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【防災情報】北上川ダム統合管理事務所

前線の影響に伴うダム防災情報

（第８報）

北上川ダム統合管理事務所では、洪水対策支部「警戒体制」

に入り出水対応を行っていましたが、ダムに流れ込む水量

が、所定の洪水量を下回ったことから、２０時５０分に洪水

対策支部を「注意体制」に移行しました。

下流河川では水位の高い状態が予想されますので、今後の情報に注意してください。

・７月２３日 ２０：５０現在の所管ダムの状況（各数値は速報値です）

流域平均 ダムに流れ込 下流に流す水量

累加雨量 む水量 (利水放流含む)

（㎜) （m3/秒) (m3/秒)

四十四田ダム
(放流中) １３３ ２７５ ２９４
御所ダム
(放流中) ２１１ ３７３ ４９４
田瀬ダム

８６ １２６ ３４
湯田ダム
(放流中) ２１０ ３９２ ３８１

胆沢ダム
１１０ ７１ ２

※ダムに関する情報につきましては、当事務所のホームページでご覧頂けます。

ホームページ URL http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

＜岩手県政記者クラブ＞

問い合わせ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所

副所長（管理） 槙田 雅士

管理第一課長 三浦 高史

℡ ０１９－６４３－７８３１（代表）
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7 月 23 日 13 時 50 分 をピークにダムに流れ込む水量は減少しています。

　防災操作の結果、7月23日13時50分時点、四十四田ダム下流の館坂橋付近で
　０．５６ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

■位置図
※1：

時点
四十四田ダムでは、最大流入量 m3/秒を記録し、

万m3（ 個分相当）を

ダムに貯め込みました。

■ダムに水を貯めている状況図（

時点の状況 時点の状況

■館坂橋付近における水位低減効果図 時点の状況（今回）7月23日 13:50

7月23日 6:40 7月23日 13:50

※東京ドーム：約124万m3=124万トン

四十四田ダム

　四十四田ダムでは、防災操作を実施しております。

589.49 東京ドーム 5

21:00

四十四田ダムから館坂橋までの距離は約7kmであり、時
間差を考慮したものです。

数値は速報値であり、今後変わる可能性があります。

670.54

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始7時間後

洪水時最高水位 EL.171.0m

洪水貯留準備水位 EL.159.0m

放流量
440m3/秒

流入量
671m3/秒

貯水位 EL.161.7m

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始時刻

洪水時最高水位 EL.171.0m

洪水貯留準備水位 EL.159.0m

放流量
217m3/秒

流入量
430m3/秒

貯水位 EL.159.2m

貯水位 2.4m上昇

※1



7 月 23 日 5 時 10 分 をピークにダムに流れ込む水量は減少しています。

　防災操作の結果、7月23日5時10分時点、御所ダム下流の太田橋付近で
　２．２８ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

■位置図
※1：

時点
御所ダムでは、最大流入量 m3/秒を記録し、

万m3（ 個分相当）を

ダムに貯め込みました。

■ダムに水を貯めている状況図

時点の状況 時点の状況

■太田橋付近における水位低減効果図 時点の状況（今回）7月23日 5:10

7月23日 2:30 7月23日 5:10

※東京ドーム：約124万m3=124万トン

御所ダム

　御所ダムでは、防災操作を実施しております。

1400.75

御所ダムから太田橋地点までの距離は約24kmであり、時
間差を考慮したものです。

数値は速報値であり、今後変わる可能性があります。

1390.66
東京ドーム 11

21:00

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始2時間後

洪水時最高水位 EL.182.0m

洪水貯留準備水位 EL.174.0m

放流量
412m3/秒

流入量
1391m3/秒

貯水位 EL.176.1m

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始時刻

洪水時最高水位 EL.182.0m

洪水貯留準備水位 EL.174.0m

放流量
282m3/秒

流入量
526m3/秒

貯水位 EL.174.2m
貯水位 2.0m上昇

※1



7 月 23 日 16 時 00 分 をピークにダムに流れ込む水量は減少しています。

　防災操作の結果、7月23日16時0分時点、湯田ダム下流の広表地点付近で
　０．４０ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

■位置図
※1：

時点
湯田ダムでは、最大流入量 m3/秒を記録し、

万m3（ 個分相当）を

ダムに貯め込みました。

■ダムに水を貯めている状況図

時点の状況 時点の状況

■広表付近における水位低減効果図 時点の状況7月23日 16:00

7月22日 19:50 7月23日 16:00

※東京ドーム：約124万m3=124万トン

湯田ダム

　湯田ダムでは、防災操作を実施しております。

21:00

湯田ダムから広表地点までの距離は約20kmであり、時間
差を考慮したものです。

数値は速報値であり、今後変わる可能性があります。

752.53
1590.14 東京ドーム 13

ダムが無かった場合の想定水位 -0.63m
実績水位 -1.03m 0.40 m水位低減効果

▲実績水位

▼ダムが無かった場合の水位

‐5.0

‐3.0

‐1.0

1.0

3.0

5.0

水
位
(m

)

貯水位 EL.226.4m

(貯留中)ダ

ム

防災操作開始20時間後
洪水時最高水位 EL.239.0m

洪水貯留準備水位 EL.222.0m

放流量
388m3/秒

流入量
753m3/秒

貯水位 EL.221.3m

(貯留中)ダ

ム

防災操作開始時刻

洪水時最高水位 EL.239.0m

洪水貯留準備水位 EL.222.0m

放流量
337m3/秒

流入量
410m3/秒

貯水位 5.1m上昇

※1
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