
第 43 回ダム現地見学会 開催報告 
                 

現地見学小委員会 事務局 
 
第 43 回ダム現地見学会は、一般社団法人日本大ダム会議とダム工学会との共催で、平成 29

年 10月 12 日（木）～13 日（金）に開催しましたので報告いたします。 
 

１．概 要 

今回の見学会では、現場従事者の声を直接聞くことで施工・ダム管理の両面から学習するこ

とを目的とし、現在建設中の平瀬ダム（山口県）と平成 3 年に完成した弥栄ダム（中国地方

整備局）の２ダムを見学しました。 
平瀬ダムでは現在コンクリート打設最盛期にある現場状況を見学させていただきました。質

疑応答では、コンクリート打設における品質確保の方法や施工上の留意点や苦労されている点

などを説明いただきました。また、弥栄ダムでは堤内の観測設備や、管理所内の操作施設、資

料館などを見学させていただき、年間 10 回を超える洪水調節の際のご苦労や課題なのについ

ても説明いただきました。 
いずれの見学場所でも、実際に従事されている方々の生の声を聞くことができ、参加者とと

もに活発な議論を行うことができたと考えます。 

また、今回の見学会団長は、坂本忠彦元国際大ダム会議副総裁・日本大ダム会議会長にお引

き受けいただき、「日本大ダム会議の歴史」についてご講演いただきました。 
本見学会では、ダムの設計や施工を専門とする若手からベテランまで幅広い層の方々にご参

加いただき、参加者から現在建設中のダム現場施工およびダム管理の両面から知識を深める意

味でも有意義な見学会だったと思います。 
なお、見学会当日は、岩国錦帯橋空港が一時閉鎖され、到着便が大幅に遅れるというハプニ

ングが発生しましたが、なんとか予定どおり全行程をこなすことができました。 
周防大島での宿泊は、例年の山間地の宿でなく海辺のホテルでしたが、山地での仕事にかか

わることが多い参加者からは非常に好評でした。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弥栄ダム資料館前での集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事中の平瀬ダムをバックに集合写真 
 

２．参加者 

坂本団長以下、45 名の参加を頂きました（小委員会事務局幹事を含む）。参加者の内訳は、

電力会社 3 名、コンサルタント･メーカー24 名､ゼネコン 13 名となっています。 

 



３．見学場所 

 弥栄ダム 
所在地 左岸:広島県大竹市小方町小方、 右岸:山口県岩国市小瀬字二又 
目的   FNWIP、集水面積 301 km2、有効貯水容量 106,000 千 m3 
型式   G、 H=120m、L=540m、V=1,550,000 m3 
管理者  中国地方整備局 
施工者  前田建設、奥村組、日本国土開発 

平瀬ダム 
所在地  山口県岩国市錦町広瀬字長尾 
目的   FNWＰ、 集水面積 336.2 km2、有効貯水容量 27,500 千 m3 
型式   G、 H=73m、L=300m、V=340,000 m3 
事業者  山口県 
施工者  清水建設、五洋建設、井森工業、ナルキ 

 
４．行程： 

≪10 月 12 日≫  
10：30 岩国錦帯橋空港 集合 
11：00 JR 新岩国駅 集合 （移動途中、昼食） 
13：10 弥栄ダム 現場見学 
15：00 弥栄ダム 出発 
17：00 宿泊ホテル 到着 
（宿泊先）サンシャインサザンセト、懇親会    

≪10 月 2 日≫ 8:30～10:00 講演 「日本大ダム会議の歴史」 
元日本大ダム会議会長 坂本忠彦氏 

10：00 宿泊地 出発  
12：00 平瀬ダム着 現場見学 
14：50 平瀬ダム発  
16：00 JR 新岩国駅 着 
16：30 岩国錦帯橋空港 着 解散 

５．謝辞 

今回の見学会を通じて、中国地方整備局 弥栄ダム管理事務所、山口県錦川総合開発事務所、

清水建設・五洋建設・井森工業・ナルキ特定建設工事共同企業体の皆様には、ご多忙の中、

多大なご協力を賜りました。ここに厚く御礼申し上げます。 
 



弥栄ダム現地見学会および団長講演報告 

1.はじめに 

 日本大ダム会議・ダム工学会共催の第43回ダム

現地見学会が、平成29年10月12～13日に開催さ

れました。初日の12日は、広島県大竹市と山口県

岩国市の県境である小瀬川に建設されている弥栄

ダムを訪れました。 

 また、2 日目は宿泊先のホテルにて、今回の団

長であります坂本忠彦様（日本大ダム会議 元会長、

現顧問）より講演をいただきました。以下にこれ

らについて報告いたします。 

 

2.弥栄ダム現地見学会 

 弥栄ダムは、小瀬川総合開発の要となる多目的

ダムで、洪水調整、流水の正常な機能の維持、都

市用水の開発および発電を目的として建設されて

います。 

表－1 弥栄ダムの諸元 

河川名 小瀬川 

位置 広島県大竹市前飯谷 

山口県岩国市小瀬 

目的 治水、工水、上水、発電 

形式 重力式コンクリートダム 

堤体積 1,550,000m3 

堤高 120.0m 

堤頂長 540.0m 

総貯水容量 112,000,000m3 

有効貯水容量 106,000,000m3 

完成年度 平成3年（1991年）3月 

 

 見学会当日は、国土交通省中国地方整備局弥栄

ダム管理所の高瀬管理係長、高橋係員に堤体内部

およびダム管理所を案内していただきました。 

 まず堤頂でダムの全体概要を説明していただき

ました。小瀬川が広島県と山口県の県境に位置し

ていることから、左岸に広島県側取水塔、右岸側

に山口県側取水塔が配置され、水道・工業用水と

して、それぞれの県に90,500m3/日ずつ供給がなさ

れているとのことでした。 

その後、エレベーターにて堤体内部に入り通廊、

プラムライン室、コンジットゲート室を案内して

いただきました。コンジットゲートは、水密ゴム

に、エアを送り、膨張させることで堤体との水密

性を確保しているとのことでした。 

 管理所では、ダム管理制御室に案内していただ

き、 

「貯水位」「雨量予測」「河川水位」を基に流入量・

放流量を計算し、ゲートの開度を決定するコンピ

ュータの手法について説明いただきました。また、

昨今の度重なる大雨時には、下流流域の住民の生

命を守るため、少ない職員数ながら必死にダムを

管理されているお話では、その苦労と責任感が伺

えました。 

 

弥栄ダム 

 

 

坂本団長講演 

 

3.団長講演 

 日本大ダム会議の歴史について講演をいただき

ました。 

 1924 年に設立された世界動力会議（現 世界エ

ネルギー会議）において、「水力発電が有効である」

とのことから、1928年に国際大ダム会議（本部パ

リ）が設立された。我が国では、1931年（昭和 6

年）に国際大ダム会議日本国内委員会として加盟

した。その後、1944年～1951年の間は、第2次世

界大戦および戦後の混乱のため、国際大ダム会議

から脱会しており、1953 年（昭和 28 年）に再加

盟している。1962 年（昭和 37 年）に社団法人日

本大ダム会議として設立され、2012 年（平成 24

年）に一般社団法人日本大ダム会議に移行した歴

史をもつ。 

 中華人民共和国（以下、中国）と朝鮮民主主義

人民共和国（以下、北朝鮮）の国境を流れる鴨緑

江（おうりょくこう）に、戦前に日本が造った、

当時世界最大級の水豊（すいほう）ダムがある。

表－3 に水豊ダムの諸元を示すが、総貯水容量が



奥只見ダムの約 20 倍という巨大な重力式コンク

リートダムである。この水豊ダム技術審査を大ダ

ム会議の前身である国際大ダム会議日本国内委員

会が行ったという。戦後、水豊ダムは、北朝鮮の

経済を支え、現在も稼働中である。また、北朝鮮

の国章にもその姿が描かれており、水豊ダムが北

朝鮮にもたらした富の大きさを物語っている。 

 

表－2 水豊ダムの諸元 

河川名 鴨緑江 

位置 朝鮮民主主義人民共和国 

  平安北道朔州郡 

中華人民共和国 遼寧省 

目的 発電 

形式 重力式コンクリートダム 

堤体積 3,230,000m3 

堤高 106.4m 

堤頂長 899.5m 

総貯水容量 11,600,000,000m3 

有効貯水容量 7,600,000,000m3 

着工年度 昭和12年（1937年） 

完成年度 昭和19年（1944年） 

※諸元の数値は、竣工当時のもの 

 国際大ダム会議は、毎年「年次例会」を開催し、

3 年毎に「大会」を開催し、世界共通の重要課題

について討議を行っている。日本では、2012年（平

成24年）に京都で第24回大会を開催した。「手作

り」「親切・丁寧」を準備の基本として、様々な策

を練り、結果、レディースプログラムも含め、各

国から非常に高い評価を受けたという。 

 坂本元会長は、「今後は、若い世代も積極的に論

文を投稿して、世界大ダム会議に参加してほしい」

と講演の最後におっしゃられていました。 

4.おわりに 

 お忙しところ丁寧に現場説明を行っていただき

ました弥栄ダム管理所の皆様、大ダム会議につい

て笑顔で講演いただきました坂本忠彦様、また見

学会を企画・準備していただきました日本大ダム

会議およびダム工学会の関係者の皆様に、ここで

改めて御礼申し上げて、本報告を終わりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



平瀬ダム見学記 

 

  第 43回ダム現地見学会が一般社団法人日本大ダム会議および一般社団法人ダム工学会

共催で開催され、建設中である平瀬ダム（山口県）と完成後 25 年が経過した 弥栄
や さ か

ダム

（中国地方整備局）を見学しました。 
  本見学記は、建設中の平瀬ダムについて報告するものであり、ダム本体工事の施工現

場を見学することにより、建設工事に関する知識を深めることを目的としたものであり

ます。 
 
１．はじめに 

  平瀬ダムは二級河川錦川水系錦川の岩国市錦町広瀬に位置する多目的ダム（ＦＮＷＰ）

であり、山口県が建設しています。ダム諸元は、型式：重力式コンクリート、堤高：73.00
ｍ、堤頂長：300.00ｍ、堤体積：340 千ｍ3、総貯水容量：29,500 千ｍ3であります。 

錦川流域は、過去に日本三名橋の一つである 錦帯橋
きんたいきょう

を流失させた台風による洪水被害

や渇水被害等の背景から、治水・利水両面を担う目的で平瀬ダムを建設するものであり、

昭和 48 年度から実施計画調査を行い、昭和 63 年度から建設事

業に着手しています。 
ダム本体工事は平成 26 年 3 月に開始し、現在は堤体コンク

リートの打設中であり、190 千ｍ3／360 千ｍ3の打設を完了し、

平成 30 年夏期頃までに完了予定となっています。 
なお、ダム事業は平成 33 年度に完了予定となっています。 

 
２．見学概要 

  （１）コンクリートの生産性・品質向上 
ａ．コンクリートの材料として使用する骨材に、平成 17 年台風 14 号の降雨出水

により錦川に堆積した河床砂礫を使用しており、河床砂礫を利用することで、

骨材採取のための原石山の開発が不要となり、コスト面・環境面における負

荷が軽減されています。また、品質試験においてもコンクリート用骨材とし

ての品質を満足する結果であるとともに、通常、コンクリート用骨材として

使用する砕石とは異なり河床砂礫は角が丸いため、コンクリートの流動性が

良く、貧配合でも粘性度をもったコンクリートとなり品質向上にもつながっ

ています。 
ｂ．コンクリート製造においては、マスコンクリート打

設時の温度ひび割れを制御するためのプレクーリ

ングとして、セメントサイロの太陽熱高反射塗装、

セメントクーラー、粗骨材の冷風冷却および練混ぜ

水の冷却を実施することで夏期に 21.5℃以下での

コンクリート打設が可能となり、品質性向上を図っ

ています。 

写真－1 ダム本体工事全景 

写真－2 ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備 



ｃ．コンクリート打設においては拡張レヤ工法を採用

し、打設運搬設備としてケーブルクレーンおよび

バケットを使用しています。生産性向上を図る目

的として、軽量バケットを開発（高強度耐磨耗鋼

板を採用）し打設能力を改善することにより、従

来型バケットと比較し、1 回当りコンクリート打設

能力を 10％向上させています。また、コンクリー

ト絞固めに使用するバイバックに情報化機器（Ｇ

ＮＳＳ、変位センサ、３Ｄスキャナ）を搭載する

ことにより、従来、オペレータの技量により判断

していた絞固め完了を指標化することで品質性向

上を図っています。 
ｄ．堤内構造物である洪水吐の一部、監査廊をプレキ

ャスト化することにより、工期短縮、省力化および

安全性の向上を図っています。 
 
 
 
  （２）環境への配慮 

平瀬ダムは、環境影響評価の環境保全計画に沿った取り組みを発注者と工事関係

者が一体となり実施しています。 
ダムの湛水予定池内に生息する貴重植物の生息適地への移植、河川の転流により

取り残された水中生物の生息適地への移動およびダム堤体工事の夜間作業における

照明を誘虫性の低いものを使用する等、建設工事と環境保全の両立に向けた環境保

全対策を実施しています。 
 
３．おわりに 

ダム建設中の施工現場を見学することにより、ダム建設に至る経緯、重力式コンクリ

ートダムの基本的な施工方法、生産性・品質向上を目的とした具体的な取り組みおよび

具体的な環境保全対策を知ることができました。 

ダムの建設数が減少傾向にある今日、このような施工現場を見学できたことは、今後

のダム建設および維持管理を実施するうえで貴重な財産になると考えます。 

最後に本見学会に際し、ご協力頂いた関係各位に対し深く感謝の意を表します。 
 
 

〔北海道電力株式会社  長澤 亮慰〕 

写真－3 ｺﾝｸﾘｰﾄ軽量ﾊﾞｹｯﾄ 

写真－4 情報化ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ 

写真－5 監査廊（PC化） 
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