
平成28年度 大井川用水を学ぶ視察会（実績報告書） 

実施日 平成 29 年 2 月 24 日（金）  参加者 42 名 

主催：大井川の清流を守る研究協議会 



開催日　：　平成２９年２月２４日（金）

氏　　　名 備　　考 氏　　　名 備　　考

1 小澤　康朗 島田市 26 岩堀　敏博 島田市

2 小澤　あつ子 〃 27 岩堀　幹子 〃

3 村松　信夫 掛川市 28 山下　　孝 〃

4 村松ひろ子 〃 29 山下　紀子 〃

5 榛葉　公子 〃 30 杉本きくえ 〃

6 松下　友子 〃 31 羽田　清司 〃

7 黒田　　久 菊川市 32 羽田　幸枝 〃

8 竹中　　渉 島田市 33 大石　芳郎 〃

9 鈴木　とよ 〃 34 大石　久子 〃

10 鈴木　静子 〃 35 清水　成憲 〃

11 太田　　昇 〃 36 髙橋すみ枝 〃

12 太田　恵子 〃 37 後藤　雅昭 菊川市

13 齋藤　義郎 牧之原市 38 大畑　満郎 島田市

14 八木　徹郎 島田市 39 矢部　　昇 牧之原市

15 仲田　　勉 〃 40 宮﨑　玲菜 島田市

16 宮村　久雄 吉田町 41 宮﨑　辰夫 〃

17 山本　正巳 掛川市 42 宮﨑友理子 〃

18 日比野茉莉子 島田市 43 大畑　拓也 焼津市

19 松村　達也 〃

20 鈴木　健雄 掛川市

21 天野　　悟 島田市

22 伊東　　孝 〃

23 伊東　房子 〃 講師 小澤　節子 川根本町

24 白石かず子 〃 事務局 梶山　正幸 〃

25 大石きみ子 〃 事務局 高木　良 〃

平成28年度　大井川用水を学ぶ視察会　参加者名簿

参加者　：　４２名



日　時 平成29年2月24日（金)

7：20 川根本町役場(本庁舎）出発

9：00 島田駅南口出発

9：20 島田市相賀　相賀浄水場　（静岡県大井川広域水道企業団）

10：55 川口発電所・川口取水工（中部電力・農林水産省関東農政局）

11：55 島田市神座　神座分水工（農林水産省関東農政局）

12：20 神座～横岡　大井川水路橋(農林水産省関東農政局）

12：50 (昼　食）　新金谷駅

13：45 島田市神谷城　松島分水工（大井川右岸土地改良区施設）

14：20 菊川市富田　菊川頭首工（大井川右岸土地改良区施設）

15：05 菊川市中内田　七曲調整池（大井川右岸土地改良区施設）

15：55 （トイレ休憩）　静岡空港

16：35 島田市　　　栃山頭首工

16：40 島田駅南口

13：45～14：10

14：20～14：40

15：05～15：25

12：20～12：35

15：55～16：20

12：50～13：30

駐車スペースがないため、車窓よ
り現況確認

平成２８年度　大井川用水を学ぶ視察会　日程表

8：50 集合　JR島田駅南口

9：20～10：40

10：55～11：45

11：55～12：15

8：20 島田駅着
8：30～受付



【相賀浄水場】 

（説明者：静岡県大井川広域水道企業団）



【相賀浄水場】 



【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）



【七曲調整池】 

（説明者：大井川右岸土地改良区）



平成 28 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・・・・・・ １３名 

② 知らなかった・・・・・ １４名 

③ 関心がなかった・・・・  １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。 

・いろいろクリアして今になっている、すごい歴史を感じました。 

用水の行き先を初めて知りました。私たちは守られていると感じた。（掛川市・女性） 

 ・先人の大変な苦労が伝わってきます。（島田市・男性） 

・今までは、大井川の水はどうしてこんなに少ないのか？不思議でたまりませんでした。大阪の

妹が大井川は死んでいるの?という質問を受けましたが、これで答えが出たような気がします。 

  （島田市・女性） 

 ・当たり前と思っていた「水害や水不足に悩まされることのない暮らし」は、先人の知恵と沢山

の人の努力によって叶えられたものだと知る事ができました。きっと、子供の頃にも勉強した

ものだと思いますが、歴史や社会化の授業として教わったことが、こんなに自分の生活と関係

していると頭の中で繋がっていない状態でした。体験することは大事だと改めて思いました。

また機会があれば、学んでいきたいです。（島田市・女性） 

 ・水道の浄水場が相賀の一カ所しかないことにビックリしました。そこで７市の水道が供給され

ていることは、職員の一方ならぬ仕事ぶりにあると思われ感謝いたします。 

リスクアセスメントとして、一カ所だけで大丈夫なのか？との懸念が生じました。 

ファームポンドと調整池（水道用）の見分け方が分かったことが良かった。（菊川市・男性） 

 ・河川の重要性と大切さ、それを開発・維持管理の重要性を感じましたが、一般住民に出来るこ

とが見当たらず、ただ感心するのみでした。（島田市・男性） 

 ・本流の水量より、非常に多い水量が用水として利用されていることを知りませんでした。大井

川のダムを良く見に行くので、ダムに対する考えもより深まりました。（島田市・男性） 

 ・川口発電所から排出された用水が、浄水用・工業用・発電用・農業用の用水として利用され、

大井川の偉大さを実感いたしました。おおいがわ素晴らしい川だ。守っていきたいですネ。（島

田市・男性） 



 ・大井川広域水道企業団の浄水場の見学は、取水した濁りや雑菌が混じった水が、私達が口に入

れることができるレベルのきれいな水道水になる行程を実際に見ることができ、大変興味深い

ものでした。また、川口発電所や神座分水工、そこから分かれた水が水路橋を通り、遠く七曲

調整池まで達していることは、すごいことだと実感しました。 

  大井川の水が上水道に、農業用水に、さらには工業用水にと様々な形で私たちの暮らしの役に

立ち、暮らしを豊かなものにしてくれていることが良く分かりました。（島田市・女性） 

 ・「河川維持流量」の大切さが分かりました。田畑が潤う為に大井川の水が役に立っていると思い

ました。川が海に多くの恵みをもたらすことについては、流量の少ない大井川は少しさみしい

と思いました。 

  大井川の水が、私達の生活のために活用されていることを改めて思いました。（島田市・男性） 

 ・家にいて、蛇口を開いて利用している水の長い旅を知り、それに携わる人や歴史を知り、自分

自身のエコ活動に今以上に注意を払いたいと思いました。（掛川市・女性） 

 ・これからも大井川の水が多くの人々の生活を潤していくには、山への植栽やきれいな環境づく

りが大切だと感じた。（牧之原市・男性） 

 ・市民の文化的な生活をするために、水は必要であり大井川の水量が減ってしまっても仕方がな

いのかもな・・・と思えた。釣りファンに対し、この水を何とか利用できないもかと思えた。

（掛川市・男性） 

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） 

・リニアが少し心配です。（掛川市・女性） 

 ・川を汚さない、ごみを捨てない。いつまでも綺麗な川であって欲しい。（島田市・男性） 

 ・年に 1回でも良いので、どこかの施設、水道の浄水場とか見学出来たらと思います。（島田市・

女性） 

 ・個人が電力会社を選んで電気を買う事ができるようになると聞きます。小さな単位から「100%

水力発電の電力で生活している集団」のモデルケースを作って、実際できるのかどうかやって

みて、もしできたらクリーンな電気を求めている人達へアピールになるのではないかと思いま

す。（島田市・女性） 

 ・牧之原の農業用水設備にはファームポンドや加圧機場などが多数あります。これを防災や消防

に使えるように採水設備を付加することは出来ないでしょうか。牧之原台地には川や用水路が

ありませんので役に立つのではないかと思います。（菊川市・男性） 



 ・今回、ご説明・お世話になった方々、広域水道企業団・中部電力・大井川土地改良区・水利事

業所の仕事・役割・歴史等を、積極的にＰＲすることにより、彼達の仕事がスムーズに出来る

のではないだろうか。例えば、ＴＶ等で話題にするとか・・・（島田市・男性） 

 ・大井川の水が、これほど広い地域に活用されていることは多くの住民の方々は知らないと思

います。より広い広告を行うのが良いと思います。（島田市・男性） 

 ・行政と地域住民との関わる機会を多方面に拡大して欲しい。参加申込み方法が新聞など少な

いので、皆さんに広域に分かる宣伝方法を考えて欲しい。（島田市・男性） 

 ・各施設の老朽化が気になります。大きな災害が懸念されている中、どこか一つでも壊れたら

暮らしが成り立たなくなってしまうのではないでしょうか。特に浄水場は、大切な水道水を

作っているところでもあり、施設も築 30年を超えるとお聞きし、なおさら憂慮します。浜岡

原発の近くでもあり、いろいろな安全性を担保するため、現在屋根のない貯水場には早急に

屋根を付けた方が良いのでは思いました。（島田市・女性） 

 ・ダムに堆積している土砂のことが気になります。他のところで（国内・国外）、良い対処方法

などあれば良いと思いました。（島田市・男性） 

 ・大井川の水利権を地元、流域住民にもっと戻して、人口が減り税が減っていく、行政に還元

するようにしたらいかがですか？（掛川市・男性） 

 ・水は自然からの恵みものです。山、川を大切に治山・治水の作業と言いますか、守る為のシ

ステム、設備等、官民で力を入れていくことが大切です。 

  山の日、海の日があるように、「水」の日を決め、感謝することもいいと思います。（島田

市・男性） 

 ・人口減少、高齢化により川周辺を維持するには、地域ぐるみの協力が必要なので、1年に 1度

の『川ざらい』のような形は出来ないでしょうか。（島田市・女性） 

４ その他ご意見がありましたら記入ください。 

 ・私は牧之原地区の防災委員として大井川の水が水道にしろ、農業用水として用いられているこ

とから、防災の観点からどのようになっているのかを知りたくて参加しましたが、大井川の水

を通して住民の快適さに貢献している設備、職員のいることを知る事ができ、大変有益であっ

たと思います。（菊川市・男性） 

 ・大井川用水には 7つの市町をはじめ、国交省や農水省の関係機関や中部電力などいろいろな部

署が携わっていることがわかりました。行政の縦割りと言われますが、関係各機関が良く連携



を取り、これからも大井川用水がより良く運営されますようお願いしたいと思います。（島田

市・女性） 

 ・この様な視察を目的としたツアーに取り組んだらどうかと思います。立派な観光に役立つと思

います。そして電気会社や水道組合の重要性の理解も得られると思います。（掛川市・男性） 


