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「限り無き未来え継なぐ故郷は
唯水没の二字と消えゆく」
(嘉瀬川ダム・佐賀県）
古賀邦雄
水・河川・湖沼関係文献研究会 (元独立行政法人水資源機構職員)

１

嘉瀬川の流れ

２ 嘉瀬川の洪水

佐賀県内は、嘉瀬川、六角川、松浦川、筑後川
の４つの一級河川が流れている。そのうちの嘉瀬
川は、県北部背振山地の金山（標高967.2ⅿ）付

① 昭和20年９月16日〜17日

枕崎台風、大和町

千田の破堤をはじめ、随所で破堤決壊。
② 昭和24年８月14日〜18日

ジュデス台風、死

近に源を発し、神崎郡三瀬村の栗原川、高瀬川な

者80名、家屋の流失・全半壊654戸、床上・

どを合わせ、佐賀市富士町との境にある北山ダム

床下浸水25,552戸、橋梁流失250箇所、堤防

を経て、多くの河川を合わせながら佐賀市富士

決壊219箇所に及んだ。

町・大和町・佐賀市西緑から小城郡三日月町・佐

③ 昭和28年６月24日〜26日

梅雨前線、嘉瀬川

賀郡久保田町との境をなして有明海に注ぐ。流路

の左岸鍋島の地区の破堤によって、嘉瀬町は

延長56.9㎞、流域面積289㎢である。嘉瀬川水系

約１ヶ月も水が引かず、流域沿川に多大な被

には、延長５㎞以上の河川は本流を含めて９河

害を与えた。被害は死者７名、家屋の流失・

川、５㎞未満の河川は35河川である。この川の灌

全半壊175戸、床上・床下浸水31,032戸など。

漑面積は約１万

で、穀倉地帯佐賀平野の母なる

川である。

④ 昭和29年９月25日〜26日

台風、被害は家屋

全壊２戸、床上・床下浸水3,045戸に及ぶ。

かつては、大和町の石井樋付近より上流は川上

⑤ 昭 和30年 ４ 月15日〜16日

低 気 圧、各 地 で

川と呼ばれていた。嘉瀬川沿いの富士町には、情

300㎜を超える季節はずれの豪雨となり、被害

緒豊かな古湯温泉、熊の川温泉が湧く。古湯温泉

は死者１名、床上・床下浸水2,648戸に及ん

は2000年前、秦の始皇帝から不老長寿の仙薬を探

だ。

せとの命を受けた徐福が発見したとも言われてい

⑥ 昭和38年６月29日〜30日

梅雨前線、古湯で

る。泉質はアルカリ性単純泉イオンで、大正９

は１時間雨量88㎜という集中豪雨となり、被

年、歌人斎藤茂吉が、病のため３週間滞在し、病

害は死者13名、家屋の流失・全半壊115戸、

が治ったという。茂吉の「うつせみの病やしなふ

床上・床下浸水1,274戸に及んだ。

寂しさは川上川のみなもとどころ」の石碑が戦後
建立された。

⑦ 昭和57年７月23日〜24日

梅雨前線、被害は

死者２名、家屋の全・半壊９戸、床上浸水

茂吉が心癒した嘉瀬川は、度々洪水を起こし、
流域に多大な人的、物的被害を及ぼしてきた。戦
後の洪水記録を見てみたい。

160戸、床下浸水3,883戸に及んだ。
⑧ 平成20年６月28日〜７月３日

梅雨前線、２

日の午前３時頃から記録的な大雨となり、佐
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容量6,800万㎥、集水面積128.4㎢、型式は重力式
コンクリートダムである。
嘉瀬川ダムの建設の目的は、次のとおりである。
① 洪水の調節
嘉瀬川ダムが完成すると、１/100の洪水時の官
人橋の水位は約1.3ⅿ低下し、大雨の時は洪水に
よる被害を減災させる。
② 流水の正常な機能の維持
嘉瀬川は日照りが続くと、水辺の生き物に大き
▲建設中の嘉瀬川ダム（平成21年２月10日）

な影響を及ぼす。そのためダムで貯水した水を必

賀では日雨量285.5㎜、最大１時間雨量72㎜

要に応じて流すことにより、下流の河川の水量を

に達し、被害は床上浸水1,783戸、床下浸水

安定させ、魚や植物の生息環境を守る。

12,327戸に及び、JR 佐賀駅が浸水した。

③ 灌漑用水の補給

また、洪水の被害に加え、農業に大量の水が必

嘉瀬川ダムは佐賀西部地区の１万

の農地に灌

要な佐賀平野では、水源となる嘉瀬川などの川の

漑用水を補給すると同時に、佐賀平野、白石平野

流量が少なく、地下水を汲み上げて利用してきた

の地下水汲み上げによる地盤沈下を防ぐ。

ために、水分を多く含む軟弱地盤からの地下水の

④ 都市用水の供給

利用は佐賀平野の西部地区・白石地域では地盤沈
下を引き起こしている。

嘉瀬川ダムが完成すると、大和町に対し計画給
水人口24,600人に、１日最大5,000㎥、富士町に

さらに、水道や灌漑用水の安定的な水源が必要

対し計画給水人口4,500人に、１日最大2,000㎥の

となってきた。このような背景のもとに嘉瀬川ダ

水道用水を供給する。また、王子製紙㈱に、１日

ムの建設が進められた。

最大10,000㎥の工業用水を供給可能とする。

３

⑤ 発

嘉瀬川ダムの諸元・目的

電

嘉瀬川ダムは、国土交通省によって左岸佐賀市

嘉瀬川ダムでは、九州電力㈱により、最大出力

富士町大字小副川、右岸同大字畑瀬地点に建設さ

2,800 、年間有効発生電力量16,600MWH の水

れている。その諸元は堤高97ⅿ、堤頂長460ⅿ、

力発電を行う。これは一般家庭6,000戸の年間使

堤体積100万㎥、総貯水容量7,100万㎥、有効貯水

用量に相当する。

出典：「嘉瀬川ダムパンフレット」より
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嘉瀬川ダムの経過
嘉瀬川ダムは、水没総面積310 、水没戸数160

戸、水没農地106 となっており、水源地域対策
特別措置法に基づく指定ダムは平成４年１月24日
に受け、平成７年１月には損失補償基準妥結調印
を終え、平成21年４月現在、23年３月の完成に向
けて建設中である。
そのダム事業の歩みを追ってみた。
昭和41年４月 予備調査開始

昭和41年４月の予備調査開始以来、平成23年３

48年１月 嘉瀬川ダム建設反対同盟結成

月のダム完成まで、半世紀近くにもなろうとして

４月 嘉瀬川水系工事実施基本計画策定

いるが、水没160戸の人達の心境は他からは計り

実施計画調査開始、嘉瀬川ダム調査事

知れないものがある。 はたせ」記念誌発行実行

務所開設

委員会編・発行

59年４月 第12回嘉瀬川ダム建設反対同盟定期総
会

はたせ―故郷を偲んで― (平

成９年）を開ければ、水没者の生の声が聞こえて
くる。ここに補償の精神が見えてくるようだ。

63年４月 嘉瀬川ダム建設事業着手、嘉瀬川ダム
工事事務所開設

５ 水没者のうた
人生には３つの坂がある。上り坂、下り坂、そ

12月 湛水線標示板設置開始
平成２年４月 嘉瀬川ダム環境影響評価公告・縦覧

して真坂に出くわすという。水没者にとっては真
坂、故郷が湖底に沈み、故郷を永久に失くすと

９月 用地物件調査受け入れ決定
３年５月 「ダム反対」を嘉瀬川ダム対策協議会

は。その心境は歌にも表現されている。
「ダム底に沈む岸辺に芹を摘む」(佐山貞男)

に変更

「限り無き未来え継なぐ故郷は

４年12月 工事用道路工事に着手
５年３月 水源地域対策特別措置法に基づく「水

唯水没の二字と消えゆく」(山口宣子)
「断腸の思を胸にダム移転

源地域整備計画」に決定
６年３月 付替道路工事に着手

捨てる住家に未練残して」(同)

９月 東畑瀬地区代替地説明会

「人去りて巡る自然は四季彩

７年１月 損失補償基準妥結調印

永遠の景色で石楠花の里」(同)

６月 大和町東山田代替地地区説明会
８年７月 町内代替地造成工事に着手

「戦の終えし山河の大洪水
稲田うまりて砂除く父」(納富賢智)

13年４月 町内代替地造成７箇所完成

「故郷の山河の緑ダムとなり

16年８月 「嘉瀬川ダム事業における環境保全へ
の取り組み（環境レポート)」を公表
17年２月 嘉瀬川ダム本体建設工事の契約・転流

去りゆく人ぞ心悲しき」(同)
「峠あり北に東に南にも
畑瀬の村の人情ゆたか」(同)

開始
９月 国道323号供用開始、ダム本体基礎掘

もう少しダムの短歌を追ってみたい。
「数々の思い出残せし故郷の

削開始

水となりゆく運命悲しき」(嘉村みね子)

19年３月 付替県道三瀬栗並全線供用
10月 嘉瀬川ダム本体コンクリート打設開始

「鶯のさへずり筧の水の音
故郷の朝の目覚め清しき」(光野和子)

23年３月 嘉瀬川ダム完成の予定

用地ジャーナル

2009年(平成21年)５月号

随想

「ダムに沈む秘境の村への餞けか

文献にみる補償の精神
【59】

６ ダムの詩

今盛りの石楠花の花」(同)

交渉委員の一人である森木常造さんは、次のよ

「穂すすきに団子供えて仰ぎ見る

うに「村の詩」を創った。

仲秋の月の吾にやさしき」(同)

稲の葉を酒に浮かべて

「ダム調査にテープ巻かれたままの梅

ちくは片手にまあるくなって

今年もほころび香りただよふ」(畑瀬キタミ)
「ダムの為移転せざる得ぬ我が家

村の明日を語ります
夕なずむ村里は

せめて息子の職場近くに」(同)

チロチロと虫がないて

「村祭りさかずき廻して声高く

針が一本落ちても驚きます

ダムの話に年の暮れ行く」(同)

そこえ

「受樋の壊れて落つる雨の音

突然

ダムの話が落ちてきて

ダム底となる我が家想はる」(同)

チクリチクリと

「若年の主を案じて合掌す

村を攻めます

見守りくるる先祖を信じて」(同)
どの歌にも、ダムに沈みゆく故郷の愛惜に迫
り、これからの生活再建を祈り続けている。

▲お別れ会々食風景

あれほど反対していたＡさんが
ぽっくり逝って

▲お別れ会々場 豊冨宮境内

▲お別れ会での記念スナップ（平成８年３月17日）
出典：「はたせ」より
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あれほど乗り気だったＢさんも

土に明け

土に暮れ

すんなり逝って

土と共に生きてきた

空は晴れたり曇ったりして

千年の歴史が

時はしずかに流れます

今測量された杭の陰に泣いています

餓鬼大将も中将殿も

じゃが芋が泣いています

今はいいカッコして

人参も大根もホロホロと……

きれいな嫁さん連れてきて

森木さんは「境界確認、地目確定、等級格差、

今年は米もなすびも豊作で

立木調査と、あらゆる難問が山積みしていました

村はバンザイ

が、私達はそれを一つひとつクリアして、平成６
年２月、建設省より補償基準の提示がなされまし

―こんな時にも

た。そして、16名からなる交渉委員と50数回に渡

ダムの話はチクチク迫る

る交渉の末、平成７年１月ついに妥結調印がなさ

でも

れたのです。」と、断腸の思いを記している。

どこか楽しい

村の詩です

７ おわりに
故郷をあとにする辛さは、一般の人にはなかな

「この世のすべての問題につきまとう賛成と反

か理解できない。そこは永久に戻れない地である

対ののろし、前例の無いダム問題もやはり例外で

からだ。東畑瀬区長の古川末吉さんは前書

はありませんでした。ダム役員会、部落集会、ダ

せ の中で、 先祖に対して私達はお詫びを申し

ム集会と試行錯誤しているうちに、世は平成とな

上げねばならないとおもいます。ただただ神仏の

りダム問題はますますエスカレートして行きま

ご加護をお頼みするばかりです。然し、これから

す。そして、平成３年２月建設省はついに、用地

の私達は強く生きていかねばなりません。湖底な

調査を開始しました。私は複雑な気持ちで机に向

る畑瀬を偲びつつも、未来へ夢を抱き、健康で明

かいましたが、真っ白い原稿用紙の上に涙がホロ

るく生きていきましょう。」と、暖かいエールを

ホロ落ちて、何回もとり替えました。」と、綴る。

送っている。

さらに、森木常造さんは「村を下さい」の詩を

はた

平成21年２月10日、私は昭和32年完成の北山ダ

創っている。

ムを見て、建設中の嘉瀬川ダムを訪れた。原石山

村を下さい

や破砕設備や祖骨材ストックビンをながめ、ダム

わずかひとにぎりの集落でも

サイトの前の広場に立つと、ダンプやブルドーザ

石の上には住めません

も小さく、RCD 工法でのダム造りの広々とした

たとえ

現場は騒音もほとんど聞こえず静かであった。既

地虫のような命でも

水の底には生きられません

に60％ほどダム本体のコンクリート打設は進み、

今日もダム建設の槌音が

もう直ぐ湖底に沈むとはいえ、水没者の面影は見

ずしんと村に響いて

えてこなかった。

その度に

山口宣子さんの「限り無き未来え継なぐ故郷は

むかしの心が死んでゆきます

唯水没の二字と消えゆく」の歌の中で、水没の二
字とは、虹にかけているのだろうか。これからの

土を下さい

生活は希望の虹、七色に輝いてもらいたい。水没

生き替り

者の幸福を祈りつつ、ダム現場をあとにした。

死に替り
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