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水資源機構全体の取り組みや関西管内における情報のほか、琵琶湖・淀川水系の水源地域
情報を、水レター「びわ湖・よど川」により、関係機関の皆様にお知らせします。
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（１）関西管内の水源状況（2021年９月）
関西管内の各ダム流域における今年９月の水源状況は次のとおりです。
９月のダム地点降水量は概ね平年値を上回っており、９月３０日現在の貯水率も概ね

平年並となっております。

（９月３０日 ９:00時点）

※ダム地点降水量(９月)は９月1日～２９日までの累計雨量です。
※ダム地点降水量平年値(9月)は９月の累計降水量の平年値です。
※ダム貯水率・平年値は９月３０日の値 (非洪水期の利水容量割合)です。

※関西管内における各ダムの貯水状況、補給状況等詳細情報は、関西・吉野川支社淀川
本部ホームページの水源情報に掲載しておりますのでご覧下さい。

〇水資源機構関西・吉野川支社淀川本部ホームページアドレス
https://www.water.go.jp/kansai/kansai/html/suigen/suigen.html

施設名 所在地 ダム地点降水量（mm） ダム貯水率

８月 ９月 (平年値) （％） (平年値)

高山ダム 京都府山城南部 ３１０ ２４２ １８４ ８９．４ ９１．３

青蓮寺ダム 三重県伊賀 ３０３ １７５ ２２６ ９６．６ ９４．５

室生ダム 奈良県北東部 ３００ １５９ ２１３ ９５．４ ８７．４

布目ダム 奈良県北西部 ２７６ ２２０ １９６ ９６．５ ９３．６

比奈知ダム 三重県伊賀 ３２５ １８８ ２５３ ９６．１ ９６．５

一庫ダム 兵庫県阪神 ３７５ １４５ １９４ ９７．９ ８７．３

日吉ダム 京都府南丹･京丹波 ２９８ １８１ １８９ ９６．５ ８４．４

琵琶湖 滋賀県全域 ３４５ １９１ ２０１ BSL
-0.30m

BSL
-0.36m
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（２）向こう３ヶ月の天候の見通し（10月～12月）（気象庁ホームページより抜粋）
●向こう３か月の気温は全国的にほぼ平年並みですが、10月は暖かい空気に覆われやすい

ため、東・西日本と沖縄・奄美で高く、12月は寒気の影響を受けやすいため西日本と
沖縄・奄美で平年並か低いでしょう。

●向こう３か月の降水量は全国的にほぼ平年並みですが、12月は冬型の気圧配置になりや
すいため、西日本日本海側で平年並みか多く、西日本太平洋側と沖縄・奄美で平年並か
少ないでしょう。

※気象庁ホームページ > 季節予報 https://www.jma.go.jp/bosai/season/
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◆関西管内における前号発行（令和3年7月30日）以降の主な出来事については、以下のとお
りです。

８月１日（日）：流木ペインティング大会を実施（一庫ダム）

４日（水）：第43回「全日本中学生水の作文コンクール」京都府表彰式にて

日吉ダムから特別賞を授与（日吉ダム）

５日（木）：大阪電気通信大学リクルート現地案内（日吉ダム）を実施

５日（木）：近畿ブロック発注者協議会(web)に参加（淀川本部）

９月１日（水）：地震防災訓練を実施（淀川本部・管内事務所）

６日（月）：第5期中期目標期間の積立金の活用方針

に関する利水者説明会(web)を実施（淀川本部）

７日（火）：同上

９日（木）：淀川本部管内技術研究発表会(web)を実施（淀川本部）

１３日（月）：布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会の書面開催（木津総管）

１４日（火）：淀川流域治水協議会 猪名川分会(web)に参加（一庫ダム）

１７日（金）：淀川流域治水協議会 琵琶湖(滋賀県域)分会(web)に参加（琵琶湖総管）

２７日（月）：京都府建設業協会との意見交換会(web)に参加（淀川本部）
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◆川上ダム建設工事について、8月末時点の進捗状況をご紹介します。
◆令和３年度の試験湛水に向けて、ダム堤頂設備や流入水バイパス、ダム管理用制御処理設備

や放流警報設備などのダム管理設備の施工を引き続き進めてまいります。

管理棟(８月完成) 選択取水設備

流入水バイパス取水堰

取水堰建設予定地

旧県道松青線

川上川

取水ゲート開閉装置 施工状況

修理用ゲートガイドレール
施工状況

R3.3末時点

前深瀬川

仮排水
トンネル吐口

管理棟

濁水処理設備

左岸

右岸
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○川上ダム堤体施工設備の撤去完了！
川上ダム堤体コンクリート打設を令和３年４月に完了し、大きな役目を果たした堤体施工設

備の撤去が８月に完了しました。
また、建設現場のランドマーク的存在であった２基のタワークレーン、上流の骨材貯蔵施設

からダム直上流のコンクリート製造設備を繋いで骨材を運搬していた全長７５０ｍのベルトコ
ンベアなどが撤去され、現場の状況は本体施工から試験湛水に向かっています。

川上ダム建設所HPではダムサイトのリアルタイムカメラの映像（遠景）がご覧いただけます。
また、公式Twitterではコンクリート打設の動画や環境調査の情報等、各課職員から様々なつぶ
やきが発信されています。是非アクセスしてみてください。

川上ダム建設所HP工事進捗カメラ 川上ダム建設所公式Twitter
https://kawakamidam-cam.arksystem.jp/ https://twitter.com/jwa_kawakam

←タワークレーン→

←ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備

↑コンクリート打設設備

骨材運搬設備

骨材混合・貯蔵設備

骨材運搬設備

骨材貯蔵設備
骨材混合設備
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◆9月1日及びこの日を含む1週間は、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害に
ついて認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより災害の未然防止
と被害の軽減に資することを目的に「防災の日」及び「防災週間」と定められており、全国
的に防災訓練等が実施されています。

◆この全国的な取組みにあわせ、淀川本部管内では9月1日、発生が危惧されている南海トラフ
地震が発生したという想定で管内一斉訓練を実施しました。

◆訓練では、午前8時に地震が発生したと想定し、職員及び家族の安否確認を行うとともに、
各事務所にて施設点検、被災箇所への応急対策の実施状況を把握するための情報伝達訓練及
び記者発表資料作成訓練を行いました。

◆今回淀川本部と各事務所をテレビ会議で繋ぎ、被災状況の共有を行う訓練を行いました。
◆なお、訓練実施に際しては、マスク着用、職員間の距離確保やクリアパネル設置など、新型

コロナウイルス感染予防対策を行いました。
◆今回の防災訓練結果を踏まえた課題について改善を図るとともに、実際の災害発生時に適切

な対応を行ってまいります。

管内施設状況の情報収集・伝達訓練の状況

地震時の庁舎等点検訓練の状況 テレビ会議による被災状況把握訓練
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◆令和３年９月９日に「令和３年度淀川本部管内技術研究発表会」を開催しました。
◆今回で２４回目の開催となった本発表会は、日々の事業を進めていく中で、職員の創意工

夫により得られた成果や最新技術を積極的に活用している事例の報告など多種多様な業務
課題に対する発表が行われました。

◆また開催にあたっては新型コロナウイルス感染防止のため様々な対策を実施し、会場内は
審査員・運営スタッフのみの無観客開催（視聴希望関係機関の皆様、水資源機構各管理所
はweb配信）となりました。

◆今年度は外部審査員として大阪電気通信大学の教授と神戸大学大学院の准教授に加わって
いただき、発表論文１４題のうち、審査の結果、優秀賞４題、特別賞３題が選ばれました。
優秀賞の4題は、令和３年１２月頃に水資源機構本社で開催される「水資源機構技術研究
発表会に推薦されました。

◆発表会当日は、ご多忙にも関わらず多くの関係機関の皆様にご視聴頂きありがとうござい
ました。日々、機構が取り込んでいる業務の一端の紹介ではありましたが、引き続き機構
業務へのご理解を頂ければ幸いです。

今年度発表された１４論文は、以下のリンク先からご覧いただけます。
https://www.water.go.jp/kansai/kansai/html/kensetugijyututen/pdf/20210909_gijutukennkyuuhappyoukai.pdf

運営会場の様子 発表の様子

表彰区分 発表名 発表者（所属・氏名）

優秀賞 直線多段式ローラゲートの止水性改善への取組 川上ダム建設所 髙橋 慶太

川上ダム本体建設工事における高速施工の実施 川上ダム建設所 松尾 昴祐

令和2年度の一庫ダム冬季渇水の対応 一庫ダム管理所 川上 貴宏

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ予測を活用した木津川ダム群の貯水池管理 木津川ダム総合管理所 駒井 諒哉

特別賞 室生ダムの水質保全施設の運用状況と課題 木津川ダム総合管理所 丹羽 祐也

高度なダム管理を目指したケーブル配線計画 川上ダム建設所 後 雄貴

環境DNAを用いた一庫ﾀﾞﾑ湖陸封化ｱﾕの調査について 一庫ダム管理所 滝本 雅之
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◆令和３年８月１日（日）、一庫ダム貯水池上流にある「知明湖キャンプ場」にて、第15回
流木ペインティング大会を実施しました。

◆夏の日差しが降り注ぐなか、熱中症対策を取りながら、７家族27人の参加者に思い思いに
流木ペインティングを楽しんでいただきました。

◆出来上がった作品はすべて芸術品。青い空の下、芝生の上に作品を並べると、周りの自然
と相まって、素敵な大自然の美術館となりました。

◆ペインティング終盤には、毎年恒例の「人体ペインティング」もはじまり、時間いっぱい
楽しんでいただけたことと思います。最後はみんなで美化活動。会場周辺のゴミ拾いを行
いました。

◆今回も１家族１テントを使用して、ソーシャルディスタンスを確保するなどコロナウイル
ス感染症対策を実施したうえで、開催いたしました。

◆参加者の皆様にも検温やﾏｽｸ着用、手指消毒といった感染症対策にご協力いただきました。

今年もすてきな芸術作品がそろいました。

流木ペインティング大会では、ダム湖で回収した流木を素材にペインティング（色付け）
を行い、作品として仕上げていただいております。

また併せて、廃棄物の有効利用とごみ減量の意識も高めていただき、美しい猪名川・知明
湖の再生も啓発することを目的としております。
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◆中津川管理室では、高潮等で大阪府の防潮水門が閉鎖され、高潮対策対象区域の浸水被害の
おそれがある場合、大阪府の指令を受けて「内水排除操作」を行います。

◆令和3年8月８日、台風９号に伴う潮位上昇による高潮注意報が20時過ぎに発令され、翌朝
2時過ぎに大阪府の指令を受けたことから、中津川管理室では内水排除操作を実施しました。

◆内水排除操作(高見機場のポンプ運転)は8時半過ぎまで継続し操作開始から終了まで120.7
千m3 の内水を高見機場から淀川へ排除しました。

◆今回の内水排除操作は、令和元年10月の台風による操作以来2年ぶりで、昭和45年の管理
開始から42回目となりました。

淀川

内水排除

※正蓮寺川水門と六軒家川水門は、大阪府の防潮水門です。
高見機場は、水資源機構中津川管理室の施設です。

淀川
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◆琵琶湖開発総合管理所では、大雨によって琵琶湖水位が上昇し、水が内陸側へ逆流する場合、
「内水排除操作」を行います。
◆令和３年8月の前線により、琵琶湖流域平均の累計雨量は202㎜を記録し、琵琶湖水位は、

8月12日0時頃に比べ、8月15日14時頃には0.64m上昇しました。
◆このため、管理開始以降、琵琶湖総合管理所として10回目となる内水排除操作を米原排水機

場にて実施しました。
◆内水排除操作を丸一日（8月15日15時～8月16日15時）実施したことにより、低い土地

周辺の水位を低下させ、浸水被害の軽減に寄与したと考えられます。

内水排除操作中の排水機場呑口の状況
（米原排水機場）
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◆令和３年8月の前線により、日吉ダムでは２回に渡り、防災操作を実施しました。
◆実施状況は以下のとおりです。

＜８月14～15日の防災操作(洪水調節)＞
◆前線の影響により、８月12日23時から15日10時にかけて、

流域平均の総雨量が190.6㎜、時間最大雨量が13.0㎜となり、
日吉ダムへの流入量は約206m3/sを記録。

◆日吉ダムでは、８月13日から大雨に備えた事前放流等を実施。
利水容量に約285万m3の空き容量を確保。

◆８月14日13:00から15日17:10にかけて防災操作(洪水調節)
を実施し、約299万m3の洪水を貯留しました。

＜８月18日の防災操作(洪水調節)＞
◆前線の影響により、8月16日20時から18日14時にかけて、

流域平均の総雨量が89.0㎜、時間最大雨量が10.0㎜となり、
日吉ダムへの流入量は約175５m3/sを記録。

◆8月18日08:50から18日16:40にかけて防災操作(洪水調節)
を実施し、約34万m3の洪水を貯留しました。
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◆独立行政法人水資源機構では、前年度に完成した工事・業務の中で特に優れた成績を収めた
工事・業務並びに技術者を翌年度に表彰しています。

◆令和３年度に表彰対象となった淀川本部管内の表彰一覧は下表のとおりです。
表彰された皆様、おめでとうございます。

事務所名 表彰区分 工事名・業務名 受注者名

淀川本部 事務所 優良工事表彰 県道鷲見4-2工区他整備工事 オオサワ(株)

事務所 優秀工事技術者表彰 県道鷲見4-2工区他整備工事 オオサワ(株) 現場代理人

事務所 優良業務表彰 県道橋梁改修他予備設計業務 天理技研(株)

事務所 優秀技術者表彰 県道橋梁改修他予備設計業務 天理技研(株) 管理技術者

川上ダム建設所 事務所 優良工事表彰 川上ダム右岸天端造成工事 日本土建(株)

事務所 優秀工事技術者表彰 川上ダム右岸天端造成工事 日本土建(株) 現場代理人兼主任技術者

本社 優良業務表彰 令和2年繁殖期希少猛禽類調査 環境設計(株)

本社 優秀技術者表彰 令和2年繁殖期希少猛禽類調査 環境設計(株) 主任技術者

事務所 優良業務表彰 植物調査業務 (株)KANSOテクノス

事務所 優秀技術者表彰 植物調査業務 (株)KANSOテクノス 主任技術者

事務所 安全管理優良工事表彰 前深瀬川左岸斜面対策工事 (株)三和工務店

事務所 川上ダム流入水バイパス建設工事 (株)大林組

琵琶湖開発総合管理所 事務所 優良工事表彰 琵琶湖総管湖北管内航路維持浚渫外工事 (株)奥村商店

事務所 琵琶湖総管湖西管内航路維持浚渫外工事 (株)中村組

事務所 優秀工事技術者表彰 琵琶湖総管湖北管内航路維持浚渫外工事 (株)奥村商店 現場代理人兼主任技術者

事務所 優良業務表彰 琵琶湖総管沿岸域深浅測量他業務 (株)共栄テック

事務所 琵琶湖総管天神川水門設備外整備検討業務 (株)ユニテックス

事務所 優秀技術者表彰 琵琶湖総管沿岸域深浅測量他業務 (株)共栄テック 主任技術者

事務所 琵琶湖総管天神川水門設備外整備検討業務 (株)ユニテックス 管理技術者

事務所 安全管理優良工事表彰 琵琶湖総管湖北地区湖岸堤等維持管理工事 (有)中原工務店

事務所 琵琶湖総管湖北地区浚渫土搬出工事 (株)森音

木津川ダム総合管理所 事務所 優良工事表彰 布目ダム副ダム浚渫外工事 (株)ナガシマ

事務所 室生ダム副ダム堆積土砂除去その他工事 光有建設(株)

事務所 優秀工事技術者表彰 布目ダム副ダム浚渫外工事 (株)ナガシマ 現場代理人

事務所 高山ダム流木塵芥収集工事 (株)丸八商事 現場代理人

本社 優良業務表彰 木津川ダム群貯水池堆砂測量業務 日本ミクニヤ(株)

事務所 青蓮寺・室生・比奈知ダム湖等水質調査業務 (株)建設環境研究所

事務所 拮梗が丘宿舎改築設計業務 (株)前野建築設計

本社 優秀技術者表彰 木津川ダム群貯水池堆砂測量業務 日本ミクニヤ(株) 主任技術者

事務所 青蓮寺・室生・比奈知ダム湖等水質調査業務 (株)建設環境研究所 主任技術者

事務所 拮梗が丘宿舎改築設計業務 (株)前野建築設計 主任技術者

一庫ダム管理所 事務所 優良業務表彰 猪名川河川生物生息環境に関する生物相調査業務 (一社)淡水生物研究所

事務所 優秀技術者表彰 猪名川河川生物生息環境に関する生物相調査業務 (一社)淡水生物研究所 主任技術者

事務所 安全管理優良工事表彰 一庫ダム貯水池周辺維持管理工事 (株)ニッソク

日吉ダム管理所 事務所 優秀技術者表彰 日吉ダム河川水辺の国勢調査業務 (株)建設環境研究所 主任技術者

事務所 日吉ダム流出予測システム改良他業務 (株)建設技術研究所 管理技術者
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◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、各種のイベント等が中止もしくは延期となっておりますの
で、お出かけに際しては各事務所のホームページで最新の情報をご確認下さい。

◆また、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言発出を受け、各事業所で配布しているダムカード及び資料館
については、当面の間、配布・開放を休止している事務所があります。

◆詳しくは、各事業所のホームページでお確かめください。皆様のご理解をお願いいたします。
◆このページでは、イベントに代わる動画による広報についてご紹介いたします。

ひとくらダムミッション ～一庫ダムの取り組みをテーマごとにシリーズでご紹介～
このたび、８月中旬の長雨での防災態勢における、ダム職員の様子を中心に、 ser.5”挑む防災”をアップいたしました。
”ひとくらダムミッションシリーズ”は、今回第５編で完結となります。

淀川本部管内のバーチャルダム見学ツアー動画のご紹介

https://youtu.be/No3xWSqAEto 

一庫ダムホームページからご覧いただけますので、ぜひご覧下さい。
https://www.water.go.jp/kansai/hitokura/photo_gallery/index.html

◇ひとくらダムミッションSer.1 桜 ～北摂の里山とエドヒガン～ https://youtu.be/zB9cEUcx6vg
◇ひとくらダムミッションSer.２ 響 ～医療従事者への感謝を込めて～ https://youtu.be/z4x3faNoj7Y
◇ひとくらダムミッションSer.３ 挑む渇水 ～地域の暮らしの日常を守るために～ https://youtu.be/Fso_cm_iUVo
◇ひとくらダムミッションSer.４ 鮎 ～川の再生・水とのふれあい～ https://youtu.be/CvLZzkvwumU

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、水資源機構では従来からご好評をいただいているダムの見学会等
は実施できない状況が続いておりますが、このたび、コロナ禍においてもお気軽にダム内部見学をご体験いただけ
るよう、バーチャルダム見学ツアーの動画をYouTube上に公開しました。

淀川本部管内のダムの動画をご紹介させていただきますので、ぜひご覧いただき、現地で実際にダムを見学して
いる感覚をお楽しみください。

https://www.water.go.jp/kansai/kansai/pdf/virtualtour.pdf

今号の水レター「びわ湖・よど川」はいかがでしたでしょうか。
水レター「びわ湖・よど川」に対して、ご要望、ご意見がございましたら、下記アドレスまでご連絡ください。

mailto：kansai_risuisya@water.go.jp
＊＊＊『vol.93は、11月下旬に発行する予定です。』＊＊＊


