
平成２５年９月２日（月） 

利根川水系渇水対策連絡協議会 

（事務局：関東地方整備局） 

 

 

 

利根川水系における節水対策等の取り組み状況について 

【取水制限開始後】 
 
 

１．取水制限に伴う対応・影響（別紙－１） 

２．節水対策（別紙－２） 

 

※本資料は、平成 25年 8月 21日時点で整理したものです。 

 



別紙-１（取水制限対応・影響）

都県名 種別 取水制限に伴う対応・影響 備　考

上水 取水制限１０％の減量分は、多摩川水系を活用し、効率的な水運用を図る。 別紙－①、②、③

工水 特になし

取水ポンプのインバーターを調節し節水を行う。

用水路の生態系に影響が無いように水深を維持するため、堰を設ける。

水需要に応じて地下水、県内水源を活用

配水圧調整（減圧）の実施

渇水対策本部の設置、本部会議の実施

給水装置関連及び漏水修理業務の委託業者に対し、依頼があった場合の早急な対応を依頼

上水
影響

現在のところ影響なし

受水企業（対象２０１社）に取水制限にかかる節水対応の説明会を開催し、節水の協力を要請

「千葉県企業庁節水対策本部」を設置し、河川流況、降雨状況、ダムの貯水状況及び国による
取水制限に係る情報を収集し、事業間調整及び受水企業に情報の提供を行った。

今後の取水制限の強化（１０％⇒⇒⇒２０％、３０％）に備えて企業アンケートを実施し、余裕の
ある企業から供出を求め、不足する企業への調整を図っている。

千葉県企業庁ホームページを活用し、受水企業に対して上記内容等について周知を図った。

工水
影響

現在のところ影響なし

各管理工区へ１０％取水制限が開始された旨の電話連絡

調整水槽の運用水位を低下

毎週水曜日に用水の休止を行うことを決定

水田は番水等の対応で用水供給を実施。

番水及び反復利用の強化により、用水不足への対応を実施。

通常は24時間取水であるが、取水制限への対応として夜間の取水を取りやめた。 

取水制限に伴う不足用水を反復機場で補っているため、電気料金が嵩み維持管理費が増高
している。

現時点で被害報告はないが、コシヒカリの登熟が多少遅れているため、このまま用水が不足
すると減収と乳白米・胴割粒等の発生による品質低下が危惧される。

現時点で被害報告はないが、取水制限により谷津上流部では水の出にくい状況が続いてお
り、作柄への影響が懸念される。

現時点では影響については不明であるが、今後、用水不足が生じた場合、乳白米等の品質低
下や収量低下が考えられる。

農水
対応

農水
影響

農水

東京都

別紙－④

別紙－⑤

千葉県

上水
対応

工水
対応



別紙-１（取水制限対応・影響）

都県名 種別 取水制限に伴う対応・影響 備　考

7/23(火)に，庁内関係各課からなる第10回県渇水対策連絡会議を開催し，利根川の取水制
限の実施を受け，「警戒体制」から「緊急体制」に移行するとともに，関係部局がより一層連携
を密にして，節水要請や被害状況の把握，関係機関との連絡調整を図ることを確認。

7/24(水)に，　県のＨＰ（重要情報）に取水制限の実施の情報を掲載。

7/23(火)に，茨城県企業局と受水団体において，取水制限に関する対応を協議(会議開催)。

企業局の浄水場間で調整・連携して不足する水量の融通を図った。

7/24(水)に，　農村計画課から利根川及び鬼怒川を管内にもつ農林事務所及び土地改良
事業団体連合会に節水協力を要請。

7/24(水)に，　利根川及び鬼怒川を管内にもつ農林事務所及び土地改良事業団体連合会
から管内土地改良区に節水協力を要請。

利根川の１０％の取水制限により県営水道としては、各受水団体が有する自己水源の状況を
踏まえ、受水団体３４市１８町３企業団のうち２９市９町３企業団への送水量を減量している

各水道事業体から渇水対応について報告（毎週月曜日）

地下水の水位監視を強化

県営公園施設のトイレや手洗いの水量をバルブにより減量。

その他（個別施設等の対応）
給湯用ポットの数量減、水道元栓の調整、トイレに擬音装置を設置、節水コマの設置、洗車用
蛇口の減、公園施設での井戸水の有効利用、雨水を貯留し有効利用

８月１日発行の産業技術総合センターメールマガジンに企業関係者あてに節水協力依頼の記
事を掲載

関係１３商工団体、利根川水系に水利権を持つ３社に節水協力依頼文書を発送（２５．７．２４）
彩の国工場指定企業４７５社に節水協力依頼文書を発送（２５．７．２５）

農水 利根川・江戸川から取水している土地改良区に節水啓発チラシを配布し、節水要請

上水
（用水
供給）

【対　応】
　受水市町村へ渇水情報を提供し、節水を要請している
【影　響】
　受水市町村へは現在のところ影響は出ていない

上水
（市町
村水
道）

　１０％取水制限時においては、給水への影響はほとんどないが、各水道事業者においては、
節水についての広報を実施。広報は、市町村のホームページや各種広報誌において節水の
呼びかけを行っている。
　また、一部の水道事業者においては、予備水源としての地下水の稼働準備を実施。

工水
（用水
供給）

【対　応】
　企業への節水を要請
　利根川上流水源の状況を適宜情報提供
【影　響】
　受水企業へは現在のところ影響は出ていない

末端の利水者で用水不足が生じている地域がある。

（対応等）
用水路に仮設ポンプを設置し、反復利用を行っている。

茨城県

全般

別紙－⑥

群馬県

上水

農水

上水

農水

工水

埼玉県



別紙－①

東京都　取水制限における対応



別紙－②

東京都　取水制限における対応



別紙－③

東京都　取水制限における対応



別紙-④

千葉県　取水制限における対応



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：分水工 

：東幹線ブロック 

：西幹線ブロック 

番水の実施状況について 

（千葉県根木
ね こ

名
な

川用水の事例） 
 

○土地改良区の節水の取組みとして、番水が実施されている。 
  
○根木名川土地改良区では、７月 24日から、受益地を３つのブロックに分割

し、ブロック毎に１日間通水、２日間断水の３日のローテーションを開始。
 

 

番水とは、節水のための配水管理

で、用水区域内を区分し、区分した

地区毎、またはほ場毎に順番と時間

を決めて数日間隔で配水する方法 

番水による送水操作 

東幹線 100%送水 西幹線 0%送水停止 

水管理システム 

通常は、東幹線・西幹線とも 100％の
開度で送水しているが、節水対策とし
て交互に送水する「番水」を実施。 

事例① 

：中央幹線ブロック
３
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク

：番水(配水)の順序

－8－

kt820701
長方形

kt820701
長方形

kt820701
テキストボックス
【千葉県】取水制限における対応　

kt820701
長方形

kt820701
テキストボックス
別紙－⑤



別紙－⑥

群馬県　取水制限における対応

　＜用水の反復利用＞



別紙-２（節水対策）

都県名 種別 節水対策及び工夫 備　考

都庁舎内電光掲示板による節水の呼び掛け

局庁舎、サービスステーション庁舎への懸垂幕等の掲出

都庁舎、局庁舎、サービスステーション庁舎への節水ステッカーの貼付
東京都特別区（２３区）、都営水道２６市町に節水ステッカー,節水シールを貼付依頼
サービスステーション窓口にて節水ステッカー、節水シールを住民に配布

東京都提供番組（テレビ・ラジオ）による節水の呼び掛け

国関係各省庁（４２箇所）へ節水依頼文書を送付
東京都特別区（２３区）、都営水道２６市町に節水依頼文書、住民への節水周知依頼文書を送付

渇水対策本部長名による市町村長・水道企業団に対する節水啓発依頼文書発送（２５．５．１８、２５．
７．２３）

渇水対策本部長名による県庁（教育・警察含む）各課所長に対する節水啓発依頼文書発送（２５．５．
１８及び２５．６．１８、２５．７．２３）

節水のため県庁舎における、男子小便器の予備洗浄機能（トイレ前に立つとすぐに予め洗浄する機
能）の中止（１回０．５Ｌ）１日節水想定３，５００L（２５．５．２０～）

節水啓発懸垂幕の掲示（埼玉県庁本庁舎、１４地方庁舎・合同庁舎、県営浄水場）(２５．５．１７～）

道路情報表示板で通行止め情報などの表示が必要でない箇所について、「水がピンチ！」の表示（埼
玉県及び道路公社管理　表示１３箇所／全体数２４箇所）

節水に関するチラシを県内６３市町村、水道企業団、県地域機関、教育地域機関、警察地域機関、そ
の他公園等県関係施設に配付（２５．７．２５）

8/21更新

県ＨＰに「節水への取組例」を掲載し，節水啓発を広報。

８月１日発行の埼玉県広報誌「彩の国だより」に節水の啓発に関する記事を掲載 8/21更新

テレビ埼玉、ＦＭラジオで節水の協力依頼を放送 8/21追加

県警関係の公用車洗車時にバケツ利用の啓発を実施。 8/21追加

県、県警等の関係団体へ節水協力要請 8/21追加

８月１日発行の産業技術総合センターメールマガジンに企業関係者あてに節水協力依頼の記事を掲
載

8/21更新

関係１３商工団体、利根川水系に水利権を持つ３社に節水協力依頼文書を発送（２５．７．２４）
彩の国工場指定企業４７５社に節水協力依頼文書を発送（２５．７．２５）

農水 利根川・江戸川から取水している土地改良区に節水啓発チラシを配布し、節水要請 8/21更新

共通
群馬県渇水対策本部を設置（７月２３日付け）
これにより、互いに関係する市町村や団体等へ、あらためて節水強化を要請

共通 県ホームページの掲載、上毛新聞、群馬テレビ、ＦＭぐんま（ラジオ）での節水広報を実施 8/21更新

農水 節水のチラシを、市町村、土地改良区等の農業利水団体へ配布して、節水を呼びかけた。

東京都

群馬県

工水

埼玉県

上水

上水



別紙-２（節水対策）

都県名 種別 節水対策及び工夫 備　考

各市町村あてに節水協力を文書にて依頼。

ホームページによる渇水情報提供と節水協力の啓発

ツイッターによる渇水情報提供と節水協力の啓発

メール配信による渇水情報提供と節水協力の啓発

節水ポスターの掲示

懸垂幕、横断幕、のぼり旗の設置

公用車、受託会社社用車に節水啓発ステッカー、マグネット貼付

広報紙に節水のお願い記事を記載

防災行政無線による節水の啓発

広報車の市内巡回による節水啓発

検針票に節水依頼の掲載

駅に設置してある文字電光掲示板による節水の啓発

FMラジオ（ベイFM）節水広報放送開始（毎週木曜AM8:57～59） 8/21追加

千葉テレビテロップ、ケーブルテレビにて渇水に対する啓発広報 8/21追加

受水企業に、取水制限にかかる節水対応の説明会を開始し、節水の協力を依頼

事務所玄関に節水呼び掛けチラシの掲示

各管理工区へ節水協力要請の電話連絡

節水協力要請文書の配布

チラシの掲示

ホームページに節水のお願いを掲載 8/21追加

改良区組合員にチラシの配布 8/21追加

事務所、印旛沼周辺にポスター掲示 8/21追加

全般
企画部水・土地計画課ＨＰに利根川の取水制限の実施に関する情報を掲載し，情報提供及び節水啓
発を実施。

上水
企業局ＨＰに「利根川水系渇水に伴う取水制限の実施について」を掲載し，情報提供及び節水啓発を
実施。

農水 土地改良区組合員に節水の協力を要請及び節水チラシの配布。

水資源機構ＨＰや各事務所のバナーに「渇水への対応」を掲載し，渇水啓発を広報。
記載例)「利根川水系渇水対策連絡協議会」において、7月24日9時より10％の取水制限を実施するこ
とが決定されました。利根川導水総合事業所では、7月23日16時より渇水対策本部を設置し、対応す
ることとします。節水へのご理解とご協力をお願いします。」

8/21更新

電光掲示板、ポスター掲示、懸垂幕、公用車ステッカーによる節水への協力を広報。 8/21更新

茨城県

千葉県

水資源機
構

(関東管
内)

上水
・工水
・農水

上水

工水



別紙－【東京都】

【東京都】　東京都水道局の対応

ステッカー
横断幕掲出状況

懸垂幕掲出状況

都庁舎内電光掲示

板による呼びかけ



別紙－【東京都】

【東京都】　東京都水道局の対応



別紙－【埼玉県】

埼玉県の対応

節水対策を実施している状況写真等を添付願います

節水啓発懸垂幕の掲示（埼玉県庁本庁舎及び１４地方庁舎・合同庁舎）



別紙－【埼玉県】

埼玉県の対応

行田浄水場

新三郷浄水場

庄和浄水場

大久保浄水場

吉見浄水場



別紙－【埼玉県】

【埼玉県】　埼玉県の対応

道路情報表示板で通行止め情報などの表示が必要でない箇所に

ついて、「水がピンチ！」の表示をしている。

埼玉県及び道路公社管理 表示１３箇所／全体数２４箇所



別紙－【埼玉県】

【埼玉県】　埼玉県の対応

節水チラシを県内６３市町、水道事業団、県地域機関、教育地域機

関、



別紙－【埼玉県】

【埼玉県】　埼玉県の対応

各水道事業体による節水広報活動（複数回答有り）

・ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　　…４８事業体
・ツイッター、フェースブック　　　　　　　　　…　４事業体
・メール送信　　　　　　　　　　　　　　　　　 …　４事業体
・広報誌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　３事業体
・懸垂幕、横断幕　　　　　　　　　　　　　　 …１５事業体
・のぼり旗　　　　　　　　　　　　　　　　　　  …　４事業体
・ポスター等掲示物　　　　　　　　　　　　　…１２事業体
・公用車（節水パネル等）　　　　　　　　　　…１０事業体
・防災無線　　　　　　　　　　　　　　　　　 　…　８事業体
・回覧板　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　…　３事業体
・看板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　…　４事業体
・その他
　広報掲示板　　　　　　　　　　　　　　　  　…　１事業体
　電光掲示板　　　　　　　　　　　　　　　　  …　３事業体
　ビラ配布　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …　１事業体
　行政関連掲示板　　　　　　　　　　　　  　…　１事業体
　自販機メッセージボード　　　　　　　　　 …　１事業体
　検針票への掲載　　　　　　　　　　　　　 …　２事業体

　注 ： 平成25年7月23日付け生衛第278号により、渇水に伴う節水の協力について（依頼）を発出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　  依頼以降、毎週月曜日に各水道事業体から渇水対応状況についての報告あり。



別紙－【埼玉県】

【埼玉県】　埼玉県の対応

埼玉県広報紙「彩（さい）の国（くに）だより」平成２５年８月号に節水のＰＲを掲載



別紙－【群馬県】

【群馬県】　群馬県のホームページ

節水やダム貯水
状況を掲載

群馬県のホームページ

「節水の呼びかけ」を掲載



別紙－【群馬県】

【群馬県】　農業用水の対応

提供：
利根川水系農業水利協議会

節水のチラシを市町
村、土地改良区等の
農業水利団体へ配布
して、節水を呼びか
けた。



別紙－【群馬県】

【群馬県】　上毛新聞に掲載

上毛新聞のオビ広告

節水にご協力お願いします



別紙－【千葉県】

【千葉県】　千葉県水道局の対応

【千葉県水道局】
(7/23)千葉県水道局ホームページに掲載（ｈｔ
ｔ:p://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/souki/sessui/2013/sessui001.html）

千葉県水道局本局庁舎
垂幕　掲示



別紙－【千葉県】

【千葉県】　北千葉広域水道企業団の対応



別紙－【千葉県】

【千葉県】　北千葉広域水道企業団の対応



別紙－【千葉県】

【千葉県】　北千葉広域水道企業団の対応



別紙－【千葉県】

【千葉県】　我孫子市水道の対応

節水のお願い　（第４報）
 

　今年は、降水量が平年に比べて少なく、平成２５年７月２３日０時現在、利根川上流ダム群の貯水率
は５０％（平年比５７％）となっています。
これに伴い７月２４日９時から１０％の取水制限が実施されました。
　これによって直ちに水道水の供給に影響はありませんが、ダム群の貯水量がさらに減少しつづけた
場合には、深刻な事態になることも予想されます。
このため、市民の皆様にはより一層の節水をお願いいたします。
　「水は限りある資源」です。節水をこころがけ、大切に使いましょう。
　なお、我孫子市水道局では今回の渇水状況を受けて、７月２２日１１時に渇水対策本部を設置しまし
た。
 

 上手な水の使い方

※　最新のダム貯水量については、国土交通省関東地方整備局のホームページにて掲載されていま
す

我孫子市水道局庁舎外 我孫子市役所西別館庁

我孫子市役所東別館庁



別紙－【千葉県】

【千葉県】　我孫子市水道の対応

我孫子市水道局公用車 我孫子市水道局給水車

我孫子市水道局受託会社社用車

我孫子市水道局庁舎内１階 我孫子市水道局庁舎内３階

我孫子市水道局庁舎内２階



別紙－【千葉県】

【千葉県】　松戸市水道部の対応



別紙－【千葉県】

【千葉県】　柏市水道の対応



別紙－【千葉県】

【千葉県】　土地改良区等対応

①-1千葉用水総合管理所

①-3 成田北総管理所 ①-4 東総管理所

②-2 北総東部土地改良区②-1 成田用水土地改良区

①-2  ポスタ―掲示



別紙－【千葉県】

【千葉県】　土地改良区等対応

①-5 HP抜粋

②-3  啓発用チラシ掲示



別紙－【千葉県】

【千葉県】　土地改良区等対応

①-6 印旛沼の周辺に、水不足ポスター掲示（６箇所）

③ 成田用水土地改良区の理事会状況 ④ 北総東部土地改良区の工区長会状況

⑤ 東総用水土地改良区の受付（ポスターの下が、全
組合員に配布した節水協力文書）



別紙－【千葉県】

【千葉県】　土地改良区等対応

②-4  節水協力要請文書



別紙－【茨城県】

【茨城県】　茨城県の対応

茨城県関係課ＨＰによる節水広報

茨城県
茨城県のホームページ

（トップページ）



別紙－【茨城県】

【茨城県】　茨城県の対応

茨城県関係課ＨＰによる節水広報



別紙－【茨城県】

【茨城県】　茨城県の対応

茨城県関係課から関係機関・団体あての節水要請文・チラシ



別紙－【水資源機構】

水資源機構の対応　（ホームページ）



別紙－【水資源機構】

水資源機構の対応　（ポスター掲示、懸垂幕等）

○ポスター掲示、懸垂幕等

千葉用水総合管理所 房総導水路管理所

成田北総管理所東総管理所

印旛沼の周辺に、水不足ポスター掲示（６箇所）

秋ヶ瀬管理所 見沼管理所

＜利根導水総合事業所＞

＜千葉用水総合管理所＞



別紙－【水資源機構】

水資源機構の対応　（ポスター掲示、懸垂幕等）

＜下久保ダム管理所＞

＜群馬用水管理所＞



別紙－【水資源機構】

水資源機構の対応　（公用車ステッカー、電光掲示板）

○公用車ステッカー

○電光掲示板

＜下久保ダム管理所＞

下久保ダム管理所 利根導水総合事業所




