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新規利水対策案

参考資料－４川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第１回）

川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第６回幹事会）

※川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第4回幹事会）資料抜粋、一部加筆



◇概略評価による新規利水対策案の抽出結果 新規利水

新規利水対策案の概略評価の結果、新規利水対策案Ⅰ－４、Ⅱ－３、Ⅲ－２、Ⅲ－１１、Ⅳ－７、Ⅳ－９の６案を抽出した。
今後、現行計画（川上ダム）と抽出した６案について総合評価を実施する。
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現行計画 新規利水

川上ダム貯水容量配分図

【現行計画の概要】
・淀川水系前深瀬川に洪水調節、流水の正常な機能の維持（既設ダムの堆砂除去のための代替補給
を含む）、新規利水（水道用水の確保）を目的とする多目的ダムを建設する。

・川上ダムを建設することにより、伊賀市の必要な水量を確保する。
・川上ダム建設予定地は、家屋移転は完了しており、ダム本体工事、付替道路工事等を行う。

【現行計画の概要】

■川上ダム
型式：重力式コンクリートダム
堤高：90m
集水面積：54.7km2

貯水面積：1.04km2

総貯水容量：31,000千m3

堤頂：EL.282.0m

ダム高
90m

サーチャージ水位：EL.276.9m

洪水調節容量

14,400千ｍ３
常時満水位：EL.262.0m

洪水期制限水位：EL.260.7m

総
貯

水
容

量
3
1
,0
0
0
千

ｍ
３

低水位：EL.227.3m

洪水期利水容量

14,800千ｍ３

非洪水期利水容量

15,700千ｍ３

流水の正常な機能の維持

11,300千ｍ３

流水の正常な機能の維持
3,000千ｍ３

既設ダムの堆砂除去
のための代替補給
8,300千ｍ３

水道用水

3,500千ｍ３

流水の正常な機能の維持

13,400千ｍ３

流水の正常な機能の維持
5,100千ｍ３

既設ダムの堆砂除去
のための代替補給
8,300千ｍ３

水道用水

2,300千ｍ３

基礎岩盤：EL.192.0m

堆砂容量
1,800千ｍ３
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新規利水対策案Ⅰー４：ため池（かさ上げ） 新規利水

上野地区

青山地区

大山田地区

阿山地区

伊賀地区

三重県伊賀市の ため池 位置図

川上ダム

● ため池

ため池かさ上げ イメージ図

出典：淀川水系流域委員会資料

出典：淀川水系流域委員会資料

【新規利水対策案の概要】
・伊賀市に点在する約320個のため池をかさ上げすることにより必要な水量を確保する。
・かさ上げを行うため池では、低水管理を含む維持管理に必要な設備を設置する。
・ため池のかさ上げに必要な用地取得を行う。

・集水面積がないまたは小さいため池が多いため、年間を通じて安定した取水ができない
場合がある。

【新規利水対策案の概要】

■ため池（かさ上げ）

ため池かさ上げ 約320個
合計容量 ：約350万m3

用地取得 約340ha
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新規利水新規利水対策案Ⅱー３：水系間導水

川上ダム

宮川第二発電所放水口

水系間導水想定ルート

ゆめが丘浄水場

【新規利水対策案の概要】
・近接する水系の水利用状況を踏まえ、発電後直接海に放流されている宮川第二発電所

の発電に利用された流水（常時使用水量6.56m3/s）を取水し、前深瀬川まで導水する導水
路を整備することにより必要な水量を確保する。
・導水路では、取水施設、送水ポンプ、中継ポンプを整備する。
・取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。

【新規利水対策案の概要】

■導水施設

導水路 Φ=600mm、L=約100km
取水施設 1式（用地取得を含む）

ポンプ施設 1式（用地取得を含む）
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新規利水対策案Ⅲー２：他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム） 新規利水

青蓮寺ダム及び導水路位置図

青蓮寺ダム

取水地点

【新規利水対策案の概要】

・青蓮寺ダムの利水容量の一部を買い上げ伊賀市利水容量とすることにより必要な水量を
確保する。

・名張川から木津川への導水路を整備する。
・導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。
・取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。

・青蓮寺ダムにかかる利水権利者と、容量買い上げの費用、実施時期等についての調整
が必要となる。

【新規利水対策案の概要】

■他用途ダム容量の買い上げ

青蓮寺ダムの容量買い上げ 約650万m3

■名張川から木津川への導水

導水路 Φ=600mm、L=約9km
取水施設 1式（用地取得を含む）

ポンプ施設 1式（用地取得を含む）

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ600mm

他用途ダム容量の買い上げ

施設名称 買い上げ容量

青蓮寺ダム 約650万m3
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新規利水対策案Ⅲー11：他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム＋比奈知ダム） 新規利水

【新規利水対策案の概要】

・青蓮寺ダム、比奈知ダムの利水容量の一部を買い上げにより伊賀市利水容量とすること
により必要な水量を確保する。

・名張川から木津川への導水路を整備する。
・導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。
・取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。

・青蓮寺ダム、比奈知ダムにかかる利水権利者と、容量買い上げの費用、実施時期等につ
いての調整が必要となる。

【新規利水対策案の概要】

■他用途ダム容量の買い上げ

青蓮寺ダムの容量買い上げ

比奈知ダムの容量買い上げ

■名張川から木津川への導水

導水路 Φ=600mm、L=約9km
取水施設 1式（用地取得を含む）
ポンプ施設 1式（用地取得を含む）

青蓮寺ダム、比奈知ダム及び導水路位置図

青蓮寺ダム

取水地点

比奈知ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ600mm
他用途ダム容量の買い上げ

施設名称 買い上げ容量

青蓮寺ダム

比奈知ダム
約650万m3

約650万m3

6



青蓮寺ダム

取水地点

比奈知ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ600mm

新規利水対策案Ⅳー７：ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）＋他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺＋比奈知ダム） 新規利水

比奈知ダム かさ上げ イメージ図

青蓮寺ダム、比奈知ダム及び導水路位置図

【新規利水対策案の概要】
・比奈知ダムの約3.5mのかさ上げおよび青蓮寺ダム、比奈知ダムそれぞれの利水
容量の一部を買い上げ伊賀市利水容量とすることにより必要な水量を確保する。

・名張川から木津川への導水路を整備する。
・比奈知ダムのかさ上げ、導水路整備に伴い、用地取得および住居等の移転を行う。

・青蓮寺ダム、比奈知ダムにかかる利水権利者と、容量買い上げの費用、実施時期
等についての調整が必要となる。

【新規利水対策案の概要】

■ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）

比奈知ダム 約3.5mかさ上げ

必要な容量 V=約590万m3

用地取得 約6ha
住居移転 4戸

■名張川から木津川への導水
導水路 Φ=600mm、L=約9km
取水施設 1式（用地取得を含む）
ポンプ施設 1式（用地取得を含む）

■他用途ダム容量の買い上げ

青蓮寺ダムの容量買い上げ

比奈知ダムの容量買い上げ

堆砂容量 240万m3

利水容量 940万m3

洪水調節容量

900万m3

かさ上げ

必要な容量 590万m3

堆砂容量 240万m3

利水容量 940万m3

洪水調節容量

900万m3

他用途ダム容量の買い上げ

施設名称 買い上げ容量

青蓮寺ダム

比奈知ダム
約120万m3

約120万m3
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新規利水対策案Ⅳー９：ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）＋ため池（かさ上げ） 新規利水

出典：淀川水系流域委員会資料

三重県伊賀市の ため池 位置図

ため池かさ上げ イメージ図

【新規利水対策案の概要】
・比奈知ダムの約3.5mかさ上げ、および伊賀市内に点在する約60個のため池のか
さ上げにより必要な水量を確保する。

・名張川から木津川への導水路を整備する。
・かさ上げを行うため池では、低水管理を含む維持管理に必要な設備を設置する。
・導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。

・比奈知ダムのかさ上げ、ため池のかさ上げ、導水路整備に伴い、用地取得および
住居等の移転を行う。

【新規利水対策案の概要】

■ため池（かさ上げ）

ため池かさ上げ 約60個
合計容量 ：約65万m3

用地取得 約60ha

■ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）

比奈知ダム 約3.5mかさ上げ

必要な容量 V=約590万m3

用地取得 約6ha
住居移転 4戸

■名張川から木津川への導水
導水路 Φ=600mm、L=約9km
取水施設 1式（用地取得を含む）
ポンプ施設 1式（用地取得を含む）

取水地点

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ600mm

比奈知ダム

比奈知ダム及び導水路位置図 比奈知ダム かさ上げ イメージ図

堆砂容量 240万m3

利水容量 940万m3

洪水調節容量

900万m3

かさ上げ

必要な容量 590万m3

堆砂容量 240万m3

利水容量 940万m3

洪水調節容量

900万m3
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