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多摩川水源回想

堀越正雄

1
. 小河内ダム築造
小河内ダムは戦前に工事に着手し，戦時中に一時中止して戦後再開するまでのブラ
ンクが数年あったが，この間を計算からはずしても，足かけ 2
0年あまりの歳月が，こ
の工事についやされている。
当時アメリカ技術が生んだ同じような規模の佐久間ダムにくらべると，このダムは
純然たる国産技術によって作られたものであり，しかも，東京都が始めから終わりま
で，建設資金の面や補償問題，そのほかダムを作るうえに必然的にともなう幾多の難
問題に，苦しみ抜きながらも完成させたということは，当時私たちの限を見はらせる
に充分なことであった。
あれからもう，ひと昔もふた昔もたってしまったが，私にはL、まだに昨日のことの
ように思い出されてくる。
小河内ダムはなぜこんなに工事が長くかかったのだろう。それは一つには，このダ
ム築造の話がでた昭和の初年ごろには，これは世界ーの規模をもっアメリカのフーパ
ー・ダムにつぐ世界第 2位の高いダムで， 当時の東京市が単独で，よくもまあこんな
どえらいものを作ろうと L寸決断をしたと思うのであるが，昭和 13年に起工し，昭和
1
8
年には太平洋戦争が激しくなって資材が欠乏し，工事は一時中止され昭和2
3
年に工
事が再開されたのであるが，その間，地元小河内村の補償問題，下流神奈川県との水
利権問題，さらに戦後は農地解放にからむ紛糾など，工事の進行をはばむ事態がいく
度も起こったためである。
工事が長びいたわけのそのことしては，戦後，工事を再開し，建設資金はあげて起
債にあおいだのであるが，起債の枠として きめられた額がきわめて少なく，しかもそ
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れの資金化には非常な努力を要した。そのため資金の面で工事の進捗がいちじるしく
遅らされたからである。起債事情がよくなったのはずっと後のことで，それ以前はた
だ手をこまねいて，工事にかかれないのに歯をくいしばっていたこともあった。
いま，このダム工事が完成に至るまでの経過を念のため個条書きにしてみると，
昭和 7年 7月1
3日 東京市会議決。

8月1
2日 内務大匡あて事業認可申請。
昭和1
1年 7月2
3日 内務大臣から事業認可
。

7月2
9日 小河内貯水池建設事務所開庁。
昭和1
3
年1
1月1
2日 総合起工式。
昭和1
8
年1
0月 5日 工事一時中止。
昭和23
年 4月2
8日 東京都議会事業再開を議決。
9月1
0日 小河内貯水池建設事務所を再開，工事に着手。

昭和2
8年 3月1
9日 ダムコンクリートの打ち込みを開始。
昭和3
2
年 6月 6日 一部滋水開始。

7月21日 ダムコンクリートの打ち込み完了。
9月 1日 本湛水開始。
1
1月2
6日 小河内ダム竣工式。

ということになる。
ところで，多摩川の上流部は河床の勾配が急、で，その流域の山腹がまたけわしく，
河水の出足が速くて，洪水量 と渇水量との差がはなはだしし、。水道の水源としてみて
も，日照りが続くと，すぐに水不足が心配になる。雨が降ったといえば，まず上流の
水源地によけい降ってくれただろうかと気がかりになる。こんな不安定な状態ではコ
ンスタントな給水に直接ひびいてくる。洪水調節の面からも，多摩川の上流部にダム
をつくって，総合的な水利用の合理化をはかる計画が打ち出されたのである。
昔の記録をみると，東京都が新たに水源を獲得しようと思いたったとき，できるな
らば多摩川は避けようとしていたことがわかる。
そのわけは，多摩川は流域面積も小さいことだし，村山・山口両貯水池によって，
多くを利用している状態であったから，多摩川に新水源を求めることはなるべく避け
て，ほかの流量豊富な河川に水源を求めることが賢明な策だと考えられていた。そし
て，利根川，江戸川，相撲川，荒川等について調査検討し，なお遠くは三島湧水，見
沼代用水，手賀沼，霞ヶ浦など，幅広く調査検討したので、
あるが，これはと思う水源
はL、ずれも水利権問題で難関にぶつかり，結局は多摩川にたよるほかに途がなかっ
た，と記録は示している。
もともと多摩川は，利根川や相模川などにくらべたら，流域面積も小さく，したが
って，流量も豊富でなし、から，これを高度に利用しようと思えば，どうしても容量の
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大きな貯水池が必要となってくる。
そこで多摩川筋におけるダム地点やその他の関係で，幾種類かの比較案をつくって
研究した結果，小河内貯水池案が最終案として採用されるに至り，西多摩郡奥多摩町
（旧小河内村〉に高さ 149m，コンクリート全容量 1
6
8
万dの巨大なダムで多摩川の本
流をせきとめ，奥多摩町と山梨県の丹波山村，小菅村の l町 2ヵ村にまたがる大貯水
池（貯水量 1億8,540
万m
i，丸ピノレを桝にして 700杯〉が建設されたのて、ある。ここで
多摩川の豊水期の水を貯えておき，渇水期に放流して，いつでも一定量の水が多摩川
を流れるように調節する役目をもっている。
夕日は紅く身はかなし
涙は熱く頬を伝う
さらば湖底のわが村よ
幼き夢のゆり箆よ
2
年ごろ，先祖伝来の村をすてさらなければならなくなった小河内村の
これは昭和 1

人たちの，かなしみをうたった唄で、ある。この流行歌はちょっと耳にすると感傷的な
メロディーに聞こえるが，故郷を追われる 人び との当時の現実の感情は，けっしてこ
んな甘酸っぱいセンチメンタルなものではなかったはすγ
ごと思う。そのころ，この紛
争の渦中にまきこまれた人ひ、との心情には，憤怒と熱狂のただなかにあってさえ，も
っと冷たく，もっと醒めた現実的なあるものがひそんでいたにちがいない。
小河内貯水池建設の計画は，小河内村当局の賛成を得た。村民は移転費をもらって
新しい土地に移るつもりでいた。ところが， 一部には，小河内村民がこのダム建設に
反対して工事を遅らせたように考えられている向きもあるが，それは大きな誤解であ
る。むしろ，小河内村民こそ，この工事を早く促進してくれと関係筋に熱心に交渉も
し，話し合いがつかないのでかれらは真剣なあまり，大挙して陳情にまで及んだので
ある。
当時の模様をここでもう一度，！｜原序だてて振りかえってみよう。
(
1
) 昭和 7年，小沢市平小河内村長と小野基樹建設事務所長との聞で，「事業認可

があれば 1年後には必ず移転買収費全額を交付することにするから，村民は移転地を
物色してほしい」との話し合いがきまって，工事は着手準備にかかった。
(
2
) ところが，順調に進んでいた小河内ダム建設に，たいへんな横槍がはいったの

である。多摩川下流にある神奈川県稲城，川崎ニヵ領用水組合の抗議である。
「多摩川の上流は東京かもしれないが，下流六郷川は神奈川県にも流れている。稲
城，川崎二ヵ領用水は，六郷川の右岸の田畑をうるおし，川崎市の工場地帯に水を供給
しているのである。東京だけで占有するダムを相談なしで作るとはもってのほかだ」
というのである。

(
3）小河内の村民は 1年以内に移転費もでるだろうと初めの言葉 を 信 じ て い た の
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で，仕事に精もでず，肥料もやらず橋もこわれ放題で生活は図窮をきわめていた。村
民はおかゆをすすってその日をおくり，高利貸や娘買いが横行して，村は悲惨のどん
底にあえいだ，という。
(
4
)

この状態が 3年つづいた。事態はすこしも好転しない。村民はただ一日も早く

0
年1
2月1
3日にはついに大挙陳情
工事を開始してほしいと願うばかりであった。昭和 1

という非常手段に訴えるにいたったので、ある。
つまり，小河内計画が本格化し，昭和 7年にはこれを根幹とする水道の拡張計画案
が市会をとおり，事業予算も計画どおり決まって，いよいよ着手しようという段にな
って，思わぬ障害が待ちぶせしていたのである。
湖底に沈むこととなり先祖伝来の土地や家屋敷等を持っている小河内村の人々の強
い反対，しかし反対はのちに協力となって変ったのであるが，下流のニヵ領用水の水
利権とのあつれき等々が重なって，小河内ダムは計画どおりにはなかなかはかどらな
かった。ニヵ領用水との交渉で手間どっている聞に，工事は全く手につかない格好と
なっており，こんどは立ちのきを決めたはずの小河内村民がしびれを切らして，移転
補償の問題ともからみ合って，大騒動となったのだ。
このへんのところは，石川達三氏が『日蔭の村』という作品に小説化して多くの人
に読まれたが，当時の新聞には毎日のように「多摩川」という活字が見られない日は
なかった。
昭和 1
1年に入り，事態はいよいよ切迫しており，内務省ではこの問題解決に真剣に
とりくみ，東京，神奈川両府県知事に対して内務省の裁定案をもとにお互いの歩みよ
りを勧告した。この勧告にしたがって両府県知事は，熱心に協議を進めることにな
り，ょうやくのことで双方の話し合いは少しずつ歩みよりが見えてきて，ついに 2月
24日，ニヵ領用水問題の申合書が成立した。こうして小河内貯水池築造に関連してニ

ヵ領用水組合との聞に起こった紛争は，昭和 8年以来足かけ 4年もかかってようやく
両者の協議が成立し， 2月2
6日を期して正式調印ということになったが，その日未明
から二・二六事件が突発したため，翌 3月 2日に正式調印の運びとなった。
これと前後して，このころ小河内貯水池の計画に対する批判がさかんにでてきた。
民間の有識者や技術者からは，市民の財政負担に影響するという面からの批判で，巨
費を投じて作ってもその割に得るところは少ないのではないのか，とか，むしろ水源
を地下水に求めよ，とかで，またこれとは別に，ダムの経済的批判，安全度からみた
技術的批判や意見，要望などもだされた。東京市会でも，小河内貯水池批判をめぐっ
て大問題となった。市会の一部からは，多摩川の平均流量からみて計画どおり水はf
留
まらないのではないか，などの意見もだされ，さらに水道当局内部の技術首脳部の問
で，この貯水池の水量調節上の計算等について鋭く意見が対立し，市会でも一時は小
河内建設は廃止というきわどいところまで、いったが，慎重審議の結果，小河内ダムに
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よる水道拡張は計画どおり決定となった。
しかし，問題はまだのこっていた。それは小河内の用地の買収交渉である。値段が
折り合わないのである。しかし 4年前の市会できめられた予算の枠は動かせない。交
渉は行きづまった。しかし種々曲折を重ねてようやく買収交渉もまとまり，昭和1
3
年
には起工式が行なわれるにいたったのである。
ょうやく工事にはとりかかれたが，そこには戦争という事態が待っていた。
戦時体制l
に入ると，主要材料のセメントなどの調達が思うようにいかなくなり，労
務者は徴用されてしまい，食糧確保も困難となってきた。
しかし，予定の工期よりは遅れたが，材料運搬道路やダム地点の川の流れを迂回さ
せる排水トンネルも完成し，ダムコンクリートを施工する機械類の据付け，整備も完
了し，昭和1
7
年秋には機械設備の総合運転を行なうことができるまでになり，その年
の末頃にはダムコンクリート打ちを開始するまでの一切の準備を完了したのだが，時
局は大量のセメント入手が困難となったので，昭和1
8
年1
0月，ついに工事中止が決定
された。
戦争は終わった。
東京の復興と人口の急増に，小河内工事の再開は欠かせないことだった。しかしこ
のころ，「小河内貯水池工事は再開すべからず」という反対論がまたも一部からでて
きた。その論旨は，敗戦下の国内事情のもとでこんな日本一大きなダムを作るのは，
国力の消耗以外のなにものでもない。もし将来必要があればもっと国力が回復した時
にやるべきで，いまやっても，資金，資材の面で円滑を欠き，けっして予定どおりの
期間にはできっこないだろう。それよりもむしろ，水道の漏水対策とか復旧改良工
事，小拡張工事に手をつけるのが先決ではないか，というのである。さらにこの小河
内計画が，流域に比して膨大であり，取水量の割に工費が巨額だということを理由
に，もっと計画を縮小してこれによる不足水量は他の水系から補給するというような
案も検討されたようである。
このように工事再開に当っても，一部にはいろいろな意見もでたが，小河内建設工
事は既定方針どおり昭和2
3
年 4月，都議会で事業再開がきまり， 9月には建設事務所
を開庁して工事を再開した。
ところが，この間にまたも貯水池の用地問題で新たな障害にぶつかった。それは，
工事を中止してからは買収ずみの用地内の農地を関係 3ヵ村の申し出で食糧増産のた
め自主的に耕作することを許可していた。そこへ戦後，昭和2
1年 1月に「自作農創設
特別措置法」が公布されたので，地元の各村では貯水池工事反対のさきがけとして，
不在地主には農地を返さなくてもいいんだという考え方のもとに，都有農地を逆に買
収しようとしてきたのである。もしもこの法律にもとづく買収売り渡しが実現すれ
ば，貯水池工事は完全に暗礁にのりあげてしまう。この問題の解決には当局者は非常
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な苦心をした。いくつもの経過をへて，売り渡し保留の措置がきまったが，とにかく
思いがけない事態で現地の関係者は緊張の連続であった。
さらに追い打ちをかけるように，戦後の地元各村に対するあらたな水没補償問題が
待ちうけていた。事態を重くみて都では「小河内貯水池用地対策委員会」を設置し，
民主的な解決にのりだし，戦前から多年の懸案だった補償料，移転料，更生対策など
一切の水没補償も 27
年 7月までには解決したが，次から次へと対策処理で当事者は息
っくひまもなかった。
再開後は，戦後のきびしい国内経済情勢下にあって，資材やとくに資金の調達がむ
ずかしくて，工事の進行が意のごとくはかどらず非常に苦しんだが，昭和28年 3月に
は定礎式を執行し，ダムコンクリートの打込みに着手したころからは，しだいに資金
事情等も好転し，工事は昼夜兼行で、つづけられた。
昭和32年 6月 6日は，私たちにとって忘れ得ぬ日となった。昭和 6年に当時の東京
府西多摩郡小河内村にはじめて水道用ダムが計画されてから 26年，日蔭の村小河内が
ついに水の底に沈むこととなった。
工事のほとんどを終えた小河内ダムは， 6月 6日早朝，いよいよ湛水開始の運びと
なったのである。ダムの上流 1kmの地点にある在来の仮排水路（上流入口の水門ゲー

5トンの重さの鉄の水門ゲートも日の丸
トの地点〉で、は，早朝から準備が進められ， 1
の旗で飾られた。
佐藤志郎建設事務所長や現場の人たちは，多くの工事犠牲者をのんだダムサイトを
深い感慨をもって見つめながら，貯水開始を待っている。
この貯水開始の総指揮は都庁の知事室の安井都知事がとることになっていて，現地
の佐藤所長とは専用電話で綿密な連絡がとられていた。
午前 7時20分が水門閉鎖の時刻。私は知事室にあって， 30
秒前からの秒読みを仰せ
つかった。 NH K （ラジオ〕の都民の時間だった。私は野村アナウンサーからストッ
プウォッチを借り，身にあまる光栄に感激のあまり声もいっそう緊張した。「…… 1
0
秒前，…… 5秒前，…… 4，…… 3，…… 2，…… 1，.…・・時間ですッ！」。
時あたかも午前 7時20分。安井都知事の子で貯水のための水門閉鎖命令のプザーが
押され，同時に知事室と現地との連絡により現場ではサイレンが高々と鳴りわたった。
工事関係者や地元の小河内，丹波山，小菅など，近くの村々から集まった人びとが
身をのりだして見まもるうちに，水門ゲートはしずかに下りていった。
ゲートが下りはじめてから，わずか 2分でゲートは完全に閉じた。水門の上に飾ら
れたクス玉から五色のテープと鳩が舞いあがり，万歳の声が山々にこだました。
，世界のダム工
水門ゲートのすき間はセメントでふさがれ，漏水はわずか毎分 2e
事史上でも珍しい大成功である。

f
i
lと水量を増した多摩川の水は，水門にせきとめら
前夜から降りだした雨で毎秒 8f
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れてみるみるうちに水かさを増していった。万歳を叫ぶ年とった労務者の限に光る
涙。複雑な表情で、見守る小河内村民の自の前で，水はしだいに岸を上り野の花々や新
緑の樹々がひとつひとつ新しい湖に沈んでゆ く。その日は一日中，この朝の録音がニ
ュースの時間に再放送され，私のかん高い声が町を流れた。

2
. 奥多摩湖誕生
古い水道協会雑誌のアート紙の口絵に，黒くこんもりとした山と山が落ちくぼんだ
底に，白いひとすじの川の流れのある風景を，私は見たことがある。まだ私は水道局
に入ったばかりのころで，そこには，「欝蒼たる奥多摩渓谷一ーダム建設地点一一」
というような写真説明がついていたように記憶する。
その後，なにかて、見た写真には，この同じ黒ずんだ谷間の部分に，スリパチ型の三
角形の白線が書 きこまれて，将来この地点、にこのような形のダムが作られるのだと，
分りやすくしるしがつけてあった。
私は小河内ダムがそんな場所に，そのようなとてつもなく大きな形（当時は世界第

2位〉でできあがるという話を，戦時中に外地へ行っても時々思い出していた。
それから 1
0
年たち， 2
0年たっても ，不思議に私の脳裡からこの写真の情景は消え去
らなかった。しかし現実にはこの人里はなれた山間僻地の谷聞に，基礎岩盤の掘削
や，ダム工事の施工設備が日に夜をついで行なわれていたので、あった。戦時中，一時
工事中止の時期もあったが，戦後ふたたび工事を再開し，ダムコングリートの打込み
を始め，私の脳裡にこびりついていた山と山の形はくずされ，ケ｛ブルグレーンにつ
るさがったコンクリート ・パケットはあわただしく往き来して，ダムは日増しに高
く，高く積み重ねられていたので、ある。
昭和3
2年，ダムはついに完成し， 1
1月2
6日には関係者多数参列のもとに， 約 7
,
0
0
0

万dの水をたたえた奥多摩湖のほとりで，盛大な竣工式が行なわれた。
私どもは式典の準備や跡始末など分担した仕事に追われていたが，忙しさもようや
くおさまるにつれて，はっと限を醒まさせられたもののように，限の前の，完成した
小河内ダムとダムにせきとめられてふくれあがった湖水を見た。苦しみに苦しみ抜き
ながら工事を完成させた先楚，同僚の人びとの不屈の行為に，私はあらためて眼を見
はったので、ある。
ダム完成の年はあわただしく過ぎていった。そして年が明けてすぐの元日の朝，私
はダムと奥多摩湖の写真をとりだして眺めているうちに，深い感動を抑えることがで
きなくなった。そしてこんな詩を私はかいていた。

8
8
ダム完成
都下西多摩郡小河内村大字原
この地点に

0
年閉そそがれた
同じーっの意志とカが2
吹きなぐる雨風にたたかれながら
凍りつく氷雨にこごえながら

3
0
,
0
0
0の手足がここに統制l
のとれた指揮どおりにうごいた
山はだまって人間のすることを見ていた
そのあいだに間断なく水は下流へながれ去った
だれの口からもひとことも溜息さえもれなかった
苦節 2
0
年
いまこそ奥多摩渓谷はー変した
白いダムと濃紺の湖水緑の山々
なにもかも恐しいほど姿を変えてしまった
その背

E
華々とした黒髪と紅頬の技師たちは

いま頭髪もうすく岩盤のように日焼けした頬をほころばせる
夕日は赤く身はかなし

さらば湖底のふるさとよ

1
,
0
0
0
世帯の日蔭の村の人びとは
喰いいるようなまなざしで今日

湖水を見守る

ひと握りの土をめぐって
どんなにか苦難の日々に堪えてきたことだろう

湖水はだまって語らない

目をつむると
この静けさを破って

クレーンの響き

ミキサーや砕石工場のうなり

ハッパの音

作業員の怒号が聞えてくる

ダム・コンクリートは日に日に高く積み重ねられてゆく
しかし今は
なにごともなかったように夜明けのような静けさだ
尊い殉職者8
7
柱の英霊に
ダムはしっかと抱き守られている
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この貯水池を撮った写真は多いが，私は多摩川の左岸，ダムを左手に配し余水止の
後方，左岸の高所から眺めた写真がいちばん好きだ。
小河内ダム竣工記念切手の図案をスケッチするため，郵政省の図案作家の木村勝氏
一行を案内したときのことである。小雨が降ったりやんだりしていた午後，どの地点
から見た図柄が一番 L、し、か，貯水池近辺の山々を上がったり降りたりした。まだダム
は工事中で，もちろん貯水はしていない。結局，ダムを下流側から見た位置で，ちょ
うど西久保の工事事務所の上にあたる天狗山の最も高い見はらしのきく地点から見た
景観をスケッチすることに決まった。私は木村画伯がせわしげに筆を走らせるキャン
パスの背後からのぞきこんだ。ここに満々と多摩川の水が溜められたときのことを想
像して，思わず胸がはずんだものだった。
昭和3
2年，竣工式を間近にひかえて，この水道用人造湖の名前をひろく一般から公

募することになった。審査員は上条貢氏（都議会議長〉，小宮豊隆氏（学土院会員〉，
戸塚文子氏（『旅』編集長〕，吉川英治氏（作家〉。応募を締切ったところ，寄せられ
た総数は 3万 3,420通。一つの湖名によくもこんなにたくさんの名前が考えだされる
のかと驚くほど多かった。私たちは一部屋にカンヅメになって，投稿ハガキを一枚，
一枚，丹念に，ます．名称別に分類したところ，実に 6
,
6
1
3種類となった。こんなにち
がった名前がたくさん集まるとは予想もしなかったので，係員は大わらわの整理ぷり
で，徹夜につぐ徹夜で，やっとまとめあげた。
9月1
7日には各審査員の方々を帝国ホテルにお招きして，厳正に審査を重ねた結

果，満場一致で「奥多摩湖Jと決まった。この奥多摩湖に応募された数は 5
,
4
5
9通
。
そこで 9月30日午後 3時から水道局長室で，各新聞社立合いのもとに，勧銀から借り
てきた抽せん機で抽せんを行なった。
0名の入選者をきめた。小
私は抽せん機の回し役を仰せつかった。抽せんの結果， 1

河内ダム竣工式に先立ち， 3
2
年1
0月 1日の都民の日に「奥多摩湖Jと正式に命名され
たのである。
多摩川が水根沢の地点でダムによってせきとめられ，水がたくわえられて湖水とな
る一一こうしてできあがった人造湖の満水時の面積は，ほぼ箱根の芦の湖に近い大き
さとなる。しかしこの奥多摩湖は湖水に流入する支流が大小 6ヵ所もあり，周囲には
谷が多く複雑な屈曲ができているので，普通の湖沼の形とちがって，複雑多岐な掌ら
ような形状をなしている。かえってこの点で，風景的な要素がよけいに加わっている
ようなところが多い。
湖水の平面的な形ばかりでなく，この湖をとりかこむ山々の景観がまた素晴らし
い。山肌は緑の樹々におおわれ，こうした自然の美しさの中に，近代的な施設一一白
いコンクリート・ダムの威容があり，湖の周囲をひとすじの白線のようにとりまいて
いる付替道路があり，その道路に沿ってそそり立っている崖のところどころに，石を
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積みかためた砂防工事が施されているところは，遠目にもくっきりと周囲の風景の中
に隔然、ときわだって見える。
この付近一帯は，いわゆる秩父多摩国立公園の地域の中心で，自然美と近代的な美
しさとが適当に配置されていて，まことに眺望がよく，調和がとれている。
しかし，風景の増進ということはあくまでも結果として生まれた副産物で、あって，
この人造湖の主な目的は，水道用の原水の貯溜であり，これによって円滑な給水を期
するためのものである。
この人造湖は，谷聞にそって細長く多摩川上流にのび，ダムから約 14kmも奥まで水

l下で 約143m，湖の周囲を
が貯えられるようになっており，一番深いところはダムι
一周すると約 50km，ここから東京の都心までが約80切だから，この湖の大きさが想像
されよう。
水没した部落は，四多摩郡旧小河内村の熱海，出野，河内，南， J
ll
野，留浦， i
l
l梨
県丹波山村の鴨沢部落などで，かつてはこれらの部落の人びとは，今はすでに湖底に
没した旧道に沿ったところに位置して住んで、いた。 このあたりはほとんど山ばかりで
あって，多摩川はいわゆる V 字渓谷をなしており，崖の高さは 20〜3Qmにも達してい
たところであった。今ではj
筒水位より 5〜6 m上方につくられた十l
替道路に沿って，
新しい来落ができている。地名もダムサ イト から熱海，湯場，河内，麦山，留浦，鴨
沢，所畑，御祭と，昔なつかしい地名が現存している。
私は仕事関係以外でも，工事中にはよく現場にかょった。教育庁文化課の肝煎り
で，小河内文化財の総合調査に当られることになった都の文化財専門委員の方々に同
行して，湖底に沈むことになった小河内の鶴の湯温泉に投宿した。私は明大の地歴科
に籍をおいていたころ御厄介になった恩師の後藤守一氏（考古学〕，伊木寿一氏（古
文書学〉などの方々や，それに宮尾しげを氏，稲村坦元氏などもご一緒だった。学生
時代のころのことなど話題にでて，愉しい調査旅行であったことを記憶している。
そのとき初めて知ったのだが，この 20度ぐらいのぬるい鉱泉が湧きあふれている小
河内村の鶴の湯温泉は昔は甲州武田の所領で，いわゆる信玄のかくし湯であったとも
いわれたところである。江戸時代には亀田鵬斎などの儒者や知名の画家たちが好んで
奥多摩の勝景をたずね，よくこのへんまで足を運んで名所となっていたところだとい
う。また，ここの温泉は今でこそあるかなきかの，人目にもあまりつかぬものとなっ
ているが，古い文献などによると，江戸時代にはこのへんは温泉街として大へん繁盛
した。いま東京近郊の混泉といえば湘南方面，ことに熱海，伊東，湯河原などがあま
りにも有名であるが，江戸時代には今の湘南地方よりも，江戸の市民が徒歩で安直に
行ける温泉地として，この小河内温泉のほうが交通の上からいっても，青梅街道筋の
一つの宿場のように栄えて，いまの熱海，湯河原などの比ではなかったそうだ。私は
随行の作家志望の S君ともよもやまの物語りにふけった。旅館の二階の手すりに腰を
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おろし，一升ビンをはさんで， S君と夜更けまでかなり痛飲したように覚えている。
この温泉部落もすでに湖底に沈んでしまった。宰いなことにこの鶴の湯温泉は地元
などからの強い要望により，湖畔に引き揚げて保存することになった。小河内の所員
直長さ lQQmのコンクリート管で，鶴の湯
の努力によって貯水池潟水前に径40c皿，垂 l
隆道の出口の満水面上に引き揚げることに成功し，保存されている。

3. 異常渇水
の道路をゆっくり対岸まで歩いた。夏の日差しを
私は久し振りで，ダム堤頂部 um
浴びた緑の山々にかこまれ，濃紺の水をたたえた奥多摩湖がひろがる。物音一つしな
い。耳の痛くなるほどの静けさだ。
その昔，ダム工事が最盛期のころ，このへんはクレーンの響き，ハッパの音， ミキ
サーや砕石工場のうなり，作業員の怒号でいっぱいだった。ダムコングリートが日に
日に高く積み重ねられていったころだ。湖面のふちまで近寄り，たっぷり水をたたえ
た貯水池を見おろすと，奥多摩湖の思い出が急によみがえってくる。
忘れもしない東京オリンピック直前の昭和39年夏のこと，異常渇水により多摩川の
水は澗れ，奥多摩湖は干あがって地割れした底の地面が顔を見せるほどになった。都
内では制限給水の強化，学校給食の中止，プーノレや噴水への水道使用禁止など，深刻
な水ききんのときだ。その対策に日夜狂奔した毎日は，まだ私たちの記憶にあらたな
ところである。
この渇水のとき私は都の水道局の経蛍管理室副主幹で都をあげての「臨時東京都渇
水対策本部」の書記をつとめていた。トップの意思決定を告げる指揮棒のひと揺れ
が，下部に伝わるにしたがって，いかに大きな振幅をもたらすものかがよく分った。

7〜8月に入り事態の悪化につれて，対策本部も早朝から夕刻まで日に何度も招集
がかかった。緊急部課長会議なども頻繁になり，毎日が自分の体でないほど目まぐる
しかった。また手分けされたメンバーにまじ って，炎天下の応急給水活動に出動した
り，他県への協力要請などにも出て凶 った。このときは局のだれもがみな，なにかし
らの対策活動で全く忙しく立ち働いた。
8月20日以降の豪雨で小河内の貯水量がぐんぐん好転し，やっと愁眉を開 L、たのだ

が，それだけに厳しい制限がとけて，ゃれ 安心となった時は，ふだん見慣れていた
4

はずの太陽の光でさえもが，この時ばかりは一段と輝きを増して感じたものだった。
なお昭和47年の渇水の時は中央支所長で現場にいたので，日夜，直接都民相手の仕事
で緊張した。大口使用者への節水協力要請，応急給水活動をはじめ出水不良地区への
対策など，このときも夜，家に帰れない日がつづいた。このころ一緒に苦労を共にし
た局の方々の日に焼けた顔と顔が，いまだに限に焼きついている。
ところで，昭和37年にも異常潟水で東京は深刻な水不足に見舞われた。なにしろこ
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のときは小河内ダムが完成してからはじめて遭遇した事態だったので，各方面からの
風当りはとくに強かった。東京の水不足をめぐっていろいろな批判や提言，とくに小
河内ダムそのものへの批判や抗議が連日にわたってジャーナリズムをにぎわし，東京
の水道は一躍社会の注目を浴びたものだった。
このときも 5月には「臨時東京都渇水対策本部Jが設置され，私は本部書記を命ぜ
られた。直接当局あてに毎日のように投書が殺到し，渇水対策として節水の具体的方
法や水源確保のいろいろな措置や計画，さらに雨乞いの祈藤まで，たくさんの手紙が
舞いこんだ。なかには，当局を無為無策ときめつけ，これに対する痛烈な罵雪雑言，
不平不満や悲憤糠慨，さらに要求から激励などの投書もたくさんあった。
この小河内貯水池計画は，東京市域拡張以前に始まっており，給水計画としてはも
ちろん，旧東京市内 (
I日1
5区〉の給水増強に当てるためのものであった。これまでに
も述べたように，昭和1
3
年にようやく起工，戦前戦後をつうじて多くの障害と困難に
もめげず，苦節29年，当初予定した工期よりも大幅に遅れて完成されたものだ。
ところが，旧 1
5区（旧市域〉の給水鳩強をねらいとしたこの計画も，戦後は最も給
水需要の激増している都心部をふくむ地域へ出まわっているために，当初の設計をは
るかに上回るオーバーな給水をしいられてきた。
結局，計画ではどんな渇水年でも，設計どおりの引出し水量ならば篠実に給水して
いけるという見通しであったものが，多摩川以外の他の水系の拡張工事が，なかなか
思うようにはかどらず遅れているところへ，需要は増大していくので，やむなく計画
以上に使う無理をかさねてきたため，異常渇水と 重なってピンチに追いこまれたのだ。
渇水問題が連日マスコミにとりあげられるようになってからは，「水の化学記号は

s・0 ・sだ」とか，綴方教室と題して「お父さんは村山へ水くみに，お母さんは多
摩川へせんたくに行きました」などという耳の痛い投書までが，新聞のカコミ欄をに
ぎわした。
水不足に対して寄せられた批判や提言の内容を大別すると『当局者をしかる』もの
と，『対策』がほぼ半々を示していたようである。
『当局者をしかる』ものの部類には，「集中豪雨でもなければ，というような無責任，
無能には満足で、きない。水不足は人災である」といった批判や，「将来の需要増を適
確に把握した長期計画にもとづく水道行政がなされていなし、」「水利権の調整と，水資
源を適正に利用できる行政運用の体勢をととのえよ」など，当局者に対する抗議は毎
日大変なものだった。
寄せられた『対策』としては，「海水の淡水化」「人工降雨」「深井戸」「緊急導水」
などにまじって，「東京へ出入する自動車の協力を得て，バケツ一杯運動を実施して
は……」とし、う他県の少年からの提案も見うけられた。
各関係団体でも，当面する水ききん対策について真剣に考究され，「現在進行中の
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拡張工事の早期完成と既設浄水施設の高度利用化」「各配水系統を相互融通し得る配
水管の布設」「新水源の調査の推進」などや，「汚水を処理して工業用水に，海水淡水
化の実用化」「河口堰築造による流水の効率的利用」などの緊急対策を決議し，関係
方面に要望した。
こうした水不足が投じた波紋の中にあって，小河内ダムそのものへの批判はあとを
絶たず，「水量の少ない多摩川を極限まで利用していることに問題がある」など連日
にわたる抗議で明け暮れた。
しかし，もしもこのダムがなかったら……おそらく都の給水は深刻な危機の連続だ
ったにちがいない。小河内に対して都民は観光という面ではつよい関心をもつが，ダ
ムの効果的使命ということになると，必ずしも理解されていたとは言えない。しかし
ダムは黙々と自己のベースを守りながら，たゆみなく水をたくわえ，放流をつづけて
L、
る
。

（日本水道協会特別会員，鞠金門製作所顧問〉
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