
平成28年度 大井川の中流域を学ぶ視察会（実績報告書） 

実施日 平成 28 年 11 月 19 日（土）  参加者 27 名 

moejpckk

主催：大井川の清流を守る研究協議会 



開催日　：　平成２８年１１月１９日（土）

参加者　：　27名 スタッフ：3名 計：30名

氏　　名 備　考 氏　　名 備　考

1 箭木　　昭 菊川市 16 鈴木　伸彦 島田市

2 鈴木　健雄 掛川市 17 永井　厚生 島田市

3 大畑　　廣 島田市 18 八木　徹郎 島田市

4 小澤　康朗 島田市 19 八木　和代 〃

5 小澤あつ子 〃 20 落合　律子 掛川市

6 岩堀　敏博 島田市 21 勝俣　八重 菊川市

7 岩堀　幹子 〃 22 川浪　賢治 掛川市

8 斉藤　義郎 牧之原市 23 高橋すみ枝 島田市

9 斉藤　辰夫 島田市 24 宮﨑　辰夫 島田市

10 永井　　整 島田市 25 宮﨑友理子 〃

11 長尾　　豊 御前崎市 26 櫻井ひさえ 島田市

12 長尾　貴子 〃 27 大畑　満郎 島田市

13 鈴木　とよ 島田市 講師 小澤　節子 川根本町

14 鈴木　静子 島田市 事務局 梶山 正幸 川根本町

15 森下　哲也 島田市 事務局 高木　良 川根本町
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時間 説明の内容

8：50 下り　8：33　　44着　　／　　上り　8：30　　43着

9：00

9：15～9：40 大井川用水神座分水工

川口取水口から送水された水は、小笠幹線（右）最
大取水量10.22 /ｓ，延長4300ｍと大井川左岸幹線
（左）最大取水量26.07 /ｓ、延長2700ｍに分水され
ます。手前に神座取水口（0.322～0.66 /ｓ）があり
ます。

9:50～10：25

笹間川ダムから送水された水は、川口発電所にて最
大58,000kw、90 /ｓ、常時19,300ｋｗ、30.53 /ｓの
水利権が中電に許可されている。発電された水は放
水庭に流れ、大井川用水（39 /ｓ　内訳の農水36.8
工水2.0  市水道0.2）利用されるため神座分水工へ
送水される。川口の取水庭に出た水は県大井川水
道企業団の上水用に利用のため相賀浄水場に6 /
ｓにトンネンで、牧之原農業用水に3 /ｓトンネルで
送水される。

10:40～10：50

大井川上流で取水し、発電に利水された水は各地点
の発電所に送られて、利水され一度も大井川本川に
戻されることなく笹間川ダムに集められて、下流の川
口発電所へ送水される。

11：00～11：30

この堰堤は大井川ダム及び支流寸又川合流点下流
の余水を集めて笹間川ダムに送水するが、堰堤建
設から３０年間(水利権）ゲートを降ろして貯水を始め
ると一滴の水も流れず、河原砂漠が出現し１６年前
に「水返せ運動」によって５ｔの水が流れることになっ
た。

11：50～12：50 〈川根本町役場〉

13：20～13：30

13：45～14：15 大井川ダム･奥泉発電所

大井川ダムは大井川発電所(崎平）の取水のため
に、大井川本川を堰き止める最初にできたダムで井
川山林からの木材の流送を阻止することになり補償
問題で係争となったが電力会社が全面的に補償要
求を受入れて解決した。

14：25～15：00

南アルプスから湧き出る水をあわせて蛇行する大井
川流域の地勢。緑豊かな森林に生まれる生物界。そ
の自然との協調・共存をはかりながら営んできた山
峡の生活と文化に焦点をあわせて展示している。

15：50～16：00

17：00 下り　17：09　　29発　　／　　上り　17：06　　22発

平成28年度 大井川の中流域を学ぶ視察会日程表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年11月19日(土)

視察場所

ＪＲ島田駅　南口へ集合

ＪＲ島田駅　南口　出発

川口発電所

笹間川ダム

JR島田駅　南口着　解散

塩郷堰堤

昼食

牛の首（旧日英発電所跡）

資料館やまびこ

地名発電所跡



① 大井川用水神座分水工 



② 川口発電所（川口取水工） 



③ 笹間川ダム 

④ 塩郷堰堤 



⑤ 大井川ダム・奥泉発電所 

⑥ 資料館やまびこ 



平成 28 年度 「大井川の中流域を学ぶ視察会」に関する意見・感想について 

１ 視察会開催について、どのような形で情報を知りましたか。 

① 新聞等で知った…１４人 

② 友人等からきいた…４人 

③ その他…５人 

２ 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…９人 

② 知らなかった…１３人 

③ 関心がなかった…１人 

３ 大井川の現状を視察してどんなことを思いましたか。 

・川の下をトンネルで水が運ばれていることもしらなかった。以前、水を返せ！

と叫んでいる地元の人達をテレビニュースで見た事があったり、霧が湧いて

こないので、今までのような上級茶が出来ない等々、でも土砂の堆積で浸水す

る所があると聞きビックリしました。（掛川市・女性） 

・本流の水量をもっと増やしてほしい。水が大切に使われていることは良いが、

すべてが人間の為であり、大井川に住んでいたナマズ・コイ・ウナギの姿が見

えなくなったのも本流の水量が原因と思う。（島田市・男性） 

・在所の裏側に神座分水工があるなどとは思っていなかったし、そんなに水が足

りないのか？もっと大切に使うことを改めて思った。（牧之原市・男性） 

・水害、電力、生活水などの管理が日々行われ、私達の生活のライフラインの主

要の役割を果たしていることが理解できた。（島田市・女性） 

・大井川の治水と利水が古くから現代まで、いろいろ行われたことが現地を見学

し、資料を見て良く分かりました。（掛川市・男性） 

・大井川の水の活用度の多いこと、送水管が山中を貫いていること、島田市だけ

でなく付近の市町を潤していること。こんな重要な役割のほんの一部しか知

らなかったことを思い知らされました。 (島田市・男性) 

・下流の砂がなくなってしまうことが問題だと感じました。（菊川市・女性） 



・ダムが多くあり水を使っていることは分かっていましたが、こんなに多くある

とは思いませんでした。ダムと堰堤が多く、広い地域に水を分けているため、

下流域に水がないのは当たり前だとつくづく知らされました。(島田市・女性) 

・大井川の水量が少ないが、水が広域に利用され市民の文化的生活に役立ってい

ることが分かった。（掛川市・男性） 

・水量の少ない川を見て淋しく感じていましたが、今回の視察で大井川が私達流

域に住む人間にとって、いろいろな形で役に立っていることや、水量の少ない

理由も理解出来ました。また、志太地域はもとより、東・中遠地域までを潤し、

農業や工業の発展に役立ってきたことも良く分かりました。このように水の

恩恵を享受できるのも先人達のお蔭です。上流から下流まで張り巡らされた

ダムや水路を大事に使い、これからにつなげていかなければならないと思い

ました。（島田市・女性） 

・塩郷堰堤で下流へもっと（10t/秒）流してほしいと思います。（島田市・男性） 

・これからもより多くの方に大井川の情報を発信し、多方面の協力により良い方

向に大井川関連事業を進めてほしいと感じました。（島田市・男性） 

・堆積土砂が多く、流れを損なっているため取り除く労力が大変だと思いまし

た。取水事業を始められた人達の大変さを感じました。（御前崎市・女性） 

４ 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してください） 

・清流を維持するために下水道の完備。 

・河川清掃・・・年 1回市民グランド周りはやっているが、河原でのゴミ拾いま

ではしていない。（島田市・男性） 

・小学生高学年、中学 1年生くらい、または社会見学で近隣市町に学びの場所と

しての提案をしたらいかがか。中高年の学びの場とすることも大切だが、子ど

も達にライフラインの大切さを学んで欲しいと思いました。（島田市・女性） 

・発電所の夜間発電分を利用し、落とした水を上のダムに戻すような計画を起し

実施してはどうか。相当な資金がかかるかと思うが、そうすれば大井川の水量

は増えるのではないか。（掛川市・男性） 



・用水は、24 時間絶えることなく流れていますので、これを利用して小さな発

電は出来ないものか。（島田市・女性） 

・ダムも用水路も建設時より長い時間が経ち、施設の老朽化が課題ではないでし

ょうか。大きな地震が懸念されている昨今、飲料水の確保など、早急に手を付

けなければならないことも多々あると思います。生きていくためには絶対に

必要な水の確保について予算を付け、一日も早く具現化していただき、日常の

メンテナンスもしっかりやっていただきたいと思います。流域住民は、水を大

切に使う意識を持つことが大事だと思います。（島田市・女性） 

・堆積土砂の対策の一日も早い対応をお願いしたい。（島田市・男性） 

・行政が大井川に関連する会議・研修会等の内容を流域住民に伝え、営利関係企

業、団体との関係等も明確な説明をして、住民の理解を得る必要があると思い

ます。（島田市・男性） 

・発電、治水だけ考えれば、水の利用は無駄なく利用されていることは良く分か

りますが、大井川の水が流れていない現状は、色々な面で動植物の生態系が崩

れています。次世代にどう伝え、残していけるか考えなければいけないことだ

と思います。（島田市・女性） 

・大井川の水量の回復、適切な水量の供給：上限は契約少量とし、それが過剰供

給量となる場合には大井川に戻す。（菊川市・男性） 

・国・県・市町村や電力会社、流域住民と協議して、堆積土砂の撤去を何年かの

計画で実施する。（御前崎市・男性） 

５ その他ご意見がありましたら記入ください。 

・自然と共存するには、ある程度の便利さが無くてもガマンする必要があると考

える。（島田市・男性） 

・大井川の治水、発電、砂利、漁業など生活に関連する事項を優先して今後も考

えていかなければと思いますが、流域住民だけでなく、日本有数の一級河川で

あることを日本中の人に知ってもらい、多くの人が訪れる清く美しい川を目

指すことを一番に考えて欲しいと思います。（島田市・男性） 


