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中勢用水地区安濃ダムの堆砂対策に向けた検討状況について
農林水産省東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所

１．中勢用水地区の概要

二村

弘喜

志野

尚司

を源に県庁所在地である津市街地の中心部を流
下し伊勢湾に注ぐ流路延長 29 km，総流域面積

中勢用水地区は，三

110 km2 の二級河川であり，平成 26 年 8 月の台

重県のほぼ中央に位置

風 11 号において河川水位がはん濫危険水位を超

する津市及び亀山市の

え避難指示が発令される等，台風等により洪水が

２市にまたがる受益面

堤防を越流しかねない河川である。

積約 3, 200 ha の水田地

安濃ダムは，安濃川河口から約 20 km に位置し，

帯であり，水稲を基幹

平成元年 11 月に完成した重力式コンクリートダ

として小麦，大豆を組

ムであり，主な諸元は以下のとおりである。

み合わせた土地利用型
の水田農業が定着して
いるほか，キャベツ等
の野菜，さつき等の花 図－１ 中勢用水地区位置図
木，みかん等の果樹等，
多様な農産物の生産が行われている。
本地区の基幹的な農業水利施設である安濃ダ
ム，第三頭首工，幹線水路等は，国営中勢用水土
地改良事業（昭和 47 年度～平成 2 年度）により
造成されたが，近年，施設の老朽化やダム貯水池

表－１
位

ダム諸元

置 三重県津市芸濃町河内地内

集水面積 27. 5 km2
堤

長 212.00 m

堤

高 73. 00 m（天端標高 EL.174. 50 m）

堤 体 積 246, 400 m3
洪 水 吐 鋼製ラジアルゲート（設計洪水量：730 m3/s）
貯 水 池 総 貯 水 量：10, 500 千 m3
有効貯水量：9, 800 千 m3
満 水 面 積：0. 49 km2
利 用 水 深：37. 4 m（EL.172. 00 ～ 134. 60 m）

内堆砂の想定以上の進行により施設機能の低下，
維持管理への負担増が生じてきた。
このため，本地区では，施設機能の維持・保全，
施設の長寿命化を図るため，平成 24 年度から国
営施設機能保全事業に着手（平成 33 年度まで）し，
安濃ダムの堆砂対策，第三頭首工や幹線水路等の
改修を行っている。

２．安濃ダムの堆砂状況
（１）安濃ダム
安濃ダムがある安濃川は，経ヶ峰（標高 820 m）
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写真－１

ダム全景
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●
安濃ダムでは，農業利水専用ダムであるが急激

障を来す恐れが懸念されている。

な洪水流入に対応するための制限水位の設定，農

また，安濃ダムは，設計洪水流量以下の出水を

業用水を使い切ったダム空き容量を利用した洪水

安全に流下させるために，堤体頂部の洪水吐ゲ

貯留や，洪水が予測される場合のダム貯留水の事

ート（最大放流量 730 m3/s）と併用して操作する

前放流の運用を行い，安濃川の洪水軽減に取り組

最大放流量 46 m3/s の洪水放流管（φ 1, 600 mm，

んでいる。

管底 EL.126. 7 m）が設置されている。

また，再生可能エネルギーの固定価格買い取り

ダム直上流の堆砂面が標高 EL.125 m まで達し

制度を活用し，ダム河川放流管を利用した小水

ており，この洪水放流管底部まで 1. 7 m の状況と

力発電施設（最大出力 338 kW，年間発生電力量

なっている。今後の堆砂の進行等により洪水放流

938 MWh）の建設が三重県により行われている。

管が閉塞することが考えられ，維持管理に支障を
来すおそれが懸念されている。

（２）堆砂量の推移
安濃ダムの計画堆砂量は，流域の地形地質な
ど を 考 慮 し て 比 堆 砂 量 300 m3/km2/ 年， 供 用
年 数 80 年 と し て 660 千 m3（300 m3/km2/ 年 ×
27. 5 km2 × 80 年）で計画されている。
安濃ダムでは，平成 2 年度から施設管理者であ
る三重県が毎年貯水池に設けた計 17 測線の横断
測線において浅深測量を実施，横断面図を作成し
平均断面法により堆砂量を算出している。平成
24 年には，平成 23 年の堆砂量 598 千 m3 の約 2

図－２

平成 26 年度

総堆砂量及び貯水量概要図

倍の 1, 074 千 m3 の堆砂が確認され，建設当時の
計画堆砂量を大きく超過することとなった。

（３）堆砂形状の推移
ダム貯水池の縦断的な堆砂高（河床高）の推移
をみると，堆砂デルタが徐々にダム軸に向かって
進行しており，平成 24 年以降に堆砂高が大きく
上がっている。

３．ダム流域の状況
写真－２

ダム貯水池全景

安濃ダムの流域面積は，安濃川本流と笹子川，
我賀浦川，北畑川，嘉嶺川，杣谷川，黒曽川の各

このため，貯水池内の詳細な堆砂形状及び堆砂

支流から構成され 27. 5 km2 である。流域の傾斜

量を把握するため，平成 25 年から航空レーザー

度は概ね 28°～ 38°の急傾斜地であり，地質は

測量とマルチビーム測深機を用いた深浅測量を実

領家花崗岩類を基盤岩としており，山腹表層は風

施し，貯水池全体の 1 m メッシュデータを基に堆

化が進んだマサ土となっている。

砂量を算出している。

流域の森林は，スギ・ヒノキの人工林を主体

平成 26 年 11 月時点での安濃ダムの堆砂量は，
3

約 1, 671 千 m となっており，この堆砂量のうち
3

に植生がみられ，最上流部に約 189 ha の国有林，
それ以外は民有林で占めており，土砂流出防備又

有効貯水量域内に約 1, 308 千 m が堆砂しており，

は水源かん養の保安林指定が約 1, 349 ha となって

ダムの貯水機能の低下により用水の安定供給に支

いる。また，一部で間伐などを行う森林整備の実
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堆砂形状（最深河床高）の推移

施がみられるが，森林荒廃が進行している状況に
ある。流域内の砂防・治山対策の実施状況として
は，平成 20 年までに計 108 の堰堤が設置されて
おり，平成元年から平成 20 年にかけて 54 箇所の
治山対策が実施されている。
流域の山腹崩壊等の状況については，平成 18
年，平成 23 年，平成 26 年の航空写真分析により
崩壊面積及び箇所を測定した結果，崩壊等面積
の累加が 7. 07 ha（53 箇所），9. 84 ha（60 箇所），
28. 77 ha（92 箇所）と，平成 23 年以降に豪雨の
頻発により，急激な増加がみられる。また，単位
流域面積当たりの崩壊等面積は，笹子川流域が最
図－４

ダム流域図

も大きく，次いで安濃川流域，我賀浦川流域の順
位となっている。
表－２
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ダム流域山腹崩壊等面積
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●
となっており，２位から４位が平成 24 年以降に

４．ダム堆砂の特徴

発生している。

（１）降雨量とダム流入量
最近年に安濃ダム流域で発生した豪雨記録（峠

（２）洪水流入量と推定堆砂量

観測所）及び洪水記録を表－３に示す。平成 24

ダム貯水池の堆砂は，平成 23 年以降急激に増

年の台風 17 号による豪雨は，最近年でも最も高

加しており，計画堆砂量を大きく超過して進行し

い降雨強度（90 ㎜ /hr，超過確率 1/20）を示し

ている。このような状況から，抜本的な堆砂対策

ており，平成 23 年以降に降雨強度の大きな豪雨

を検討する上で降雨，洪水と堆砂量の関係を分析

が連続して発生している。

し，毎年の土砂流入量を予測することは極めて重

また，平成 25 年の台風 18 号によるダム流入量
3

要である。

は，436 m /s（超過確率 1/71）を示しており，平

このため，流域の土砂流動からダム貯水池の堆

成 24 年以降に超過確率 1/30 を超える洪水が連続

砂に至るプロセスを構造化（モデル化）し，洪水

して発生している。なお，ダム管理開始の平成

流出解析モデル（キネマティックモデル）と河床

3

2 年以降に発生したダム流入量は，１位 761 m /s
3

（平成 5 年）
，2 位 436 ｍ /s（ 平 成 25 年 ），3 位
3

変動を含む土砂流動解析モデル（土砂収支式）を
総合化してダム貯水池における堆砂推移の定量化

3

429 m /s（平成 24 年），4 位 363 m /s（平成 26 年）， を行った。
5 位 234 m3/s
（平成 6 年），6 位 221 m3/s（平成 13 年）
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解析モデルから得られた年間土砂流出量の算定

表－３

最近年の降雨及び洪水記録

図－５

ダム貯水池の堆砂量推移予測
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結果は，以下のとおりである。ダム貯水池の堆砂

浚渫した土砂を骨材資源として有効利用する他，

量は，年間表面流出量の大きさにほぼ比例して増

地域の振興に利用していく方策を検討していくこ

加しており，平成 5 年から平成 7 年，平成 13 年

とも堆砂対策の検討に欠かせないものと考えてい

及び平成 23 年以降の出水によって大きく増加し

る。

ている。また，比堆砂量は，ダム運用後の平均が
3

2,364 m /km/ 年となっている。

また，ダムからの下流河川への土砂放流は，ダ
ム流域（安濃川全流域の 25％）以外の流入河川
からの土砂流出により大規模な堆砂がみられる等

５．堆砂対策の実施及び検討状況
（１）堆砂対策の実施

堆砂が進んでおり，河川堆砂を助長することか
ら，これらの河床変動への影響を検討する必要が
ある。なお，既設ため池の改修や調整池の新設等

現在，安濃ダムでは，国営施設機能保全事業に

による代替水源の確保を前提として，計画堆砂量

おいて安濃川と笹子川の各ダム貯水池直上流に排

の見直しを行い，ダム供用期間内の堆砂を管理し

砂用の貯砂堰堤及びダム貯水池内進入路を造成中

ていくことも視野に入れて検討する必要があると

である。なお，貯砂堰堤２箇所の貯砂容量は，現

考えている。

3

況で造成可能な最大規模 22 千 m で計画してい
る。

写真－４
写真－３

第三頭首工（安濃川中流域）
の排砂状況

施工中の第１貯砂堰堤

（２）貯水池内の堆砂対策の検討

６．将来に向けた堆砂対策

近年の堆砂状況を踏まえれば，堆積土砂を掘削・

ダム貯水池内への土砂流入は，今後の気象条件

浚渫により全て撤去して一時的に機能回復を図っ

の変化やダム上流域の山腹崩壊等の進展により更

3

ても計画堆砂量 660 千 m に対して 10 年程度で

に増大する可能性がある。

満砂になり，ダム供用計画上の残期間が確保でき

このため，安濃ダムを長期に亘って機能を保全

ない。このため，今後貯水池内の堆砂の進行を抑

するためには，ダム貯水池内堆砂の管理と土砂供

制する方策（恒久的な対策）が不可欠となってい

給源であるダム上流域の山腹崩壊等を抑制するこ

る。

とが重要であり，利水，砂防，治山及び森林整備

貯水池内の堆砂対策としては，一般的に掘削・
浚渫排砂，フラッシング排砂，スルージング排砂，

等の流域関係機関が一体となって堆砂対策に取り
組むことが必要である。

排砂バイパス等により，定期的に土砂を排出する

安濃ダムでは，農業部局のほか森林部局，河川

ことが考えられるが，安濃ダムの特性を考慮して

部局の一体となった取組が必要との認識の下，平

これら工法の適用可能性について検討している。

成 26 年に関係行政機関等により「安濃ダム及び

一方，大量に搬出される土砂の処分場をダム周

安濃川に設置された頭首工における堆砂対策連絡

辺で確保していくことも容易ではないため，掘削・

協議会」（事務局：三重県津農林事務所）を設置
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●
しており，堆砂対策に関する情報共有及び意見交

砂流出の抑制対策は，その効果が出始めるのは相

換を行うなど，流域の保全・整備に向けた検討を

当の年数が必要となる。一方，ダム貯水池の堆砂

開始している。

は，わずか 20 年で計画堆砂量を遙かに上回る堆

また，三重県では，平成 26 年 4 月から「みえ
森と緑の県民税」（森林環境税）をスタートさせ，
県と市町がこの税（年間予定納税額約 10 億円）

砂により貯水容量の著しい減少とともに，洪水放
流設備への影響が懸念されている。
このような状況を踏まえ，東海農政局木曽川水

を活用し新たな森林づくりの取組を開始し，安濃

系土地改良調査管理事務所では，平成 27 年度か

ダム流域内においても土砂や流木の流出を抑制す

ら地域方向整備検討調査「伊勢平野中央地区」に

る災害緩衝林整備事業に着手しているところであ

着手し，ダムの貯水機能の回復と堆砂の移動・進

る。

行に伴うダム洪水放流設備・取水設備の機能喪失
を防止するための恒久的な堆砂対策の検討ととも

７．おわりに
安濃ダムの堆砂対策については喫緊の課題とな

に，将来にわたり用水の安定供給及び適切な維持
管理が実施可能となる事業構想の早期樹立に取り
組んでいる。

っている。ダム流域の森林保全・整備等による土
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