
令和 ２年５月１５日１５時４０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。

四十四田ダムでは１２時４０分（２，２７４ｍ ／ｓ）３

御 所 ダ ムでは１３時００分（３，６５１ｍ ／ｓ）３

田 瀬 ダ ムでは１０時３０分（３，３９０ｍ ／ｓ）３

湯 田 ダ ムでは１１時２０分（２，７６５ｍ ／ｓ）３

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

・５月１５日１５：４０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 １５６ ２，１７３ ６９８ １，５００ ４００
（放流中） （1,350）
防災操作中
御所ダム ２２８ ２，８０９ １，１９８ ２，０００ ５００
（放流中） （2,450）
防災操作中
田瀬ダム ３５２ １，７６５ ４２３ １，５００ ２８５
（放流中） （2,100）
防災操作中
湯田ダム ２９０ ２，１８３ ４００ １，３００ ４００
（放流中） （2,200）
防災操作中
胆沢ダム ５１１ ２，４３８ ５７４ １，２００ ５００
（越流中） （2,250）
防災操作中

※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（１５時４０分現在試算値）･･･詳細は別添資料参照

・四十四田ダム下流の館坂橋地点で、約４．１ｍ程度、川の水位を低下させたと推定され

ます。

・御所ダム下流の太田橋地点で、約７．１ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

・田瀬ダム下流の安野地点で、約７．７ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

・湯田ダム下流の広表地点で、約５．２ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

・胆沢ダム下流の胆沢川橋地点で、約６．４ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されま

す。



３．北上川ダム統合管理事務所の洪水対策体制

２．北上川ダム統合管理事務所の洪水対策体制

５月１５日 ９時００分 洪水注意体制を発令

５月１５日 ９時２０分 洪水注意体制を洪水警戒体制に移行

５月１５日 １０時２０分 洪水警戒体制を洪水非常体制に移行

（１５日１５時４０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） 片野 正章
管理第一課長 阿部 孝章
℡ ０１９－６４３－７８３１



　防災操作の結果、四十四田ダム下流の館坂橋付近で
　４．１ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

※1：

■位置図

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。

■館坂橋付近における水位低減効果図 時点の状況5月15日 13:10

四十四田ダム

　四十四田ダムでは、防災操作を実施しました。

2,513

東京ドーム 20.3

2,274

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。

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。

※東京ドーム：約124万m3

※1



　防災操作の結果、御所ダム下流の太田橋付近で
　７．１ｍ程度、川の水位を低下させると推定されます。

※1：

■位置図

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。

■太田橋付近における水位低減効果図 時点の状況5月15日 14:10

御所ダム

　御所ダムでは、ダムに流れ込む水量が増加し、

※東京ドーム：約124万m3

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。

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。

3,651

東京ドーム 27.9

3460

※1



　防災操作の結果、田瀬ダム下流の安野地点付近で
　７．７ｍ程度、川の水位を低下させると推定されます。

※1：

■位置図

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。

■安野付近における水位低減効果図 時点の状況5月15日 13:30

田瀬ダム

　田瀬ダムでは、防災操作を実施しました。

5008

東京ドーム 40.4

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。

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。

3,390

※東京ドーム：約124万m3

※1



　防災操作の結果、湯田ダム下流の広表地点付近で
　５．２ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

※1：

■位置図

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。

■広表付近における水位低減効果図 時点の状況

2,765
4392

東京ドーム 35.4

※東京ドーム：約124万m3

5月15日 14:20

湯田ダム

　湯田ダムでは、防災操作を実施しました。

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。

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。

ダムが無かった場合の想定水位 1.1m
実績水位 -4.2m 5.2 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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　防災操作の結果、5月15日14時30分現在、胆沢ダム下流の胆沢川橋付近で
　６．４ｍ程度、川の水位を低下させると推定されます。

※1：

■位置図

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。

■胆沢川橋付近における水位低減効果図 5月15日 14:30時点の状況

胆沢ダム

　胆沢ダムでは、防災操作を実施しました。

5139

東京ドーム 41.4

3,525

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。

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。

※東京ドーム：約124万m3

ダムが無かった場合の想定水位 8.1m
実績水位 1.7m 6.4 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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