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平成29年７月九州北部豪雨における水資源機構の取組

平成29年７月九州北部豪雨における
水資源機構の取組
今般の平成 29 年７月九州北部豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災
地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
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被災状況
寺内ダム

記録的な豪雨により、大量の水が山に浸透して
斜面を崩壊させ、それによって発生した土砂や木
を巻き込んだ洪水が川を下り、人々の居住区へ流
れ込んでいき、甚大な被害を発生させました。
福岡県、大分県で死者 36人、行方不明者５人、住
宅被害 2,902 棟の被害が発生しました。
（８/21時
点）また、河川の氾濫、道路等被災など甚大な被害

形成され、猛烈な雨が降り続きました。この降雨により、同日 17 時 51 分に九州では初めてとなる大

が多数発生し、８月８日に激甚災害に指定されまし

寺内ダム及び下流基準地点（金丸橋地点）

雨特別警報が福岡県に発表され、19 時 55 分に大分県にも同警報が発表されました。

た。被害額は、福岡県で1,941億円（８/20 時点福岡

貯水池の空容量を見極め、ダムに入ってくる水量

県ホームページ）、大分県で 299 億円
（８/22 時点大

よりも少ない水量の毎秒約 120 立方メートルの放

分県ホームページ）と見積もられました。

流を続けて、ダム下流域の洪水による被害を回避

水資源機構の寺内ダム、江川ダムが所在する福岡県朝倉市では、昭和 52 年からの観測史上１位となる
最大１時間雨量129.5mm、最大３時間雨量 261.0mm、最大 24 時間雨量 545.5mm を記録しました。
本稿では、九州北部豪雨における水資源機構の取組を振り返ります。
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しました。寺内ダムが無かった場合には、堤防か
ら大きく越水し佐田川周辺の浸水や堤防決壊の可

防災態勢状況

能性があったと考えられます。
（堤防から洪水が
水資源機構は、本社はじめ各関係

越水しないものと仮定した場合、金丸橋地点にお

支社局、淀川本部、吉野川本部、事務

いて、最大約 3.38m 水位が高かったと推定されま

所も通常の業務から防災態勢に移行

す。
）さらに寺内ダムは、大量の流木を貯水池にと

し、風水害の最小化の取組を行いま

どめました。寺内ダ

した。防災業務は施設周辺地域や施

ムがなければ、洪水

設下流域の被害を最小化するための
最も重要かつ優先する業務です。

本社 非常態勢
7/5 14：10 注意態勢
（線状降水帯対応として） 7/5 16：30 非常態勢
筑後川局 非常態勢
7/5 14：00 注意態勢
筑後川下流用水

14：10 第一警戒態勢

第二警戒態勢（7/5 17：20 注意態勢

19：00 第一警戒態勢

筑後大堰

第一警戒態勢（7/5 16：00 注意態勢

17：20 第一警戒態勢）

大山ダム

注意態勢（7/5 16：00 注意態勢）

寺内ダム 非常態勢（7/5 13：30 注意態勢

水がささえる豊かな社会

20：00 第二警戒態勢）

20：10 第二警戒態勢）

と大量の土砂、流木
が佐田川から溢れ出
して、大きな被害を
もたらしていた可能
性があります。

寺内ダム流木状況

筑後川水系佐田川の寺内ダムは、７月５日（水）

一方、隣の小石原川においても、利水ダムであ

の昼頃から線状降水帯による猛烈な降雨により、

る江川ダム貯水池で最大毎秒 326 立方メートル

昭和 53 年の管理開始から 39 年間で最大となる、

の流入量を記録した時点でほぼ全量貯留しました

毎秒約 888 立方メートルのダム流入量を記録し

（貯留量毎秒約 325 立方メートル）
。

ました。寺内ダムは防災操作を実施し、最大毎秒
約 888 立方メートルのダム流入量を記録した時点
で、その約 99％に相当する毎秒 878 立方メートル
の水を貯留し洪水の影響を小さくしました。以降、
降雨予測、降雨予測に基づく流出計算、下流河川

16：30 非常態勢

14：00 第一警戒態勢

第二警戒態勢（7/5 14：00 注意態勢

両筑平野用水総合事業所 第一警戒態勢
7/5 13：30 注意態勢 15：00 第一警戒態勢

水とともに

19：00 第一警戒態勢

第二警戒態勢（7/5 18：10 注意態勢

朝倉総合事業所 非常態勢
7/5 14：00 注意態勢 14：10 第一警戒態勢

●

16：30 非常態勢

福岡導水

小石原川ダム

朝倉市内被災状況
（洪水によって流れ込んだ土砂、流木による被害）

３ 佐田川の状況と寺内ダムの防災操作
小石原川における江川ダムの貯留

本社防災本部状況

4

金丸橋地点

平成 29 年７月５日（水）の昼頃から夜にかけて、福岡県筑後北部から大分県西部に線状降水帯が

14：10 第二警戒態勢

14：10 第一警戒態勢

16：30 非常態勢）

16：30 第二警戒態勢）

の流況等を勘案し、状況判断を適時に行い、貯水
位が異常洪水時防災操作開始水位（129.80 ｍ）を
超えながらも、ダム貯水池に入ってくる水の量と

寺内ダム洪水調節効果（金丸橋地点を代表地点として）
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また、今年の６月までは、水源地、
受益地とも少雨で渇水傾向にあり、

４ 水資源機構の被災地支援の取組

川の水が減り、私たちの使える水が不足します。

甚大な被害が出た福岡県朝倉市、福岡県東峰村か

今般の洪水が発生するまで、5 月、6 月は、全国的

河川の水が減り、私たちの生活や良

らの要請を受け、水資源機構は、平成 29 年７月６

に少雨傾向にあり、渇水対策を始めていました。

好な河川環境を維持していく上で必

日 17 時に緊急災害対策支援本部を設置しました。

水は私たちの生活に必要不可欠である一方で、豪

要になる水が不足する恐れがありま

水資源機構から朝倉市、東峰村にリエゾン

を派

雨によって流水の規模が大きくなると、流水は巨

した。これを回避するため寺内ダム

遣して支援に必要な情報収集を行いました。この情

大なエネルギーを持った洪水になります。さらに

は、貯水池から川に水を放流して補

報を基に水資源機構が支援する内容と支援者につ

川の容量を超える規模になると川から水が溢れ、

給し、人々の暮らしを支え、河川環境

いて、緊急災害対策支援本部会議によって決定し、

堤防を破壊して私たちの住む領域を襲ってきま

を維持していました。その結果、ダム

職員を２市町村に派遣し、復旧を支援しました。

す。もともと我が国は、急峻な地形である上、雨が

の貯水量が減少し、貯水池に通常よ

寺内ダム洪水貯留のイメージ

り大きな約 1,200 万立方メートルの空容量がある状態であったこともあって、ダム建設時に想定していた
規模を超える大洪水を貯め込むことができました。

※

職員派遣人数
（延べ人数）平成29年８月４日時点
リエゾン 83名

（福岡県朝倉市 39名、福岡県東峰村 44名）

自治体支援

120名

（福岡県朝倉市 64名、福岡県東峰村 56名）

梅雨と台風時期に集中して降るため、川の水は、
いつも安定した量で流れているわけではなく、川
の水の増減が激しい傾向があります。更に今後は、
以前よりも渇水になるような少雨や、大洪水にな
るような大雨が発生する頻度が上がり、気象の状

支援内容

態が極端化していく可能性が高いことが学術界に

ドローンによる被災状況調査

おいて報告されています。小雨と大雨の幅が大き

（村道、河川、農業施設、家屋土砂等）

支援物資提供

（ブルーシート100枚、衛星携帯電話、毛布、食料等）

くなると、河川の水量の増減の幅が大きくなりま
す。この振れ幅が極端になればなるほど私たちの

家屋被災状況調査

暮らしに与える影響は大きくなります。このよう

災害復旧申請書類作成

な気象が極端化していくと見込まれる状況におい

流木と土砂の仮置き場提供、仕分け作業支援
散水車、排水ポンプ車派遣

て、洪水の影響を小さくする洪水貯留等の防災操
作と、また貯留した水を河川に補給し、受益地域
に良質な水を安定してお届けする役割を担ってい
る水資源開発施設を適切に維持し、的確な操作を
行っていくことの重要性が従前よりも高まってき

寺内ダムハイドログラフ、ハイエトグラフ

ていると考えています。
水資源機構は、今後も、皆様が安全に、安心して
日々暮らしていけるよう、安定して水をお届けす
るとともに、小雨で渇水の時は、人々の生活や環
境の維持のために不足する水をダム等の貯水池か
河川等の被災状況調査

５ 極端化する気象と水資源開発
施設の操作、維持管理
雨が降ると雨水は概ね地形に沿って集まってき
ます。やがてこの水は、川に集まって流水となり
海へ流れていきます。普段、私たちは、この川の

ら河川に補給し、洪水が発生するような豪雨時は、
防災操作によってダム等の貯水池に入ってくる洪
水を貯留して、その規模を小さくしながら放流し、
下流域の被害を回避、軽減してまいります。
※ 自衛隊の Liaison Oﬃcer の通称。軍事用語としては連絡将校であ
り連絡員のこと。災害時には主に被災地自治体等へ送り込まれる
外部機関の連絡員をさす。

水を利用して生活しています。雨が降らなければ、
江川ダムハイドログラフ、ハイエトグラフ
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