
No.30 平成 25（2013）年 豊川水系の渇水 

主要河川名 豊川 

関係都道府県 愛知県 

節水対策 平成 25 年８月 20 日～平成 25年９月 18日         30 日間 

 
1. 渇水の概要 

1.1. 経緯 

豊川用水においては、５月以降の降雨が少なく、主要水源である宇連ダムの貯水量は、６

月下旬の断続的な降雨による一時的な増加はあったものの、水の需要期と相まって著しく

減少した。７月 25日には宇連ダムの貯水量は 12，986 千㎥(貯水率 45.7％) となり、７月

26 日には平成 17 年度以来の節水対策が開始された。７月、８月においては、平年の３割程

度の降雨しかなく、貯水量は減少を続け、８月５日(第２回)、８月 20日(第３回)、８月 26

日(第４回)と順次節水が強化され、９月４日には宇連ダムの貯水量が 238 千㎥(貯水率

0.8％) と枯渇寸前まで状況が悪化し、農業用水・工業用水 40％、水道用水 28％の節水対策

(第５回)へと強化された。 

９月５日未明に県下全域でまとまった降雨があったため、同日開催された豊川緊急渇水

調整協議会において、緊急渇水対策が決定されたものの実施するに至らなかった。その後も

断続的に降雨が続き、９月 10 日には節水対策を緩和(第６回)し、９月 18 日には宇連ダム

の貯水量が 10，526 千㎥(貯水率 37.0％)まで回復したことから節水対策の全面的な解除と

なった。 

 
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 
愛知県 豊橋市 豊川用水 給水制限（9/4～9/10）0.01MPa 減圧 

豊川市 豊川用水 給水制限（8/20～9/10）0.05MPa 減圧 

蒲郡市 豊川用水 給水制限（8/28～9/10）配水量 25%減 

減圧給水に伴い赤水発生 
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1.3. 主要河川と影響地域位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考：豊川水系における水資源開発事業の位置図 

（出典：平成 26 年版 日本の水資源 国土交通省） 
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1.4. 主要な水源の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

降水の状況（宇連ダム地点） 

（出典：平成 26 年版 日本の水資源 国土交通省） 

宇連ダム（豊川水系）貯水量図 

（出典：平成 26 年版 日本の水資源 国土交通省） 

宇連ダム貯水状況 

左：貯水率 0.8％（平成 25 年９月３日） 右：満水時 

（出典：平成 26 年版 日本の水資源 国土交通省） 
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2. 渇水調整状況 

2.1. 渇水調整組織 

名称 豊川緊急渇水調整協議会 

構成メンバー 中部地方整備局、関東農政局、東海農政局、中部経済産業局、愛知県、

静岡県、豊橋市、豊川市、新城市、水資源機構 

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 ― 

 
名称 豊川用水節水対策協議会 

構成メンバー 愛知県、静岡県、豊川総合用水土地改良区、牟呂用水土地改良区、松

原用水土地改良区、湖西用水土地改良区、水資源機構 

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 ― 

 
 
2.2. 渇水調整組織の会議開催等の状況 

月日 渇水協開催等の状況 貯水率 

H25/6/10 天竜川水利調整協議会（幹事会） 

・天竜川水系において、6 月 11 日 9 時から自主節水（農水

10%，上水 5%，工水 10%，佐久間導水 50％)の実施を決定 

 

6/17 豊川用水水源状況説明会 

・水資源機構から関係利水者へ水源状況の説明 

宇連ダム 41.8％ 

大島ダム 91.9％ 

7/11 天竜川水利調整協議会（幹事会） 

・天竜川水系において、7月 12 日 9 時から自主節水の解除を

決定 

 

7/23 豊川用水水源状況説明会 

・水資源機構から関係利水者へ水源状況の説明 

宇連ダム 46.7％ 

大島ダム 88.6％ 

7/25 豊川用水節水対策協議会 

・7月 26 日 9 時から第 1回節水対策（農水 5%，上水 5%，工水

5%)の実施を決定。 

天竜川水利調整協議会（幹事会） 

・天竜川水系において、7月 26 日 9 時から自主節水（佐久間

導水 50％)の実施を決定 

宇連ダム 45.7％ 

大島ダム 88.6％ 

8/2 豊川用水節水対策協議会 

・8月 5日 9時から第 2 回節水対策（農水 10%，上水 10%，工

水 10%)の実施を決定。(節水強化) 

宇連ダム 43.6％ 

大島ダム 88.5％ 
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8/19 豊川用水節水対策協議会 

・8月 20 日 9 時から第 3回節水対策（農水 20%，上水 20%，工

水 20%)の実施を決定。(節水強化) 

宇連ダム 11.1％ 

大島ダム 78.9％ 

8/21 天竜川水利調整協議会（幹事会） 

・天竜川水系において、8月 26 日 9時から 2次節水対策（佐

久間導水全面停止)の実施を決定（節水強化） 

 

8/23 豊川用水節水対策協議会 

・8月 26 日 9 時から第 4回節水対策（農水 30%，上水 25%，工

水 30%)の実施を決定。(節水強化) 

宇連ダム 5.8％ 

大島ダム 76.1％ 

9/3 豊川用水節水対策協議会 

・9月 4日 9時から第 5 回節水対策（農水 40%，上水 28%，工

水 40%)の実施を決定。(節水強化) 

宇連ダム 1.0％ 

大島ダム 51.1％ 

9/4 天竜川水利調整協議会（幹事会） 

・愛知県及び水資源機構から佐久間緊急導水の実施を要請 

 

9/5 豊川緊急渇水調整協議会 

・豊川用水において、大島ダム等の貯水量温存を図るための

緊急渇水対策を決定（実施には至らず） 

宇連ダム 2.8％ 

大島ダム 48.9％ 

9/6 天竜川水利調整協議会（委員会） 

・天竜川水系において、9月 7日 9 時から自主節水（佐久間導

水 50％）に緩和することを決定（節水緩和） 

 

9/9 豊川用水節水対策協議会 

・9月 10 日 9 時から第 6回節水対策（農水 20%，上水 20%，工

水 20%)の実施を決定。(節水緩和) 

宇連ダム 14.2％ 

大島ダム 52.4％ 

9/11 天竜川水利調整協議会（幹事会） 

・天竜川水系において、9月 12 日 9 時から自主節水の解除を

決定 

 

9/17 豊川用水節水対策協議会 

・9月 18 日 9 時から節水の解除を決定 

宇連ダム 32.6％ 

大島ダム 72.1％ 
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3. 渇水対応状況 

3.1. 河川管理者等の対応 

3.1.1. 水資源機構 

(ア)渇水対応の経過 

・豊川の牟呂松原頭首工直下流地点で７月 10 日から河川流量が 5.0 ㎥/s を下回る

状況が続くなど、河川流況が悪化したため、豊川用水水源（宇連ダム、大島ダム、

調整池及び佐久間導水）からの利水補給を継続し、同水源の総貯水量は７月 25日

時点で約 62％まで低下した。このため、豊川用水節水対策協議会を開催して調整

を行い、７月 26 日９時から５％の節水対策が実施された。 

・その後もまとまった降雨が無く、豊川用水水源からの利水補給を継続したことか

ら、総貯水量が低下した。そのため、８月５日から節水対策が順次強化されたが、

宇連ダムの貯水量は、９月４日０時に 0.8％まで低下した。このため水資源機構

中部支社長が国土交通省中部地方整備局長に要請し、９月５日に豊川緊急渇水調

整協議会が開催され、緊急渇水調整対策として、（ⅰ）利水者間の水融通（三上橋

地点からの取水）、（ⅱ）下流利水に影響のない範囲での豊川自流の有効利用、（ⅲ）

宇連ダムにおける最低水位以下の貯留水の活用が決定された。これを受けて豊川

用水総合事業部では、上記対策を講じるべく、河川協議及び現地作業を進めた。 

  

 

・また、豊川用水に導水している天竜川水系においても流況が非常に厳しく、二次節

水対策を行うなど厳しい水量管理を実施されていた。そのような状況において、９

月４日に天竜川水利調整協議会幹事会に緊急導水(2.0 ㎥/s)を依頼し、実施の決定

をいただいた。 
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・その後、豊川流域及び受益地への降雨により、９月 18 日９時に節水対策が全面解

除され、豊川緊急渇水調整協議会により決定された緊急渇水調整対策及び天竜川

水利調整協議会幹事会により決定された緊急導水の実運用には至らなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(イ)影響緩和のための主な対策 

・機構は、豊川用水節水対策協議会の運営、中部支社と連携した天竜川水利調整協議

会との調整、河川管理者による緊急水利調整協議会との調整等様々な連絡・調整を

実施するとともに、関係利水者、特に土地改良区と連携し各管理所において節水期

間中、昼夜を問わずダム・頭首工・水路のきめ細かな水管理を実施した。 

・豊川用水 2,280 万ｍ3の利水補給、調整池から約 880 万ｍ3、佐久間導水から約 760

万ｍ3 の利水補給を行った。これら利水補給によって、農水・工水 40％及び上水

28％の節水対策に抑えることができた。 

・宇連ダムからの利水補給（補給日数 51 日、総補給量 17,130 千㎥） 

・大島ダムからの利水補給（補給日数 41 日、総補給量 5,670 千㎥） 

・７調整池からの利水補給（補給日数 47 日、総補給量 8,800 千㎥） 

・佐久間導水による利水補給（節水期間中の導水量 7,600 千㎥） 

・節水対策がとられた間、宇連ダムや大島ダムからの放流量を下流の頭首工における

必要量に応じて 24時間体制で平常よりきめ細かく操作するなど、貴重な水が有効

に活用されるように施設管理を行った。 

・宇連ダム、大島ダムでは下流頭首工の取水維持のための放流操作（延べ 489 回） 

・大野頭首工では間断かんがいに応じたきめ細かな取水量変更と下流牟呂松原

頭首工での取水維持のための利水補給操作（延べ 293 回） 

・牟呂松原頭首工では夜間断水、降雨状況等に対応するための取水量の変更操作

（下流利水者との事前調整及び取水ゲートの操作等延べ 487 回） 

豊川用水概要図 

（出典：平成 26 年版 日本の水資源 国土交通省） 
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・７調整池ではダム補給の温存と需要変動に応じた補給操作（延べ 329 回） 

・幹線水路においては農業用水の間断かんがいに対応するための送水量の変更

操作（74 箇所の分水工を対象に２日に１回の頻度で操作） 

(ウ)渇水時の広報事例 

・ 中部支社ホームページに節水対策等の情報を掲示 
・ 豊川用水総合事業部及び各管理所玄関に広報用看板、横断幕を設置 

 
 

3.2. 水道事業体における給水制限等の状況 

3.2.1. 愛知県 

(ア)渇水対応の経過及び各事業体における給水制限（減圧給水を含む）の状況 

事業体名 年月日 対策 

豊橋市 8/5 

9/4～9/10 

渇水対策本部設置 

水圧調整 0.01MPa 減圧給水  

豊川市 8/19 

8/20～9/10 

8/23～9/10 

渇水対策本部設置 

小坂井配水ポンプ圧 0.05MPa 減圧（通常より） 

赤坂台減圧弁 0.05MPa 減圧 

蒲郡市 8/5 

8/28～9/10 

渇水対策本部設置 

配水量 25%減   

新城市 8/19 渇水対策本部設置 

田原市 8/5 渇水対策本部設置 

 

(イ)渇水による市民生活への影響 

事業体名 対策 
蒲郡市 減圧給水に伴い赤水発生  

 
(ウ)影響緩和のために実施した主な対策 

・学校等プールの中止及び要請 

・公園等の噴水停止 

・大口需要者への節水要請 

事業体名 対策 
豊橋市 ・配水圧力のコントロールの調整 

・福祉施設浴場の使用中止 
豊川市 ・バルブ調整による水圧調整 

・水圧低下による水圧調整 
・流量調整弁による水圧調整 

蒲郡市 ・配水圧の調整 
・公立入浴施設の休止 
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・旅館組合へ節水要請 
・水飲み場の休止 

新城市 ・バルブ制御による配水圧の調節 
田原市 ・配水池水位調整 

・バルブ制御による配水圧の調整 
・自己水源の揚水量増量 
・緊急水源の活用（一部給水） 
・節水コマ配布（市役所・支所にて） 
・福祉施設浴場の使用中止 

 
(エ)渇水時の広報事例 

事業体名 対策 
豊橋市 ・庁舎等での節水ＰＲ（懸垂幕、ポスター掲示、立て看板、ホー

ムページへの記載） 
・広報誌、公用車による節水ＰＲ 
・市民病院表示システムに節水広報 
・ほの国百貨店に懸垂幕設置 
・豊橋駅ペデストリアンデッキに横断幕設置 
・大型店舗での節水スポット放送 
・節水チラシ等の配布 

蒲郡市 ・庁舎等での節水ＰＲ（懸垂幕、ポスター掲示、立て看板、ホー

ムページへの記載） 
・広報誌、公用車による節水ＰＲ 
・公共施設及びスーパーで立看板設置、放送による啓発 
・防災行政無線による啓発 
・節水チラシ配布（駅前・全戸配布） 

豊川市 
新城市 
田原市 

・庁舎等での節水ＰＲ（懸垂幕、ポスター掲示、立て看板、ホー

ムページへの記載） 
・広報誌、公用車による節水ＰＲ 
・街頭ＰＲ（新城市） 
・節水チラシの全戸配布（新城市） 
・防災無線で高台地域へ広報（新城市） 

 

 

4. 参考文献・ウェブサイト等 

・「平成 26年度版 日本の水資源」国土交通省 

・「平成 25事業年度業務実績報告」水資源機構 

・「災害の記録（平成 25年）」愛知県 
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