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■卓話■　　　  　　平山健一会員
洪水対策
　北上川の5つのダムについてお話し
ます。今年も7月に熊本で豪雨があり、
球磨川が氾濫しましたが、北上川で
も最近は盛岡近辺でも強い雨の機会

が増えていまして、平成25年だったと思いますが、
四十四田ダムももう少しで溢れそうな洪水寸前とい
うような出来事がございました。洪水を防ぐには高
いところに住むのが一番ですが、堤防を造ったり、
余水地と造ったり、新しい水路を掘って、洪水を分
けて流すことも昔から行われています。北上川も明
治になってから、新北上川というのを掘って、洪水
は男鹿半島の北側の新しい河口から太平洋に注いで
います。また違った方法では、ダムを造って洪水を
一部溜めて下流の被害を軽減してダムに溜まった水
は洪水が終わった後、発電に使います。そういうよ
うな事は現在普通に行われていますが、この考えは
意外に新しいものです。大正になってから、秋田県
協和町出身の物部長穂という方が発表してから急速
にこの考え方が広まりました。多目的ダムというの
は治水にも利水にも使えるのですが、そのダムの利
点が理解されるようになって行うにつれ、ダムによ
る治水（洪水対策）が大きな河川でも行われるよう
になったのですが、日本の中で1番目にその考えを適
用したのが北上川の上流でございます。北上川では5
つのダムで洪水をコントロールしようということで、
雨の多い奥羽山脈沿いには胆沢川の石淵ダム、和賀
側の湯田ダム、雫石川の御所ダムの3つが配置されて
います。雨の比較的少ない東側北上山地沿いには
猿ヶ石川の田瀬ダムが1つ、そして本流の上流部には、
四十四田ダムがあります。この5つのダムによってカ
バーされる面積は県内北上川の約50％を占めていま
すが、雨の分配や地形などをよく考えてダムの配置
は決められておりまして、昔の技術者は自然を見る
目が素晴らしいものだなと常々感じている所であり
ます。5つのダムの建設は昭和16年に1番最初の田瀬
ダムから始まって、最後の御所ダムが完了するのが
昭和56年ですから、40年を要しています。最初の田
瀬ダム建設のきっかけというのが、洪水とかの問題
ではなく、海軍の要望が優先されたものです。
　戦争の雰囲気が高まっていく中で、航空用のガソ
リンが欲しいと。それを造るためには石灰石と石灰
と電機が必要だということで、石灰石は大船渡で産
出していますし、石灰は北海道から船で運べば良い

と。大船渡に近い田瀬ダムの電力が欲しいというこ
とで、戦争の準備を優先して、ダムの建設が始まり
ました。残念ながらせっかくスタートになった工事
も、昭和19年、資材も無く、労働者も不足して、中
止になってしまいますが、戦後昭和25年に田瀬ダム
の工事は再開されています。戦争が終わりますと、
ダムの建設が続けられましたが、まず昭和21年に石
淵ダムの工事が始まりました。この頃はセメントが
無くて需要に追い付かなくて、セメントが少なくて
も済むロックヒルといって、岩のダムが選択されて、
食糧も物資も無い中で、ダムの建設が進められてい
ました。当時の岩手県は日本のチベットと言われて
いました。そういった貧困から抜け出すために、初
めて行われた選挙で選ばれたのが国分謙吉知事です。
国分知事は農業畜産振興に非常に熱心で、農民知事
と言われていたのですが、昭和25年9月に県民の広い
意見を取り入れるために岩手県総合開発審議会を設
置しました。
　層々たる岩手県の著名人たちが関わりました。さ
らに開発事業の資金を調達することを目的として、
貯蓄運動というのも始まって、目標を大きく上回る
成果を上げるなど、産業界、県民総動員した運動活
動が展開されていっております。このような県の盛
り上がりが認められまして、昭和28年岩手県、宮城
県から共同申請された北特定地域総合開発計画とい
う計画が全国22か所に先駆けて閣議決定される事に
なりました。この計画は岩手県5大ダムの運動を後押
ししましたし、岩手県民にとって大きな自信を与え
た採択でした。ダムというのは下流には大きな恩恵
をもたらしますが、水源地域にとっては大きな地域
の改変でして、生活の不安や地域の衰退などが問題
になり、さまざまな反対運動が起こっている所です
が、北上川でも戦中に建設が始まった田瀬ダム、戦
後すぐに始まった石淵ダムは社会全体が貧しいとい
う状況がございましたが、特に水源地には多くの犠
牲が押し付けられ住民にとっては、我慢が求められ
る辛い時代が続いた訳です。ようやく、戦後の混乱
が落ち着いた昭和35年に建設が開始された湯田ダム
は482戸の家屋と田畑が水没しまして、国道107号線、
国鉄の横手黒沢尻線、こういうものが全て水没して
いけすになりました。またこのダムは地域の存続に
関わる大きな課題をもたらした訳ですが、事業者と
住民の議論が4年間続けられました。これまでは個人
の財産だけの保証だった訳ですが、湯田ダムにおき
ましてはこれに加えて、集団移転地の提供、ガス、
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卓話予定：11/25　細野裕之会員

 会員数　40名
 出席数　20名
 出席率　55.56％

出 席 報 告

 前々回修正出席率　55.56％
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■本日のメニュー■
小　鉢　　青菜浸し　
造　里　　鱈昆布〆　ポン酢
煮　物　　白身朧蒸し　美味餡　山葵
食　事　　腹子飯
　汁　　　海老汁　豆富　
　　　　　大根　浅葱　山椒
香の物　　大根　胡瓜
水菓子　　林檎

☆鈴木裕子会長…先週の職場訪問お疲
れ様でした。藤沢委員長はじめご協力
いただきました皆様に感謝申し上げま

す。本日卓話の平山先生宜しくお願い致します。
☆工藤　泰会員…急用あって本日の理事会を欠席
します。又ロータリーバッジを忘れてしまいまし
た。
☆吉田祐一会員…先週の朝例会お世話様でした。
楽しかったです。また宜しくお願い致します。
☆片方直哉会員…今日も皆さんにお会いできて大
変うれしいので、スマイルします。隆さんにスマ
イル。納税頑張ります。
☆小川洋右会員…今日はご不在のようですが、晴
山さんのゴルフの腕前が急上昇されているそうで
す。私は不適なスマイルを浮かべつつ、直接対決
の機会を楽しみにしています。
☆藤澤大祐会員…先日の市場見学お疲れ様でした。
とてもお腹がいっぱいでした。今日の平山先生の
卓話楽しみです。
☆細野裕之会員…仕事が少しずつ忙しくなってき
て嬉しいのでスマイルします。今日の平山先生の
卓話楽しみです。

SMILE

■記念日おめでとうございます■（11月）
誕生日
　長野寿美会員（10日）中川めぐみ会員（17日）
　小笠原紘一会員（21日）
結婚記念日
　片方直哉会員（16日）　黒川賀重会員（23日）
　田口壮一会員（３日）　高橋精一会員（23日）
　藤澤大祐会員（３日）
創立記念日
　日山健一会員（25日）小保内義和会員（１日）
　田口純二会員　　　　　工藤健一会員（１日）

■出席累計表彰■（10月達成）
小保内義和会員（４年）



■幹事報告■
１�．RLI研修パートⅠ参加者募集のお知らせ
　�　ロータリー活動に対する「より深い理解を得
る為の研修会」です。この研修はパートⅡ、Ⅲ
の三部構成で開催されます。例年は一堂に会し
開催しておりましたが、今年度はリモートで開
催する運びとなりました。パートⅠは2回2週に
わたって行う予定です。日時は12月12日㈯
　13：00〜16：00/12月19日㈯�13：00〜16：00
　�　今後開催するパートⅡ、パートⅢの研修をす
べて参加されることによって卒業となります。
「もっとロータリーを知りたい」という方はぜ
ひ参加をお勧めします。
　�　締め切り11/19定員36名先着順ですのでお早
目に事務局までお願いします。

水道などのインフラの整備、働く場の紹介、産業の
誘致、などなど移転後の生活の安心、なりわいの確
保、それから地域の振興そういう不安がいちいち取
り上げられまして、国も県も市町村も住民と一緒に
納得するまで頑張るというような大きな合意が得ら
れて、保証の仕組みが大いに進展しました。昭和37
年に始まった四十四田ダムの水没家屋は60戸。昭和
44年に着工した御所ダムは448戸でした。御所ダム方
式といっていますが水源地対策のための特別措置を
かなり盛り込んだ仕組みが確立され、その第1号に御
所ダムが指定されることになりました。このように
振り返ってみますと辛い経験から始まった水源地域
を守るための努力は御所ダムが全国のモデルケース
として、それ以後のダムの建設に大きな貢献をして
います。まさに北上川らしい他県では中々見られな
い地域のまとまりを大切にする寛容な県民性を感じ
るところです。こういうものの他に北上川5つのダム
は日本のダム技術に大きな進歩をもたらしました。
四十四田ダムはまさにその名前のように地形はＶ字
型の深い谷ではなくて平坦で地盤が軟弱でダムの建
設には課題が多い場所でした。しかも盛岡の市街地
がすぐ側に迫って、ダムの管理はミス・事故、そう
いう物は絶対許されないダムであります。建設にあ
たって技術者は嫌々やった訳ですが、当時3回くらい
日本に来ていたヘレンケラーという人がおりますが、
四十四田ダムは三重苦のダムだと言われたほどでご
ざいます。ダムの基礎となる基礎岩盤の1部の強度が
不十分だとコンクリートダムは真ん中だけで両側は
土を盛って固めた堤防です。そういうような変則的
なタイプが選択されまして、ダムの高さも50ｍに抑
えられて、コンクリートダムの下のもっと弱い所は
そっくり地盤ごと取り替えて、地中深くコンクリー
トの基礎が埋め込まれています。また地震の際には
コンクリートの部分と土の部分の所に隙間ができる
ので、その隙間から漏水すると大変だということで、
何度も実験を重ねて、細心の工夫と重ねて施工され

ています。また松尾鉱山からの酸性水がダムには流
れてきていますので、ダムの表面のコーティングや、
ゲートもステンレスで被覆した対策などがとられて
います。そういう技術がたくさん北上川のダムから
生まれています。そして、2年前四十四田ダムは50周
年を迎えましたが、ダムは北上川の清流にも貢献し
ていますし、最近では春の桜の季節には地域の人々
の憩いの場となっています。このように北上川の5つ
のダムも、それぞれが地域を水害から守り、また地
域の農業をはじめ、様々な産業の頼りがいのあるイ
ンフラとして現在も機能を果たし、発揮している訳
でございます。またそのダムによる治水、洪水を防
ぐ方式をとったおかげで、反面堤防の整備は最低限
にとどめられた訳です。そういうこともあって、現
在北上川には美しい水辺が残っている、そういう効
果もありました。それぞれのダムにはそれぞれの苦
労の物語、これは北上川の財産でありますが、たく
さん伝えられております。そしてこの輝かしくも悲
惨な色々な意味を持ったダムの物語は、今、終わる
ことが出来ない訳です。例えば、最初に出来上がっ
た石淵ダム、これは下流に造られたより大きい胆沢
ダムの貯水池に眠っておりますが、その物語は胆沢
ダムに引き継がれております。四十四田ダムでは、
ダムのそこには松尾鉱山の酸性水を中和するために
出た沈殿物が多量に溜まっていまして、四十四田ダ
ムで盛岡を守るぞと言ってもその実力は不安が大き
い状態が続いています。またこの四十四田ダムに新
たな物語を加えなければならない状況が現状です。
今こそもう1度、新たな物語を生み出すような努力が
強く求められています。そうしなければ今盛んに言
われている異常気象による洪水や水利用の事をもう1
回考え直さないと、この温暖化の時代にきつい社会
が来るなと感じています。みなさん、ぜひ、川に興
味を持って頂ければありがたいなということであり
ます。

２�．2020-21年度　青少年交換（短期オクラホマ
派遣・受入）プログラム中止のお知らせ
　�　例年3月派遣、6月受入で実施して参りました
が、新型コロナウイルスの感染が世界各国で拡
大している状況に収まる気配がなく中止するこ
とが決定いたしました。次年度（2021-22）に
つきましても、状況に注視しながら検討、時期
が近づきましたら、あらためて連絡との事です。
３�．11/18赤坂先生の市勢振興功労者表彰を祝う
会について
　�　出欠の回答締め切りが本日となっております。
お返事がまだの方は事務局までお願いします。
４．本日は例会終了後、理事役員会です。
　�　会場は3階ふじの間ですので理事役員の皆さ
んはよろしくお願いいたします。

■会長報告■
　本日も例会に出席いただきましてありがとうご
ざいます。今日は、比較的穏やかな日となりまし
たが、昨日は雪がちらつきいよいよ冬将軍の到来
を感じるような一日でした。つい先日まで秋らし
くなって来たなと思っておりましたが、秋は駆け
足で過ぎて行ったようです。
　さて、先週の例会は職業奉仕委員会のプログラ
ムで、中央市場の職場訪問が行われました。朝6
時に集合し市場を見学し実際に青果のセリを見学
できました。普段なかなか見学できない貴重な体
験となりました。小学生の社会科見学のようなワ
クワク感満載の時間でした。見学の後は、食堂で
美味しい朝食をいただき解散となりました。

　企画された藤澤委員長、手配いただきました田
村会員はじめ協力いただいた方々に感謝いたしま
す。そして出席された会員の皆様お疲れさまでした。
　盛岡北ロータリーの活動は、今年度おかげさま
で順調に進んでおりますが、ここで2520地区の話
題をひとつ報告します。ご存じのように11月は、
ロータリー財団月間です、寄付をお願いするのは
もちろんですがガバナー月信11月号には今年度の
地区補助金プロジェクト実地報告として前沢ロー
タリークラブの活動が掲載されています。寄付金
が実際にどのように使われているか、分かりやす
い具体例だと思います。月信を手にされましたら
ご覧ください。
　以上会長報告と致します。


