
平成24年 全国における渇水状況
◇ 平成２４年の一級河川における渇水は、５月末の豊川水系の渇水に始まり、全国１５

水系２２河川で発生しました。（平成２４年１０月現在）

特に ９月には関東の利根川水系で１１年ぶりに１０％の取水制限が実施される事態特に、９月には関東の利根川水系で１１年ぶりに１０％の取水制限が実施される事態
となりました。

このため、国土交通省では、８月３１日から１０月３日までの３４日間渇水対策本部を
設置し、関係省庁間の情報共有を行うとともに、ホームページ等による情報提供や国
民への節水の呼びかけを行いました。

渇水 位置 ③石狩川水系漁川
いしかりがわ いざりがわ

渇水河川位置図 ③石狩川水系漁川

⑥石狩川水系幾春別川
いしかりがわ いくしゅんべつがわ

⑩石狩川水系石狩川
いしかりがわ いしかりがわ

⑪岩木川水系岩木川
いわきがわ いわきがわ

⑫子吉川水系子吉川
こよしがわ こよしがわ

きたかみがわ えあいがわ

⑰雄物川水系雄物川
おものがわ おものがわ

⑱雄物川水系皆瀬川
おものがわ みなせがわ

⑬北上川水系胆沢川
きたかみがわ いさわがわ

⑧木曽川水系木曽川
きそがわ きそがわ

⑦吉野川水系銅山川
よしのがわ どうざんがわ

⑭北上川水系江合川
きたかみがわ えあいがわ

⑮鳴瀬川水系吉田川
なるせがわ よしだがわ

⑯最上川水系最上川
もがみがわ もがみがわ

⑱雄物川水系皆瀬川

⑲名取川水系広瀬川
なとりがわ ひろせがわ

⑳利根川水系渡良瀬川
とねがわ わたらせがわ

とねがわ とねがわ

⑤天竜川水系天竜川
てんりゅうがわ てんりゅうがわ

②那賀川水系那賀川
なかがわ なかがわ

④物部川水系物部川
ものべがわ ものべがわ

⑨吉野川水系吉野川
よしのがわ よしのがわ

①豊川水系豊川
とよかわ とよかわ

㉑ ㉒利根川水系利根川

江戸川

わ わ

えどがわ

自 ～ 至
5月28日 ～ 6月21日 自主節水 宇連ダム・大島ダム
8月8日 9月20日

関連ダム名番号 水系名 河川名
渇水期間

節水等

① 豊川 豊川

矢木沢ダム（利根川）
満水状況

8月8日 ～ 9月20日 - －
② 那賀川 那賀川 6月5日 ～ 6月18日 自主節水 長安口ダム

6月6日 ～ 7月12日 自主節水 漁川ダム
7月30日 ～ 8月16日 自主節水 漁川ダム

④ 物部川 物部川 6月7日 ～ 6月16日
取水制限

農水　４０％
永瀬ダム他

⑤ 天竜川 天竜川 6月9日 ～ 6月20日 自主節水 佐久間ダム
⑥ 石狩川 幾春別川 6月11日 ～ 8月13日 自主節水 桂沢ダム

⑦ 吉野川 銅山川 6月14日 ～ 6月21日
取水制限

工水　２０％
銅山川ダム群

⑧ 木曽川 木曽川 6月14日 ～ 6月19日
取水制限
上水　５％

工・農水　１０％
岩屋ダム

取水制限

① 豊 豊

③ 石狩川 漁川

矢木沢ダム（利根川）

⑨ 吉野川 吉野川 6月14日 ～ 6月19日
取水制限

徳島　１４．２％
香川　２０％

早明浦ダム

⑩ 石狩川 石狩川 7月27日 ～ 8月8日 自主節水 大雪ダム
⑪ 岩木川 岩木川 8月2日 ～ 9月5日 自主節水 目屋ダム
⑫ 子吉川 子吉川 8月6日 ～ 10月3日 - －
⑬ 北上川 胆沢川 8月6日 ～ 9月7日 自主節水 石淵ダム
⑭ 北上川 江合川 8月7日 ～ 10月3日 自主節水 鳴子ダム
⑮ 鳴瀬川 吉田川 8月7日 ～ 10月3日 - －
⑯ 最上川 最上川 8月8日 ～ 10月10日 自主節水 白川ダム
⑰ 雄物川 雄物川 8月9日 ～ 11月29日 自主節水 玉川ダム
⑱ 雄物川 皆瀬川 8月9日 ～ 11月29日 - －
⑲ 名取川 広瀬川 8月21日 ～ 9月24日 - －
⑳ 利根川 渡良瀬川 8月31日 ～ 10月3日 １０％取水制限 草木ダム

※取水制限または自主節水を実施した河川：１２水系１８河川

矢木沢ダム（利根川）
8月31日の状況

平成24年12月

国土交通省 水管理・国土保全局

㉑ 利根川 利根川
㉒ 利根川 江戸川

8月31日 ～ 10月3日 １０％取水制限 上流８ダム



○利根川上流域では ８月の少雨（平年比４２％）により 利根川上流８ダムの貯水位が

渇水概要

平成２４年 利根川の渇水状況と対策
～利根川水系では８月の少雨により渇水となり１０％取水制限を実施～

○利根川上流域では、８月の少雨（平年比４２％）により、利根川上流８ダムの貯水位が
大きく低下。

○利根川水系における１０％取水制限を９月１１日から実施。台風１７号の降雨によりダ
ム貯水量の回復および河川流況が改善したことから、１０月３日に取水制限を全面解

除。（９月２４日からは取水制限の一時緩和措置を実施）

○最も貯水量が減少した９月１９日には、利根川上流８ダムの貯水量が１億2,631万ｍ３
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（貯水率３７％、平年比５０％）。 （１２月１日現在 ２億9,103万ｍ３、平年比８４％）
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利根川上流８ダム貯水量状況

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成6年 27 50 52 23 139 107 104 153 346 87 26 29 

平成8年 26 35 68 47 98 117 155 78 217 80 55 23 

平成23年 27 53 60 60 191 92 295 226 433 77 66 43 

平成24年 43 57 115 98 206 192 190 87 221 85 55 －

平年値
(S23～H23)

44 47 67 90 119 175 200 208 212 124 60 39 

平年比 97% 121% 171% 109% 173% 110% 95% 42% 104% 68% 91% －

※．平年値はS23～H23の平均 ※．既往渇水年と当該年

単位 （ ）

※平成６、８年は最大３０％の取水制限を実施。
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８ダム：矢木沢ダム、奈良俣ダム、藤原ダム、薗原ダム、相俣ダム、下久保ダム、草木ダム、渡良瀬貯水池

（水機構） （水機構） （国交省） （国交省） （国交省） （水機構） （水機構） （国交省）

（取水制限） （取水制限） （取水制限） （取水制限）

１０％取水制限
9/11～10/3



～利根川水系での河川管理者・関係利水者による渇水対策～

【関係省庁との情報共有】
○渇水に関係する省庁で構成する会議の開催○渇水に関係する省庁で構成する会議の開催

９月 ５日 「渇水情報連絡会議（担当者レベル）」第１回開催

【渇水体制の状況】
○国土交通省での体制の整備

８月３１日 「国土交通省水管理・国土保全局渇水対策本部」を設置
１０月 ３日 「国土交通省水管理・国土保全局渇水対策本部」を解散
○現地での体制の整備
８月３１日 「関東地方整備局渇水対策本部」を設置
９月 ３日 「利根川水系渇水対策連絡協議会第２回幹事会」開催
９月 ７日 「利根川水系渇水対策連絡協議会第３回幹事会」開催
９月１０日 「利根川水系渇水対策連絡協議会第１回協議会」開催

１０月 ２日 「利根川水系渇水対策連絡協議会第２回協議会」開催
１０月 ３日 「関東地方整備局渇水対策本部」を解散

利根川水系渇水対策連絡協議会
第２回幹事会状況
※構成メンバー

・国土交通省関東地方整備局
・経済産業省関東経済産業局
・農林水産省関東農政局
・一都五県

（東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県）
・（独）水資源機構

河川管理者・関係利水者による渇水対策により、市民生活、河川環境への影響は最
小限にとどめることができました。

広報車による節水の呼びかけ（千葉県）

渇水対策支部設置（継続中）

渇水対策支部解除

取水制限等

・取水制限（継続中）

凡 例

Ｈ２４全国渇水状況（国管理河川）について（１０月３日）10:00現在

子吉川水系子吉川：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/6～10/3

岩木川水系岩木川：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/2～8/10、8/20～9/5

【渇水対策支部（警戒体制）】H24/8/10～8/20

【自主節水】H24/8/3～9/3：農水30%

北上川水系胆沢川（石淵ダム）：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/6～9/7

【自主節水】H24/8/10～9/4：農水40%

北上川水系江合川（鳴子ダム）：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/7～10/3

【自主節水】H24/8/8～8/17：農水10%

【自主節水】H24/8/17～8/27：農水30%

【自主節水】H24/8/27～8/28：農水35%

【自主節水】H24/8/28～9/5：農水40%

鳴瀬川水系吉田川：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/7～10/3

最上川水系最上川（白川ダム）：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/8～継続中

【自主節水】H24/8/24～8/31：農水15%

【自主節水】H24/9/1～9/8：農水20%

雄物川水系雄物川（玉川ダム）：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/9～継続中

【自主節水】H24/8/24～9/10：工水20%、農水20%

雄物川水系皆瀬川：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/9～継続中

※８／１０～ 東北地方整備局渇水対策本部（注意体制）設置

名取川水系広瀬川：東北地整

【渇水対策支部（注意体制）】H24/8/21～9/24

利根川水系渡良瀬川（草木ダム）：関東地整

【渇水対策支部（準備体制）】H24/8/31～9/1

いわきがわ いわきがわ

こよしがわ こよしがわ

おものがわ おものがわ

おものがわ みなせがわ

もがみがわ もがみがわ

きたかみがわ いさわがわ

きたかみがわ えあいがわ

なるせがわ よしだがわ

なとりがわ ひろせがわ

とねがわ わたらせがわ

※１０月３日１０時現在、自主節水及び

取水制限を実施している河川はありません。

水管理・国土保全局渇水対策本部

８月３１日 設置
１０月３日 解散

ホームページによる渇水情報の提供（国交省）

【渇水対策支部（警戒体制）】H24/9/1～9/11

【渇水対策支部（緊急体制）】H24/9/11～10/3

【取水制限】H24/9/1～10/3：上水10%、工水10%、農水10%

※ ８／３１～９／３ 関東地方整備局渇水対策本部（準備体制）
９／ ３～９／１１関東地方整備局渇水対策本部（警戒体制）
９／１１～１０／３関東地方整備局渇水対策本部（緊急体制）

１０／ ３ 関東地方整備局渇水対策本部 解 散

豊川水系豊川（宇連、大島ダム）：中部地整

【渇水対策支部】H24/5/28～6/21、H24/8/8～9/20

【自主節水】H24/6/11～6/20：上水、工水、農水 全体5%

とよかわ とよかわ

利根川水系利根川・江戸川（利根川上流８ダム）：関東地整

【渇水対策支部（準備体制）】H24/8/31～9/3

【渇水対策支部（警戒体制）】H24/9/3～9/11

【渇水対策支部（緊急体制）】H24/9/11～10/3

【取水制限】H24/9/11～10/3：上水10%、工水10%、農水10%

とねがわ とねがわ えどがわ

※水管理・国土保全局渇水対策本部の設置（8/31）以降に渇水対策支部が設置されているもののみ記載

浄水場での配水圧、配水量の調整（埼玉県）

用水路
排水路から
用水路へ水

関係市町村における
節水ＰＲチラシの配布（茨城県）

農業用水の反復利用（群馬県）

懸垂幕による
節水の呼び掛け（東京都）

排水路

用水路へ水
を汲み上げ



［参考］渇水時の河川管理者の対応

■河川管理者は、渇水時には利水者間の協議が円滑に行われるよう、水利使用の調整
に関して必要な情報の提供等に努めています。

■渇水調整にあたっては、河川流況・ダム貯水量等の情報の提供や、渇水調整協議会を■渇水調整にあたっては、河川流況 ダム貯水量等の情報の提供や、渇水調整協議会を
主導します。

河川流況、ダム貯水率の状況把握

渇水調整の流れ

河川流況の悪化、ダム貯水量の低下により、
水利使用許可に係る水利使用が困難となる恐れ 鳴瀬川水系鳴瀬川

【河川流況把握】１ 利水者の互譲の精神
（河川法第53条第1項、第2項）

・河川の公共用物としての性格上、利水者は、相
互にその水利使用の調整について必要な協議を
行うように努めなければならない。

・協議に当たっては、互譲の精神により、相互に他
の水利使用を尊重しなければならない。

河川管理者
・河川流況、ダム貯水量等の情報提供
・今後の予測等を踏まえた

取水制限目安の提供 など

渇水調整協議会の開催

渇水調整会議状況

鳴瀬 系鳴瀬
渇水による瀬切れ状況（H6.8）

利根川水系男鹿川五十里ダム
渇水による貯水量低下状況（H13.6）

【ダム貯水量把握】

水利使用を尊重 なけれ ならな 。

２ 河川管理者の役割
（河川法第53条第1項、第3項）

・利水者間の協議が円滑に行われるように、水利
使用の調整に関して必要な情報の提供に努めな
くてはならない。

・水利使用の調整に関して必要なあっせん又は調
停を行うことができる。

３ 渇水時における水利使用の特例
各利水者
・取水制限における各利水への影響予測

 

取水制限の実施

３ 渇水時における水利使用の特例
（河川法第53条の2）

・異常な渇水により水利使用が困難となった利水
者に対し、他の利水者が、河川管理者の承認を
受けて、自己の水利使用を、水利使用が困難に
なった利水者に行わせることができる。

・河川管理者は、既に許可を受けている水利使用
の範囲内での水融通を円滑なものとするため、
許可から承認にすることで審査の簡素化を図り、
関係行政機関との協議等も要しないこととしてる。

取水制限における各利水への影響予測
・取水制限対象、取水制限率の決定
・取水制限実施の決定 など

河川管理者
・取水制限を考慮したダム補給、河川流況の監視及び予測

各利水者
・住民への節水広報、渇水被害状況の把握

［参考］過去の渇水状況

0 年

最近20カ年で渇水による影響の発生した状況

4～7ヶ年 

8 ヶ年以上 

0 ヶ年 

2～3ヶ年 

1 ヶ年 

（注）国土交通省水資源部調べ
1992年から2011年の20年間で、上水道について減断水のあった年数を図示した
ものである。

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 流水管理室
水資源部 水資源計画課

〒１００－８９１８
東京都千代田区霞が関２丁目１－３ 中央合同庁舎３号館

電話：０３－５２５３－８１１１（代表）

平成２４年１２月３日作成


