
宮ヶ瀬ダム建設の歴史

自然への配慮について

2017年8月7日の状況

満水時の状況

2017年10月22日台風21号の前後洪水調節量２ ６ ，１ ２ ５ ．０ ４ 千㎥

宮ヶ瀬ダム維持管理記録ランキング

年間降水量（ 多）ランキング

順位

1

2

3

4

5

年

2004

2003

2002

2011

2011

年降水量(mm)

3482.1

3160.5

3007.4

2958.0

2954.1

年間降水量（ 少）ランキング

順位

5

4

3

2

1

年

2009

2013

2005

2017

2007

年降水量(mm)

2530.6

2489.1

2442.4

2377.7

2357.0

最低水位ランキング

順位

5

4

3

2

1

記録した日

2008年3月20日

2016年8月20日

2001年8月21日

2013年9月15日

2017年8月  7日

年間最低水位

（ m：海抜）

264.88

263.70

261.23

258.57

255.08

（ 参考）一番水位が下がらなかった年： 2011年

2011年の最低水位 274.99

洪水調節量ランキング

順位

1

2

3

4

5

洪水調節開始日

2001年  9月10日

2017年10月22日

1999年  8月14日

2007年  9月  6日

2001年  8月21日

洪水調節総量

（ 千m3）

27,594.00 

26,125.04 

20,270.00 

16,436.00 

16,340.00

要因

台風15号

台風21号

低気圧

台風9号

台風11号

あいかわ公園駐車場ご利用の場合：あいかわ公園から宮ヶ瀬ダム下まで徒歩15分。

中央道相模湖I.Cから

国道413号→国道412号「 三ヶ木」交差点を厚木方面へ、「 宮ヶ瀬ダム入り口」交差点右折

→あいかわ公園（ 約45分）

東名高速厚木I.Cから

国道129号（ 国道246号）→県道60号→県道64号（ 清川村方面へ）→「 半原小学校入口」交差点

左折→国道412号「 宮ヶ瀬ダム入り口」交差点左折→あいかわ公園（ 約50分）

東名高速厚木I.Cから

国道129号（ 国道246号）「 市立病院前」交差点左折→国道412号「 宮ヶ瀬ダム入り口」交差点左折

→あいかわ公園（ 約45分）

圏央道相模原I.Cから

県道510号「 串川橋」交差点左折→国道412号「 宮ヶ瀬ダム入り口」交差点右折→あいかわ公園

（ 約20分）

水の郷駐車場をご利用の場合：宮ヶ瀬ダムサイトまで 徒歩1時間10分。又は

遊覧船25分（ 乗船15分＋徒歩10分）。

中央道相模湖I.Cから

国道20号→国道412号「 三ヶ木」交差点を厚木方面へ、「 関」交差点を宮ヶ瀬方面へ（ 約40分）

東名高速厚木I.Cから

国道129号（ 国道246号）→県道60号→県道64号（ 清川村方面へ）（ 約45分）

東名高速厚木I.Cから

国道129号（ 国道246号）「 市立病院前」交差点左折→国道412号「 半原小学校入口」交差点を左

折→県道514号（ 清川方面へ）（ 約50分）

圏央道相模原I.Cから

県道510号→県道513号→国道412号経由（ 約20分）

公共交通（ 電車、バス）をご利用の場合

小田急 本厚木駅から

（ ダムサイト付近）

神奈川中央交通バス「 センター経由半原」行き「 愛川大橋」下車（ 約60分）→徒歩15分

（ 宮ヶ瀬湖畔園地経由）

神奈川中央交通バス「 宮ヶ瀬」行き終点下車（ 約60分）→遊覧船利用25分又は徒歩1時間10分

JR、京王線、橋本駅から

（ 鳥居原園地経由）

神奈川中央交通バス「 鳥居原ふれあいの館」行き終点下車（ 約50分）→徒歩1時間10分

　（ 北岸林道経由）

交通案内
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集 水 面 積

設計洪水位 EL
洪水時最高水位（ サーチャージ水位）及び平常時最高水位（ 常時満水位）

平常時最高水位
（ 常時満水位）

平常時最高水位
（ 常時満水位）

発電所型式 ダム式

最大出力 24,200kW

最大使用水量 毎秒22.0 ㎥

有効落差 129.0m

水車 立軸フランシス

発電機 立軸三相同期

台数 1 台

回転数 毎分429 回転

所在地 愛甲郡愛川町半原

愛川第1発電所

発電所型式 ダム式

最大出力 1,200kW

最大使用水量 毎秒7.0 ㎥

有効落差 22.0m

水車 横軸プロペラ

発電機 横軸三相同期

台数 1 台

回転数 毎分500 回転

所在地 愛甲郡愛川町半原

愛川第2発電所愛川第2発電所

平常時最高水位
（ 常時満水位）



その他

計画確率１ ／100
計画高水流量 Q=1,700m3/s

16

台風などにより大雨が降ると、川から水があふれ出して洪水を招くことがあります。そのため、ダムには流れ

込む水を一時的に貯めて、安全な水量だけを下流に流す洪水調節機能が求められます。宮ヶ瀬ダムは、大雨

のときの水を貯めて、ダムのある中津川流域や、相模川下流域で暮らす人 を々守ります。

宮ヶ瀬ダムでは、貯めた水の水位差を利用して水

力発電を行っています。ダムから放流される水のエ

ネルギーは、私たちの暮らしに豊かさや便利さをも

たらす電気をつくることに利用されています。

宮ヶ瀬ダムの直下にある愛川第1発電所では、放

流する水を利用して最大出力 24,200kW の発電を

行い、さらに石小屋ダムの下流にある愛川第2発電

所では最大出力 1,200kW の電気が発電されます。

この 2 つの発電所で一般家庭の約 21,000 世帯分

の電気をまかなえます。



宮ヶ瀬ダムに水を貯める場合に、 道志川から水を

宮ヶ瀬ダムに導きます。

宮ヶ瀬ダムに
集水される
エリア



愛川第2発電所

●宮ヶ瀬ダムの放流を行う施設について

①選択取水設備

ダム湖の水を流す際に水質や水温を考慮して、 できる

だけ下流の自然環境に影響を与えないように適切な水深

を選択して取水する設備です。

②洪水吐設備

洪水時の水が流れる量を調節します。主に高位常用洪

水吐を使用し、 洪水の規模によっては低位常用洪水吐、

非常用洪水吐から追加して放流します。

③利水放流設備

通常、 発電所を通して下流に必要な水量を放流します

が、 それ以上に水量が必要な時や発電所がメンテナンス

などで使用できない場合に使用する設備です。

④発電所

ここを通過する水の勢いを利用して発電する設備で

す。 通常、下流に必要な水量はここから放流されます。



宮ヶ瀬ダム建設に当たってはダムを造る位置、 ダムの大きさや施設の検討・ 整備、 またそれに伴うダム

建設により移転される方々への配慮などを計画的に進めてきました。

A代替地概成（ 現在の宮の平地区）

B代替地概成（ 現在の水の郷地区）

宮ヶ瀬ダム建設の歴史

宮ヶ瀬ダムの建設にあたり

RCD工法について

の量を抑えた超硬練りのコンクリートをならし、固める工法です。従来の柱状ブロッ

ク工法に比べ安全性の向上、経費節減、工期短縮というメリットがあります。



70

514

みやがせミーヤ館

宮ヶ瀬ふるさとまつり・花火大会 宮ヶ瀬湖畔園地

納涼祭 鳥居原ふれあいの館

９月 半原糸の里文化祭 愛川繊維会館

みやがせフェスタ　ｉｎ鳥居原 鳥居原園地ほか

宮ヶ瀬水の郷交流館まつり 野外音楽堂ほか

ふれあい収穫祭 鳥居原ふれあいの館

１２月宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい 宮ヶ瀬水の郷・湖畔園地

１月 新春祭 鳥居原園地

８月

１１月

月 イベント名 場所場所

夏

秋

冬

月 イベント名

３月 ユニバーサルキャンプ 愛川ふれあいの村

宮ヶ瀬桜まつり 宮ヶ瀬水の郷

みやがせフェスタi n宮ヶ瀬 宮ヶ瀬湖畔園地

あいかわ公園つつじまつり 県立あいかわ公園ほか

５月 ふれあいの館感謝祭 鳥居原ふれあいの館

６月 あいかわ公園七夕フェスタ 県立あいかわ公園

７月 ダム監査廊一般公開(森と湖に親しむ旬間) 宮ヶ瀬ダムほか

みやがせフェスタi nあいかわ 県立あいかわ公園ほか

４月

８月

宮ヶ瀬ダム周辺の主な行事

春

夏



仮排水路＋河床道路

自然への配慮について

環境に優しい放流

宮ヶ瀬ダムでは濁りや水温の変化による下流河川の生態系への影響

をできるだけ軽減するため選択出水設備を設けて、できるだけきれ

いで適温の水を下流に流しています。

シリンダーゲート が上下することで放流

に適した水位の水を取水できます。

φ3.00ｍ

愛川第1発電所

利水放水管

宮ヶ瀬ダムから放流を

行う際には、この選択

取水設備の取水ゲート

をとおって下流に流さ

れています . また、こ

の水は愛川第1発電所

での発電にも使われて

います。

宮ヶ瀬ダムの建設にあたっては、豊かな自然と生態系

に与える影響を最小限に抑えるとともに、完成後もそれら

を維持するために、自然環境に配慮した様々な対策を

行っています。

ビオトープ（ BIOTOP）とはドイツ語で生物の生息空間の

ことです。宮ヶ瀬ダム建設の影響を受けた動植物のため、

沢の流れを復元したり、湿地を造成することにより、多様

な生物の生息空間の確保に努めました。

宮ヶ瀬湖周辺には4つ

のビオトープが整備され

ており、湿地植物の面積

に加え、鳥類や両生類、

水生昆虫などの確認種

が増えており、自然性が

高まりつつあります。

ダム湖予定区間の河を仮排水路ト

ンネルで切り回し、河床を工事用道

路として活用することで周辺の山肌

を削ることなく工事資材の運搬が可

能となり、周辺環境への影響（ 改変）

を最小限に抑えました。

宮ヶ瀬ダムでは、ダムのすぐ上流にコンクリート骨材に適した岩山があったため、原石

山としてコンクリート骨材に使用する石や砂が採取されました。

工事後はその山肌に、自然植生への復帰を目的として、在来樹種によるポット苗を密植

する緑化工法が行われ、少しずつ景観を取り戻しています。

▲施工時

▲河床道路

▲仮排水路トンネル

▲完成後



30㎡/s（ 観光放流）

2～5㎡/s（ 季節により異なる）

洪水対応

水位観測･雨量観測

湖面巡視･貯水池周辺監視

総合運用

ダムを的確に運用するために日々

の水位雨量データを把握する。

洪水調節など宮ヶ瀬ダムからの放流

を増加させる場合には、関係機関

への通知とともに、危険防止のた

め、ダム情報表示板やスピーカー・

サイレン、警報車による注意喚起を

行っています。

揚水圧計

高位操作室


