
平成27年度 大井川用水を学ぶ視察会（実績報告書） 

実施日 平成 28 年 2 月 19 日（金）  参加者 22 名 

主催：大井川の清流を守る研究協議会 



開催日　：　平成２８年２月１９日（金）

参加者　：　２２名

氏　　　名 氏　　　名

1 箭木　　昭 16 石間　江み子

2 前田　信雄 17 吉川　　薫

3 杉本　勝夫 18 塚本　勝次

4 杉本　笑子 19 大塚　龍吾

5 堀川　昭夫 20 大畑　京次

6 山田　文夫 21 大橋　正宏

7 鳴嶋　　宏 22 高山　稚佳子

8 鈴木　健雄

9 廣木　きく

10 山岸　キクヨ

11 松田　政男

12 竹中　　進

13 斉藤　展久

14 渥美　季子

15 石間　武一

講師 小澤　節子

事務局 梶山　正幸

事務局 千葉　勝昭

（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27年度　大井川用水を学ぶ視察会　参加者名簿



日　時 平成28年2月19日（金)

7：20 川根本町役場(本庁舎）上長尾

8：50 島田駅南口出発

9：10 島田市相賀　相賀浄水場　（静岡県大井川広域水道企業団）

10：47 川口発電所・川口取水工（中部電力・農林水産省関東農政局）

11：35 島田市神座　神座分水工（農林水産省関東農政局）

12：00 神座～横岡　大井川水路橋(農林水産省関東農政局）

12：35 (昼食）

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）

14：50 掛川市大池　大池調整池（大井川右岸土地改良区施設）

15：30 （トイレ休憩）　掛川道の駅

16：20 島田市　　　栃山頭首工

16：30 島田駅南口

大型車の駐車スペースがないた
め、車窓より現況確認

平成２７年度　大井川用水を学ぶ視察会

8：50 集合　JR島田駅南口

9：10～10：35

10：50～11：27

11：40～11：55

8：20 島田駅着
8：30～受付

13：30～13：50

14：00～14：20

14：50～15：10

12：00～12：11

15：30～15：50

12：35～13：20



【相賀浄水場】 



【相賀浄水場】 

（説明者：静岡県大井川広域水道企業団）



【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） 



【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）



【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）



【松島分水工】 

（説明者：大井川右岸土地改良区）



【菊川頭首工】 

（説明者：大井川右岸土地改良区）



【大池調整池】 

（説明者：大井川右岸土地改良区）



平成 27 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・・・・ ６名 

② 知らなかった・・・１０名 

③ 関心がなかった・・ ０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。 

（掛川市 男性） 

先人達の偉大な功績。よくもこんな壮大な計画を立てたこととそれを実施した人々と、それを今

も管理している従事者に敬意を表したい。水不足の地に水を送り続け恩恵を与え続けている凄さを

感じた。 

大井川の清流を守る研究協議会では、昔の大井川の様に水を湛える大井川に戻したいのか、それ

ともこれ程、水を有効利用して恩恵を与えているので、大井川は枯れ川状態になっていても仕方な

いよねと理解を求めるものなのか分からなくなった。 

（島田市 女性） 

 大切な水を各場所で、分けあっていることを知りました。 

（藤枝市 男性） 

 将来的には水が益々必要になってくる。 

（掛川市 男性） 

 ダムやえん堤の多い川だと感じました。子供の頃には海水浴に行くと、砂浜が遠くて暑く海辺ま

で歩くのが大変でしたが、今ではすぐ目の前が海辺です。ダムやえん堤が出来て、砂利や砂の供給

が少なくなったこともあるのかなと思います。 

（島田市 男性） 

 昔のように大井川は滔々と流れていて欲しいが、それでは、相当の水量が蒸発によって減ってし

まうだろうし、大気の汚染にさらされる危険も増すだろうから、現在のようにトンネルや地下パイ

プに取り込まれるのも仕方がないのか、痛し痒しの複雑な心境です。 

（掛川市 男性） 

 入水から出水までの規模の大きさに感激した。 

（島田市 女性） 

 大井川の水が近隣の市町村までこんなに広範囲に利用されていること、各産業の発展につながっ

ていることを学ばせてもらいました。多分、このような会がなければ大井川の水に対する関心も薄

く、掘り下げて考えることもなかったように思う。 



（掛川市 男性） 

 飲料水になるまでの経過、関係者の努力、苦労が理解出来ました。 

大井川水路橋すばらしい。浄水場、分水工、大変参考になりました。 

（静岡市 女性）  

 大井川水系のダムが沢山ある理由が、豊富な水源と標高を利用した落差であること、それにより、

発電、上水道、農業用水などといろんな用途にできるほどの恵まれた川である事が分かりました。 

 そして、その恵まれた水を導水トンネルへ通す事により、効率良く、また無駄なくありがたく利

用している事を知り、少しうれしい様な気持ちになりました。 

 農業用水として掛川市にも水が運ばれているのには驚きました。しかし、現代では農家が減り、

近い将来には用水が必要なくなってしまうのではと少し心配になってしまします。生きるためには

作物を育てなければならないが、水がなければ実はならない。大井川用水は命の水なんだなあと思

いました。 

（静岡市 男性） 

 いままでもダム見学や温泉に行くとき何度となく通っている大井川、その流域に大井川用水があ

るというのは漠然と知ってはおりましたが、どんなものなのかまでは知らなくて興味がわいていま

した。視察会では大井川をまたぐ水路橋や、存在すら知らなかった分水工や頭首工も見学ができ、

大井川の水の流れが勉強できて、とても実のある視察会でした。 

（島田市 男性・女性） 

 蛇口をひねれば、きれいな水が出る生活が当り前のように思い生活してきましたが、そこに至る

までには、様々な施設やそこで働いている人々の恩恵を被っていた事が、良く理解でき有意義な視

察会でした。 

（島田市 男性） 

 最も驚いたのが、「神座分水工」だった。神座は知らない地域ではなかったが、このように重要な

設備がここに存在しているとは驚きだった。水路橋のように目にふれやすいものは知っていたのだ

が、川口から直接引いていたと思い込んでいたので浅薄だった。 

 大池配水池も同様、むかし、大池インター（バイパス）をさんざん利用していたのに気にも留め

ず、どこかに池でもあるのだろうという程度の関心だった。日頃、何となく見過ごしていたもの、

深く考えていないものが多々あることを実感しました。 

（掛川市 男性） 

 この地域に雄大な南アルプスを持ち、大井川流域に住む我々の生活用水や、農業用水を供給し、

御前崎地区までの長い区間を、高低差だけで水の供給を実現できている事に感銘を受けました。又、

大井川流域にこれだけの水力発電所があるとは思っていなかったです。 



（島田市 女性） 

 施設の状況を知りませんでしたので、新鮮に感心しました。水を何となく使っていましたが、現

場の人々のご苦労も分かりましたし、大切な資源、守っていきたいと思いました。 

（島田市 男性） 

 発電、農業用水、水道用水として如何に良く利用されているか施設見学して理解しました。利水

度は日本一だと聞いたことがあります。 

（菊川市 男性） 

 水道原水の濁度の高さ、大井川本流の水に比べ、支流の水が清いことが分かりました。 

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） 

（菊川市 男性） 

生活排水の大井川への直接流入量の低減を図る。節水に心掛ける。 

（島田市 男性） 

 テレビ、新聞などによるＰＲ、学校教育での普及が大切です。 

（掛川市 男性） 

 原子力発電に頼らないで済む発電システム、水力発電も発電効率の高まる技術開発、火力発電も

しかり、水資源をもっと大切にすると共に、地域ぐるみで水の勉強を行う必要があると思いました。 

（島田市 男性） 

 川口発電所、相賀浄水場、大井川用水などの事業規模や収支状況など、経済的な部分について、

どんな問題があるのかないのか、今回、そこまで関心が及ばなかったが、そういう説明もあっても

いいかなと思いました。 

（島田市 男性・女性） 

 相賀浄水場には、年間 5,000 人位の小学生が視察に訪れるという事をお聞きし、うれしく思いま

した。 

 大井川の水の大切さを若い人達が良く知る事で、普段、何げなく使っている水の有難さが理解さ

れ、水を大切に使う精神を培っていってほしいと願うばかりです。 

（静岡市 男性） 

 この視察会はとても素晴らしいイベントなので、もっと広く周知させることが大事なのではと強

く思いました。この内容ならば流域 7市町の町おこしの一環としても十二分に役立つものになると

思います。 



（島田市 女性） 

 市町の住民に行政等のパンフレット、文書等を配布し、大井川の水がどのように利用されてい

るか、又、各産業の分野の方々にもこのような見学会的なものを催し、より関心を持っていただ

く。このような視察会がある事を知らない住民が多いと思うので、回覧物・ポスター等で周知さ

せる必要もあると思いました。 

（島田市 男性） 

 視察会に色々な組織の方が案内をしてくださり、資料も各々用意していただき有難く思いまし

た。しかし、大井川は一本の川であり、出来れば一つの組織によって一元的な管理をするのが理

想的ではないでしょうか。 

（掛川市 男性） 

 5 市 2町から選出された県・市・町の議員の人達にも、一般の人達と同じように視察の機会を設

けて政治家を巻き込み議論が出来たら良いと思う。掛川市にいて議員の皆さんと話し合っても、

だいたいの議員の人は、「大井川は水道水と大井川用水で恩恵を受けているよね！」くらいの関心

で、大井川の上流部や中流部の川の状況が分かっていない人が多いと思う。 

（藤枝市 男性） 

 田代ダムから富士川へ落とすのを中止させる。リニアでトンネル掘って大井川の水量が減るの

が心配である。 

（島田市 女性） 

 現状をもっと多くの人々が知ったら良いと思いました。 

（掛川市 男性） 

 大井川の水質が少しでも良く保たれる為、各家庭からの排水に気をつける。又、各事業所、工

場からの排水についても気をつける。川にゴミや樹木を流さない様にする。 

行政については、その様な指導を徹底する。河川愛護の日を設け地域住民、ボランティア団体

等による河川の一斉清掃、ゴミ拾い等を行うイベントの実施をする。 

４ その他ご意見がありましたら記入ください。 

（掛川市 男性） 

 視察会に参加させていただき、人間の知恵、技術、気魄に感動することが多かったです。 

 旅行業者と提携すれば立派な観光コースになると思います。少しでも地域の活性化になると思い

ます。 

（藤枝市 男性） 

 大井川はほとんど静岡県に位置しているので、下流域の水の確保に努めていただきたい。 



（掛川市 男性） 

 ダムを見て思う事。こんなに堆積物があるのに企業は平気なんだろうか。平気では無いかもしれ

ないけど、あえて無視しているのかな。ダムの上流では河床が上り洪水の危険があるのに、もっと

もっとみんなで声を上げてもいいように思う。 

（島田市 男性） 

 この様な視察会に出来るだけ、より若い人が参加したくなる様、キャンペーンしていただきたい。 

（島田市 女性） 

 他県から移り住んでいるので、大井川や大井川用水のことを詳しく知らない事が多く、良い勉強

になり有難く思っています。参加した者の中から、又、多くの方々に広まっていくといいのです

が・・・・。視察会の目的や意図を明確にしていく事も大事です。 

（静岡市 男性） 

 視察会の趣旨として大井川用水の恩恵を受けていても関心がない方たちに興味を持ってもらう

という事が一番なのでしょうが、今の時代、全国的に Facebook やツイッター、個人サイトのネッ

ト上でもダムや水門、水路を観ることが趣味の人間も少なくなく、県内はもとより他県から休日を

利用して大井川上流のダムや堰堤を自分で歩いて見学している人も多数おります。 

 全国の利水・治水を学びたいと思っている県内外のダムマニア、水門・水路マニアなどをターゲ

ットに視察案を練り直して、土日祝日、夏休みなどに実施するのも良いかと思いました。また、近

年はダムカード収集もマニアが多いので、水門や頭首工のカードを発行・配布してみるとか？また、

神座分水工はあんなに素晴らしい施設なのに、通りには案内看板もないのが残念です。公園的な整

備もされて土手や桜並木もあるのでお花見とか、もっと人を集められるのでないか思います。 

 農業水利事業所、発電利用、上水道・工業用水や土地改良区そして研究協議会とそれぞれがバラ

バラな立場であり、ひとえに難しい部分もあるかと思いますが・・・・・ 

それならば逆に旅行会社とタイアップで経費分を計算して参加費を徴収しても集客ができると思

います。特に上流域の田代ダム・赤石ダムなどは全国的にもそこに行くことが困難なダムとして有

名ですので、静岡市や県、国や地元のテレビ局や特種東海フォレストなどにも参加してもらい、大

きなイベントとして開催しても集客は可能かと思います。 

（島田市 男性） 

 リニア新幹線工事が流量にどんな影響をもたらすか大変心配しています。残土も大井川の流域を

想定しているようで、環境・景観への影響も大きいのではないでしょうか。 


