
平成26年度 大井川用水を学ぶ視察会（実績報告書） 

実施日 平成 27 年 2 月 27 日（金）  参加者 25 名 

主催：大井川の清流を守る研究協議会 



開催日　：　平成２７年２月２７日（金）

参加者　：27名  25名

氏名 氏名

1 鈴木紀男 16 坂田　昇

2 山下　初 17 岩瀬雅彦

3 鷲山睦美 18 田森　明

4 小澤征一 19 伊東幹也

5 大村和夫 20 川崎カツ子

6 杉田ふみ子 21 池田旨男

7 天野　悟 22 西澤義人

8 岩堀敏博 23 池谷朋浩

9 岩堀幹子 24 原　勝巳

10 橋本恭子 25 原　惟之

11 吉原剛一

12 永井　整

13 釜下孝志

14 渥美季子

15 鈴木志津枝

講師 小澤節子

事務局 梶山正幸

事務局 林　三貴

（ご説明）

中部電力㈱静岡支店　様

静岡県大井川広域水道企業団　様

農林水産省関東農政局　大井川用水農業水利事業所　様

水土里ネット大井川右岸　大井川右岸土地改良区　様

平成26年度　大井川用水を学ぶ視察会　参加者名簿
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日　時 平成27年2月27日（金)

8:00 川根本町役場(本庁舎）上長尾

9:05 島田駅南口 出発

9:30 川口発電所・川口取水工（中部電力・農林水産省関東農政局）

10:25 島田市神座　神座分水工（農林水産省関東農政局）

10:45 神座～横岡　大井川水路橋(農林水産省関東農政局）

11:10 島田市相賀　相賀浄水場　（静岡県大井川広域水道企業団）

12:50 (昼食：お茶の郷）

13:30 島田市神谷城　松島分水工（大井川右岸土地改良区施設）

14:00 菊川市富田　菊川頭首工（大井川右岸土地改良区施設）

14:40 菊川市高橋　大胡桃調整池（大井川右岸土地改良区施設）

15:30 （トイレ休憩：静岡空港）

16:05 島田市　　　栃山頭首工

16:25 島田駅南口

16:05～16:15

13:30～13:50

14:00～14:20

14:40～15:10

11:10～12:25

15:30～15:50

12:50～13:20

平成２６年度　大井川用水を学ぶ視察会

7:50 集合　川根本町役場
8:50 集合　JR島田駅南口

9:30～10:20

10:25～10:40

10:45～11:00
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【川口発電所・川口取水工】 

       （説明者：中部電力㈱静岡支店不動産管理課） 

        （説明者：農林水産省関東農政局大井川用水農業水利事業所） 
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【神座分水工】 

（説明者：農林水産省関東農政局大井川用水農業水利事業所）
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【大井川水路橋】 

（説明者：農林水産省関東農政局大井川用水農業水利事業所）
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【相賀浄水場】 

（説明者：静岡県大井川広域水道企業団）
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【相賀浄水場】 
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【松島分水工】 

（説明者：大井川右岸土地改良区）
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【菊川頭首工】 

（説明者：大井川右岸土地改良区）
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【大胡桃調整池】 

（説明者：大井川右岸土地改良区）
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【栃山頭首工】 

（説明者：講師 小澤節子氏）
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平成 26 年度 大井川用水を学ぶ視察会に関する意見・感想について 

１ 今回視察をする前から、現状について承知していましたか 

① 知っていた・・・・ ７名 

② 知らなかった・・・１０名 

③ 関心がなかった・・ ３名 

２ 大井川の現状を視察してどんなことを思いましたか。 

（川根本町 男性） 

川口発電所にて、中電より説明を受けました。 

大井川の利水について、伊久美川の下をトンネルで導水して神座分水工で右岸と左岸に分けて水

路橋を通り横岡へ、又、相賀浄水場にて企業団の説明を受け凄い設備に驚きました。 

菊川の大井川右岸土地改良区の人達も、「いのちの水」として野菜や水田に利用して、砂漠を潤う

ことで喜んでいました。栃山頭首工に大井川の水が大量に来ているのに、吃驚しました。貴重な体

験をさせていただき有難うございました。 

（島田市 女性） 

 水を飲むときには、常に水源地のことを思い感謝いたします。 

（島田市 女性） 

 貴重な大井川の水が多目的に使われていることを知って、水は「大切な命」と同様だと思いまし

た。 

（静岡市 男性・女性） 

 大井川が地域にとっていかに重要な役割となっているか、よく理解出来ました。 

（御前崎市 男性） 

 施設 8カ所を見学し、立地、整備も良くされており、新設まもない所も見学させていただき、普

段見ることが出来ない施設を見ることが出来て良かったです。長島ダム、川口発電所を通って水を

取り、きれいな水となり生活水となる行程、水の大切さ、有難さをあらためて知る事ができました。 

（藤枝市 男性） 

 大井川によっての電力、農業用水、工業用水、水道水と大変な恩恵を得ていることを認識しまし

た。 
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（焼津市 男性） 

 大変良い勉強になりました。大井川右岸土地改良区、国営大井川用水農業水利事業、静岡県大井

川広域水道企業団の存在すら知らなかったし、住んでいる市が事業に関係することも初めて知りま

した。もっとＰＲすべきだと思いました。 

（藤枝市 男性） 

 大井川の水量の少なさにビックリ！ 個人がもっと節水をしなければいけないと思いました。 

（島田市 女性）  

 ダムがある事は知っていたが、こんなに沢山のダムがあるのに驚きました。大井川は生まれた時

から身近にある川だったので、用水を学ぶ視察会に参加できて良かったです。 

（島田市 男性） 

 よく利用されていると先人の苦労も合わせて感心しました。小笠方面まで大井川の水が活用され

ているのは素晴らしいことと思います。 

（藤枝市 男性） 

 水の大切さ、地域の住民が利水・治水に苦労してきたことを改めて認識した。 

 利水・治水だけでなく、河川の土砂運搬機能とのバランスを配慮する必要があると感じた。 

 設備の維持・管理・修繕などの費用負担が、近い将来大きな問題となるような気がする。 

（島田市 男性） 

 改めて先人の知恵、能力の高さを感じました。 

（藤枝市 女性） 

 南アルプスへ登るときに大井川沿いを走りながら、ダム湖の水がせき止められて、下流域に流れ

る水量が少ないのは当たり前の風景として捉えていました。今回の視察に参加して関係者の皆様の

一方ならぬご苦労を知ることが出来ました。私が井川村に在住していた頃には、水源涵養林として

の森づくりも盛んでした。井川は私の第２の故郷です。現在も年に何回かは親戚の家に行くような

感じで出かけていますが、価値のない山林の荒れように心を痛めています。 

 畑薙ダムも昭和 40 年ごろには、登山ために大きなリュックを背負って畑薙大つり橋を渡るとき

には満々と水を湛えたダム湖を直視するのが怖くて真正面の山を見て渡っていたのですが、現在は

砂利の河原で「このダムは 100 年間は大丈夫」と聞いたことは嘘だったのだと思います。下流域で

は建設用資材の調達で山肌を削ったりしていますが、上流部で困っている砂利を安価で下流へ運搬

する方法はないものかと県民みんなで知恵を出し合うことは出来ないでしょうか。 

 静岡の中央部の農業は大井川用水のお蔭で全国に名だたる作物が生産されていることなど良く

わかりました。 
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（島田市 男性） 

 長期的に工事をされ大井川の水を効率的に利用していることが良く分かりました。大井川清流を

利用している地域の全員が水に対してもっと認識を持ってほしいと感じました。 

（島田市 男性） 

 個人的には趣味でアユ釣りをやるのですが、大井川は毎年のように砂利掘り、河川工事を行い、

現在も（ＪＲ鉄橋から上流、川根温泉当りまで）施行しています。釣り人に対しては、大変に歓迎

できません。 

（島田市 男性） 

 日常生活に密着した大井川用水の活用事業経路を身近に知り得ることができました。 

（島田市 女性） 

 自分達の生活用水を学ぶことが出来て良かったです。又、水（大井川用水）の働き等を知り、日

常生活の中でもっと水を大切に使うべきと考えさせられました。 

（島田市 男性） 

 大井川用水の用途が広い範囲に及んでいることは知っていたが、実際に現場を確認して、更に用

途の広さに驚き、今後もこの用水を大切にしなければと思った。 

（藤枝市 男性） 

 大井川は凄い。川口発電所での担当者からの説明で、水の利用、落差を利用した発電、水を無駄

なく使い大井川右岸各地区分水口で御前崎・菊川・掛川・袋井へ送水、又左岸は志太・榛原へ送水。

気候を活かした特産(各地)茶・みかん・野菜・西瓜・メロン・稲作へと‥‥。 

 相賀浄水場は飲料水を細心注意を払って各家庭へと、各地区分水口では丁寧な説明を聞き良く分

かりました。 

３ 課題があるとすれば、これから行政・流域住民はどんなことをやっていったら良いと考えます

か。（考え方なども含めて具体的に記入ください） 

（川根本町 男性） 

リニア鉄道が出来ることにより、水不足がおきると思われる。トンネルは中心より下げて掘らな

いと水が溜まるので仕方がないとしても、出来るだけ低くして施工をお願いしたい。 

（静岡市 女性） 

 大井川の大切さ、水の大切さを理解している人が多くなるよう、広報をより多くすることが必要

ではないでしょうか。 

14



（御前崎市 男性） 

 水路をきれいにすること、手入れの行き届かない場所等についての清掃の実施が必要。 

（藤枝市 男性） 

 日本の経済、生活面には大変役立っていますが、自然との調和が課題。 

 ダムによる土砂の問題、大井川の水量、自然環境（魚類）問題があると考えます。早急な対策が

必要と思います。 

（焼津市 男性） 

 水の大切さについて小４から教育するのも良いけど、１８～４０代について、特に視察会をやっ

て水の大切さを教えて欲しい。 

（藤枝市 男性） 

 リニアの工事が心配です。上流部の視察会を日帰りでもよいので、増やして頂きたい。 

（島田市 男性） 

 河床や海岸侵蝕の問題が気になります。放置すれば将来どうなるのか。どの様な手段があるの

か。研究の状況はどうなのか。インターネットで公開するような事をして欲しいと思います。 

（藤枝市 男性） 

 一個人、一素人がどうにもなるものでないが、行政としては現状・課題・問題について、広報

活動などによって地域住民に広く知ってもらうことが前提と思う。そのうえで、専門家なども含

めて、中長期的な対応策を講じるべきと思う。 

（藤枝市 女性） 

 水が大切なことは十分解っているつもりなのですが、日常生活の中でつい忘れがちです。関係

して下さる皆様のご苦労や水量を維持していくための経費等を考えるためにも、もっと多くの市

民が関心を持って大井川の現状を知る必要があると思います。 

 今回のような視察会を繰り返して行うことが一番良い啓蒙活動になるとは思います。 

（島田市 男性） 

 これからもこの地域に暮らす子供達に施設の見学会、水利用勉強会を計画的に考えてほしい。 

 相賀浄水場を小学生 4年生が見学・勉強していると聞きましたが、中学生、高校生なども参加

できることも考えてほしい。 

（島田市 男性） 

 大井川用水活用地域に対して、用水に対する意識向上と知識として広報誌に“マメ知識”コメ

ントの掲載回数を重ね『目に止まる楽しみコーナー』を考えてみては‥‥‥ 
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（島田市 女性） 

 小学生高学年の自由研究等と踏まえて、未来につなげる意味で多くの子供達（親子もＯＫ）に

伝えていけたらよいのではと思います。 

（島田市 男性） 

 用水を保護し、将来的にも活用できる様なシステム、保護活動の推進。 

 用途の広さなど、一般住民への広宣を行う必要がある。 

４ その他ご意見がありましたら記入ください。 

（川根本町 男性） 

 視察会に参加させていただき、水の尊さを知りました。 

（島田市 女性） 

 今回参加させていただき、大井川用水について本当に勉強になりました。もっと若い方に視察し

ていただきたいと思います。 

（島田市 女性） 

 今後も、このような視察をたくさん実施していただき、もっと多くの人達に現状を知って欲しい

と願っています。 

（島田市 男性） 

 国交省、県、電力会社を含めて意見の難しさも考えられます。大井川を守ることで協力一致でき

る体制があるのでしょうか。不便であれば、その対策に傾注すべきと考えます。 

（藤枝市 男性） 

 地域の味方として、切り口がひとつ増えたと思う。平野部の舟形屋敷なども見学できると良かっ

た。 

（島田市 男性） 

 長島ダムでカヌーをしているように、千頭地区、上長尾地区、塩郷地区、家山地区、神座地区、

島田博物館前地区で、地区ごとで水を利用した施設を整備して地域の活性化に結びつけてほしい。 

 例 １-清流釣場（やまめ、にじます、鮎）など１ヶ所で出来る所 

   ２-水車小屋（中で米つき）、小発電所（起した電気をその場所で利用） 

（島田市 男性） 

 水は“タダ”当然という意識、“飲み水・水道水は安全”という当りまえの意識、無意識を下流域

視察会で用水の多様化の下で、環境の下で日常生活での意識付けを再認識した次第です。 
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（島田市 女性） 

 視察会に参加して多くのことを学べたことに感謝しています。 

（島田市 男性） 

 リニア用、間ノ岳地下トンネル工事のチェック体制の確立をお願いします。 

 東電への水利権の削減を図る。 

（藤枝市 男性） 

 世界各地で地球温暖化が原因なのか、近年極端な降雨・干ばつ・熱波・破壊的な低気圧等で災害

が多く発生しているが、ダム決壊などが心配である。 

 私達で出来る事、少しでも省エネ・資源を大切にし残り少なくなった豊かな自然や動・植物など

残してあげたい。 
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