
No.13 平成８（1996）年 利根川水系・荒川水系の渇水（夏季） 

主要河川名 利根川、荒川 

関係都道府県 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 

取水制限 利根川  平成８年８月 16日～９月 25 日           41 日間 

荒川  平成８年７月３日～９日、８月 16日～９月 25日   48 日間 

 
1. 渇水の概要 

1.1. 経緯 

利根川上流域の平成８年の降水量は、３月、９月に平年を上回ったほかは各月とも平年

を下回り、特に８月は平年の 39％であった。 

このため、利根川上流８ダム（矢木沢ダム、奈良俣ダム、藤原ダム、相俣ダム、薗原ダ

ム、下久保ダム、草木ダム、渡良瀬貯水池）からの補給による同ダムの貯水率低下に伴い、

同水系を水源とする地域では、平成８年１月 12 日から３月 27 日（一時解除期間を含む。

以下に同じ。）にわたり一律 10％の取水制限が実施された。 

さらに、平成８年８月 16 日に一律 10％で開始された取水制限は次第に強化され、８月

23 日から最大取水制限率（一律 30％）となったが、８月下旬から９月にかけての降雨によ

り、９月 25 日に解除となった（上流８ダムのうち草木ダムについては７月 30 日に取水制

限が開始され、９月４日に水系全体の取水制限に吸収された。最大取水制限率は上水 40％、

工水 60％、農水 60％）。この取水制限により、埼玉県、千葉県及び東京都で減圧給水が行

われた。 

一方、上流にダム等の水資源開発施設の少ない荒川水系では、平成８年５月下旬から河

川流況が悪化し、荒川河川浄化施設の活用や利根川水系への取水の振替を行ってきた。し

かし、流況の悪化により、埼玉県大久保浄水場の荒川に係る取水量（3.698 ㎥/s）のうち、

2.0 ㎥/s の取水削減が、７月３日～９日、８月 16日～９月 25日の合計 48日間実施された。 

 
1.2. 影響のあった水道事業体 

都道府県 事業体名 水源名 影響を受けた内容 

茨城県 

 

茨城県企業局 利根川 取水制限 20％ 

茨城県南水道企業

団 

利根川 高台家庭の水の出が悪化   

給水制限 30％  

守谷町 
（現守谷市） 

利根川 高台家庭の水の出が悪化，公園の水使用中

止 

利根町（現茨城県

南水道企業団） 

利根川 末端家庭で水圧低下 

群馬県 

  

群馬県 

(県央第一水道) 

利根川 取水制限（8/16～9/25）最大 30% 
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群馬県 

(新田山田水道) 

渡良瀬川 取水制限（7/30～9/25）最大 40% 

高崎市 群馬用水 

(利根川) 

取水制限（8/16～9/25）最大 30% 

給水制限 8日間 

前橋市 群馬用水 

(利根川) 

用水供給事業（県央第一水道）の取水制限

（7/30～9/25）最大 30% 

※取水制限で負荷を受けた分は自己水源に

て対応 

桐生市 渡良瀬川 取水制限（7/30～9/25）最大 40% 

藤岡市 神流川表流水 取水制限（8/23～9/25）30% 

渋川市 利根川 取水制限（8/23～8/28）最大 30% 

取水制限（8/28～9/9）10% 

大間々笠懸上水道

企業団 

渡良瀬川 取水制限により一部区域に減断水が発生し

た。（詳細な記録なし） 

その他  図 利根川・荒川水系における取水制限最

大時の状況（上水、工水、農水）に記載の

とおり 

埼玉県 埼玉県企業局 荒川 取水制限（8/16～9/9）50% 

利根川 

 

取水制限（8/16～8/20）10% 

取水制限（8/20～8/23）20% 

取水制限（8/23～8/28）30% 

取水制限（8/31～9/9）20% 

取水制限（9/11～9/14）20% 

千葉県 千葉県水道局 

北千葉広域水道企業団 

野田市 

印旛郡市広域市

町村圏事務組合 

長門川水道企業団 

佐原市 

神崎町 

小見川広域水道企業団 

銚子市 

東総広域水道企業団 

九十九里地域水道企業団 

利根川 取水制限（8/16～8/20）10% 

取水制限（8/20～8/23）20% 

取水制限（8/23～8/28）30% 

取水制限（8/31～9/9）20% 

取水制限（9/13～9/14）20% 

東京都 東京都水道局 霞ケ浦導水他 取水制限（8/13～8/15）不安定水源分カッ

ト（暫定水利権分 119 万 m3/日） 
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矢木沢ダム他 取水制限（8/16～8/19）10% 

取水制限（8/20～8/22）20% 

取水制限（8/23～8/30）30% 

取水制限（8/31～9/25）20% 

給水制限（8/20～8/23）20% 

給水制限（8/24～8/30）15% 

給水制限（8/31～9/25）10% 
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利根川・荒川水系における取水制限最大時の状況（上水、工水、農水） 

（出典：平成８年 関東地方の夏渇水  

利根川水系渇水対策連絡協議会・荒川水系渇水調整協議会） 
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1.3. 主要な河川位置図 

 
 
 
 
 

 

  

参考：利根川水資源施設 

（出典：平成６年首都圏の渇水（速報）（利根川水系を中心として）平成６年 12 月 

利根川水系渇水対策連絡協議会） 
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1.4. 主要な水源の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

利根川上流８ダムの貯水量図 

（出典：日本の水資源（平成９年版） 国土庁） 

降水の状況（利根川上流） 

（出典：日本の水資源（平成９年版） 国土庁） 
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荒川流況図 

（出典：平成８年 関東地方の夏渇水  

利根川水系渇水対策連絡協議会・荒川水系渇水調整協議会） 

ダムからの補給効果（平成８年８月渇水） 

（出典：国土交通省関東地方整備局 鬼怒川ダム総合管理事務所 HP） 
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2. 渇水調整状況 

2.1. 渇水調整組織 

名称 利根川水系渇水対策連絡協議会 

構成メンバー （委員） 

会長：建設省関東地方建設局長 

委員：建設省関東地方建設局河川部長、東京都都市計画局総合計画部長、

同 建設局河川部長、同 水道局経営計画部長、千葉県土木部長、同 企画

部長、埼玉県土木部長、 同 企画財政部長、茨城県土木部長、同 企画部

長、群馬県土木部長、同 企画部長、栃木県土木部長、同 企画部長、水

資源開発公団理事（管理担当）、同 管理部長 

（幹事） 

幹事長：建設省関東地方建設局河川部広域水管理官 
幹事：建設省関東地方建設局河川部河川情報管理官、同 河川部水政

課長、同 河川部河川計画課長、同 河川部河川調整課長、同 河川部 
河川管理課長、同 利根川上流工事事務所長、同 利根川下流工事事務

所長、同 江戸川工事事務所長、同 霞ヶ浦工事事務所長、同 渡良瀬

川工事事務所長、同 下館工事事務所長、同 利根川ダム統合管理事務

所長、同 鬼怒川ダム統合管理事務所長、同 荒川上流工事事務所長、

高崎工事事務所長、京浜工事事務所長、東京都建設局河川部計画課長、

同 都市計画局総合計画部都市整備室水資源・建設発生土対策担当課

長、同 水道局経営計画部計画課長、千葉県土木部河川海岸課長、同 企
画部水政課長、埼玉県土木部河川課長、同 企画財政部水資源課長、

茨城県土木部河川課長、同 企画部水・土地計画課長、群馬県土木部

河川課長、同 企画部地域整備課長、栃木県土木部河川課長、同 企画

部資源対策課長、水資源開発公団管理部施設課長、同 利根導水総合

事業所長 
開催状況及び 
渇水調整方法 

「2.2 渇水調整組織の会議開催等の状況」のとおり。 

設置要項等 利根川水系渇水対策連絡協議会規約 
※構成メンバーに記載の組織名称は、資料「平成８年関東地方の夏渇水」記載の委員名簿に基づ

く名称 
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名称 荒川水系渇水調整協議会 

構成メンバー 会長：建設省関東地方建設局河川部長 
副課長：建設省関東地方建設局河川部広域水管理官、東京都都市計画局

総合計画部長、埼玉県企画財政部水資源政策監 
委員：建設省関東地方建設局河川部水政課長、同 河川部河川調整課長、

同 荒川上流工事事務所長、同 荒川下流工事事務所長、同 二瀬ダム管理

所長、東京都建設局河川部計画課長、同 都市計画総合計画部都市整備室

水資源・建設発生土対策担当課長、同 水道局経営計画部計画課長、埼玉

県企画財政部水資源課長、同 土木部河川課長、同 土木部ダム砂防課長、

水資源開発公団管理部施設課長、同 利根導水総合事務所長 
開催状況及び 
渇水調整方法 

「2.2 渇水調整組織の会議開催等の状況」のとおり。 

設置要項等 荒川水系渇水調整協議会規約 
※構成メンバーに記載の組織名称は、資料「平成８年関東地方の夏渇水」記載の委員名簿に基づ

く名称 

 
 
名称 渡良瀬川水利使用調整連絡協議会 

構成メンバー 建設省渡良瀬川工事事務所長、同 利根川ダム統合管理事務所長、栃木県

企画部資源対策課長、同 土木部河川課長、同 農務部土地改良課長、群

馬県企画部地域整備課長、同 土木部河川課長、同 農政部土地改良課長、

水資源開発公団草木ダム管理所長 
開催状況及び 
渇水調整方法 

「2.2 渇水調整組織の会議開催等の状況」のとおり。 
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2.2. 渇水調整組織渇水調整組織の会議開催等の状況 

月日 開催等の状況 会議内容 貯水率※ 

H8/5/31 荒川水系渇水調整協議会 荒川の流況が悪化してきたため、荒川河川浄

化施設を緊急稼働させる。 
― 

/6/4 荒川水系渇水調整協議会 荒川の流況がさらに悪化してきたため、6 月

5日10時から埼玉県営水道の荒川での取水の

うち 1.392 ㎥/s を減量し、融雪で流況の良好

な利根川及び江戸川からの1.392㎥/sの増量

取水を行う。 

― 

6/25 荒川水系渇水調整協議会 利根川の流況も厳しくなったことから、荒川

での取水を減量し、利根川・江戸川からの増

量取水を 26 日 10:00 から従前の取水形態に

もどす。 

― 

7/1  利根川上流 8ダムの内下久保ダムを除く 7ダ

ムは、夏期制限容量に対して満水となる。 

利根 85.3％ 

鬼怒 78.7％ 

7/3 荒川水系渇水調整協議会 埼玉県大久保浄水場での取水を 3日 17:00か

ら 2.01 ㎥/s を削減する。 

― 

7/4 荒川水系渇水調整協議会 荒川水系で雷雨による流況改善のため、4 日

14:00 から取水削減を緩和。 

― 

7/9 荒川水系渇水調整協議会 7 月 8 日からの降水により流況改善のため全

面解除。 

― 

7/27 鬼怒川水利調整協議会 鬼怒川 3ダムの貯水量が低下し、このまま少

雨であると貯水盤が底をつく恐れもあり、鬼

怒川水系で 10%取水制限を実施。 

利根 77.7％ 

鬼怒 56.0％ 

7/30 渡良瀬川水利使用連絡調

整協議会 

草木ダムの貯水量が低下したことに鑑み、

10%取水制限を実施。 

利根 76.5％ 

草木 47.5％ 

8/1 渡良瀬川水利使用連絡調

整協議会 

草木ダムの貯水量がさらに低下したことか

ら、20 %取水制限を実施。 

利根 75.8％ 

草木 44.9％ 

8/2 利根川水系渇水対策連絡

協議会（幹事会） 

少雨傾向がつづくと、厳しい状況となること

から、利根川上流 8ダムの貯水量の温存につ

いて確認、補給量の軽減のため野田緊急暫定

導水路等の活用確認。 

利根 75.1％ 

鬼怒 57.2％ 

8/9 渡良瀬川水利使用連絡調

整協議会 

草木ダムの貯水量がさらに低下したことか

ら、30%の取水制限を実施。 

利根 63.6％ 

草木 32.9％ 

8/12 利根川水系渇水対策連絡

協議会（幹事会） 

利根川上続8ダム貯水量の低下に鑑み、13 日

10 1 時から東京都が利根大堰から取水して

いる都市用水のうち、利根川河口堰開発分

11.51 ㎥/s を削減。 

利根 55.2％ 

鬼怒 48.5％ 

8/12 荒川水系渇水調整協議会 荒川での涜況が悪化してきたことから、荒川

河川浄化施設での再稼働を行う。 

― 

8/16 利根川水系渇水対策連絡

協議会（幹事会） 

利根川上流8ダム貯水量の低下がさらに進ん

だことから、10％取水制限を実施。 

利根 46.0％ 

鬼怒 48.9％ 

8/16 荒川水系渇水調整協議会 荒川の流況が悪化したことから、埼玉県大久

保浄水場の取水 2.0 ㎥/s を削減。 

― 

8/19 荒川水系渇水調整協議会 荒川の流況がさらに悪化したことから、取水

制限の強化をさけるため、試験湛水中の荒川

― 
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第一貯水池から 19 日 17:00 から緊急放流を

行う。 

8/20 利根川水系渇水対策連絡

協議会（幹事会） 

利根川上流8ダム貯水量の低下がさらに進ん

だことから、20％取水制限を実施。 

利根 37.3％ 

鬼怒 43.9％ 

8/21 渡良瀬川水利使用連絡調

整協議会 

草木ダムの貯水量がさらに低下し、渡良瀬川

の流況と水利使用に大きな影響が出ること

が懸念されることから、渡良瀬川で初めての

40%取水制限の実施を 21 日 9:00 から実施。 

利根 35.3％ 

草木 14.7％ 

8/22 渡良瀬川水利使用連絡調

整協議会 

草木ダムの貯水量が貯水開始以来最低の貯

水量を下回り過去最悪の状況となったこと

から、都市用水は 40%取水制限限据え置き、

農業用水については、22 日 15:00 から 60%取

水制限に強化。 

利根 33.3％ 

草木 13.2％ 

8/23 利根川水系渇水対策連絡

協議会 

利根川上流8ダム貯水量の低下がさらに進ん

だことから、30％取水制限を実施。 

利根 31.6％ 

鬼怒 40.0％ 

8/27 利根川水系渇水対策連絡

協議会（幹事会） 

利根川での 30%取水制限の継続と矢木沢ダム

発電専用容量（東京電力所有）3820 万㎥の活

用を確認。 

利根 26.1％ 

鬼怒 38.7％ 

8/28 渡良瀬川水利使用連絡調

整協議会 

21 日から渡良瀬川で降雨があり、一時的に河

川流況が好転したことから、27 日 17:00 から

都市用水については 30%、農業用水について

は 50%取水制限に緩和。 

利根 24.9％ 

草木 12.3％ 

8/28 利根川水系渇水対策連絡

協議会（一時緩和） 

利根川上流域で 34.5mm の降雨があり、利根

川水系では、河川の流況が一時的に改善さ

れ、利根大堰から取水している東京都の

11.51 ㎥/s の削減及び利根川での 30%取水制

限を 28 日 22:00 から全面緩和。 

利根川水系鬼怒川での 10％取水制限を 28 日

22:00 から一時緩和。 

利根 24.9％ 

鬼怒 35.5％ 

8/29 渡良瀬川水利使用連絡調

整協議会 

渡良瀬川の流況が好転していることから、都

市用水の取水制限は 30%取水制限に据え置

き、農業用水については 29 日 17:00 から 30%

取水制限に緩和。 

利根 26.5％ 

草木 14.1％ 

8/30 利根川水系渇水対策連絡

協議会（一時緩和） 

利根川の河川流況の悪化に伴い、一時緩和措

置を中止し、8月 31 日 10:00 から 20%取水制

限として再開。 

8月30日20:00から東京都の利根大堰から取

水している 11.51 ㎥/s を削減。 

利根 28.0％ 

鬼怒 35.3％ 

9/4 渡良瀬川水利使用連絡調

整協議会 

渡良瀬川の流況が好転していることから、都

市用水、農業用水とも 20%取水制限に 9 月 4

日 13::00 から緩和。 

利根 25.8％ 

草木 16.3％ 

9/7 － 8 ダムが本渇水における最低貯水量となる。 利根 22.7％ 

9/9 利根川水系渇水対策連絡

協議会（一時緩和） 

利根川上流域で 41.3 ㎜の降雨があり、利根

川水系では河川流況が一時的に改善され、利

根大堰から取水している東京都の11.51㎥/s

の削減及び利根川での 20%取水制限を 9 日

16:00 から全面緩和。 

利根 22.8％ 

鬼怒 35.0％ 

荒川水系渇水調整協議会 荒川上流域で 28mm の降雨があり河川の流況 ― 
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（一時緩和） が一時的に好転したことから、一時緩和。 

9/10 鬼怒川利水調整協議会 鬼怒川では、鬼怒川上流 3ダムからの補給を

行わなくても、9 月 6 日から 9 日にかけての

降雨により下流の利水等を満足されること

から、鬼怒川での取水制限を 10 日 15 時から

全面解除。 

利根 25.6％ 

鬼怒 36.0％ 

9/11 利根川水系渇水対策連絡

協議会（一時緩和） 

利根川上流部の河川流況の悪化に伴い、一時

緩和措置を中止し、9月 11 日 17:00 から 20%

取水制限として再開（渡良瀬川を含む） 

9月11日17:00から東京都の利根大堰から取

水している 11.51 ㎥/s を削減。 

鬼怒川合流点下流の利根川下流部は鬼怒川

の流況が改善され、農業用水の需要も少なく

なったことから、9 月 11 日 15 時から取水制

限を全面解除。 

利根 27.7％ 

鬼怒 36.9％ 

9/14 利根川水系渇水対策連絡

協議会（一時緩和） 

利根川上流域で 28 ㎜の降雨があり、利根川

水系では、河川の流況が一時的に改善され、

利根大堰から取水している東京都の11.51㎥

/s の削減及び利根川での 20％取水制限を 14

日 7：00 から全面緩和。 

利根 30.1％ 

鬼怒 38.8％ 

9/25 利根川水系渇水対策連絡

協議会（一時緩和） 

利根川水系では秋雨前線と台風 17 号の降雨

により利根川8ダムの貯水量が改善されたた

め、25 日 15 時から取水制限を全面解除（渡

良瀬川を含む）。 

利根 45.7％ 

鬼怒 53.0％ 

9/25 荒川水系渇水調整協議会 

 

荒川水系では、秋雨前線と台風 17 号の降雨

により荒川の河川流況が大幅に改善された

ため、15：30 から取水制限を全面解除。 

― 

※ 利根川上流 8 ダム貯水量、鬼怒川上流 3 ダム貯水量は 9 時データ。 
貯水率は 7 月から 9 月は夏期制限容量に対する割合で、それ以外は常時満水容量に対する割合 

※利根…利根川 8 ダム、鬼怒…鬼怒川 3 ダム、草木…草木ダム 
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3. 渇水対応状況 

3.1. 河川管理者の対応等 

(ア)影響緩和のために実施した主な対策 

・取水制限の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

神流川における取水制限の効果（下久保ダムの貯水量比較図） 

（出典：平成 8年 関東地方の夏渇水  

利根川水系渇水対策連絡協議会・荒川水系渇水調整協議会） 

利根川水系における取水制限効果（利根川上流８ダムの貯水量比較図） 

（出典：平成 8年 関東地方の夏渇水  

利根川水系渇水対策連絡協議会・荒川水系渇水調整協議会） 
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3.2. 水道事業体における給水制限等の状況 

3.2.1. 茨城県 

(ア) 渇水における市民生活への影響 

事業体名 対応 
茨城県南水道企業団 
守谷町（現守谷市） 
利根町 
（現茨城県南水道企業団） 

高台家庭の水の出が悪化、末端家庭で水圧低下 

 
(イ) 影響緩和のために実施した主な対策 

事業体名 対策 
茨城県企業局 ・節水の周知徹底    
茨城県南水道企業団 ・大口需要家に節水要請 

・減圧給水 
・地下水の利用 
 

守谷町（現守谷市） ・大口需要家に節水要請  
・公園の水使用中止   

利根町 
（現茨城県南水道企業団） 

・減圧給水 
 

 

(ウ) 渇水時の広報事例 

事業体名 対応 
茨城県南水道企業団 
守谷町（現守谷市） 
利根町 
（現茨城県南水道企業団） 

・広報車，広報誌による節水呼びかけ 

 

 

3.2.2. 群馬県 

(ア)各事業体における給水制限（減圧給水を含む）の状況及び渇水対応の経過 

事業体名 期間 対応 

群馬県 H8/8/7 第１回渇水対策担当課長会議 

8/13 第２回渇水対策担当課長会議 

第１回水道の取水制限対象事業体連絡会議 

議題：40%取水制限に伴う対応等協議 

8/19 群馬県渇水対策本部設置 

第２回水道の取水制限対象事業体連絡会議 
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議題：取水制限の強化、断水に伴う保健衛生対策対応等

協議 

8/21 第１回群馬県渇水対策本部幹事会 

渡良瀬川水系水道渇水対策会議 

 議題：取水制限の強化に伴う対応等協議 

8/28 第２回群馬県渇水対策本部幹事会 

水道渇水対策会議 

出席:利根川水系取水制限対象事業体(渡良瀬川水系は

除く〉、関係保健所等 

議題: 渇水対策の推進等 

渡良瀬川水系の渇水に係る利水者会議 

9/25 群馬県渇水対策本部解散 

10/16 渇水対策検討会 

11/29 渇水対策検討会議 

出席: 取水制限対象事業体、関係保健所等 

議題: 平成 8年夏期渇水の反省、今後の課題・方策 

高崎市 H8/8/16 取水制限 10％ 

8/20 取水制限 20％   

8/23 高崎市渇水対策本部設置 第 1回対策本部会議開催 

8/23 節水広報活動、給水エリア変更、圧力制御弁調整開始 

8/23 取水制限 30％   

8/28 第 2 回対策本部会議開催   

8/28 取水制限一時緩和 (0%) 

8/31 取水制限 20％   

9/9 取水制限一時緩和(0%) 

9/11 取水制限 20％ 

9/14 取水制限一時緩和 

9/25 取水制限全面解除   

9/26 高崎市渇水対策本部解散   

前橋市 H8/8/21 前橋市水道局渇水対策本部の設置  

前橋市水道局渇水対策本部設置要綱（Ｈ8.8.21 施行） 

実施施工   

・市三役、教育長、市議会議員への渇水対策本部設置の通

知、市政記者への情報提供  

8/21 浄水課の対応   

自己水（井戸）の総点検の強化   

（取水ポンプの点検、取水量の調査、井戸水位の調査によ

り取水量の増量）  
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配水施設の総点検の強化   

（配水ポンプの点検、配水圧力の調査、各浄水場間の補水

量の調整）   

8/23 大渡幹線のバルブ調整を行い、県央水の取水量削減を行う 

大利根幹線の配水圧力を若干下げて、県央水の取水量削減

を行う   

取水量削減に伴う負荷は自己水によりまかなう 

桐生市 H8/7/30 

 

7/31 

8/1 

 

8/8 

 

8/9 

 

8/14 

 

8/19 

8/20 

 

8/21 

8/22 

 

8/28 

 

8/29 

9/4 

9/9 

9/11 

9/14 

9/17 

9/25 

9：00 局内渇水対策本部会議（第 1回）  

13：00 10％取水制限  

10：00 局内渇水対策本部会議（第 2回）  

8：30 局内渇水対策本部会議（第 3回）  

9：00 20％取水制限  

13：30 局内渇水対策本部会議（第 4回）  

16：00 局内渇水対策本部会議（第 5回）  

9：00 局内渇水対策本部会議（第 6回）  

15：00 30％取水制限  

15：00 桐生市水道局渇水対策本部設置  

15：00 局内渇水対策本部会議（第 7回）  

8：30 局内渇水対策本部会議（第 8回）  

13：30 局内渇水対策本部会議（第 9回）  

22：00 広沢水源地給水区域変更  

9：00 40％取水制限  

15：00 農業用水 60％取水制限（水道は 40％のまま） 

22：00 上菱浄水場給水区域拡大  

17：00 30％に緩和  

    農業用水は 50％に緩和  

17：00 農業用水 30％に緩和  

15：00 20％に緩和  

16：00 全面的に 0％へ一時緩和  

17：00 一時緩和を中止して 20％取水制限  

7：00 全面的に 0％へ一時緩和  

22：30 広沢給水区域を元宿浄水場給水区域に戻す 

15：00 取水制限解除  

16：30 桐生市水道局渇水対策本部の解散 

藤岡市 H8/8/23 藤岡市渇水対策本部設置 

8/23 午後より 30％取水制限実施 

8/24 午後 6 時より市内一円でバルブ調整 

8/26 節水対策開始 
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8/28 全面一時緩和 10％ 

8/29 バルブ調整解除 

8/31 取水制限 20％ 

9/25 全面解除 

9/25 藤岡市渇水対策本部解散 

渋川市 H8/8/22 渋川市渇水対策本部会議   

8/28 取水制限 30％から 10％に削減後も 30％を維持する 

9/9 取水制限解除及び渋川市渇水対策本部解散 

 
(イ)渇水による市民生活への影響 

 事業体名 内容 
前橋市 自己水源の活用により市民生活に直接的な影響はなし。 
桐生市 広沢水源地給水区域変更に伴う濁水 

上菱浄水場給水区域拡大に伴う濁水  
プール換水中止    

大間々笠懸上水

道企業団 
・一部区域に減断水が発生した。（詳細な記録なし） 

 

(ウ)影響緩和のために実施した主な対策 

事業体名 対策 
高崎市 ・給水エリアの変更 

・圧力制御弁調整 
・大口使用者、公共機関への通知 

前橋市 ・自己水源の活用 
桐生市 ・桐生川水系給水区域拡大    

・地下水を増量して活用    
・学校等へプールの換水中止依頼  
・バルブ操作により昼夜水圧を低下させた  

渋川市 ・井戸水の運転時間延長    
藤岡市 ・大口需要者に対する節水通知 
大間々笠懸上水道

企業団 
・給水車による応援給水活動を実施。（詳細な記録なし） 
・予備水源（地下水）を運用。（詳細な記録なし） 

 

(エ)渇水時の広報事例 

事業体名 対策 

高崎市 ・懸垂幕掲出、広報車による広報 

・町内会回覧での通知    
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前橋市 ・横断幕の掲示（渇水です。水を大切に）  

・立て看板の掲示（渇水です。水を大切に）  

桐生市 ・広報車による節水広報    

・公共施設等へ節水ステッカーの貼付   

藤岡市 ・公共施設に対する節水 

・広報車による節水 PR 

・懸垂幕の掲示 

渋川市 １ 防災無線にて節水の呼びかけ    

２ 市公用車へ節水ステッカー貼付け   

３ 取水制限対象地区の大口需要者へ節水チラシ配布  

大間々笠懸上水

道企業団 

・懸垂幕の掲出    

・のぼり旗、立て看板の設置    

・広報車による節水の呼びかけ巡回    

・広報車等へのマグネットステッカー貼付  

群馬県(県央第一

水道、新田山田水

道) 

・事務所の外に節水協力依頼の垂れ幕を掲揚。 

 

 

3.2.3. 埼玉県 

(ア) 渇水対応の経過及び給水制限（減圧給水を含む）の状況 

事業体名 期間 対応 

埼玉県 H8/8/16 

8/16 

8/16 

8/20 

8/23 

8/28 

8/31 

9/9 

9/9 

9/11 

9/14 

9/25 

9/25 

9/25 

「埼玉県渇水対策本部」開設   

午後 6時から 10%の取水制限開始(利根川水系） 

午後 6時から大久保浄水場 2.0 ㎥/s の取水制限（荒川水系） 

午後 6時から 20%の取水制限開始(利根川水系） 

午後 6時から 30%の取水制限開始(利根川水系） 

午後 10 時から取水制限の一時解除(利根川水系） 

午前 10 時から 20%の取水制限開始(利根川水系） 

午後 4時から取水制限の一時解除(利根川水系） 

午後 7時から取水制限の一時解除(荒川水系） 

午後 5時から 20%の取水制限開始(利根川水系） 

午後 7時から取水制限の一時解除(利根川水系） 

午後 3時から取水制限の全面解除(利根川水系） 

午後 3時 30 分から取水制限全面解除（荒川水系） 

午後 5時「埼玉県渇水対策本部」閉鎖 
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(イ) 渇水による市民生活への影響 

事業体名 内容 

東松山市 8/23～26 にかけて一時的な断水の発生（減圧給水の影響） 

滑川町 8/23～26 にかけて一時的な断水の発生（減圧給水の影響） 

一部事業者 減圧供給により 13 事業者で高台、給水の末端地域の断水発生（約

160 件）      

 
(ウ) 影響緩和のために実施した主な対策及び渇水時の広報事例 

事業体名 対策 
全県 ・埼玉県渇水対策マニュアルに基づき、節水広報・節水協力依頼等

の実施    

・県内水道事業者において、必要に応じて渇水対策本部の設置や節

水広報等の実施 （渇水対策本部の設置は 23 事業者） 

 （節水広報、時間減圧給水、大口需要バルブ制限、新聞折込、横

断幕、広報誌、プール中止(30 事業者で実施）、大口需要節水要請) 

埼玉県 ・節水の協力要請 （食品衛生協会、公衆浴場業、理容業、美容業、

クリーニング業、旅館業界、商工会、商工会議所、商工会連合会、

商工会議所連合会、中小企業団中央会、工業団地工業会、関係協

同組合、工業用水受水企業、様々な会議、行事） 
・プール使用の自粛要請（市町村、県教育委員会、公園緑地協会、

公営プール連絡協議会）  
・洗車の自粛要請（石油商業組合、石油業協同組合） 
・水質管理強化要請（県保健所長へ）   
・消防用水利の確保（市町村へ）  
・湯沸器の使用注意（プロパンガス協会等へ）  
・漁協被害防止（漁協協同組合へ）    
・地下水使用の抑制（市町村へ）   

 

(エ)渇水時の広報事例 

事業体名 内容 
埼玉県 啓発用チラシ、ポスター、啓発カードの配布   

懸垂幕１６本、庁内放送及び防災無線等による広報実施  
新聞、テレビ、ラジオ等による広報活動   

    

 

 

 

 

341



3.2.4. 千葉県 

(ア)給水制限（減圧給水を含む）の状況及び渇水対応の経過 

月日 開催等の状況 貯水率* 

H8/8/12 千葉県渇水対策連絡協議会 第２回幹事会 

 ・利根川水系の貯水状況を確認 

55% 

8/16 千葉県渇水対策連絡協議会 第３回幹事会 

 ・利根川水系について、８月 16 日から 10％の取水制限を実施 

 ・県内ダムについては貯水状況等の情報収集に努め、今後の気象

情報と併せ、注意深く見守っていく。 

 ・関係機関は水資源の有効利用と節水を推進するとともに、積極

的な広報活動を行うこととする 

千葉県渇水対策本部を設置（17 時） 

46% 

8/20 千葉県渇水対策本部 第１回班長会議 

 ・利根川水系について、同日 18 時から 20％の取水制限を実施 

37% 

8/23 千葉県渇水対策本部 

 ・利根川水系について、同日 18 時から 30％の取水制限を実施 

 ・プールの使用停止に対する協力を依頼 

 ・下水処理水の有効利用について県都市部に協力要請 

 ・県内ダムの貯水状況の情報収集に努める 

 ・30%の取水制限により水道事業体等の断・減水の発生地域の拡

大が予想され、緊急用井戸や取水量に余裕のある事業体等の強

力を得て、利水者間の調整を行う 

32% 

8/28 千葉県渇水対策本部 第２回班長会議 

 ・利根川水系について、30％の取水制限を継続 

 ・矢木沢ダムの東京電力の発電専用容量 3,820 ㎥の活用 

利根川渇水対策協議会から連絡を受け、本部員、利水者へ電話連絡 

 ・利根川水系での取水制限を一時緩和する 

  （利根川 8 月 28 日 22 時から 江戸川 8 月 29 日 4 時から） 

25% 

8/30 利根川渇水対策協議会の決定事項を本部員、利水者へ通知 

 ・利根川水系での取水制限を一時緩和する 

   （利根川 一時緩和を継続 江戸川 8 月 31 日 10 時から） 

28% 

9/9 利根川渇水対策協議会から連絡を受け、本部員、利水者へ電話連絡 

 ・利根川水系での取水制限を９月９日 16 時から一時緩和する 

   （江戸川 ９月 10 日０時から） 

23% 

9/11 利根川渇水対策協議会の決定事項を本部員、利水者へ通知 

 ・利根川水系での取水制限の一時緩和を中止し、9月 11 日 17 時

から取水制限率 20％で再開 

   （江戸川 ９月 13 日 ２時から） 

28% 
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 ・鬼怒川合流点下流の利根川においては、9 月 11 日 15 時に取水

制限を全面解除 

9/14 利根川渇水対策協議会から連絡を受け、本部員、利水者へ電話連絡 

 ・利根川水系での取水制限を９月 14 日 7時から一時緩和する 

     ・江戸川 ９月 14 日７時から 

30% 

9/25 利根川渇水対策協議会の決定事項を本部員、利水者へ通知 

 ・利根川水系での取水制限を 9月 25 日 15 時全面解除 

千葉県渇水対策本部員持ち回り決議 

 ・9月 25 日 15 時に千葉県渇水対策本部を解散 

46% 

※利根川上流 8 ダム貯水量は 9時データである。 

貯水率は 7 月から 9 月は夏期制限容量に対する割合で、それ以外は常時満水容量に

対する割合 

 

(イ)渇水による市民生活への影響 

・10%及び 20%取水制限時 影響なし 
・30%取水制限時（市町村名は当時のもの） 

事業体名 減水 断水 

県水 348,000 戸 30,000 戸 

松戸市 900 戸  

野田市 500 戸  

沼南市 3,600 戸  

関宿町 100 戸  

白井市 1,700 戸  

減水地域：松戸市、市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、千葉市、浦安市、市原市、習志野市、野

田市、白井町、沼南町、関宿町 
断水地域：松戸市、市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、千葉市 
※県水給水エリア…千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、鎌ヶ谷市、浦

安市、成田市、印西市、白井町、印旛村、本埜村 
 

(ウ)影響緩和のために実施した主な対策 

事業体名 内容 
県内水道事業体 
 

節水広報を実施するとともに、自己水源の有効利用、配水圧の減

圧、仕切弁の調整、大口需要者への節水協力要請、給水制限、学

校、公営、民営プールへの給水停止等の対策を実施した。 
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(エ)渇水時の広報事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5. 東京都 

(ア)東京都水道局における給水制限（減圧給水を含む）の状況及び渇水対応の経過 

月日 
開催等の状況 利根川水系 

ダム貯水率* 

多摩川水系 

ダム貯水率  

H8/8/16 「水道局渇水対策本部」設置 

第１回水道局渇水対策本部会議開催 

自主節水  

一般使用者 5%、大口使用者（日量 100m3超）10% 

46% 74% 

8/20 第２回水道局渇水対策本部会議開催 

給水制限 10％（21 時から） 

配水圧調整（22 時～6 時） 

自主節水 一般使用者 10%、大口使用者 15% 

37% 72% 

8/23 第３回水道局渇水対策本部会議開催 

 ８月 24 日から給水制限 15％実施決定 

32% 70% 

北千葉広域水道企業団 広告事例 

（出典：千葉県提供資料） 
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8/24 給水制限 15％実施  

配水圧調整（22 時～翌朝 6時）、（13 時～翌朝５時） 

自主節水 一般使用者 15%、大口使用者 20% 

30% 70% 

8/28 第４回水道局渇水対策本部会議開催 

 給水制限 15％継続 

25% 67% 

8/30 第５回水道局渇水対策本部会議開催 28% 67% 

8/31 給水制限 10％に緩和（10 時から） 

配水圧調整（22 時～6 時） 

自主節水 一般使用者 10%、大口使用者 15% 

28% 67% 

9/9 第６回水道局渇水対策本部会議開催 

 給水制限 10％継続 

23% 61% 

9/14 第７回水道局渇水対策本部会議開催 

 給水制限 10％継続 

30% 62% 

9/25 第 8 回水道局渇水対策本部会議開催 

 給水制限全面解除 

水道局渇水対策本部解散 

46% 70% 

※利根川水系ダムの貯水量は８ダム合計のもので、９時データである。 

利根川水系ダム貯水率は７月から９月は夏期制限容量に対する割合で、それ以外は常

時満水容量に対する割合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（出典：平成８年渇水の対応経過 東京都資料）
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(イ)渇水による市民生活への影響 

事業体名 対策 
東京都水道局 断減水等の苦情や応急給水車の出動等はなく、日常生活に深刻な影

響を与えることなく乗り切ることが出来た。   
モニター調査の結果では、通常より水の出が細くなった・シャワー

の出が弱くなった・風呂汲みに時間がかかる等の意見があった。  
 

(ウ)影響緩和のために実施した主な対策 

事業体名 対策 
東京都水道局 ・利根川・多摩川系原水連絡管の活用    

・人工降雨装置の稼働    
・節水の個別要請   
・指定水道工事店への協力要請    
・噴水・泉池等景観用水の対応    
・プールの合理的使用の要請 等    

 
(エ)渇水時の広報事例 

事業体名 内容 
東京都水道局 ・提供番組、広報紙等による街頭広報      

・巡回街頭広報・節水パトロールの実施 
・懸垂幕「節水にご協力ください」「給水制限実施中」の営業所庁舎

への掲出     
・駅前、地元商店街における節水呼びかけ    
・車両用節水ステッカーを局有車に掲出    
・電光掲示板による節水の呼び掛け    
・節水ポスターを主要駅、各区などへ掲出依頼   
・区市町防災行政無線での節水の呼び掛け 等   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

節水ポイント１、２、３（家庭用） 

（出典：東京都提供資料） 

都内公園内の噴水停止（日比谷公園） 

（出典：東京都提供資料） 
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節水協力懸垂幕 

（出典：東京都提供資料） 

各種節水シール 

（出典：東京都提供資料） 

環境保全局電光掲示板による節水ＰＲ 

（出典：東京都提供資料） 

電光掲示板による節水ＰＲ 

（出典：東京都提供資料） 

公共交通機関車内へ節水ポスター掲出 

（出典：東京都提供資料） 

節水ステッカー 

（出典：東京都提供資料） 
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4. 渇水を受けて実施したその後の対策の改善・見直し事項 

都道府県 事業体名 内容 
群馬県 渋川市 渋川市渇水対策マニュアルの策定    
埼玉県 埼玉県 渇水対応マニュアルの見直し 
 
 
5. 渇水対策を実施した際に困ったこと・苦労したこと 

都道府県 事業体名 内容 

群馬県 渋川市 過度な節水のお願いをして心配をあおり、逆効果となること

を危惧した。     

東京都 東京都水道局 ８月 13 日の取水制限開始から９月 25 日の取水制限解除まで

10,726 件の問合せ対応等    

 
 

6. 参考文献・ウェブサイト等 

・ 「日本の水資源の現況―その利用、開発と保全の現状―（平成９年８月）」国土庁 

・ 平成８年夏渇水 鬼怒川ダム総合管理事務所ＨＰ 

・ 「平成８年関東地方の夏渇水」利根川渇水対策連絡協議会、荒川水系渇水調整協議会 
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