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提言 

世紀の一戦、九回裏スコアは0－3、ツー・アウト、フ

ル・ベースでバッターのボール・カウント2－3、ホーム

ランが出れば逆転サヨナラの場面。ピッチャーとバッタ

ーは，過去にこのような場面で何度も対戦している。討

ち取ったケース、ホームランを打ったケース。お互いに

そのときを振り返って次の一球を考える。ピッチャーは、

どのコースにどんなボールを放って討ち取るか、過去に

三振を取ったコースには山を張られているかな。バッタ

ーは、どのコースにどんなボールが来るかな、まさかホ

ームランを打ったコースには放ってこないだろう。等々。

お互いに相手の手の内を読んで対峙する。

自然現象の洪水とダム管理の対決ではどうなるだろうか。

自然は、ルールを持たない。降雨と洪水の間には法則

性らしいものがあるが、人間の予測を超える洪水をもた

らす事も度々だ。確率現象だから様々な現象が起きる。

しかし全く同一の現象が再度発生する確率は極めて少な

いということは言えそうだ。

ダム管理は、操作規則というルールによって洪水調節

する。そのルールは、計画洪水のハイドログラフを対象

にして、最大の洪水低減効果を上げられるように、予め

設定してある。その計画洪水は、ダム計画時に既往最大

洪水を対象にして決定している事例が多い。

つまり、どのような洪水が来襲しようと、ルールは一つ。

既往最大洪水に最適のルールで対応する。自然は、既往

最大洪水を再び発生させるという前提だ。

つまり、また同じボールを放ってくる前提だ。

今後多くの既往出水を解析して、計画対象洪水以外

の洪水ハイドログラフについても、それなりの治水効果

が上がるように、複数の洪水調節ルールを用意する努力

が必要である。

ダムが本川下流基準点の治水対策で計画されたため

に、本川が大出水にならない限り、支川のダム直下下流

部でどんなに氾濫していてもダムは終始空っぽになりか

ねない事例がある。折角地元の協力を得て建設しなが

ら、ダム下流直下に治水効果が無ければダム不信に陥る

だろう。その場合、関係者のコンセンサスを得て、ダム

直下下流の浸水防除を目的に取り込んで、ダム操作規則

を改定することが必要である。この場合、中小規模の出

水には著しい効果があるが、大規模出水では計画通りの

効果を発揮できない。そのため洪水予測技術を向上させ

て、大規模出水型、中小規模出水型の調節ルールを準備

する必要がある。

まず2種類のボールに山を張ることから始めよう。

そして種類を増やそう。

fact「70％の人はベッドの上で死ぬ」

⇒factoid「ベッドを無くせば、人々は死ななくな　

るだろう」

fact「車による事故死の90％は自宅から25マイル圏　

内で起こる」

⇒factoid「自宅から25マイル圏内で車の運転をや

めれば、車の事故で死ぬ人は殆どいなく

なるだろう」

1993年のミシシッピ川大洪水について講演に来日し

た米国工兵隊の河川技術者に、会場から質問が出た。

ダム管理雑感

近藤　徹前独立行政法人水資源機構理事長

1.自然は再び同じボールを放るのか

2.言葉の遊び｢緑のダム｣
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提言 

｢今度のミシシッピ川の大洪水で、これまで進めてきた

連続堤防方式は破綻したことが明らかになったと、マス

コミ報道が伝えているが、事実か｣

｢それはfactoidだ｣と、彼は答えた。そして、factoid

として前述の例を披露した。

factoidとは、ウェブスター辞典によると「活字化さ

れることにより事実として受け取られていること」であ

り、特にメディアによって事実として発表され、それが

絶え間なく繰り返されることによって、事実として認識

されてしまうような誤解されやすい情報を指すのだそう

だ。「fact：事実」に対して、「factoid：事実モドキ」と

訳すべきかも知れない。

近年、ダム反対の論調の中に、「山に木を植えれば、

ダムは要らない」という主張がある。これはfactoidだ。

それは次のような仕掛けによる。

fact「森林には水を貯える能力がある」⇒「森林は緑

のダムである」

⇒factoid「山に木を植えれば、人工のダムは要らない」

森林は、大きな保水能力を持っている。しかし、100

年に１回発生するような集中豪雨の場合や、10年に１

回起こるような渇水状態のときには、その保水能力を大

きく超えてしまって全く役に立たない。

私が林政審議会の審議に参画したとき、答申案に｢森

林には洪水防止機能がある｣と書かれていた。｢洪水軽

減能力はあるが、洪水防止は言い過ぎだ｣と注文をつけ

た。ある委員が大同小異だと反論してきた。低次元の単

なる省益の争いと見られたのかもしれない。その席で

「大きな違いがありますよ、森林に洪水防止機能がある

と言うことはfactoidですよ、“死にたくなければベッド

に寝るな”と言っているようなものです。」と言えば、

他の委員にも分かっていただけたのかもしれない。

ダム管理に携わる皆様も、「緑のダム」論＝｢死にたく

なければベッドに寝るな｣＝factoidを踏まえた広報対策

が必要だと思う。

昨平成16年9月、台風23号で由良川が出水した。由

良川に平行する国道175号を走行していた観光バスが、

殆ど水没して立ち往生した。乗客が窓から脱出して屋根

の上で救助を待っている場面が報道された。この時上流

大野ダムでは、要請を受けてダム放流を減らし、由良川水

位の上昇回避に努めたことも、成功美談として伝えられた。

私が河川局に在職していたとき、シナリオのない防災

情報伝達演習をした。演習が進んで、どうやら渡良瀬川

の出水がテーマになっていることが分かった。上流草木

ダムが満水必死なので但し書き操作に入りたいという現

場からの上申が来る。下流足利市内で破堤の危険が出て

きたという連絡が入る。

そこで担当者に質問をした。足利市長から破堤回避の

ため、ダム放流を減らしてくれという要請がきたとした

ら、どうするかと聞いた。ある担当者は破堤回避のため

更にダムの余裕高部分を喰って貯留させると言う。他の

担当者は、余裕高部分の貯留水荷重はダム設計の安定計

算に入っていないので、安全度が不足するから駄目だと

言う。前者は、その程度の安全度不足は、材質の強度、

計算式等に余裕がある筈だから支障ないと反論する。

私は、仮にも設計基準で定めた安全度を下回ることは

設計基準軽視だ、恐らくはかなりの確率で支障はないと

思うが、万一ダムの安定に支障が出た場合に甚大な被害

になることが想定される、だから余裕高を喰う提案は採

択できない、として却下した。

現在の設計基準はダム計画と完全に整合させている。

しかし今後ダムの目的外使用のケースが増えるだろう。

設計水位は、ダム天端まで貯留した場合の安定計算をし

ておく必要があると思う。せめて既設ダムでは安定計算

の再チェックをしておいたほうが良いと思う。

その他にも、設計時に管理段階のことを考慮して欲し

かった事例が数多くあるだろう。ダム管理担当者から、

ダム設計にもどしどし注文するべきだと思う。

3.ダム計画に縛られないダム設計を
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ダム管理の現状と課題 ――県管理ダム編――

小林（座長） 司会をさせていただ

きます群馬県河川課長の小林です。

リザバーの編集グループ会議の委員

も委嘱されています。

本日は、国土交通省所管県管理ダ

ム関係者の方々にお集まりいただき

ました。

ダム管理事務所がどんな点に苦労し

ているか、どのような問題点を抱えているか、改善すべき点

は何かなど、ダム管理を行っている中で出てくる問題点等に

ついて意見交換させていただきます。

最初に、ご紹介をかねてダム管理の組織体制等について

お話し下さい。

群馬県の場合には管理ダムが７つあり、これらは全部土

木事務所の中のダム管理グループで管理しています。

体制は通常、技術職員が2名、嘱託が1～3名で、洪水

時等には土木事務所全体の中から応援があります。

それでは秋田県の山田所長さんから順にお願いします。

山田　秋田県大松川ダムの山田で

す。秋田県では、管理ダムが13あ

り、10管理事務所、2出張所で管理

しています。

秋田県のダム管理は、所長のほか

土木技師2名、運転技師はゲートあ

りが2名、ゲートレスでは1名とい

う体制です。

以前は電気技師がいたのですが、今は土木技師だけなの

で設備の点検や故障時には苦労しています。

夜間・休日は当直員を置いて、異常があった時には職員

に連絡する体制をとっています。

谷口　和歌山県椿山ダムの谷口です。

椿山ダムは計画洪水流量が4,500 m3/sと大きく、ゲート

数も多くて11基あります。

職員は所長の他、土木職3名、電気機械関係が2名、現

業職が1名の計7名です。このほか臨時職員1名、夜間・

土日・祭日は、警備員に委託し、異常時に所長及び当番職

員に連絡することにしています。

三浦　愛媛県黒瀬ダムの三浦です。

黒瀬ダムは、今年度で32年目の

管理になります。年平均3回強のゲ

ート放流がありますが、昨年は8回

もあり、その中にはただし書き操作

もありました。

愛媛県は、7ダムを管理していま

すが、各ダムとも所長、課長、係

長、電気技師、運転手、臨時職員、計6名の体制です。夜

間・土日は警備員に委託して、異常時に職員に連絡する体

制をとっています。

古いダムですので、設備が故障すると、部品がなく修理

に時間とお金がかかって予算面で困っています。

1.管理体制

小林課長

司　会 小林俊雄

出席者 山田吉則 谷口正史
三浦泰則　　 富田　寛
田渕　博

写真-１　椿山ダム（和歌山県）

山田所長

三浦所長
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富田 富山県利賀川ダムの富田です。

利賀川ダムは富山県の南西部に位置し、集落から遠く離

れた山間奥地にあることから通勤に時間を要するため、異

常時に備え管理事務所に24時間常駐しています。

また、冬季間は積雪が多く、約10km下流にある冬季用

管理事務所から、ヘリコプターで月2回の定期巡視を行っ

ています。

職員は、所長、所長代理、技師、機械機器の点検を兼ね

た運転手3名の計6名体制とし、土日・祝祭日は技術職員

と運転手2人常駐、3班の管理体制としています。

田渕　長崎県河川課の田渕です。

長崎県は現在30ダムを管理してい

ます。ダムの規模は小さいのです

が、数が多く、管理をしていく上で

手間とお金がかかるわけで、特に人

員削減傾向にある現在は、人員の確

保が非常に厳しい状況です。

30ダムのうち3ダムがゲート付ダ

ムで、平常時は所長1名、ダム監視員1名、運転手1名の

計3名で、洪水時には、所管土木事務所から2名の応援を

受け対応します。

また、長崎県のダムはかなり老朽化しており、ダムコン

の更新や無線関係の更新はかなりの費用がかかるので、も

う少しお金をかけないダム管理の方法について、現在ワー

キンググループをつくり検討を行っています。

残る27ダムはすべてゲートレスダムで、規模も小さい

ため、所管の6カ所の土木事務所内で統合管理しています。

例えば、長崎土木事務所では、10ダムを6名の職員で管理

しています。

小林　各県とも予算面、人員面で大変なようですね。去年

は台風が10個も上陸し、多くのダムが洪水調節をしてい

ますが、洪水時の管理について、話していただきます。

群馬県の場合、昨年は大きな洪水もなかったのですが、

ほとんどのダムがゲートレスダムなので、ゲート操作上の

問題はないですね。ただし、下流警報の問題や情報の伝達

の問題があり、情報の共有化ということでインターネット

を利用したシステムを検討中です。

三浦　ゲート放流の警報が課題ですね。夜間、早朝のサイ

レンの吹鳴は、かなり苦情がありまして、努めて避ける方

向で管理しているのですが、やむを得ない場合もあります。

また、出水時に網を持って、川岸に寄ってきた魚を取り

に来る人や、河川敷でテントを張っている人には、パトロ

ール車でかなり注意をするのですが、なかなか上がってく

れません。河川管理者や土木事務所、警察の人にも協力し

てもらうのですが、なかなか難儀します。

また、放流時の関連機関への連絡が操作規則上は7機関

なのですが、それ以外にサービス機関が18機関もあり、特

に相手が不在だとか、担当がいないとかで、確認までに非

常に時間がかかります。連絡する機関の数は、毎年の説明

会ごとに要望があり、増える一方ですね。

谷口　椿山ダムでは、ダム放流の1

時間前に行う関係機関への通知は

28カ所、遠隔操作による警報局は

43カ所、延長で40kmあります。こ

れを警報・確認して行くのですが、

このほかにキャンプ場等の入川者の

確認などもあり、通常でもパトロー

ルに5時間以上かかっています。

小林　群馬県の場合は、通常の国土交通省と水資源機構の

ダム管理所、地元役場、警察と消防、関係発電所ぐらい

で、土地改良区までは連絡していません。数が多いと連絡

も遅れるし、放流にも影響しますからね。

三浦　愛媛県の場合は、ダム建設時の約束で土地改良区に

連絡することになっていますので、変えられないですね。

役所関係は連絡時にすぐに通じるのですが、漁業組合とか

自治会あたりはなかなか連絡が取れないことが多いですね。

谷口　土地改良区の場合は、水門を閉めたいので教えてほ

しいというわけですね。うちは河口で渡船業をやっている方

から連絡が欲しいという話もあります。

富田 利賀川ダムでは、警報局のサ

イレンは吹鳴していますが、パトロ

ールは道路状況が悪く、洪水時は落

石や土石流等により危険なため出来

ない状況です。

昨年台風23号の時も、我々職員が

2日間孤立状態となり、徒歩で10km

下流へ降りたこともあります。この

ため、降雨が予想される場合は、事前に入川者や周辺に車

4 リザバー 2005.6

2.洪水時の管理

谷口所長

富田所長

田渕企画監
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輌が駐車していないか、パトロールの実施により確認を行

っています。

小林 皆さん苦労されていますね。下流河川までの情報

を、ダム管理事務所ですべてやるべきか考える必要があり

ますね。ゲート操作に関する問題はどうですか。

富田 利賀川ダムは、管理に入り30年経ちますが、操作

規則では洪水調節開始までの予備放流に時間を要し、その

間放流量が流入量に対して非常に少なく、貯水位の低下に

遅れを生じ、近年の集中豪雨時の急激な異常洪水の発生に

は対応できず、大変苦慮しています。

放流の原則によりますと、洪水流量60m3/sに達するま

で2時間40分かかるものですから、昨年の台風23号の時

のように160m3/sの流入量が一気にありますと、現行操作

規則では放流が追いつかず、所長判断にて対応してはいま

すが、操作規則を変更するにも調査等に経費がかかり実現

できていません。

谷口 椿山ダムの場合は、洪水期の制限水位と確保水位が

全く同じです。洪水期の2カ月半は、30m3/sまでは発電放

流で、それから洪水量600m3/sまではゲート放流により流

入イコール放流の操作をして定水位確保します。

もちろん放流の原則がありますが、放流の原則では水位

を保つことができないので、原則によらない放流を部長決

裁でやるわけです。それでもなかなか追いつかないのが実

態です。確保水位と制限水位の間に余裕が欲しいですね。

実際は、操作が大変なので、発電さんと相談して制限水

位より1ｍぐらい下げたところで運転してもらっています。

これも渇水がないといいのですが。

小林 今、ダムを新しく造るのが難しい時代になってき

て、国土交通省では容量を振り替える再編事業とか、洪水

時に制限水位より下げる操作とか、逆に一時的に制限水位

以上に貯めるとかいろいろ検討されているようですが、計

画変更の話はないのですか。

谷口 ないですね。ただ、流入量の予測システムというの

を入れたのですが、まだ実用化までには至っていません。

今後これらを生かして、予備放流的なことも必要かとは思

っています。

また、下流河川が未改修のため計画放流量を流すと家屋

に被害が出るというところもあり、下流に合わせた放流パ

ターンの見直しも必要かもしれませんが、現実には難しい

問題です。

小林 全国には下流が未改修で計画通り放流できないダム

が多いようですね。

群馬県のダムはほとんどが穴あきダムなので、穴あきダ

ムの場合、流入量がピークを過ぎたある時点から放流量の

方が多くなりますが、この時点で下流河川がまだ洪水のピ

ーク付近だと、ダムで過放流をしていると言われる可能性

があります。穴あきダムの問題としてどうすべきか、いま

議論しているところです。

三浦 昨年初めて、ただし書き操作を経験しました。10月

の21号台風は時間雨量150㎜と急な立ち上がりとなり、大

変苦労しました。

小林 次に、渇水時の管理について、放流の方法とか、利

水者との協議とかをお話しいただけますか。

田渕 長崎県は、平成6年に大渇水がありました。この時

は本部長を知事に、渇水対策本部を河川開発課に設けまし

て、毎週市町村の給水制限状況とダムの貯水量、支援水等

の情報をマスコミに広報し、大きな混乱は避けられたと思

います。

貯水池の堆砂容量の水まで汲み上げたりしたのですが、

一番問題だったのは、やはり情報交換です。毎週プレス発

表のほかに渇水対策会議を５回ほど開催して、水源調査や

取水調整を行い、かなり順調にできたと考えています。

三浦 愛媛県は平成6年に、昭和23年気象台始まって以来

の大渇水に見舞われました。

松山市の奥にある直轄の石手川ダムは、利水容量がゼロ

になり、死水容量まで全部取りました。また、異常渇水時

の水利用の融通の観点から、面河ダムからの工業用水の一

写真-２　四万川ダム（穴あきダム群馬県）

3.渇水時の管理
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部を上水に転用しました。

黒瀬ダムは、渇水協議会があり、2回ほど協議会を開き

ました。7月の台風7号で若干貯水できたこともあり、節

水の目標を決めるまでには至りませんでしたが、8月には

松山市へ日量69m3を自衛隊の給水車で送っています。や

はり、貯水池があるということが重要ですね。

小林 最後に水質やゴミ等の河川環境対策の問題について

お話し願います。

山田 大松川ダムでは、ダムの濁水長期化現象が問題にな

っています。特に平成13年7月の集中豪雨や14年7～8月

の連続的な大雨により、約2カ月間にわたり濁水を放流し

たとして、地元の漁協から、早急に濁水対策を講ずるよう

強く求められています。

当面の対策として、洪水時には選択取水で高濁水層から

早急に濁水を放流することや、上流域からの土砂流入防止

対策として、渓岸浸食対策や貯水池に流入した土砂を再度

浮き上がらせないような抑制工等を実施し、下流には濁度

を低減させるろ過堤を施工中です。

これらの濁水軽減対策のみならず、恒久的な濁水長期化

防止対策として濁水フェンス等が検討されていますが、厳

しい財政下での、実現は難しいと思います。

谷口 椿山ダムも濁水の長期化はかなり問題になっていま

して、ダムで放流する濁水が原因で磯焼けがあり、漁獲高

が減少したとして、漁協さんから公害調停の申請が出され

ている件があります。和歌山県としては、磯焼けの原因は

いまだ解明されていないという立場ですが、今後とも汚濁

防止膜の設置、ダム湖内の法面緑化、浚渫等の必要な濁水

軽減対策を実施していきます。

富田 利賀川ダムは、貯水池の異常堆砂が問題になってい

ます。計画堆砂容量135万m3に対し、現在97％堆砂して

おり、うち、有効容量内には20％程度の堆砂があります。

ようやく昨年、県単費で有効容量内の3 ％程度を浚渫す

ることができましたが、昨年の台風23号によりさらに3万

5千m3ほど堆砂してしまいました。これについては、国の

負担による災害復旧事業費で浚渫することとしています。

今後も継続的な浚渫を計画していますが、土砂が多量な

ものですから、土捨場の確保が問題です。ダム近辺はすべ

て保安林や県立自然公園に指定されており、現在、関係機

関と協議を進めているところです。

三浦 黒瀬ダムでは、昨年の台風21号の大洪水で、貯水

池法面崩壊と、流木や異常土砂流入で貯水池が非常に荒れ

てしまい大変でした。これらは国の負担による災害復旧事

業費で除去、復旧することになりました。

田渕 長崎県の河川環境対策でうまくいった事例としては、

雪浦ダムがあります。大雨時の流木を管理事務所の職員が

集めて１カ所にストックし、地元の有機農業グループに提

供したり、炭にして河川浄化に役立てたりしているうち

に、これを機会に地元と管理事務所との交流がうまくいく

ようになりました。

小林 本日は平常の管理から始まって河川環境対策まで、

現場におけるさまざまな苦労や課題が出ました。その中で

も財政逼迫の折、管理費の予算が少なく、老朽化していく

ダム施設の管理をどうしていくかということが各県、共通

した悩みではないでしょうか。

今日出されたそれぞれのダム管理事務所の実情が、全国の

ダム管理関係者に少しでもお役に立てばと思います。

本日は、ありがとうございました。

小林　俊雄 群馬県県土整備局河川課長

山田　吉則 秋田県大松川ダム管理事務所長

谷口　正史 和歌山県椿山ダム管理事務所長

三浦　泰則 愛媛県黒瀬ダム管理事務所長

富田　　寛 富山県利賀川ダム管理事務所長

田渕　　博 長崎県土木部河川課企画監

写真-３　黒瀬ダム（愛媛県）の流木状況

4.河川環境対策

（平成17年3月22日収録。役職は当時のものです。）
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江川ダムにおけるダム貯留量の計画的な
利水運用の実施

当管理所が管理する江川ダムは、筑後川流域北部に

ある両筑平野地域に農業用水を補給するとともに、地

元甘木市の都市用水をはじめ、福岡都市圏、福岡県南地

域及び佐賀県東部地域の約300万人に水道用水を供給

している。供給地域は渇水常習地帯であり、昭和53年福

岡大渇水は今でも市民の心の壁に深く焼き付いている。

このため、江川ダムでは、次のような効率的な利水

運用を行っている。

（１）日頃からダム貯留量に利水者別配分ルールを

設け（貯金通帳方式）、各々の利水者に主体的な節水

意識を働きかける。

（２）利水者間で構成される配水運営協議会を活用

して、配水計画などの情報交換や自主的な渇水対応調

整に役立てる。

（３）隣接する佐田川に建設された寺内ダムとの総

合運用により、効率的な利水運用を行う。

こういった取り組みが評価され、平成16年度ダム・

堰危機管理業務顕彰で最優秀賞を受賞した。ここにそ

の取り組みの概要を紹介する。

筑後川流域の北部に位置する福岡県の両筑平野は、

従前から、かんがい用水の不足に苦しみ、多くの浅井

戸などからの補給により稲作を行ってきた。また、周

辺の福岡市や甘木市も都市用水の水源不足に長い間悩

まされていた。

筑後川水系の水資源開発基本計画による江川ダムは、

両筑平野用水事業の一環として、かんがい用水補給、

都市用水供給を目的として、昭和42年4月農林省から

水資源開発公団が承継し、同50年3月完成した事業で

あり、同年4月から管理業務を開始した。その後、平

成15年10月水資源開発公団から独立行政法人水資源

機構に移行し、引き続き管理業務を行っている。

利水者
農業用水：甘木市ほか周辺地域約5,900ha
水道用水：甘木市、福岡市及び佐賀県の6団体
工業用水：甘木市

江川ダムは昭和47年湛水開始以来、農業用水と都市

用水で共同利用してきたが、同52年3月、寺内ダム完

1. はじめに

写真―１　江川ダム

2.  両筑平野用水の概要

図―１　流域図

3.貯金通帳方式（利水者ごとのダム貯留容量配分管理）

古藤新一＊



成間近となり、後述する寺内ダムとの総合運用及び筑

後川本川での取水が開始されることから、両筑平野用

水協議会（現在の配水運営協議会の前身）においてダ

ム貯留量を利水者別に分ける、いわゆる「貯金通帳方

式」が決定された。すなわち、江川ダム利水者には寺

内ダムと総合運用する者とそうでない者とがあり、江

川ダムの容量を配分しておく必要があること、また総

合運用する者でも支川（小石原川、佐田川）から取水す

る者と筑後川本川から取水する者とがあり、取水量単

位当たりのダムに依存する容量に大きな差が生じること

になる。

このため、両ダムのそれぞれの持ち分容量を区分

し、各利水者ごとに管理することになった。

貯金通帳方式

（1）ダム流入分は、所定の各利水者容量持分比で収入と

して貯留し、ダムからの利水者ごとの取水分は支出

として、利水者ごとの取水比で貯留量から差し引く。

具体的には、

イ）江川ダムの貯留量が増えた場合

所定の利水容量配分率により配分し、各利水者　

の容量に加える。

ロ）江川ダム貯留量が減った場合

各利水者取水量を各利水者の現在貯水容量から

差し引く。

（2）すべての利水者（都市用水６団体、農業用水１団

体）に、毎日の流入量、取水量、利水者別の当日の貯

水容量等のデータを毎日連絡する。

（3）ある利水者の容量が満水の時に貯留があった場

合は、その他の利水者に適正に配分する。

このルールは、昭和52年6月から運用開始され、そ

の後同62年にルールの一部見直しが行われて、現在に

至っている。

近年、特に夏渇水や冬渇水、また本川渇水や支川渇

水など各々の利水者の利用特性に係わる渇水が頻発し

ている。各利水者にとって渇水時に限らず常日頃の利

用可能量がわかれば計画的に利用することができ、ま

た、日々報告される貯水量を見ることで節水意識を高

め、ひいては危機管理の観点からの備えを、利水者自

ら持つという効果も発生している。

江川ダムは筑後川水系小石原川上流に、また、別事

業で建設された寺内ダムは同じく筑後川水系佐田川に

あり、両ダムは約4㎞の距離を隔てて隣接している。

しかし、両ダムには次のような特性の違いがある。

寺内ダムの流域面積は約51㎞2で江川ダム約30㎞2の

約1.7倍である。一方、江川ダムの利水容量は24,000

千m3で寺内ダム9,000千m3の約2.7倍である。

この特性の違いを生かし安定的な水資源を確保する

ため、延長約4.3㎞の寺内導水路（水路トンネル）で

寺内ダムと江川ダム下流小石原川を結び、江川ダムと

寺内ダムとを総合運用する計画とした。寺内導水路は

双方向に送水が行える施設で、各々のダム貯留状況に

応じて水のやり取りを行っている。トンネル勾配は緩

やかで、双方向とも自然流下ないしは水頭差を利用し

た、ごく低圧の圧力トンネル方式での送水であり、ポ

ンプ圧送する必要がない低コストタイプの水路トンネ

ルである。この寺内導水路を利用しての送水量は、小

石原川から佐田川へは年間平均40万m3、佐田川から

小石原川へは約850万m3を送水している。これは佐田

川と小石原川の水を寺内導水路を通じて有効利用して

いることになる。両ダムの総合運用、すなわち流域特

性からみて降雨時の回復力がある寺内ダムの水を先に
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4. 江川ダムと寺内ダムとの総合運用

農業用水 
4,000千ｍ3

新規都市用水 
4,300千ｍ3

不特定用水 
700千ｍ3

 
44.46%

 
47.78%

 
7.78%

図―３　寺内ダム容量配分図

農業用水 
10,670千ｍ3　 

福岡甘木都市用水 
9,330千ｍ3　 

新規都市用水 
4,000千ｍ3　 

 
44.46%

 
38.87%

 
16.67%

図―２　江川ダム容量配分図



利用することでダム回転率を効果的に上げ、また渇水

時は貯水量が多い江川ダムから送水することで降雨が

ある迄の期間を確保するといった、それぞれの流域特

性、貯留量を考慮したダム運用を行うことで、頻発す

る渇水に対応している。

先に説明した貯金通帳方式は、この寺内導水路で送

水する水にも適用され、各々のダムに日々何万m3の水

が貯留されているといった情報が毎日FAXにて利水者

に報告され、利水者の財産ともいえるダム開発水の運

用結果を明らかにしている。

配水運営協議会は、小石原川筋及び佐田川筋という

支川取水で日常的にダム貯水量を利用する利水者と当

管理所で構成し（筑後川本川取水の新規都市用水利水

者のダム貯水量は、日常的には温存され渇水時のみ利

用される）、主に、かんがい期前に定期開催し、利水

者ごとの取水配水計画などを情報共有している。また

渇水等により取水計画に支障が発生しそうな場合、利

水者発議による協議会の臨時開催を要請され、各々の

利水者の貯水状況を踏まえた水融通など互譲の精神に

よる応援水体制についても調整がなされている。

貯金通帳方式によりダム貯水量が細分化されるため、

ダム全体貯水量が５割程度残っていたとしても、一部

の利水者の通帳残量が利用時期によっては空に近くな

ることもある。利水者間の水融通は、夏渇水の場合は

農業用水が不足し都市用水からの応援用水を受け、冬

渇水の場合は、逆の応援用水となっている。このよう

に応援用水により、水融通を行った場合は、降雨によ

りダム貯水量がある程度回復した時に、通帳から融通

量を返済する（貯水量を返す）ことにしている。

なお、筑後川水系全体が渇水となり江川・寺内両ダ

ムの水融通のみでは対応困難となる場合は、河川管理

者主催の渇水調整協議会の場で取水制限等の調整が行

われている。

江川ダムでは、その他の取り組みとして、ダム貯水

池の満水管理を行っている。

各利水者持分方式でダム貯留量を配分している状況の

中、満水期間が長期化しているため、空容量がないこと

から、小規模出水でも洪水吐きゲートからの放流を降雨

ごとに繰り返すことが考えられる。しかし、洪水吐きゲ

ートからの放流は、下流域住民に与える影響が大きい。

そこで、利水者の理解を得て、梅雨明け時に満水に

することを目標にして、常時満水位225.0mより24cm

下がりの管理水位を設定し、小規模出水（30m3／s以

下）時は、ゲート放流を行わずにバルブ放流で対応し、

残分を空容量に貯留する満水管理方式を実施している。

具体的には、

（1）梅雨明け直後の満水確保を目標とする（7月20日

前後）、

（2）梅雨期間中は、224.20ｍを最低水位、224.76mを

最高水位とした管理水位帯において、出水時の下　

流放流安全確保の貯水位管理と気象状況により、

満水位を確保できる水位管理を行う、

（3）満水管理の期間中は、各利水者の貯留量を同率

配分する。

以上のような管理を行っている。

管理開始後30年を経て、水路等施設の改築更新を目

的とする両筑平野用水二期事業が今まさに始動しよう

としている。これら工事は必要な通水量を確保しなが

ら、適切かつ効率的に施工していかなければならない。

利水運用方式は、このような状況変化に応じて柔軟

に改良改善していくことも求められてくる。今後とも

関係利水者との意見交換等を密に行い、的確な利水管

理に努めていきたい。

9リザバー 2005.6

5. 配水運営協議会における利水者間の情報共有と渇水時調整

51㎞2

寺内導水路 

筑後大堰 

水道用水 
福岡地区水道企業団 
佐賀東部水道企業団 

鳥栖市 

江川ダム・寺内ダム 
総合利用模式図 

水道用水 
福岡市 

筑 後 川  

農業用水 
8.05m3/s

総合利用により 
開発される水 

水道用水 
福岡県南広域水道企業団 

小
石
原
川 

佐
田
川 

江川ダム 
寺内ダム 

女男石頭首工 水道及び工業用水 
甘木市 

1,000m3/s 1,702m3/s

30㎞2

図―４　江川ダム・寺内ダム総合運用模式図

6. その他の取り組み

7.  終わりに

＊　　独立行政法人水資源機構両筑平野用水管理所調整課主幹
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草木ダムは、利根川の支川・渡良瀬川の上流勢多郡東村

にあり、堤高140m、総貯水量60,500千m3の多目的ダム

で、渡良瀬川沿川の洪水防御と、工業用水・水道用水の供

給、渡良瀬川沿川地域の農業用水の供給、水力発電を行う

ことを目的としている。昭和52年4月から管理を開始して

今年で29年目を迎えている。（図－1）

草木ダムでは貯水池の水質保全対策として、浅層曝気循

環装置を設置し、平成9年より本格的な運用を行っている。

本装置の水質保全対策手法、運用方法、水質状況につい

て報告する。

渡良瀬川は、中禅寺湖の西側群馬県と栃木県の県境にあ

る皇海山に源を発し、赤城山の東側渓谷に沿って流下し、

多数の支川を合流しながら大間々町、桐生市、足利市、佐野

市を流下、渡良瀬遊水地に入り、思川を合流して、埼玉県栗

橋付近で利根川に合流する、幹川流路延長108㎞、流域面積

2,602㎞2の河川で、草木ダムの流域面積は254㎞2である。

草木ダムの流域年平均降水量は約1,800㎜前後、ダム地

点の年平均流入量は約12m3/sである。流域は足尾町、東村

で、流域人口約4,400人、流域の大部分は山林を主体とし

ている。

草木ダムの水質環境基準類型指定状況は、貯水池が湖沼

AⅢ類型、流入河川及び放流河川が河川A類型で、年間を

通じ環境基準を概ね満足している。

平成7年～15年のT-N、T-Pを見てみると、T-Nにおい

て貯水池内及び流入河川とも、0.7㎎/l前後で推移し、基準

値0.4㎎/lより高い傾向となっている。また、T-Pは貯水池

内では基準値0.030㎎/lを概ね満足しているが、流入河川

においては時々高くなることがあり、流域内の人為的汚濁

源の影響と考えられる。（図－2）

管理開始直後の昭和53年7月、渦鞭毛藻類のペルディニ

ウムによる淡水赤潮が発生し、景観障害を起こしている。

その後、同59年8月には、藍藻類フォルミディウムの大量

発生により、ダム下流・桐生市の水道用水に異臭味障害が

草木ダムの浅層曝気循環装置と
富栄養化対策 長瀬　修＊

1. はじめに

2.草木ダムの流域

渡良瀬遊水地 

図ー１　位置図

3.水質状況

4.水質障害の発生と対策

図ー2 貯水池・流入河川のT-N、T-P
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生じ、新聞報道されるなど、社会的問題に発展した。

このような状況を受け、貯水池内の水質対策として学識

者や土木研究所の指導、協力を得て、平成4年度からクリ

ーンアップレイク事業により、湖内に「散気管式循環装置」

による植物プランクトン増殖防止対策を開始した。

（1）浅層曝気循環による水質保全対策の考え方

クリーンアップレイク事業において、散気管式循環装置

4基、噴水合体型散気管式循環装置1基が設置された。設

置位置を図－3、概念図を図－4、諸元を表－1に示す。散

気管式循環装置の仕組みは、水上に浮かせたブイに散気管

を吊り下げ、そこに陸上のコンプレッサーから圧縮空気を

パイプで送ることで水中に気泡を発生させる。

この気泡の上昇流によって、鉛直方向に循環流を発生さ

せ、貯水池表層水温の低下、植物プランクトンの光制限、

湖水の流動化によって植物プランクトンの増殖しにくい環

境を創出し、増殖を抑制するものである。草木ダムでは、

水温分布を考慮し、散気管位置は水深15mで、この間の曝

気循環層を形成している。また、噴水については、ポンプ

とノズルの圧力によってプランクトンの細胞を破壊し、プ

ランクトン数を減らす目的で設置している。

（2）水質保全設備の効果

散気管式循環装置は、計画した整備が完了した翌年の平

成9年から5基による運転を実施している。運転時期は6月

上旬頃から11月上旬頃までを目安としている。図－5に装

置稼働前後の水温鉛直分布を示しているが、水深15m付近

に顕著な水温躍層が形成されている。

5.水質保全設備の運用

図ー3 浅層循環装置設置位置

散気管式浅層循環装置

水質自動監視装置

噴水合体型散気管
式浅層循環装置

図ー4 概念図

表ー１　循環装置諸元

図ー5 水温鉛直分布図
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フォルミディウム発生状況の経年変化と桐生市水道局浄

水場での活性炭使用量を図－6に示す。

運用によりフォルミディウムの発生抑制に大きな効果を

挙げており、運用開始後、濁水のため一時停止を行った平

成9年を除き、藻類の増殖を抑制している。

（1）運転開始と冷水対策

4月に入り流入水温の上昇により、表層で高く低層で低

い水温分布となり、水温躍層が徐々に形成されていく。し

かし、強固な水温躍層が形成された後に運転を開始する

と、表層と曝気吐出口付近の水温差が大きいため循環状態

までに時間がかかるだけでなく、広い範囲で水温の低下が

見られ冷水放流の長期化が危惧される。このため、7月1日

の洪水期制限水位に向けてのドローダウン前に曝気運転を

開始することとしている。現運用では、6月上旬の流入水

温18度程度を目安にしている。

（2）出水時の濁質対策

出水時には、貯水池内の濁度が上昇する。出水後直ちに

循環装置を稼働し始めれば、濁質を巻き上げ、濁質の沈降

を防げ、これにより高濁度水の放流が長期化することが想

定される。濁質発生によってプランクトンは光を制限され

るので増殖しにくい状況も想定されるが、平成9年におい

ては、たび重なる出水により濁水が発生したため、軽減を

図ることから一時的な停止を行った。この時、運転再開後

の曝気循環装置の効果発揮に時間を要し、プランクトンの

増大が確認された。現在、この経験を踏まえ、出水後の運

転再開に当たっては、水温、濁度、プランクトン量を監視

し、運転を行っている。

草木ダムでは浅層曝気循環により、富栄養化現象防止に

効果をあげており、継続的な施設の適切な運用が水質保全

につながっている。植物プランクトンは、水温、日射、栄

養塩の条件が整えば増殖する。気象、水象状況や、日々の

水質の監視を踏まえた水質保全設備の運用を適切に行って

いく必要があると考えている。

6.運用及び課題
7.おわりに

＊　　独立行政法人水資源機構　草木ダム管理所長

循環装置設置 

図ー6 フォルミディウム発生状況経年変化と桐生市水道局活性炭使用量
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ダム・堰危機管理業務顕彰は、ダム・堰施設で実施して

いる危機管理に関するさまざまな活動について、他の模範と

なる顕著な事例を表彰し、その功績を讃えるとともに、

今後のダム・堰管理技術の向上に寄与することを目的として、

平成15年度から行われています。同16年度については、

下記のメンバーで構成される「顕彰委員会」において審査が

行われ、表彰式が去る5月18日に開催されました。

（委員長） 中川博次 立命館大学教授

（委　員） 中村英夫 日本大学教授

田中　淳 東洋大学教授

沖　大幹 東京大学助教授

（事務局） 財団法人ダム水源地環境整備センター

募集対象とするダム・堰は、前年度は国土交通省所管の

ダム・堰のみでしたが、平成16年度は農林水産省所管ダム

や水力発電ダムも加えて対象を拡大しました。

危機管理の活動分野は前年度同様、事前予防活動、洪水

対応、渇水対応、事故対応の4分野としました。

平成16年12月に募集を行った結果、34事例の応募が

ありました。

国土交通省直轄

水資源機構（国土交通省所管）

道府県管理（国土交通省所管）

農林水産省関係管理

電気事業者管理

計

応募事例の内容は、洪水時や渇水時の対応、水質事故時

の対応、危機管理に対する事前予防活動など多岐にわたる

内藤　敏郎＊

平成16年度ダム・堰危機管理業務顕彰の表彰

1. ダム・堰危機管理業務顕彰

3. 平成16年度顕彰の応募と審査の状況

2. 募集対象及び活動分野

独立行政法人水資源機構　両筑平野用水管理所

「江川ダム　ダム貯留量の計画的な利水運用の実施」

京都府　大野ダム管理事務所

「大野ダム　洪水調節時における下流域の状況を考慮した操作による下流被害の軽減」

関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所

独立行政法人水資源機構　沼田総合管理所
東京電力株式会社　奥利根制御所
「利根川上流ダム　関係機関の連携による矢木沢ダム濁水放流発生に対する迅速な対応」

東京電力株式会社　高瀬川総合制御所
電源開発株式会社　奥清津電力所
電源開発株式会社　小出電力所
「中越地震後の台風24号接近時の利水ダムによる水位上昇の抑制に備えた措置の実施」

平成16年度ダム・堰危機管理業務顕彰表彰業務

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

奨励賞

14事例

7事例

8事例

1事例

4事例

34事例
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ものでした。平成16年度は台風や梅雨前線による集中豪雨が

各地で頻発したことを反映して、洪水対応に関する事例が

数多くありました。

応募事例について、活動の創意・工夫、的確な判断、活

動の計画性・継続性、全国の模範となるか等の視点から4

月21日の顕彰委員会で最終審査を行い、最優秀賞1事例、

優秀賞1事例、奨励賞2事例の計4事例が優れた事例として

表彰されることとなりました。

4件の表彰事例については、それぞれ以下の点が評価さ

れ、受賞となりました。

（1）最優秀賞：独立行政法人水資源機構

両筑平野用水管理所

両筑平野は渇水の常襲地域であるため、他水系では例を

みない利水者別配分ルール（貯金通帳方式）の設定や近傍

ダムとの総合運用により、効率的な利水運用を実施して

きた。

（2）優秀賞：京都府　大野ダム管理事務所

平成16年10月の台風23号による出水時に、下流域の氾

濫状況や冠水した国道でバスが立ち往生した状況を考慮し、

適切な判断及び操作によって、洪水被害の軽減を図った。

（3）奨励賞：関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所　　

独立行政法人水資源機構　沼田総合管理所

東京電力株式会社　奥利根制御所

平成16年8月の矢木沢ダム放流水の濁水化に対し、3機

関が連携して利水補給の振替等の的確な対策を実施し、

混乱を生じることなく収束に導いた。

（4）奨励賞：東京電力株式会社　高瀬川総合制御所

電源開発株式会社　奥清津電力所

電源開発株式会社　小出電力所

（北陸地方整備局推薦）

新潟県中越地震により信濃川中流部の堤防が被災した状

況において、台風24号による出水に備え、洪水調節機能を

持たない発電ダムが河川水位上昇抑制のために、空容量の

確保等の事前措置を実施した。

表彰式は5月18日、さいたま新都心にあるホテルブリラ

ンテ武蔵野2階会議室において、国土交通省河川局坪香河

川環境課長を来賓に招いて行われ、約60名の出席者が見守

るなか、中川博次委員長から表彰状及び楯がそれぞれの組

織の代表者に授与されました。

引き続き、中川委員長の講評がありました。各表彰事例に

ついては、前出 4.表彰事例の評価内容 に示すとおりで、

その他、以下の講評がありました。

●今年度以降も引き続き全国の優れた取り組み事例を

顕彰し、ダム・堰管理技術の向上・推進の一助にしていく。

●平成15年度、16年度に応募のあった事例をダム・堰管理

者間で広く情報を共有し、有効に活用していくため、

事務局（財団法人ダム水源地環境整備センター）におい

て、データベース化の作業が進められている。

●本顕彰で収集・整理された事例データが、今後、

全国のダム・堰施設管理者に有益な資料として活用され

ることを期待している。

●全国のダム・堰管理現場への事例募集に協力していただ

いた関係機関の皆様に御礼を申し上げる。

最後に、表彰事例のうち最優秀賞を受賞した両筑平野用

水管理所より「江川ダム・ダム貯留量の計画的な利水運用

の実施」についてプレゼンテーション発表が行われ、表彰

式を終了しました。

表彰式

4. 表彰事例の評価内容

5. 表彰式

＊　　財団法人ダム水源地環境整備センター　研究第一部　主任研究員
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伊藤　功
＊

砥山ダムは、札幌市を貫流する豊平川総合開発計画

の一環として建設された豊平峡ダムからの発電放流水の

逆調整を目的とした、高さ30.0ｍ、長さ217ｍのダム

である。

豊平川の中・下流部は、札幌市民の憩いの川として

散策やスポーツ、夏にはいかだ下りなどが行われる等、

河川利用が盛んな場所である。

豊平川には当社札幌水力センターが管理する発電所

が5カ所あり、砥山ダムを含む水力発電設備の保守管

理を当水力センター土木課15名、発電課9名及び管理

委託会社6名の総勢30名で行っている。

砥山ダムの管理体制は、ダム放流時（日勤・夜勤）

は職員１名及び委託員1名、非放流時（日勤・宿直）

は委託員1名がダムサイトの管理所で昼夜を通しての交

代勤務を行っている。

当水力センター管内では、近年までダムの流木は、社

有地に小割り等をして、仮置きを実施していたが、敷地

の狭隘化により、処分方法の再検討の時期に来ていた。

そこで、当水力センターでは、リサイクル等への方

策を検討した結果、ダムに流入堆積する流木の処理方

法としてウッドチップ化による有効利用を試みたので、

以下に事例を紹介する。

なお、チップ化以外の取り組みとして、北海道開発局の

提案で昨年実施した豊平川リバーフェスティバルにおい

ても、流木を活用したクラフト展示や工作づくり等を行

い、地域住民との交流を図っているのであわせて紹介する。

当水力センター管内の導水路点検通路へウッドチップ

の有効利用として、特に雑草の繁殖が著しい導水路の

地上盛土部に敷設した。

これまでは、外部点検に支障を来していたが、ウッ

ドチップ敷設により雑草の繁殖が低下したため、従前

の除草コスト低減並びに保守点検がしやすくなった。

また、当初懸念していた飛散についても、少々の風

雨の影響で飛散することがないことから、景観面の向

上も図られ、管理上特に問題はないという状況である。
写真―１　砥山ダム全景

1. はじめに

写真―2 ウッドチップ化装置

2.流木処理方法の検討

3.点検通路へのウッドチップ敷設利用
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ゴルフ場の乗用カート道路路盤材へのウッドチップ利

用を目指して試験施工を行った（ウッドチップ＋セメ

ント）。当初はウッドチップ単体の使用を検討したが、

乗用カート（5人乗り、300㎏以上）道路の洗掘、磨耗

作用を考慮して、ある程度強度の期待できるセメント

混合物とした。

なお、配合の決定に当たっては、何ケースか試験練

りを行い、外観状況（練り上がり状況）を確認した。

本試験は、初めて取組むケースなので事前の知見が

なかったが、練り上げて判明したことは、ウッドチッ

プが思ったより吸水し、水の量が増加した点である。

（ウッドチップ10㎏、セメント25㎏、水20㎏）

したがって、強度特性や耐磨耗性・耐凍害性は、今年

度以降検証していく必要があると考えているが、現在

までのところ管理上大きな問題はないようである。

豊平川リバーフェスティバルとは、豊平川河川空間を

有効活用し、「学ぶ、遊ぶ、集う」を通じて地域住民の交

流と豊かな文化を創出するとともに、青少年の健全な育

成を図ることを目的として昨年から開催されている。

リバーフェスティバルの主な出展内容は、流木を使用

して、インフォメーションボード・巣箱・コースターなどの

展示、配布や手作り体験の実施であり、大変好評であった。

また、流木（4tトラック1台分）を大きさ別に分けて、

無償配布を実施したところ、予想外に好評で、同フェステ

ィバル中盤の約3時間程度でなくなる盛況ぶりであった。

ダムの流木は、そのままでは利用しにくい面がある

が、ボード・巣箱・小物類にしたり、切りそろえてチ

ップ化すること等によって、利用の用途が拡大される

ものと思われる。

今後、他のダムにおける同様な流木処理方法の検討

において、本報告が参考になれば幸いである。

6.おわりに

4.ゴルフ場のカート道路への利用

5.リバーフェスティバルでの利用

＊　　北海道電力株式会社札幌水力センター土木課

写真―5 流木を利用した手作りコーナー

写真―3 ウッドチップ敷設状況

写真―4 カート道路仕上り状況
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（１）管理体制

大夕張ダムは、石狩川水系夕張川流域一帯の開発を行う

国営大夕張土地改良事業の一環として建設され、北海道開

発局が直轄管理を行っている利水ダムである。国営大夕張

土地改良事業では、大夕張ダム同様に直轄管理を行ってい

る川端ダムのほか、頭首工2基、揚水機4基、用水路9条

を整備し、約12,000haの農地へのかんがいを行っている。

大夕張ダムで貯められた水は、途中5カ所の水力発電所

を経由して、川端ダムで取水され、各受益区域に配水され

ていく。発電所は北海道企業局が管理･運営しており、発

電した電気は北海道電力㈱に売電される。大夕張ダムでは

毎朝、企業局と調整しながらその日の補給量を決定し、川

端ダムへと水を送っている。

大夕張ダムには藤野管理所長ほか、管理係4名、機電係

2名、庶務係1名の計8名、一

方の川端ダム出張所には、所

長1名、出張所員3名の計4名

が勤務している。水の管理に

おいては両ダムはリンクして

おり、ゲート操作や洪水時の

対応等は、操作規程に基づき

行っている。

（２）融雪期の貯水管理

大夕張ダムでは5月10日から8月20日までをかんがい

期、それ以外は非かんがい期としている。

春の融雪期に水を貯めて6月上旬までに貯水池を満水に

し、かんがい用水（発電用水）として8月20日までに使い

切る。その後、台風等の雨を貯め、11月下旬までに再び満

水にし、発電用水として4月上旬までに使い切るという貯

水パターンで運用している（図－１）。

貯水を開始する融雪期は、最も気を張る時である。融雪は

例年4月上旬から始まり5月下旬まで続くが、今年は低温

のため雪解けが遅かった。藤野所長はその大変さを語る。

「今の時期は、通常かんがい用水を補給する時期ですが、

今年は融雪が遅くまで続き、補給量を上回る流入量があ

り、過放流にならないよう注意しながら、洪水吐ゲートか

らも放流しています。融雪を一気に満水まで貯めてしまう

と、その後の融雪出水をそのままゲート放流することにな

るので、下流河川のことを考えて、貯水池に余裕を持たせ

［ 管理所訪問 ］

1 国営大夕張土地改良事業の大夕張ダム

5月下旬、北海道は融雪期を迎えていた。札幌市内を流れる豊平

川には雪解けの水が勢いよく流れ、豊平橋付近では水際には近づけないほど。

市外へ出れば木々は新芽を吹き、水田は代かきの真っ最中だった。

今回訪れたのは、かんがい用水を担う二つのダム。一つ目の大夕張ダムは夕張市に位置し、流域面積433�、

総貯水量87,200千�のかんがい･発電を目的とした利水ダム。次の幌向ダムは岩見沢市に位置し、流域面積28.7

�、総貯水量8,340千�のかんがい目的の利水ダムである。両ダムともダム湖に満々と融雪の水を湛え、これか

ら本格的に始まるかんがい用水の需要に備えているところだった。

岩見沢 幌向ダム 

川端ダム 

札幌 
江別 

大夕張ダム 

石  
   狩 
      川 

千  
    歳 
        川 

夕  
    張 
        川 

石 

狩 

川 

幌向川 

石狩湾 

豊 　
平 

　
　
川 

北海道の農業用水ダムを訪ねて
大夕張ダム・幌向ダム

２７０.０ 

２６５.０ 

２６０.０ 

２５５.０ 

２５０.０ 

２４５.０ 

２４０.０ 

２３５.０ 

２３０.０ 

２２５.０ 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

発電最低水位 
２４０.００m

かんがい最低水位 
２３０.００m

制限水位 
２６３.５０m

４/１０ 
（貯水開始） 

５/２０ ６/１０ 

８/２０ 

満水位 
２６４.５０m

貯水位 

農業用水注水期間 
５月１０日～８月２０日 

洪水期 
７月１日～９月３０日 

（m） 

図－１　大夕張ダムの年間基本貯水計画パターン

藤野所長
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て貯留することにしています。融雪期の貯水管理はダム流

域の積雪調査（過去平均170㎝）から包蔵量を算出し、流

入量と包蔵量（残雪）を見ながら、かんがい期当初に満水

に到達するよう、段階的に操作を行っています。洪水吐ゲ

ートからの放流が始まると交代で2名の職員が宿直してい

ますが、今年は雪解けが遅いので、もしかしたら6月に入

ってもゲート操作が続くのではないかと話しているところ

です」いつゲートを閉めるのかは流入量次第だ。

「まだ山に雪が残っていますし、今年は読み切れないのです」

今の時期は昼と夜の流入量の変動が大きく、量が増えた

らすぐにゲートを絞らなくてはいけないという煩わしさが

あるという。

「放流したい量と、10㎝単位の定められたゲート最小開度

は折合いが悪いんです。今は開度10㎝だと8�/sほど放流

されます。仮に10�/s放流したいとすると、開度を倍に

増やして16�/s放流することになります。すると水位が

下がってしまいますので、また開度を戻して8�/sにして

おくと、今度は2�/sずつ貯まって水位が上がってしまい

ます。その貯水位の変化を計算して、始終ゲートを操作し

ながら放流をすることになります」

（３）利水者のためのダム操作

大夕張ダムは、利水ダムであるので、「利水者の水を預

かって管理しているわけですから、利水者のための操作に

努めるというのが私たちのダム管理です。そのために、な

るべく無効放流をしないようにしています」

ここで藤野所長が言う利水者のための操作とは、8月20

日までは、かんがいのための必要量を供給し続けるという

ことである。

それが難しい状況になると、つまり渇水が心配される

と、大夕張ダムでは「夕張川水系利水者会議」の開催を呼

びかける。この会議のメンバーは利水者の土地改良区や企

業局である。ダム管理所では渇水状況に応じて、8月20日

まで水をもたせるには何％取水を節水すればよいか、とい

った情報を提供する。決定は利水者が行い、ダム管理所は

それに従って貯水池の管理を行っていくことになる。

（４）大夕張ダムの洪水時の対応

利水ダムの大夕張ダムでも、洪水があれば少しでも貯留

して、下流河川の洪水を軽減するような操作をしていると

いう。従って、7月1日から9月30日の洪水期になると、

利水者のためのかんがい容量を損なわずに、少しでも洪水

を貯留するための空き容量を確保するという難しい操作が

求められる。

ただし、かんがい期が終了する8月20日頃には、貯水位

は最低水位の230m程度となっており、洪水があってもダ

ムにはかなりの空き容量ができるので、ほとんどの洪水は

貯留することになるという。

操作規程上、洪水期は制限水位である263.50mで管理

し、これを超えそうな時は、ゲート放流できるということ

になっているが、大抵の台風では一晩に水位が7～8m程

度の上昇なので、発電所からの放流だけで収まって、ゲー

ト放流には至らないとのことである。昨年の台風16号の

際も、水位は4～5m上昇したが、結果的に洪水を空き容

量で貯留することとなった。

ただ、放流を行う際に、関係機関への連絡を行わなけれ

ばならないが、夜間や休日には迅速な連絡がとりづらい場

合があり、苦労している。安全管理上、各機関への連絡を

省くことはできないので、できる限り平日に放流するよう

管理所では努力している。

「土日に雨が降る予報が出ていれば、金曜日中に関係機関

に連絡して、事前にゲート放流により制限水位を守るため

に水位を下げ、極力土日の放流量の変更は避けるようにし

ています」

ダム管理所は、利水者のための貯水容量をいかに有効に

使うかを考え、降雨をうまく貯め込み、必要なだけ放流す

る。洪水があれば、少しでも下流河川の洪水を減らすため

に貯めたり、放流通知は関係者の状況に配慮する必要があ

るなど、毎日きめ細かな対応をしている。
大夕張ダム
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（１）管理体制

幌向ダムは、国営幌向川土地改良事業で石狩川水系幌向

川支流のマップ川に建設され、現在、国からの委託を受

け、北海土地改良区が管理しているダムである。平成2年

のダム供用開始時から改良区の委託職員である杉本さんが

住み込みでダム管理所に常駐しており、ダム管理主任技術

者である北海土地改良区の山田技師の指示のもと、機器の

操作、周囲の監視、放流時の連絡や警報を行っている。

土地改良区の山田技師と杉本さんに管理の実情を聞

いた。

管理所を訪れた時は、融雪水により幌向川の水量が十分

にあったので、ダムからかんがい用水の取水はしていない

状態で、側溝越流式の洪水吐から2㎝程度の越流があった。

「毎年4月の半ばから5月末くらいにかけて雪解け水で越流

します。大体7～13�/sの雪解けがありますので、その時

は警報車を出して下流に警戒を促します」

その後、ダムからの取水が始まると空き容量が多くな

り、かなりの雨が降ったとしても越流に至ることはないと

いう。供用開始からこれまでの約15年間で、かんがい期

の5月1日から8月24日までの間に洪水を下流に流したこ

とは一度しかないとのことである。

しかし、それは自然に空き容量が多くなって洪水を貯め

込んだからというのではなく、今までの経験から日々の残

貯水量と今後のかんがい用水の需要を把握しながら、貯水

池管理をしているためで、杉本さんの腕によるところが大

きい。「いや、腕ということもありませんが」と杉本さん

は謙遜して言う。

「毎年8月にはかなりの降雨量がありますが、今年もそうな

るとは限りません。ですから大事に大事に水を蓄えて、最

終的に8月24日に必要最低限の用水が残るということを繰

り返してきました」

（２）幌向ダムの洪水対応

幌向ダムは利水ダムであるが、大夕張ダムと同様、空き

容量を利用して、結果的に洪水を貯留している。

「せっかくよい施設があるのだから洪水を貯留するとよい

と思います。8月に入ってかなり雨量も増えてくると、下

流で水害の発生しやすい地帯がありますので」

また、特に春の融雪時の際には、最も気を使うそうであ

る。その年の雪の量によっては越流が早く発生することも

あり、そのため下流で洪水になる恐れがあるという。

「そういう年には流入量の推移を図りながら満水日を調整

することにより、雪解けの水をダムで蓄えます」

今回伺った大夕張ダム・幌向ダムともに、利水目的のダ

ムでありながら、状況に応じ空き容量を利用して洪水を貯

留していた。どのような目的のダムであろうと、ダムがあ

れば下流は洪水にならないとの過度の期待が寄せられてい

る中、本来の目的以上のことに尽力されるダム管理所の

方々に畏敬と感謝の念を覚えた。

（取材・文　神澤志摩）

2  土地改良区が管理する幌向ダム

3  おわりに

山田技師と管理人の杉本さん

幌向ダム
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前号（2005.3春号）の読者の声で「ダムの効率的運

用に関する提案」がありましたが、利根川上流の8ダ

ム（藤原、相俣、薗原、渡良瀬、矢木沢、奈良俣、下

久保、草木）を管理する立場から実状を報告したい。

国土交通省では、提案の内容に類似した操作とし

て「ダムの弾力的管理」を既に平成9年から実施して

おり、現在、関東地方整備局管内で3ダム、そのうち

当事務所では、利根川支川片品川の薗原ダムで実施

している（図－1）。

計画では、洪水期間である7/1～9/30の間、洪水

調節容量1414万�のうち、最大で180万�を下流河

道の流況改善のために利用するもので、出水が予測

される場合は最大放流量80�/sで夏期制限水位まで

低下することとしている。弾力的管理を効率的に実

施するには、精度の高い降雨や洪水の予測と速やか

で確実なダムの貯水位低下操作が必要であるが、実

際の運用では他ダムも同様に以下のような問題を抱え

ている。

1. 降雨予測は山岳地域の降雨の偏りもあり、1～2

時間の短時間の予測を除いて十分な精度はないのが現

状である（図－2 利根川上流の7ダムにおいて、ダ

ム流域平均総雨量と予測した時間における予測値との

差の関係図。ただしダムにより予測時間が異なるた

め、予測時間にバラツキがある）。

2. 過去の洪水要因のうち4割は台風以外（図－3）

の集中豪雨等で、平成16年7月の新潟・福島豪雨の

ような予測の難しい集中豪雨は、全国のデータによ

れば近年増加傾向にある（図－4）。

「ダムの効率的運用に関する提案」への意見

小澤　秀弘＊

▽常時満水位　EL564.0m

▽夏期制限水位　EL550.0m 
 

▽低水位、予備放流水位　EL543.5m 
 

▽基礎岩盤　EL490.0m 
 

治水容量　1,414万� 

利水容量300万� 
 

死水容量 
 

▽弾力的運用活用水位  EL553.0m

弾力運用容量 3.0m 
180万� 
 

放流前 

放流後 

ダムから0.3�/s放流 
 

下流の無水区間解消 
など水環境が改善 

予
測
と
実
績
降
雨
量
の
差（
㎜
） 

  
平成16年10月台風23号の例 

 
 合計雨量 
矢木沢 72.2 
奈良俣 101.8 
藤原 92.1 
相俣 118.0 
薗原 88.3 
下久保 131.5 
草木 116.7

０ ５ １０ １５ ２０ 
予測時間（h） 

 

６０ 

４０ 

２０ 

０ 

－２０ 

（㎜） ダム名 

総流出量上位5洪水 

総流出上位10洪水 

全洪水 

降雨要因 

 台風 

台風 

台風以外 

台風以外 

回数 % 回数 %

26 

43 

81

41％ 

59％ 

79 

81 

59

7 

10 

57

21 

19 

41

図－1 薗原ダムの弾力的管理（容量配分）

図－3 各ダムの管理開始から昨年までの
洪水の降雨要因内訳（8ダム計）

図－2 予測・実績降雨量の差と予測時間の相関
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3. 河川利用が盛んになり、下流河道に多くの釣り客

や行楽客が入るため、ダム放流開始前には通常の警報

や巡視に加え、退去するまで監視を継続するなど、過

去の事故例を教訓とした安全確保を行っている。

従って、放流前には十分な余裕時間を確保し、急

激な放流を避ける必要がある。

一方、関東地方1都5県、2900万人の給水人口を抱

える利根川では近年給水制限に至る渇水が2～3年に

1回の割合で起きている。

以上のことから利根川では、台風にあっては2～3

日前の出来るだけ早い時期から発電放流設備の活用等

により水位低下を始め、集中豪雨対策には予め弾力

的管理の運用水位幅（2m）の下限近くに水位を押さ

える運用を行っている。ダム運用の効率性は低くな

るが、急激で大量な事前放流を避け、下流域の安全

確保と放流水の有効利用を図っている。

今後は、予測精度の向上に加え、各ダムの特性を

考慮した容量配分の再編等の工夫も視野に入れ、な

お一層の「効率的運用」の実現に向けた努力を積み

重ねていきたい。

＊ 国土交通省 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所　管理課長

１時間降雨量における年間延べ件数 
（全国のアメダス地点 約 1,300箇所より） 

1. 時間雨量50㎜以上の降雨の発生回数（１１月４日まで） 

2. 時間雨量100㎜以上の降雨の発生回数 
（回/年） 

（回/年） 

S51～60 

平均 209回 

S51～60 

平均 2.2回 

S61～H7 

平均 234回 

S61～H7 

平均 2.3回 
H8～15 

平均 4.8回 

H8～15 

平均 271回 

既に445回 

既に7回 

51 52

500 

400 

300 

200 

100 

0

10 

5 

0

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1H

H

S

S

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

図－4 頻発する集中豪雨
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●過去最大10個の台風が上陸 

●洪水調節ダム463ダムで、延べ933回の洪水調節 

　 

　15回以上 4ダム 

　10～14回 8ダム 

　5～9回 52ダム 

●ただし書き操作実施は延べ25回（最近10カ年分に相当） 
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上陸した台風 

上記以外の台風、豪雨等 

凡例： 

 

台風１１号 
台風１０号 

台風２３号 

台風２１号 

台風１６号 

台風２２号 

台風４号 
台風１５号 

台風１８号 

台風６号 

〈台風上陸経路〉 

平成１６年洪水調節 
 

実
施
回
数 

（回数別） （地方別） 
北陸地方　165回 

四国地方　155回 

東北地方　147回 

四国地方　15回 

九州地方　  4回 

図　出水別洪水調節実施回数



「リザバー」を分かりやすく、読みやすい情報交換誌にするために、原稿執筆について下記のように定めます。

①「リザバー」は、行政などへの依頼記事、投稿、編集事務局の取材記事などから構成しますが、これらの原稿は「リザバー」
編集委員会で審議した基本的構成に照らし合わせて、内容を確認・校正し編集事務局で編集します。

②原稿は、A4判縦、横書きで編集したもので、電子媒体（FD、CD-ROM、MO等）又は紙原稿を、編集事務局までE-mail
か FAX、郵送でお送りください。

③原則として、1ページは10.5ポイントの文字で1,800字とします。写真・図などがある場合、それらも含めて指定のペー
ジ数に収めてください。

④小見出しは、1・・・、（1）・・・、（イ）（ロ）・・・、a）b）・・・を原則とします。

⑤図や写真は原稿提出時には文中に組み込まず、別紙、データ等を添付してください。縮尺等は誌面構成上、編集事務局に
ご一任ください。その際、図の挿入希望カ所を赤字で記入、返却希望の資料にはその旨明記してください。

貯水池管理の総合的な情報誌「リザバー」第6号をお届け
します。

●「提言」は、元建設省河川局長、技監を歴任され、前独立
行政法人水資源機構理事長で、河川及びダムに関して広い
知識をもつ近藤徹様から貯水池管理担当者へ具体的で貴重
な提言をいただきました。この提言が管理実務に活用され
るよう議論が深まり、貯水池を管理する方々にお役に立つ
ことを期待しています。
●座談会は、各ダム管理所管の関係者ごとに開催してきまし
た。今回の国土交通省所管地方自治体のダム管理所長によ
る座談会で一回りになりました。地方自治体管理のダムは
現在約380ダムあり、その管理については、ダムの規
模・ダムを取り巻く状況・管理体制等多種多様で一様には
議論できません。今回は各ブロックから出来るだけダム管
理経験の長い6名の管理所長等に出席いただき、管理の実

情と課題を語っていただきました。
●4月に平成16年度のダム・堰危機管理業務顕彰の表彰式
がありました。今回から国土交通省所管施設だけでなく、
農林水産省や電力所管の施設も加え、顕彰対象が広くなり
ました。今回は、最優秀賞を受賞した農林水産省所管の江
川ダムから利水運用の事例を紹介していただきました。
●ライターの神澤さんが、融雪時に北海道の農業用水ダムの
大夕張ダム、幌向ダムを訪ね、融雪出水の処理やかんがい
用水の補給等管理の実情について報告していただきまし
た。
●本号より、「貯水池管理情報」コーナーを掲載しました。
今後貯水池管理に関する情報を順次掲載し、将来貯水池管
理のデータベースとなるようしていきたいと考えています。
次号は、「貯水池堆砂特集」として貯水池の堆砂問題を取
り上げます。堆砂対策の事例や研究事例をお寄せください。

（「リザバー」編集事務局）
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「リザバー」原稿執筆要領

貯水池管理の総合情報誌「リザバー」は、はや6号の発行となりました。

興味のあったコーナーは、どれでしょうか？　どのような情報を望まれますか？

折り込みのアンケート用紙でご感想、ご意見を是非お寄せください。

●・・・・・・・・・・リザバーアンケートにご協力ください・・・・・・・・・・●
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