
平成３０年４月２０日１３時５０分

演 習 記者発表 北 上 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所

【洪水演習】北上川ダム統合管理事務所
台風９９号に伴う防災情報

（第６報）

台風９９号に伴う降雨により、洪水対策支部「非常体制」を設置し、出水対応を

行っています。

胆 沢 ダ ムでは１３時３０分（３，５２５ｍ ／ｓ）３

に最大流入量を記録しました。

１．各ダムの操作状況

・４月２０日１３：４０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 今後見込まれる 防災操作を行

累加雨量 む水量 (利水放流含む) 下流に流す最大量 う目安の流入

（㎜) （m3/秒) (m3/秒) (m3/秒) 量 (m3/秒)

四十四田ダム ６６ ６６７ ５５ ７００ ４００
（放流中） （1,350）
御所ダム １８２ ２８３ ６０ １，２００ ５００
（放流中） （2,450）
田瀬ダム １４４ １，８９８ １，４５５ １，４５５ ２８５
（放流中） （2,100）
湯田ダム １９４ ２，５３９ １，３００ １，３００ ４００
（放流中） （2,200）
胆沢ダム ３６８ ３，３５１ １，２００ １，２００ ５００
（越流中） （2,250）

※ダムに流れ込む水量 の（ ）書きはダム計画上の最大流入量

２．ダムの効果（１３時５０分現在）･･･詳細は別添資料参照

・田瀬ダム下流の安野地点で、約４．９ｍ程度、川の水位を低下させると推定されます。

・湯田ダム下流の広表地点で、約１．０ｍ程度、川の水位を低下させると推定されます。

・胆沢ダム下流の胆沢川橋地点で、約３．５ｍ程度、川の水位を低下させると推定されま

す。

３．北上川ダム統合管理事務所の洪水対策体制

４月１９日 ９時３０分 洪水注意体制を発令

４月１９日 １３時００分 洪水注意体制を洪水警戒体制に移行

４月１９日 １５時００分 洪水警戒体制を洪水非常体制に移行

（２０日１３時５０分現在、非常体制を継続中）

※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/

※発表記者会：岩手県政記者クラブ

問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 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 重茂 和志
℡ ０１９－６４３－７８３１



4 月 20 日 11 時 00 分 にダムに流れ込む水量は、
３，０９０㎥／秒をダムに貯めています。

　その結果、4月20日13時30分現在、田瀬ダム下流の安野地点付近で
　４．８８ｍ程度、川の水位を低下させると推定されます。
　なお、大雨により、下流河川の水位上昇が予想されます。
　今後の情報に注意して下さい。

■位置図
※1：

田瀬ダムでは、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（前回） 時刻の状況（今回）

■安野付近における水位低減効果図 時点の状況（今回）

３３７５

田瀬ダムから安野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。

3375.48

4月20日 13:30

4月20日 11:00 4月20日 13:30

※東京ドーム：約124万m3=124万トン

田瀬ダム

　田瀬ダムでは、特別防災操作を実施しております。

　最大 m3/秒を確認し、

830 東京ドーム 7

(貯留中)ダ

ム

防災操作開始2時間後
洪水時最高水位 EL.215.0m

ただし書き操作開始水位 EL.212.1m

洪水貯留準備水位 EL.196.5m

放流量
285m3/秒

流入量
1961m3/秒

貯水位 EL.210.3m

(貯留中)ダ

ム

防災操作開始時刻

洪水時最高水位 EL.215.0m
ただし書き操作開始水位 EL.212.1m

洪水貯留準備水位 EL.196.5m

放流量
285m3/秒

流入量
3375m3/秒

貯水位 EL.206.9m

貯水位 3.5m上昇

※1

▲実績水位

最大流入量確認時 最大流入量確認2時間30分後



4 月 20 日 11 時 00 分 にダムに流れ込む水量は、
２，２９７㎥／秒をダムに貯めています。

　その結果、4月20日12時10分現在、湯田ダム下流の広表地点付近で
　０．９７ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。
　なお、大雨により、下流河川の水位上昇が予想されます。
　今後の情報に注意して下さい。

■位置図
※1：

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（前回） 時刻の状況（今回）

■広表橋付近における水位低減効果図 時点の状況（今回）

２７４９

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。

2748.71

5232.05 東京ドーム 42

4月20日 12:10

4月20日 11:00 4月20日 12:10

※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。

　最大 m3/秒を確認し、

(貯留中)ダ

ム

防災操作開始1時間後
洪水時最高水位 EL.239.0m

ただし書き操作開始水位 EL.236.4m

洪水貯留準備水位 EL.222.0m

放流量
399m3/秒

流入量
2696m3/秒

貯水位 EL.231.6m

(貯留中)ダ

ム

防災操作開始時刻

洪水時最高水位 EL.239.0m
ただし書き操作開始水位 EL.236.4m

洪水貯留準備水位 EL.222.0m

放流量
399m3/秒

流入量
2749m3/秒

貯水位 EL.229.4m

貯水位 2.2m上昇

ダムが無かった場合の想定水位 -0.96m
実績水位 -1.93m 0.97 m水位低減効果

▲実績水位

▼ダムが無かった場合の水位
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※1

▲実績水位

▼ダムが無かった場合の水位

最大流入量確認時 最大流入量確認1時間10分



4 月 20 日 13 時 00 分 にダムに流れ込む水量は、
３，２５３㎥／秒をダムに貯めています。

　その結果、4月20日13時50分現在、胆沢ダム下流の胆沢川橋付近で
　３．５３ｍ程度、川の水位を低下させると推定されます。
　なお、大雨により、下流河川の水位上昇が予想されます。
　今後の情報に注意して下さい。

■位置図
※1：

胆沢ダムでは、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（前回） 時刻の状況（今回）

■胆沢川橋付近における水位低減効果図 4月20日 13:50時点の状況（今回）

4月20日 13:00 4月20日 13:50

※東京ドーム：約124万m3=124万トン

胆沢ダム

　胆沢ダムでは、防災操作を実施しております。

　最大 m3/秒を確認し、

5093.31 東京ドーム 41

３３６４．０５

胆沢ダムから胆沢川橋地点までの距離は約17km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。

3364.05

(貯留中)

ダ

ム

防災操作開始0時間後

洪水時最高水位 EL.356.5m
ただし書き操作開始水位 EL.356.5m

洪水貯留準備水位 EL.342.9m

放流量
144m3/秒

流入量
3348m3/秒

貯水位 EL.352.8m

(貯留中)

ダ

ム

防災操作開始時刻

洪水時最高水位 EL.356.5m
ただし書き操作開始水位 EL.356.5m

洪水貯留準備水位 EL.342.9m

放流量
111m3/秒

流入量
3364m3/秒

貯水位 EL.350.2m

貯水位 2.6m上昇

ダムが無かった場合の想定水位 6.12m
実績水位 2.59m 3.53 m水位低減効果

▲実績水位

▼ダムが無かった場合の水位
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※1

▼ダムが無かった場合の水位

▲実績水位

最大流入量確認時 最大流入量確認50分後
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