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図－1 上流8ダムの貯水量の遷移
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平成28年渇水を振り返って

平成 28 年は、利根川水系で記録的な少雪
等により、３年ぶりとなる取水制限が行われ
ました。他水系では、吉野川水系で取水制限、
豊川水系と筑後川水系で自主的な節水が行わ
れました。特に、図－1のように、利根川水
系では５月下旬以降過去最低の貯水量を記録
したことを受けて、水資源機構では、渇水を
軽減するために数多くの取組みを行いました
が、本稿ではその軌跡を振り返ります。



■平成28年渇水の概況

⑴ 利根川水系
利根川上流の尾瀬沼観測所（昭和29年～）
や平ヶ岳観測所（平成７年～）の最大積雪深が
観測開始以降の最小を記録しました（図－２）。
加えて、暖冬による早い雪解けと５月の少雨に
より、利根川上流の５月末時点の河川流量は、
平年の約４分の１程度しかありませんでした
（図－３）。

上流５ダムは４月20日に満水となりましたが、
５月中旬以降の河川の流量が少なく、下流の河
川環境や必要な取水量を確保するため、例年よ
り早くダムからの補給が必要となりました。これ
らの補給を行った結果、上流８ダム**貯水量は、
６月７日に満水時の半分まで急激に減少し、５
月下旬から７月中旬までは過去最低（８ダム体
制となった平成４年以降）となりました（図－

１）。こうした状況を受け、草木ダムのある渡良
瀬川では６月11日から10%の取水制限（20日に
は20％に強化）が、利根川本川では６月16日か
ら10%の取水制限がそれぞれ開始されました。
梅雨は例年より少なく、流域にまとまった降

雨がなかったことから、予断を許さない状況が
続きましたが、８月下旬の台風９、10号により
ダム貯水量が回復し、９月２日に取水制限が全
面解除されました。渇水は、過去30年間におい
て10回目で、取水制限期間は最長の79日間に及
び、５月から８月にかけて上流８ダムから約2.9
億m3（機構４ダムで約2.6億m3）の補給を行い
ました。実に、東京ドーム（約124万m3）のお
よそ230杯分もの量になります。

⑵ 吉野川水系
吉野川では、流域の降雨量は５・６月と平年
以上となり、早

さ

明
め

浦
う ら

ダムの貯水率も7月中旬ま
で概ね100％でしたが、７・８月の降雨量が例
年の４割弱と少なく、ダムから補給を行った結
果貯水率は９月４日には33％まで低下しまし
た。このため、新規用水取水量を35％までカッ
トする第二次取水制限まで実施されましたが、
池田ダムでの効率的な水運用によって早明浦ダ
ムから約1.9億m3を補給し、時間断水等は回避
されました（図－４）。

図－2 利根川上流域の最大積雪深（出典：国土交通省）

図－３ 上流５ダム*（奥利根）の流入量の変化
（出典・国土交通省）

図－４ 早明浦ダムからの補給状況
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⑶ 豊川水系
６月から８月まで水源地における降雨量が管
理開始以降の最低を記録したため、水資源機構
では、宇

う

連
れ

ダム、大島ダム、調整池、佐久間導水、
寒
かん

狭
さ

川導水を効率的に運用し、約0.7億m3の用
水供給を行いました。全施設の貯水率は、９月
４日に35%まで低下し、15日に節水呼びかけ
等の「自主的な節水」を開始しましたが、21
日には秋雨前線や台風によって貯水率は平年ま
で回復したため、「自主的な節水」を終了しま
した。

⑷ 筑後川水系
梅雨明け後の降雨量が平年の半分となり、９月

１日には、両筑平野用水と寺内ダムに渇水対策本
部を設置し、農業用水関係者による自主節水や
関係機関との協議が行われました。９月18日には
農業用水の貯水量が過去最低を記録したものの、
その後の秋雨前線、台風によって回復したことか
ら、27日に渇水対策本部を解散しました。

■統合管理・調整による渇水軽減

水資源機構では、渇水に対応するため、本社
に本社渇水対策本部を設置し、危機管理の観点
から、本社、支社局、現場事務所が一丸となって
様々な対応を実施しました。国・地方公共団体や
土地改良区をはじめとする利水者などの関係機関
と緊密に連携して、ダムでは、気象や補給地点の
自然流況を勘案したダム統合運用での各ダム利
水容量の温存操作、貯水位低下による水質悪化
等への万全な備えを、水路では、24時間体制で
の確実な取水堰操作、頻繁な配水調整と需要量
の変化に即応したゲート操作等をそれぞれ実施し
ました（図－５）。また、非常事態を想定して各ダ
ム貯水量がゼロ以下まで使えるように、水質調査、
放流設備の点検等を行い、利水者間の水融通に
ついての調整を実施しました。こうした統合管理・

調整により、水資源機構は、効率的かつ安定的な
水供給という使命を果たし続けることができ、渇
水の軽減を図ることができました。

■渇水を「伝える取組み」

平成28年渇水では、当初夏本番を控え深刻な
状況に至るのではないかとの懸念から、一般家庭
の理解や節水への取組みが欠かせないと考えられ
たため、水資源機構をはじめとする関係機関にお
いては広報活動に注力しました。新聞、テレビな
どのマスメディアを通じた情報発信は非常に効果
が高いことから、取材に対しては丁寧かつ積極的
に対応し、ニーズに適った情報を迅速にわかりや
すく提供しました。例えば、取水制限の開始当日
に実施した報道機関対象の矢木沢ダム施設見学
会、早朝にダムから生放送したいというテレビ局
の要望に対して職員が未明に出勤して応えるなど
の取組みを行いました。加えて、ドローンによる
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図－５ 利根大堰での取水変更操作回数
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空中撮影やＳＮＳなど新しい技術やメディアを活
用して、これまで以上に積極的な広報活動を展開
しました。
こうした広報活動の結果、新聞・テレビなどの
報道が200件を超え、ホームページへのアクセス
数が急増するなど、渇水に関する適切な情報提
供と節水意識の啓発に寄与しました。また、渇水
にとどまらず、水資源機構の業務や職員の仕事
ぶりについてもテレビで紹介され、業務内容につ
いて発信する機会となりました。
「どのような情報が求められているか」、「今何を
発信すべきか」を考えながら、できる限り迅速に
わかりやすく、取材対応や情報を発信し続けたこ
とが報道機会の増大につながったものと考えてい
ます。
水資源機構は、平時はもとより防災時におい

ても迅速にわかりやすい情報発信に努めてまい
ります。

■おわりに

近年、気候変動などの影響により、従来とは

降雨の時期、場所といった特性が変化してきて
います。また、冬場に水源の山々へと降り積もっ
た雪は、春先に徐々に融け出すことにより、田
植えなどで農業用水が大量に必要となる時期の
需要を支える役割を果たしてきました。しかし、
気温が上昇し水源地に積もる雪が早く融けるよ
うになると、河川への流出が早まります。
水資源開発は、過去の気象条件をもとに必要
な供給量を確保するよう行われていることか
ら、今後も気象条件が変化すれば、水資源の供
給力に影響を与え、平成28年渇水のような状
況に至る可能性があります。
しかしながら、水資源開発は長期的な視点に
立って行われるものであり、急ごしらえできる
ものではありません。このため、渇水時におい
ては、既存の水資源開発施設のポテンシャルを
最大限に発揮できるように運用を行い、各利水
者の需要量を把握のうえ、複雑な利害が交錯す
るそれぞれの利用の調整を関係機関と協働して
行うことが求められています。水資源機構は、
水の安定供給という最大の使命をまっとうする
べく今後とも努めてまいります。
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①�早朝のニュース番組で奈良俣ダ
ムから中継

②�テレビ番組で職員を「ニッポン
の仕事人」として紹介
③�インタビューで操作状況を説明
する職員（利根導水総合事業所）
④�アカウント開設早々に反響の大
きかった「熊」ツイート
⑤�矢木沢ダムで貯水率最低を記録
した日のツイート
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