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１．水資源機構の防災対応

水資源機構が事業を実施している水資源開発水
系は、多くの都府県にまたがり人口及び資産が集中
する地域となっており、各ダムは下流河川の洪水被
害の防止・軽減に大変重要な役割を担っています。

各水系の上流に位置するダムでは、大雨により川
の水量が大幅に増え、浸水等の大きな被害が発生す
るおそれがある場合に、ダム貯水池に洪水の一部を
貯め込んで、安全な水量を下流へ流すことによりダ
ム下流の洪水被害の防止・軽減を図る防災操作（洪
水調節）を行います。

水資源機構では、ダム管理所、水系毎の支社局（中
部支社、関西支社、吉野川局、筑後川局）、及び本社
が連携して防災対応を行っています。

２．平成 25 年の主な降雨及び
出水状況

平成 25 年に発生した台風は 31 個（平年 25.6 個）
であり、このうち日本に上陸した台風は 17 号、18 号
の 2 個（平年 2.7 個）、日本本土に接近した台風は 14
個（平年 11.4 個）でした。一方、全国で平成 25 年に
発生した主な豪雨災害は、9 月の台風 18 号、10 月
の台風 26 号による災害です。これらの状況は次のと
おりです。
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2-1. 台風 18号

9 月 13 日 3 時に小笠原諸島近海で発生した台風
18 号は、発達しながら日本の南海上を北上し、14
日 9 時に強風域の半径が 500km を超える大型の台
風となりました。この台風と前線によって長時間
にわたり強い降雨が記録されたため、9 月 16 日
5 時 5 分、京都府、滋賀県、福井県に、気象庁で運用
後初めて『大雨特別警報』が発表され、記録的な大
雨となりました。

（1）淀川水系のダムにおける洪水対応
台風 18 号の降雨により、淀川水系では大規模な

出水となりました。特に日吉ダムでは計画最大流入
量を上回る流入量を記録し、管理開始以降最大の洪
水調節を実施したほか、一

ひとくら

庫ダムと布
ぬ の め

目ダムでは管
理開始以降最大の流入量を記録しました。

水資源機構の管理する 7 ダムでは防災操作を実
施し、ダム下流河川の水位低減、洪水被害軽減を図
りました。

日吉ダムでは、ダムの容量を最大限活用して洪水の大
半を貯留する操作を行い、下流への流量を低減しました。

また、木津川上流ダム群では、５ダムの連携操作
により名

な ば り が わ

張川及び淀川本川の水位低下に努めまし
た。各ダムでの観測雨量、最大流入量等は表 - １の
とおりです。

平成25年は台風18号による被害をはじめとして多くの自然災害が発生し、改めて自然災害のおそろしさを認識した

年となりました。水資源機構は、公共性の高い施設を管理しており、風水害などの自然災害に適切に対処し、その被

害を最小限にとどめる役割を担っています。

ここでは、平成25年9月に発生した台風18号および10月に発生した台風26号における出水の状況と水資源機構の

対応について、特徴的な事項を中心に報告します。
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（2）日吉ダムにおける防災対応
日吉ダムでは、台風 18 号により 1 時間雨量で流

域最大 34mm、降り始めからの総雨量は 345mm を
観測しました。これにより、計画最大流入量1,510m3/
s を超える約 1,690m3/s（管理開始以来最大）の最
大流入量があり、このうち、流入量の約９割（約
1,540m3/s）を貯め込み、桂川渡

とげつきょう

月橋付近の浸水と桂
川下流右岸羽

は づ か し

束師地点での堤防越水の状況等に鑑
み、ダムの洪水時最高水位を超えて約 4,460 万 m3（京
セラドーム大阪約 37 杯分）をダムに貯留しました。
※ 詳細は、本誌 11 月号（機構 HP にも掲載）をご覧

ください。

（3）木津川上流 5 ダム（高
たかやま

山ダム・青
しょうれんじ

蓮寺ダム・
室
むろう

生ダム・布
ぬのめ

目ダム・比
ひ な ち

奈知ダム）の防災対応
9 月 15 日から 16 日にかけて、台風 18 号により

淀川水系名張川 3 ダムの流域では、1 時間雨量で
流域最大 33mm、降り始めからの総雨量は青蓮寺ダ
ムで 368mm、室生ダムで 226mm、比奈知ダムで
440mm を観測しました。

この降雨により、名張川下流市街地において、はん
濫被害のおそれがあったため、3 ダムの統合操作 ※1

表 -1　各ダムにおける出水と防災操作（洪水調節）の状況

河川名 ダム名 流域面積
（km2）

流域平均
累計雨量
（mm）

最大調節時
流入量
（m3/s）

ダムでの
最大調節量
（m3/s）

最大調節時
放流量
（m3/s）

貯め込み量
（万m3）

木津川 高山ダム 615 290 1,580 1,130 450 2,370
木津川 青蓮寺ダム 100 368 500 330 170 500
木津川 室生ダム 136 226 330 250 80 400
木津川 布目ダム 75 252 200 150 50 590
木津川 比奈知ダム 76 440 320 250 70 270
桂川 日吉ダム 290 345 1,690 1,540 150 4,460
猪名川 一庫ダム 115 293 470 320 150 800

3 ダムにおいては過去最大を記録 日吉ダムでは流入量の約9割を調節

図 -1　淀川水系のダム等の施設　位置図
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を実施しました。この結果、ダム下流の名張地点（名
張大橋下流）で名張川の水位を約 0.7m 低下させ、名
張地点でのはん濫危険水位を下回ることが出来たと
考えています。

また、高山ダムでは、台風 18 号により１時間
雨量で流域最大 22mm、降り始めからの総雨量は
290mm を観測しました。

この降雨に対して、高山ダムでは、ダム下流木津川
の水位を低下させるため、他の木津川上流ダムと連携
した操作を行い、最大流入量約 1,600m3/s の洪水に
対して、最大で流入量の約７割（約 1,130m3/s）を調節
し、約 2,370 万 m3（京セラドーム大阪約 20 杯分）を
ダムに貯留しました。この結果、ダム下流の有

ありいち

市地点
（笠

か さ ぎ

置町）では水位を約 1.1m 低下させ、国道 163 号の
冠水時間および通行止め時間を短縮しました。

そして、木津川上流５ダムでは、淀川本川の水位
を低下させるために木津川上流ダム群の連携によ
る操作を行い、ダムからの放流量を抑えてダムでの
貯留量を増やし、淀川三川合流部の流量低減に努
めました。この操作により、9 月 16 日 9 時時点に
おいて、木津川上流 5 ダムへの流入量、合わせて約
2,840m3/s に対して、約 7 割（2,020m3/s）をダムに
貯め込みました。

（4）琵琶湖開発施設での内水排除
台風 18 号に伴う降雨によって、琵琶湖の水位は

9 月 17 日午前 7 時に最高値 琵琶湖基準水位 (B.S.L.)
プラス 77cm を記録しました。これは、平成 4 年 4
月の琵琶湖開発施設の管理開始以来 2 番目の値です

（最高水位は平成 7 年 5 月 16 日の琵琶湖基準水位
(B.S.L.) プラス 93cm）。また、9 月 15 日の降り始め
から最高値に達するまでの琵琶湖の水位上昇量は、
102cm を記録しました。これは、平成 4 年 4 月の琵
琶湖開発施設の管理開始以来最大となりました。

水位の急激な上昇に対して、琵琶湖開発総合管理
所では水門等の閉操作と併せ、平成 7 年以来 18 年
ぶりに 14 箇所全ての排水機場のポンプを運転させ
内水排除 ※2 を実施し、琵琶湖沿岸の低い土地の浸
水被害を軽減させました。今回の内水排除によっ
て、琵琶湖沿岸の低い土地の浸水日数を最大 8 日間
程度短縮する効果があったと考えています。

2-2. 台風 26号

10 月 11 日 3 時にマリアナ諸島付近で発生した
台風 26 号は、発達しながら日本の南海上を北上し、
大型で強い勢力のまま、16 日明け方に暴風域を伴っ
て関東地方沿岸に接近しました。この台風および台
風から変わった温帯低気圧により、15 日と 16 日

図 -2　木津川上流 5ダムの効果

※ 1  統合操作
降雨予測技術と流出解析モデルを活用し、予測の幅を認識し

ながら河川管理者（国土交通省）と連携して適切な操作を実施す
ることで、ダムの貯留能力を有効活用して名張川の水位上昇を
抑制する操作。

図 -3　琵琶湖開発施設の排水機場　位置図

※ 2  内水排除
大雨が降って河川の水位が上昇すると、堤内地（堤防によっ

て守られる住居や農地のある側）から堤外地（堤防に挟まれて水
が流れている側）への自然排水が困難となり、堤内地に浸水被害
が生じます。

内水排除とは、樋門や水門を閉め、堤内地に溜まった水や堤内
地を流れる河川や水路の水を堤外地へポンプ等で排水する操作。
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を中心に西日本から北日本の広い範囲で暴風、大雨
となりました。

（1）印
いんばぬま

旛沼での洪水対応
台風 26 号の影響で、10 月 15 日午後から降り

始めた大雨は、千葉県内に多大な被害をもたらしま
した。印旛沼流域でも記録的な大雨となり、1 日の
雨量としては過去最大の 264mm（流域平均、15 日
14 時～ 16 日 10 時の 21 時間雨量）、また 1 時間
雨量としては、同じく印旛沼開発計画の 38mm を
上回る時間雨量 45mm（流域平均、10 月 16 日 5
時～ 6 時）を記録しました。

この大雨により 15 日 18 時頃から上昇し始め
た印旛沼の水位は、同日 21 時頃に常時満水位
Y.P.2.30m を超え、16 日 23 時に管理開始以来
最高の Y.P.4.17m を記録しました。これにより、
一部の堤防において溢

いっすい

水する事態となり、関係
機関、水防団、地元役員と共同して機構職員自ら
も土のうを積み、応急対応を行い堤防の損傷を
回避しました。

千葉用水総合管理所では、印旛沼の洪水を防ぐ
ため 15 日 12 時より酒

さかなお

直水門から利根川への放
流を開始するとともに、15 日 21 時から 19 日 13
時まで利根川に排水する印旛機場と東京湾に排水
する大和田機場から、印旛沼湛水量の３倍に相当
する約 6,600 万㎥を排水して印旛沼の水位低下に
努めました。

また、印旛沼周辺にある土地改良区の排水機場
が冠水したため、機構が備蓄機材として保有して
いるポンプ車を出動させ、冠水した水の早期排除
に協力しました。

2-3. 防災操作等の対応状況

平成 25 年は台風による影響で、年間を通じた防
災操作の回数は 42 回を記録しました。特に台風 18
号では、利根川水系、荒川水系、木曽川水系、淀川
水系の 15 ダムにおいて防災操作を実施しました。

さらに、風水害以外に、ダム貯水池や水路等の
水資源機構施設やその周辺において発生した第三
者等（工場等の事業者、不法投棄、交通事故によ
る油漏れ等）に起因する油流出等の水質事故が発
生しました。水資源機構は、利水者、関係機関等
と迅速な連絡調整を図って情報共有に努めるとと
もに、オイルフェンスやオイルマット設置等の対
策を実施し、水質被害の拡大防止に努めました。

３．おわりに

近年、台風の大型化や集中豪雨の発生等による自
然災害が頻発しています。水資源機構では引き続
き、ダムの治水能力を最大限活用できる操作に努め
るなど、ダム等施設を適切に操作・管理し、洪水被
害の防止・軽減に努めてまいります。

土のう積み応急対応状況

ポンプ車排水状況図 -4　印旛沼開発施設　位置図


