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芦田川 昭和４８年７月

～ 昭和４８年９月

５９日間 上水３２％、工水７８％、農水７６％

太田川 昭和４８年７月

～ 昭和４８年９月

５２日間 上水１０％、工水４０％

小瀬川 昭和４８年７月

～ 昭和４８年９月

４９日間 上水５％、工水４０％

芦田川 昭和５３年８月

～ 昭和５３年９月

５０日間 上水４０％、工水８６％

太田川 昭和５３年９月

～ 昭和５３年９月

１０日間 上水１０％、工水１０％

小瀬川 昭和５３年８月

～ 昭和５３年１０月

６１日間 上水１０％、工水５５％

佐波川 昭和５３年８月

～ 昭和５３年１０月

６２日間 上水１０％、工水５０％

芦田川 昭和５７年６月

～ 昭和５７年７月

１６日間 上水１０％、工水８２％、農水５６％

太田川 昭和５７年７月

～ 昭和５７年７月

小瀬川 昭和５７年７月

～ 昭和５７年７月

吉井川 昭和５７年７月

～ 昭和５７年７月

９日間 上水２０％、工水４０％
１２日間 上水５％、工水５５％
７日間 上水２０％、工水２０％

昭和５９年

太田川 昭和５９年１１月 ～ 昭和５９年１２月

２１日間 上水５％、工水１０％

昭和６１年

小瀬川 昭和６１年１２月 ～ 昭和６１年１２月

１４日間 上水５％、工水１０％

昭和６２年

小瀬川 昭和６３年２月

～ 昭和６３年３月

２２日間 上水５％、工水１０％

平成２年

斐伊川 平成２年８月

～ 平成２年８月

６日間 番水実施

平成４年

太田川 平成４年７月

～ 平成４年７月

４日間 上水１０％、工水２０％、農水１０％

斐伊川 平成６年７月

～ 平成６年９月

５９日間 上水２０％、工水２０％、農水２２％

吉井川 平成６年７月

～ 平成６年９月

７１日間 上水３０％、工水３０％、農水７０％

～ 平成６年９月

４５日間 上水２０％、工水３０％、農水５０％

高梁川 平成６年７月

～ 平成６年１２月

１１７日間 上水５０％、工水７０％、農水９０％

芦田川 平成６年７月

～ 平成７年５月

３００日間 上水３０％、工水６８％、農水９０％

太田川 平成６年７月

～ 平成６年１０月

小瀬川 平成６年１２月

～ 平成７年５月

１４４日間 上水１０％、工水５５％

佐波川 平成６年９月

～ 平成７年４月

２２７日間 上水２０％、工水２０％、農水２０％

平成７年

芦田川 平成７年８月

～ 平成８年３月

２２２日間 上水１０％、工水６０％、農水５０％

平成８年

芦田川 平成８年８月

～ 平成８年９月

３９日間 上水５％、工水５０％、農水５０％

平成１４年９月

～ 平成１４年１１月

７０日間 上水１０％、工水２０％、農水３０％

高梁川 平成１４年９月

～ 平成１４年１２月

１０２日間 上水１０％、工水２０％、農水３０％

芦田川 平成１４年１１月

～ 平成１５年３月

１０４日間 工水３０％、農水４０％

日野川 平成１７年６月

～ 平成１７年７月

旭川
平成６年

旭川
平成１４年

平成１７年

平成１９年

平成２０年度

平成６年８月

平成２２年度

平成２５年度

２４日間 上水３５％、工水３５％、農水３５％

高梁川 平成１７年７月

～ 平成１７年７月

４日間 上水１０％、工水１０％、農水３０％

佐波川 平成１９年１月

～ 平成１９年４月

８９日間 上水１０％、工水１０％、農水１０％

日野川 平成１９年５月

～ 平成１９年７月

４５日間 上水２０％、工水２０％、農水２０％

佐波川 平成１９年１１月

～ 平成２０年２月

８７日間 上水３０％、工水３０％、農水３０％

高梁川 平成１９年１２月 ～ 平成２０年１月

２０日間 上水５％、工水５％、農水１０％

小瀬川 平成２０年１月

～ 平成２０年１月

２３日間 上水５％、工水１０％

江の川 平成２０年８月

～ 平成２０年１２月

１１１日間 農水７０％

高梁川 平成２０年８月

～ 平成２０年１１月

７５日間 上水５％、工水１０％、農水２０％

芦田川 平成２０年１１月 ～ 平成２１年３月
平成２１年度

９８日間 上水２７％、工水６０％、農水６０％

１１８日間 工水２０％、農水２０％

日野川 平成２１年５月

～ 平成２１年６月

３３日間 上水２０％、工水２０％、農水２０％

芦田川 平成２１年６月

～ 平成２１年７月

５１日間 工水３０%、農水３０％

小瀬川 平成２２年１２月 ～ 平成２３年３月
佐波川 平成２２年１０月 ～ 平成２３年２月

９２日間 上水５％、工水２０％
１２３日間 上水３０％、工水３０％、農水３０％

日野川 平成２５年５月

～ 平成２５年６月

３２日間 上水５％、工水５％、農水２０％

斐伊川 平成２５年５月

～ 平成２５年７月

４３日間 基準点確保流量７０％減

芦田川 平成２５年６月

～ 平成２５年６月

１０日間 工水２０％、農水２０％

