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山口河川国道事務所

国土交通省中国地方整備局

お知らせ

令和２年１２月１１日

■場 所
山口河川国道事務所 第一会議室
（新型コロナウィルス感染拡大防止のため、Web会議を併用して行います）

■日 時
令和２年１２月１５日（火） １０：００～

【問い合わせ先】 国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所

副 所 長（河川） 柳田 敏信

【担 当】河川管理課長 光井 伸典

電話番号 （０８３５）２２－１８９０（河川管理課直通）

【広報担当】計画課長 和田 康正

やなぎだ としのぶ

みつい しんすけ

山口河川国道事務所ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/

令和2年度佐波川渇水調整協議会(第1回委員会)開催

佐波川流域の令和２年１１月の１ヶ月間降水量は２５．２ｍｍ【速報値】と過去１０ヶ年（H２２～
R１）平均の３４％と極端に少ない降雨でした。
また、１２月に入ってから今日（１１日９時）まで佐波川流域の降雨量は、０．２ｍｍ【速報値】の
状況です。

そのため佐波川ダム及び島地川ダムの貯水量が低下し、１２月１１日９時現在、佐波川ダム
の貯水量は５，５５１千m3 、貯水率４１．７％、島地川ダムの貯水量は８，６２３千m3 、貯水率

６９．５％（２ダム合計の貯水量は１４，１７４千m3 、貯水率５５．２％）で、２ダム合計の貯水率
は平年の約６６．３％となっています。

このまま雨が降らない状態が続くと、１２月中旬には２ダム合計の貯水率が５０％を下回るこ
とが予想されます。

このため、山口河川国道事務所では、１２月１５日（火）１０時００分から山口河川国道事務所
において佐波川渇水調整協議会を開催し、今後の対応を協議します。

佐波川水系の渇水時における関係利水者間の水利使用の調整を円滑に行い、適切な水
利使用の推進を図ることを目的として、昭和５７年６月１６日に設置されました。

資料提供先

～佐波川渇水調整協議会とは～

わだ やすまさ



（別表）

所属 部局名 委員 幹事

国土交通省 山口河川国道事務所 事務所長

副所長（河川）

山口県 土木建築部 河川課長

主査

防府土木建築事務所 所長

次長

防府土木建築事務所 支所長
山口支所

維持管理第二課長

佐波川ダム管理事務所 所長

主査

山口市 徳地総合支所 支所長

地域振興課長

土木課長

防府市 市長

　総合政策部 政策推進課長

　産業振興部 農林漁港整備課長

周南市 市長

　新南陽総合支所 地域政策課長

利水者 山口県企業局 公営企業管理者

電気工水課長

　佐波川工業用水道事務所 所長

　東部発電事務所 所長

　周南工業用水道事務所 所長

防府市上下水道局 上下水道事業管理者

水道課長

周南市上下水道局 上下水道事業管理者

浄水課長

防府市佐野堰土地改良区 理事長

防府市防府土地改良区 理事長

防府市金波土地改良区 理事長

佐波川渇水調整協議会名簿
令和2年12月11日現在



・佐波川の渇水対応の経過　（ H18年以降　）

施 設 名 河川名 制 限 月 日 上 水 工 水 農 水

佐波川 佐波川ダム（補助） 佐波川  H18 12/13：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

島地川ダム（直轄） 島地川  H19  1/10：佐波川渇水調整協議会（委員会）

 H19  2/19：佐波川渇水調整協議会（委員会） 特になし

 H19  4/16：佐波川渇水調整協議会（委員会）

 H19  6/12：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

 H19  6/18：佐波川渇水調整協議会（委員会）

 H19 10/25：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

 H19 11/16：佐波川渇水調整協議会（委員会） 一次
H19.11.27
9:00～

10 10 10 特になし

 H19 12/12：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

 H19 12/19：佐波川渇水調整協議会（委員会） 二次
H19.12.20
9:00～

30 30 30 特になし

 H20  1/23：佐波川渇水調整協議会（委員会） 緩和
H19.1.24
9:00～

10 10 10 特になし

 H20  2/20：佐波川渇水調整協議会（委員会） 解除
H20.2.21

9:00

 H21  10/7：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

 H21  11/6：佐波川渇水調整協議会（委員会）

 H22  9/17：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

 H22  9/27：佐波川渇水調整協議会（委員会） 一次
H22.10.25
9:00～

10 10 10 特になし

 H22 11/17：佐波川渇水調整協議会（幹事会） 二次
H22.12.2
9:00～

20 20 20 特になし

 H22 12/13：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

 H22 12/16：佐波川渇水調整協議会（委員会） 三次
H22.12.17
9:00～

30 30 30 特になし

 H23  1/12：佐波川渇水調整協議会（幹事会） 緩和
H23.1.17
9:00～

10 10 10 特になし

 H23  2/23：佐波川渇水調整協議会（委員会） 解除
H23.2.24

9:00

 H29  6/22：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

 R2    1/9：佐波川渇水調整協議会（幹事会）

10

被害状況

一次
H19 1/19
～

H19 4/17
10 10

そ　　の　　他水系名 会 議 開 催
関 連 施 設 名

取 水 制 限

実　施　状　況　（％）

H18年 取水制限の実施日数は、８９日間

H19年 取水制限の実施日数は、８７日間

H22年 取水制限の実施日数は、122日間



■近年の主な渇水 （ 佐波川 ）

年 次

昭和５３年 昭和５３年８月　 ～　昭和５３年１０月 ６２日間 上水１０％，工水５０％

平成　６年 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１８年 平成１９年１月　 ～　平成１９年４月 ８９日間 上水１０％，工水１０％，農水１０％

平成１９年 平成１９年１１月　 ～　平成２０年２月 ８７日間 上水３０％，工水３０％，農水３０％

平成２２年 平成２２年１０月　 ～　平成２３年２月 １２２日間 上水３０％，工水３０％，農水３０％

制　　限　　期　　間 最 大 取 水 制 限 率



R２年度 渇水状況（R2.12.10撮影）

島地川ダム（高瀬湖）

佐波川水系

佐波川水系

佐波川ダム（大原湖）
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山口河川国道事務所

第一会議室
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