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 既存ダムの洪水調節機能強化については、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調

節に最大限活用できるよう、関係省庁の密接な連携の下、速やかに必要な措置を講じるよう、

令和元年 12 月 12 日に既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針が示されたところであ

る。本稿では、農業用利水ダムである穂別ダムにおける洪水調節機能の強化に向けた取組を事

例に、治水協定締結までの検討状況や課題について報告する。 
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１．穂別ダムの概要 

 
 穂別ダムは、直轄かんがい排水事業鵡川沿岸地区

（昭和 46 年〜昭和 59 年）において、農業用水の安

定供給を目的に造成された利水ダムである。（表-

1,写真-1） 

 現在は、穂別ダムを含む鵡川沿岸地区や鵡川地区

で造成された用水施設が凍害や凍上の影響により劣

化し（写真-2）、農業用水の安定供給に支障をきた

していることから、国営かんがい排水事業新鵡川地

区（平成 26 年〜）において整備を実施していると

ころである。（表-2,図-1） 
 

 
写真-1 穂別ダムの状況 

 
写真-2 洪水吐劣化状況（ひび割れ・鉄筋露出） 

表-1 穂別ダムの構造 
ダム名 位置 形式 堤高 

堤頂長 
(m) 

貯水量 
(総貯水量) 
(千 m3) 

穂 別 ダ

ム 
勇 払 郡

む か わ

町 穂 別

長和 

中心遮水

ゾーン型

フィルダ

ム 

堤高 
38.9 
堤頂長 
283.22 

10,330 

 
表-2 新鵡川地区の概要 

 
 

 
図-1 新鵡川地区概要図 
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２. 洪水調節機能強化について 
  

令和元年の台風 19 号等を踏まえ、水害の激甚

化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等

を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量

を洪水調節に最大限活用できるよう、関係省庁の密

接な連携の下、速やかに必要な措置を講じるため、

令和元年 12 月 12 日、既存ダムの洪水調節機能強化

に向けた検討会議において、既存ダムの洪水調節の

強化に向けた基本方針（以下、「基本方針」とい

う。）が定められた。 

 洪水調節機能の強化に向けた検討は、基本方針に

基づき、全てのダムを対象に行われ、国管理の一級

水系については、令和 2 年 5 月までに治水協定を締

結することとなった。 

 

(1)治水協定について 

本協定は、河川管理者、ダム管理者、利水者で締

結される。洪水調節機能強化の取組は、本協定に

基づき行うこととなる。 

協定の主な内容は以下のとおり。 

◯洪水調節機能強化の基本方針 

・水害が予想される際における洪水調節容量 

と洪水調節に利用可能な利水容量（洪水調 

節可能容量） 

・時期ごとの貯水位運用の考え方 

◯事前放流の実施方針 

・事前放流の実施判断の条件（降雨量等） 

・事前放流の量（水位低下量）の考え方 

◯緊急時の連絡体制の構築 

・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関

係地方公共団体の間で、洪水中にも即時・直

接に連絡を取れる体制の構築 

◯情報共有のあり方 

・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関

係地方公共団体の間で、共有する情報（降雨

予測手法、ダムの水位・流入量・放流量、下

流河川の水位、避難に係る発令状況等）及び

その共有方法 

◯事前放流により深刻な水不足が生じないよう

にするための措置がある場合にはその内容（水

系内での弾力的な水の融通方法等） 

◯洪水調節機能の強化のための施設改良が必要

な場合の対応 

 

(2)洪水調節機能強化の取組内容 

洪水調節機能強化は、現行設備による放流によ

り、洪水調節可能容量の範囲内において、「事前放

流」と「時期ごとの貯水位運用」により取り組む。 

a)事前放流 

「事前放流」とは、治水協定及び実施要領に

基づき、予測降雨量が基準降雨量を超過した時

に、最大３日前から貯水位を低下させる放流を

いう。また、事前放流の態勢解除までの間にお

ける、貯水位維持のための放流も含む。(図-2） 

 
図-2 事前放流イメージ 

b)時期ごとの貯水位運用 

「時期ごとの貯水位運用」とは、治水協定及

び実施要領に基づき、水利用への補給を行う可

能性が低い期間等に、あらかじめ貯水位を低下

させる運用をいう。また、貯水位低下後の水位

維持のための放流を含む。（図-3） 

 
図-3 貯水位運用イメージ 

 

 

３.  穂別ダムにおける取組について 
 

(1)  治水協定締結までの経緯 

 

a)鵡川水系既存ダムの洪水調節機能強化に係る協

議の場設立 

 治水協定の締結のため、令和 2年 1月 30 日、河

川管理者（室蘭開発建設部、胆振総合振興局、上

川総合振興局）、ダム管理者（むかわ町）、関係

利水者（室蘭開発建設部、鵡川土地改良区、北海

道電力）において鵡川水系既存ダムの洪水調節機

能強化に係る協議の場を設立。 

b)取組内容の検討 

 令和 2 年 2 月より室蘭開発建設部（農業担当）

において、取組内容を検討。 

 事前放流量は、常時利用している取水設備の能

力により目標となる事前放流水位を設定した。 

 貯水位運用は、農業の用水供給に影響がないよ

う、過去 10 ヶ年の最高貯水位を基本に、あらかじ

め下げておく貯水位（目標水位）を設定し、行う

こととした。（図-4） 
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図-4 穂別ダムの取組内容 

c)関係機関との調整 

 令和 2 年 4 月よりむかわ町と鵡川土地改良区と

調整を開始。両機関へ取組内容を説明し 4 月末ま

でに了解を取り付けた。 

d)協議の場の開催 

 初回は令和 2年 1 月 30 日に開催。協議の場設置

目的や今後のスケジュール等を確認。第２回は令

和 2 年 5 月 29 日に開催。室蘭開発建設部（河川担

当）から治水協定最終案が提示され、協議の場メ

ンバーから質問・意見を確認。 

e)治水協定の締結 

第 2 回の協議の場において異議がなかったこと

から、令和 2年 5月 29 日付で締結。 

f)穂別ダム事前放流等実施要領の作成 

締結した治水協定に基づき、室蘭開発建設部

（農業担当）において、事前放流の開始基準、中

断基準等を規定する実施要領の作成と管理規程の

変更を行い、令和 2 年 10 月 29 日付で河川管理者

と同意した。 

 

(2)  生じた課題と対応 

a)協定締結までのタイトなスケジュール 

一級水系である鵡川水系の治水協定は、基本方

針が示された令和元年 12 月から 5 月末までの約 6

ヶ月間で締結させる必要があった。 

関係利水者である室蘭開発建設部（農業担当）

としては、農林水産省からの説明会で、洪水調節

機能強化の目的、取組内容等について説明を受け

た後、その内容を短時間で理解し、むかわ町や鵡

川土地改良区へ取組を説明し理解してもらう必要

があり苦労した。 

また、短時間で具体の取組内容を検討する必要

があったため、事前にむかわ町や鵡川土地改良区

と調整を行えなかった。今回は、両機関とも、洪

水調節機能強化の取組に理解があったため、建設

部案で了解され 5 月末の治水協定締結に間にあっ

た。ただし、建設部で示した案の調整が必要とな

った場合、5 月末までの治水協定締結はできない

恐れがあった。 

b)事前放流により深刻な水不足となる恐れが生じ

た場合の対応 

治水協定では「事前放流実施後、貯水位が回復

せず、ダムからの補給による水利用が困難となる

恐れが生じた場合、河川管理者は水利用の調整に

関して関係利水者の相談に応じ、必要な情報を提

供し、関係者間の水利用の調整が円滑に行われる

よう努める。」とされているが、水利用の調整が

担保されているわけではない。事前放流が空振り

に終わり水不足となってしまい、水利調整によっ

ても解消できず減収まで至った場合の補償を、現

時点で、国や道で行える制度はない。 

c)事前放流方法の周知 

事前放流の方法については、国土交通省作成の

「事前放流ガイドライン」や農林水産省が作成し

た手引きなどに記載されているが、むかわ町から

は、具体的に、穂別ダムにおいて、どのような操

作となるのかシミュレーションをしてみたいとの

要望があった。 

今後、可能な範囲で、具体の対応を「訓練」と

いう形で行うなどして、実際に行う操作をむかわ

町に理解してもらうよう、室蘭開発建設部（河川

担当）等と調整していきたい。 

d)新型コロナウイルス感染拡大 

本年 1 月下旬、道内で初の新型コロナウイルス

の感染が確認され、その後感染拡大が進み、2 月

28 日には北海道で、4 月 7 日には国で、緊急事態

宣言が発表された。 

このような状況の中で、むかわ町や鵡川土地改

良区への取組内容説明については極力メール、電

話、web 会議システムで対応した。また、3 回開催

された協議の場は1回目が対面、2回目からは書面

開催として対応した。 

対面での対応を極力控えていたため、最初は協

議会メンバーとの意思疎通がとりづらいと感じて

いたが、メンバーの協力もあり、何とか期限内に

協定締結できた。 

 

 

目標水位ライン 
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４. 今後の洪水調節機能強化の取組の展開 

 

近年頻発している激甚な水害や気候変動による今

後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備え、

集水区域から氾濫域にわたる流域全体のあらゆる関

係者が協働して、流域全体で水害を軽減させる治水

対策「流域治水」を推進するため、令和 2 年 8 月、

鵡川・沙流川流域治水協議会を設立した。（表-3） 

本協議会において、今年度末までに、流域全体で

早急に実施すべき対策の全体像である「流域治水プ

ロジェクト」（図-5）を策定予定で、穂別ダムで行

っている事前放流等の対応も対策として位置づけら

れる予定としている。 
表-3  鵡川・沙流川流域治水協議会構成員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

５. 最後に 
 

近年の水害により農林水産業においても甚大な被

害が発生していることを踏まえ、農業用ダムにおい

ても基本方針に沿って洪水調節機能の強化に取り組

むほか、流域全体で水害を軽減させる治水対策を推

進していくことは重要である。 

一方で、穂別ダムを含む農業用ダムにおいては、

利水に影響のない範囲で取組を検討することも必要

である。 

穂別ダムは、施設の能力や過去の貯水実績などか

ら現在の取組内容を設定したが、今後、ダムの状況

に応じて取組内容を見直すこと、また、取組を支援

する制度拡充の検討も必要になると考える。 
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図-5 鵡川水系流域治水プロジェクト【中間とりまとめ】（案） 
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