
大  湊  小  学  校
●川内ダムは一つの町をつぶして作った

という大規模なものだと知って完成

するまで大変だったんだなと思いまし

た。近くへ寄ったら水が「ブワァッ」と

流れていて、音や見た目にあっとうされ

ました。土木の仕事に少し興味をもち

ました。
●ダム建設の歴史などを勉強しました。

また、ダムの中では、発電機などを見

学しました。下北道では便利な道路

の開発をがんばっていることがわかり

ました。土木の仕事がすごいと思いま

した。
●川内ダムではカメラでダムを監視して

いて、ぼくたちがそのカメラを動かし

て、いろんな場所を見ることができた

のがいい経験になりました。川内ダム

の中はとても涼しくて階段がすごくあ

り、こんな大きいしせつをつくった人

たちはすごいと思いました。土木の仕

事にとても興味をもちました。
●下北道は普通の道路とは違うつくりで

びっくりしました。
●川内ダムの中は、とても寒くて帰りの

階段で吐いた息が真っ白だったことを

覚えています。一つの町を、つぶしてま

で造ったということが心に残っていま

す。土木の仕事はすごいすてきな仕事

だと思いました。
●ダムの仕組みやすごい所を学んだり、

その後にはとてもきゅうくつな階段を

上がったり下がったりしました。その

時はとてもつかれて階段を全部上が

りきった時にとても達成感がありまし

た。その日はとても勉強になりました。
●川内ダムでは、監視カメラなどをそう

さでき、すごくいい経験になりました。

下北道ではすごく時間がかかると聞い

てびっくりしました。できたら通って

みたいと思いました。作っている人は

すごく大変そうだと思いました。土木

にすごく興味がでてきました。
●下北半島縦貫道路がはやくできてほ

しいなと思いました。土木の仕事は

すごいすてきな仕事だと思いました。
●川内ダムでは上にのぼる時の階段が

とても急で心に残りました。下にいけ

ばいくほど涼しくてよく覚えています。

高さがありダムはとても迫力がありま

した。下北縦貫道路が早く出来てほし

いなあと思いました。
●川内ダム内部はすごく寒くてほんとう

にびっくりしました。
●ダムの階段は長く大変でした。でも涼

しくてすごくきもちよかったです。
●初めて中に入って、寒く

て、階段が長くてびっく

りしました。良い体験に

なってよかったです。
●川内ダムは、はじめて見

たので大きくてびっくり

しました。下の方はす

ごく寒くて、かべや手す

りがこおっていたのに気

づかずに寄りかかったと

き、心臓がとまるくらい

つめたかったです。このしせつをつくっ

た人がすごいと思いました。
●川内ダムの地下は寒くてダムの中はこ

うなってたんだと思いました。この体

験で土木の仕事に興味がわきました。

●川内ダムではカメラで監視し

て流れを確認していることに

おどろきました。ダムの中は

水に囲まれているのでかべに

水てきがついていました。温

度が低くて寒かったです。下

北道では、道路のつくりを説

明してもらい、道路をつくる

には長い時間とたくさんの人の協力が

必要だと思いました。
●「ダムはどうしてつくられた」とか「ダ

ムの高さ」がわかりました。ダムのし

せつの中はすごく寒かったです。階段

が急でびっくりしました。
●川内ダムは町を一つしずめて作られた

ことやダムができてどんな役目をはた

しているのかなどがわかりました。地

下はとても寒くて、階段が急で、毎日働

いていてすごいと思いました。
●川内ダムの中の機械の動きがすごかっ

たです。あと中の階段がきつかったで

す。土木の仕事ってすごいなあと思い

ました。
●川内ダムをカメラで見ることができて

よかったです。ダムのはくりょくがす

ごくてダムを作った人がすごいなと思

いました。中はとても寒かったです。

土木の人はすごいなと思いました。

 現場見学会を終えて（感想文）
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大  湊  中  学  校
●ダムができるまでは、大雨が降ると洪

水がおきていたけど、ダムができたこ

とによってなくなったことに驚きまし

た。大量の水をためるためにダムに工

夫をして、重力式にしたりアーチ式にし

ていることがわかりました。他にも発

電ができたり、川の水がかれないよう

に調節したりできるようになったこと

はとてもすごいことだと思います。鯛

島はもともとあった岩に似せて人工岩

いて驚きました。
●ダムの設備には、たくさんの機械が使

われていることがわかりました。また

ダムの深さに驚きました。鯛島は近く

に行くと、より鯛に似た形をしていて

驚きました。
●川内ダムは重力式コンクリートダムと

いう種類のダムで、ダムには他にもた

くさんの種類があることがわかりまし

た。実験をしたり、資料を見たりして

学ぶことができてよかった

です。鯛島は、尾の部分を１

回修理していたけど、修理し

たあとが分からないように

工夫したということがわか

りました。
●川内ダムは高さが55mで階段が187

段もあって、改めてすごいなと思いまし

た。ペットボトルを使った実験がわか

りやすかったです。鯛島のしっぽ部分

が昔は丸かったと聞いて驚きました。

陸奥弁天島と立岩という名前があるこ

とがわかりました。
●川内ダムは水の重さに耐えられるよう

に工夫された形のダムであること、ま

た、昔川内中心部で何回も洪水があっ

たことがわかりました。鯛島は1200

万年前に海底火山の噴火によってでき

た無人島だとわかりました。
●川内ダムの高さは大湊中学校４個分

の高さと聞いて驚きました。
●川内ダムの横の長さが137mもあるの

に驚きました。鯛島の伝説に征夷大

将軍坂上田村麻呂が関係していたの

に驚きました。また、尾部がくずれた

ときシンボルである穴を残しつつ直し

ていることがすごいなと思いました。
●川内ダムがつくられた理由が洪水だっ

たことに驚きました。また、鯛島が海

底火山の噴火によってできたことを初

めて知りました。尾の部分が昔崩れて、

人工的に補修されていたことを知って

驚きました。けずられていた部分を手

で触って感じられたのでよかったです。
●私は鯛島が大好きなので、とても楽し

かったです。目標の“鯛島に

ついてしっかり学ぶ”という

ことを達成できました。維

持の仕方だけでなく、「凝

灰岩」、「柱状溶岩」、「水冷

破砕岩」と呼ばれる岩も新

しく知ることができて嬉し

かったです。

●川内ダムは、昔何度も洪水があったた

め作られたことや、重い水に耐えられ

るように工夫していることがわかりま

した。実験もあってわかりやすく、と

ても楽しかったです。
●今回の見学で、行ったことのなかった

場所に行くことができてよかったで

す。今まで知らなかったことをたくさ

ん知ることができ、いろいろなことを

体験できました。
●鯛島では、修理したところが人の手を

加えていないかのようになっていたの

ですごいと思いました。また、ダムは、

できたことによって水害が全くなくな

り、ほかにも発電ができたり、川の水

がかれないように調整したりできるよ

うになったことは、とてもすごいことだ

と思いました。

で補修しているのがわかりました。ま

た、鯛島には伝説があって、それに合わ

せて海草を取らないようにしているこ

とに驚きました。
●鯛島の伝説では海藻は娘の髪の毛な

ので、取ってはいけないことになってい

るそうです。鯛島の岩は昔自然によっ

てくずれ、工事によって復元されたの

で、本物の岩ではないということがわ

かりました。
●ダムの下の方に制御室があることに驚

きました。鯛島は地底火山だったこと

や海水でけずられてあの形になったこ

と、悲れん伝説があることがわかりま

した。ウミウシや他の生物がたくさん
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むつ工業高等学校
●小川放水路は洪水時の対策として造

られましたが、事前に生態系を調査し、

工事終了後に生態系が戻ってこられる

ように設計しているということでした。

現在地球温暖化が問題になっています

が、環境に配慮した設計をしている小

雨水を流すことで洪水被害を防いでお

り、その時に流れてきた流木は沈砂池

に立っている流木止めでせき止め、田

名部川に流れ込まないようにしている

という仕組みを知りました。私はこの

ような施設があることを知りませんで

した。このような施設があることで、

私たちは安全に暮らせているのだと感

じました。
●下北半島縦貫道路は事故の軽減のた

めに、盛土と切土を用いて車道と路肩

を広く取る工夫がされていました。そ

の他にも、道路の層を何重にも固めて

強度を強くする工夫や、雪が降ったと

きの事故防止のために道路を見失わ

ない照明の工夫がされていました。
●むつ南バイパスは田名部から奥内まで

を繋ぐ道路ですが、最終的には下北半

島縦貫道路として野辺地町まで伸び、

むつ市から野辺地まで一直線に行ける

ようになります。現時点の下北半島縦

貫道路は、六カ所あたりから野辺地ま

で開通してますが、早くむつ南バイパス

までつながってほしいと思いました。

小川放水路については名前しか知らな

くて実際に実物を見たことがなかった

のでどういう作りになっているのかな

の場所で作業するため安全第一で行

うことでより良いものを作ることを聞

き、大変だと感じました。橋脚からトラ

ベラクレーンを使用して両端から作り

中央で結合して完成となりますが、多く

の人との関わりとお金がかかっている

こと、地域の人の協力が必要不可欠だ

とわかりました。地元の企業と地元以

外の企業が協力して作っていると聞き、

橋などの大きなものを作るときは多く

の協力が本当に大切だと感じました。
●小川放水路は、市街を洪水から防御

するためにできたこと、この放水路を

作るにあたって、事前に生き物の生態

調査・環境調査をしていることがわか

りました。自然を気にしながら対策案

を考えるなどとても難しくやりがいの

ある仕事をしているというこ

とがわかりました。
●南バイパスでは縦貫道路の

開通の方法や盛土、切土に

ついての説明を聞きました

が、道路を作るときは自然

配慮もしなければならない

と思いました。二枚橋や小

川放水路を含め３つの工事

場所を見学して、どこの場所も自然や

生態系維持を保ちつつ、長い時間をか

け、安全第一に作業していることがわ

かりました。
●小川放水路では放水路の仕組みを学

びました。小川町では平成６年に豪

雨災害が起きたため、そのような被害

がもう二度と起こらないように作られ

たそうです。大雨が降ったときゲート

を閉じ、トンネルを通って田名部川に

ど知りたくてとても興味をもっていま

した。洪水のたびに起きる氾濫を抑え

るため建設した小川放水路が完成した

ことで、50年に１回程度発生すると予

想される洪水に対応できるまでに治水

安全度が向上し、むつ市内の洪水被害

は発生していないという説明を聞き、

小川放水路の素晴らしさがよくわかり

ました。

川放水路をみて、自分も将

来何かを作る時には環境

への影響を考えた設計を

したいと思いました。
●二枚橋バイパス２号橋は、

地上から約30mの高さに

建てられています。複雑

な道路の多い大畑の道路をスムーズ

に走行するためにこの二枚橋が作られ

たと聞きました。実際に歩いてみまし

たが、そのとき歩道と道路の高さを均

等にするための溝があるのを見つけ

たので聞いたら、万一人が通ることが

あった時のために片方にだけ歩道を

作ったのだそうです。橋の端から端ま

で歩いて、橋の長さを体験することが

できました。
●二枚橋バイパスは山道が多く昔から交

通の難所と言われていたため、会社同

士が協力し合って橋を造り始めたこと

を知りました。橋は橋脚からトラベラ

クレーンを使って少しづつ伸ばし、中

央を結合して造っていることがわかり

ました。完成まであと10年くらいかか

ることを知り驚きました。
●二枚橋バイパス２号橋の作り方や橋

を作る際に気をつけることを学びまし

た。橋を作る時には、高さ30m程度
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