施設を管理するので， 出リ長所的管理所を，牧尾，兼山，東

郷，上野，半凹に置き，現場で、のf栄作等に当たっている。各管理所は無電で連絡し，

指令の即時化を図っている。

この施設で供給する農業用水の供給区域はこの十数年間急速に発展しつ・つある中京

工業地帯にあり，工場用地のみならず，急激な都市化で宅地化の傾向が強し、。 したが

って，農業用水の余裕がでる反面，上水道，工業別水道の用水不足が甚LL、。それ

で，当初の計画を大きく変更して，現在では， JJ!k業用水 2万 l,514m3/sec，上水道用

水2.594m3/sec，工業用水6,4llm3/secと取水内容の変化があった。このように内容の

変更があったので， 負担金の納入について施設完了当時問題となっていた未納分は完

全に納入できる状態となった。

さらに，矢作ダムによって生み出された水を東郷調整池およびそれ以下の水路を使

用して導水する問題．木曾川から緊急に増加取水する問題等， 当施設の利用は中京地

区に当初計画以上に重要な水の利便を与えている。

昨年秋には台風 23 ~すにより通水に支障を与えるほどの災害があり，続いて通水には

支障がない程度ではあったが台風 29号による災害を生じ，幹線水路の改良工事が必要

ではなL、かといわれている。災害とは関係なく ，都市用水への大きな転換，支線水路

の末端不要部分の発生等，配水施設全般について再検討を要する状況であり，水の有

効利用のため，幹線水路末端に新しく調整池を築造することも考慮すべきである。

( h) 豊川用水総合管理所

愛知県東三iuJ,i屋美半島，静岡県湖西地方の農地2万 200haに農業用水27.82m3/sec 

を供給するとともに，東三iロI地方の上水道用水 2,662m3/sec，東三河地方および湖西

地方の工業用水 2.43m'/secを供給する施設て、あるが，愛知用水と同様水源、施設，取水

施設，導水施設と広域に渉る施設であり，政橋市に総合管理所を置き会般の管理に当



藤岡 水資源開発施設の管理について 111 

たっている。

大入川，大千瀬川の流域変更，それを受け入れる貯水量 2,900万m 3の宇連ダム，佐

久間ダムからの流域変更を水源とし， 大野頭首工，牟呂松原頭首工で取水した水を，

幹線水路 113.4km，支線水路556.7kmで、供給している。

この施設は昭和24年度から農林省の国営事業と して行なわれていた事業を昭和36年

に愛知用水公団が引き継ぎ，昭和43年に完成の上，水資源開発公団に引き継がれたも

のである。

愛知用水と同様，~川用水施設管理規程には管理の基本的な事項を全般的に規定

し， 宇連貯水池，大入川からの取水，大千瀬JI!（振草頭首工） からの取水，天竜川 （佐

久間ダム）からの取水，大野頭首工，豊JI!からの取水の各施設については別に操作規

程等を定めるこ とになっている。また，補助溜池である三ツ口池，初立池，駒場池の

三調整池についても別に操作要領を定めて操作に当たることになっている。

豊川用水施設についても愛知用水と同様，「豊川用水管理委員会」の定めがあり，操

作方法，分水，負担金等について強い発言を行なっている（管理規程に厳しく規定さ

れている）。

公団が直J支管理をする施設は次のとおりである。

水源施設（字連ダム，大入および振草頭首工等）

大野頭首工（字連JIIからの取水）

大野導水路

幹線水路

牟呂松原,Sfi首工（豊Jilからの取水）

牟呂松原幹線水路

松原サイホン

三ツロ池

初立池

駒場池

上記各施設に付帯する施設

大清水幹線水路のうち深山調節纏までの水路

上記各施設以外の施設については関係土地改良区に管理委託をするこ とが規定され

ており，各土地改良区と委託協定をしている。

広範凶の管理区域を持つ総合管理所管内の管理の適正を期するため，出張所とし

て，水源，大野，新城，豊橋，田原，御池の 6管理所を置き，操作に当たっている。

当地方は赤羽根町等果樹園芸農作物の拡大生産等農業用水需要の増加が多くみられ

る地帯であり，農業用水の不足を暫定的に工業用水に予定されている水を流用して充

足している状態である。現在の水源では，現状でも不足しており，寒狭川ダム等の新

規水源の開発が急務である。
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( i) 名張川タム総合管理所

当管理所は高山ダム地点にある。高山ダムはH召和44年完成と同時に高山ダム管理所

として発足したのであるが，昭和 45年青蓮寺タム完成に伴って名張川ダム。総合管理所

として，青蓮寺ダムと高山タムを総合的に管理することとなって新しく衣がえをした。

将来，室生ダムの建設が完了する時点，比奈知ダムの建設が完了する時点ではそれ

ぞれ，総合管理所内で総合的に管理する方主｜である。

高山ダムは新規利水として上水道用水 5m3/secを阪神地区に供給するとともに洪水

調節と して計画高水量 4,000m3/secをl,800m3/secカットすること，木津川沿岸の不

特定縫瓶用水の補給をすることを目的としている。

青蓮寺夕、ムの新規利水は名張地区の股業用水0.5m3/sec，名張市上水道用水0.19m3/ 

secおよび阪神地区上水道用水 2.3m3/secである。洪水調節としては計画高水量l,lOo

m3/secを500m3/secカットすることであり，木津川沿岸，名張地区の不特定瀧瓶用水

の補給を考えている。

名張市は伊勢湾台風の際，死者を出すほどの出水に見舞われた経験がある。昨年9

月に袋」｜をした29号台風に伴う豪雨は伊勢湾台風の際の雨と同程度であり，出水の恐怖

に晒された。青謹寺ダムは能力をフノレに発部し， 流入する洪水をピタリと抑えて名張

市を出水から放った。名張市長から公団に対し感謝状が寄せられたことからみても，

地元の期待に十分に応えることができたものとして喜んでいる。

淀川には利根川と同様のタム統合管理所が枚方にあり，琵琶湖の水位調節，天ヶ瀬

ダム と共に名張川筋のタムの統合管理に当たっている。

( j) 中津川管理所

正蓮寺川利水事業で建設された施設の管理に当たっている管理所である。淀川｜から

Jl蓮寺川の維持用水として導入されていた 8.5m3/secの水を阪神地区の都市用水とし

て使用し， 市内河川浄化のための作品用水故大22m3/secを導入する施設であるので，

4台の湯水ポンプは常に運転状態にある。このポンプはまた， 高潮時には並に内水排

除の役割をもっており，大阪府の要請があれば直ちに排水が始められる施設になって

し、る。

当管理所で問題があるのは，利根導水総合管理所と同様， ゴミがスクリ ーンに付着

して揚水を妨害するこ とである。そのため淀川の河水中に50mの巨大な柵主立てて，

コミの除去を図っている。それでも依然としてコミの付着を防ぎきれず，機能の保全

に苦心している。

この施設の建設費，管理費は大阪府の高潮対策事業，大阪市の街路事業および下水

道事業に係る費用を除き，水道用水並びに工業用水の事業者が負担することになって

いる。すなわち水道事業で‘は大阪府，大阪市，枚方市，守口市， 阪神水道企業団およ

び尼崎市である。 工業用水道事業では穴阪府，大阪市，大阪臨海工業用水道企業団，

神戸市，尼崎市，西宮市および伊丹市である。
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( k) その他

管理所は設置していないが， 公団が管理している特異な施設が 1つある。それは長

柄可動堰である。長柄可動堰の改築によって阪神地区の都市用水 10m3/secを新たに生

み出したものであるが，その管理は改築前の管理者である建設省に委託し，公団は費

用負担者から負担金を徴集して，建設省に委託費と して払っている。

2. 渇水補給について

各管理所についてきわめて大雑胞に紹介したが，各管理所の目的は洪水利節もある

が，新規利水，または不特定洗税等用水の補給もまた大きな目的である。上流ダム郡

はこれらの用水補給の目的をもっているので，潟水時にはダム統合管理事務所の指示

で渇水補給を行なっている。利線川について最近 2' 3年の潟水補給状況の概要を述

べると次のとお りである。

A. 昭和44年の渇水補給

この年は冬期の奥利根j也市・における降雨が少なく， 例年の 1/2程度であった。利根

川の降雨量も4, 5月は例年の約 1/2と非常に少なかった。 このため， 5月7日頃か

ら流量が急激に減少した。夕、ム統合管理事務所は上流ダム群，すなわち矢木沢，藤原，

相俣，薗原，下久保の各ダムに指示し，最大発電量を＇ ii＼時化して潟水補給を行なっ

た。しかし，流量はさらに減少したため，発電のための最大流量以上のダ、ム放流が 5

月12日から開始された。

6月に入っても降雨少なし上流タム詳の貯水量も減少したため，架橋地点の碍保

流量を 100m3/secにすることと しようやく渇水の危機を脱した。 この期間中欠木沢ダ

ムからは 8,300万mヘ下久保タムからは 6,940万m3の補給が行なわれ合計 1倍、5,300

万m3と補給の大部分を公団のタムで賄う結果となった。

補給量から逆算して栗橋地点で，ネI1i給を行なわなかった場合の流量を計算してみる

と， 10m3/sec以 Fの流量になったで司あろう日があり，これは昭和33年の大渇水と同程

度であったことを意味する。われわれの同僚は“ホッ”と胸をなで下したのであった。

B. 昭和45年の潟水補給

この年は梅雨H寺の降雨量が多し このため利娘川ヒ流ダム群は各ダムとも満水とな

り， 6月下旬には夏期制限水位に低下させるため，一部無効放流も行なわれた。

しかし， 7月中旬以降は晴天が続き，群馬地方で名物の清雨も非常に少なかったた

め，利根川の流量は7月20日頃から急激に減少した。 このため上流グ、ム訂ーからダム統

合管理事務所の指示により補給が行なわれた。

矢木沢ダムからの補給量は， 1,000万d，下久保ダムからの補給量は 3,570万m3で

あった。合計l億3,580万m3である。前年と同様の計算ーをすると架橋流量が30m3/secを
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下回る日があったことも考えられ，非常な潟水を回避で、きたので、あった。

c.昭和46年の渇水補給

fl'f・年は奥利根の降雨量も多く ，低温で雨が多く，水も豊富であったようにみられて

いるが， H寺期的には渇水の見舞ったことも事実である。利根川下流ではほとんど田植

も終り， t流地域て司の田植が最l],¥1_期に入っていた 6月初旬，農業用水の取水増加と河

川流量の減少が甚しく， 6月11臼から 6月30日まで，上流〆ム群より補給を行なっ

た。この間，ダム群からの補給量は 7,660万msに達した。最大補給量は 6月28日であ

り，約130m3/secで、あった。

補給量から逆算すると架橋流量が 0である日 も考えられる。水に関係している人々

でも，利根川が今年もまた大潟水を経て来たとは考えられないであろうが，実際には

上記の実績が示すとおりである。

この 3年間，毎年多少とも潟水補給が必要であったので，上流ダム群の効用を今さ

らのように感じている。その意味でも，奈良俣ダム等の上流ダム計画が早く進められ

ることを希望するものである。

3. 洪水対策について

昨年は台風の多発年で10月までに 33号台風が発生するとし、う賑やかさであった。

このうち， 13, 19, 23, 29号の 4つの台風が日本に上陸し， 25号は上陸にしなかっ

たが太平洋岸を通過して豪雨による被害が甚しかった。

公団の施設管理としても，初めて経験する事項もあり， 将来の管理についての貴重

な体験を得たものと感じられるので，その概略を説明する。

各管理所の説明でも少し触れた所であるが， 昨年の台風では施設管理の効果が最大

限に発揮された管理所が 2｛園町ある。一つは印施沼管理所であり，今一つは青蓮寺ダ

ム管理所である。

印線沼管理所では， 印勝沼に流入する各河川の排水を全部受けもっているが，43年

4月から管理に入って以来，大和田機場を運転するに至るまでの出水がみられなかっ

たのである。

大和田機場の運転は東京湾に排水されるため， その運転は災害的な被害が考えら

れるので， 出水の際はまず印線機場で利根川へ排水することに定めている。印施機

場で極力排水してもなお水位が著しく 上昇するおそれがある場合にのみ大和問機場

を運転することにしている。昨年までこの状態にはな らなかったのである。

台風23号により印旗流域には約150mmの降雨があり， 8月31日夜9時から 9月5日

12時まで，印線機場で排水した。翌日から台風25号により， 8日までに220mmを記

録する大雨があり， このため7日午後1時から再び印旗機場により排水したっ 100m3/

secの能力を持つ印施機場の活躍にもかかわらず，沼の水位は毎時 2～3cmの上昇を
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続け， 8日午後5時にはY.P十3.50mを越えるに至った。そこで，公団では千業県知

事の了解を求め， 9日0時から大和田機場を運転した。

初めての逆転であり，水路側面の土砂崩れ等を心配したが，現場の状況をよく点検し

ながら，徐々に排水量を増加することで， 何等の変化なく行なうことができた。この

閣の運転時間，排水量は次のとおりである。

印線機場 123時間約4,400万m'

大和問機場 73時 間 約1,100万m'

合計で 5,500万m＇の排水を行なったので、あるが，これは印勝沼開発計画に示されてい

る， 30年に一度の洪水で、 6,000万m＇の排 水となっているので，それに匹敵するもので

ある。

今回は佐倉での観iJlllでは 2日間で 220mmで、ある。計画では 3日間ぜ278mmとなって

も、る。 220mmで、はあっても千葉市に近い方面では他の災害記録等からさらに多い雨量

も考えられ，また，都市化の甚しい地減でもあるので，流出速度が大幅に増大したこ

とも考えられる。われわれとしては，大和田機場がより簡単に操作できるよう努力

し，管理の簡素化を図りたい。なお，この排水によって西部調整池， 1:p/j語放水路は大

いに水質改善がなされたものとみられる。

次に，青蓮寺タム管理所であるが， 9月26日朝早く，熱帯性低気圧が突如として台

風29号となり， 70～75km／時の早い速度で，紀伊半島，伊勢湾、，東海道，東京，千築

を駈け抜けて翌朝には鹿島灘に去った。

名張川流域で、は総雨量180mm，時間最大50mm, 3時間最大130mmを越える強雨で

あった。宇陀川上流で、の強fjtjのため午後 3時から 5時までの 2時間で約 1,000m3 /sec 

まで増水し比奈知JIIからの出水もあって，名張市およびその周辺では浸水の被害が心

配された。洪水調節の計画によるとダム放流は 250m3/sec程度となっているが， この

状況，タムの貯水量等を検討し，ダム管理事務所とも協議して，宇陀川が減水するまで，

青蓮寺ダムからの放流をやめた（午後4時50分から 8時まで）。このため名張市は災害

から救われ，市長から公団に長文の感謝状が寄せられた。

災害を大きく受けて施設の損害があったのは愛知用水である。愛知用水は建設完了

の年に大きな災害を受けたが，その後はあまり大きな災害を受けていなし、。昨年は 3

つの台風によって災害を被り，被害総額も 1.1億円に達した。最初は台風23号による

災害である。 8月30日から 9月1日にかけて最大33lmmとし、う豪雨に会い，幹線水路

等に23ヵ所の被害を受けた。最も雨量の多かった東郷池付近では水路断面の 2/3が土

f砂で埋められ，通水障害を受け，都市用水の最小必要量のみ通水するという事態とな

った。

次は台風25号であるが， 9月5日から 7日に牧尾タム上流地区で317mmとし、う穴雨

が降り，牧尾ダム流入量は最大 1,868m3/secとなった。余水吐で、これを流下させる際，

筑木でゲートの一部を損傷した。
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第 31土台風29号である。駈足で日本を縦断した29号は150mmの雨を降らし， 1時間

の最大は88mmに達した。今回はjif17j（の障害になるような崩壊はなかったが， 12ヵ所

で法面の崩綾があった。

最後に2昼夜におよぶ鹿芥との戦いをした秋ヶ瀬管理所も良い教訓を与えた。

この数年間台風らしい台風も訪れず，荒川は平穏無事であった。秋ヶ瀬］収水堰は低

水路の通水量 1,000m3/secまでを，；，動化して，管理開始以来問題も符無であった。

台風23号は荒川上流に250mmを超える大雨を降らし， 8月31日には熊谷で約 2.000

m3/secの出水となった。 この結果この数年間高水敷に蓄積された塵芥はこの出水で一

度に押し流された。

秋ヶ瀬取水堰は平常は洪水l止ゲートが閉鎖されており， ゲートが全開となる前に大

量の鹿芥が押し寄せて取水口を閉ざす作用をした。このため31日12時に 25.4m3/sec取

水していた東京都は，午後3時に 11.9m3/sec，午後9時には 4.8m3/secにまで減少し

た。管理所ではこの塵芥除去に徹夜の大裕斗をして 9月1日0時には 7.4rn3/see, 3 

時には15m3/sec, 2日9時に16.2m3/see, 3日9時には18.3m3/sec，午後2時には計

画どおりの取水可能となった。

この教訓｜て、今後は取水を一時ス トップしても路芥を流下させ， その後で取水を再開

した方が洪水時の取水を円滑に行なえるということを覚えさせられた。

おわりに

公団が建設した水資源開発施設は，「管理を完全に行なって初めて事業が完成したと

いいうる」と聞かされている。まことに，そのとおりである。立派な目的で立派な施

設が建設されたとしてもフルにその能力を発部しなければ意味がなし、。その意J沫で，

印施の大和田機場の運転，？？蓬寺〆ムの洪水調節は立派にその機能を生かした管理と

いう意味で快裁を叫びたい。建設のような華麗さがないため，管理担当の陣営には，

沈滞した気分が流れがちである。管理が完全に行なわれて，初めて;j（資源開発ができ

たという使命観に立脚して今までの教訓を明日への行動に立派に生かしてし‘きたい。

（水資源開発公団理ー存）
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