
令和 3 年度 現地技術研究会【ＷＥＢ開催】 

実施要領 

（新潟県）鵜川ダム、鯖石川ダム、笠堀ダム、大谷ダム 

主催：一般財団法人ダム技術センター 協力：新潟県

鵜川ダム【建設中】

鯖⽯川ダム【管理】
笠堀ダム【管理（ダム再⽣）】 

⼤⾕ダム【管理】
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１．概 要 

（1）目 的

現地技術研究会は、都道府県並びに対象ダム所管地方整備局の若手ダム技術者及びダム経験
の少ない技術者等が、ダム建設現場の施工状況や管理ダムの管理状況を学習することによって、
ダムの施工および管理に対する知識を深めることを目的とするものです。 
例年では現地研修を主として本会を開催しておりますが、今年度は全国的な新型コロナウィ

ルス感染症の流行により、WEB 開催とさせて頂きます。
新たな試みとなり、ご不便おかけしておりますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいた

します。

（2）日 時

令和 3 年 9 月 29 日(水) 13：30～17：10 

（3）対象者

全国の補助ダム等並びに直轄ダムに従事する若手ダム技術者（ダム経験の少ない技術者）
で、令和 3 年 8 月 16 日までに応募して頂いた方を対象として実施いたします。 

（4）ＷＥＢ操作等について

（i） 使用サービス
Zoom（定員 50 名） 

（ii） 参加方法
事務局より開催日前日にメールにて、参加 URL 等の当日案内をさせて頂きます。 
メールに記載されている URL よりご参加下さい。
また、「都道府県名+実名」での参加をお願いいたします。1 アカウントから複数人

参加される場合は、参加代表者名でご参加下さい。
（iii）カメラ・マイク操作 

基本カメラ・マイクは off にしてご参加下さい。 
※「質疑応答」と「意見交換」では、全員カメラ on。発言時のみマイクを on にし
て下さい。

（iv） 質疑応答、意見交換時の操作、その他留意事項
「質疑応答」、「意見交換」開始時にカメラを on にして下さい（マイクは off のま

ま）。発言希望の方は、Zoom の挙手機能をご使用下さい。挙手頂いた方から司会者
が指名いたしますので、指名された方はマイクを on にして、ご発言下さい。 

【イメージ：挙手（Zoom 機能）→司会者指名→マイク on→発言】 
なお、研究会を活発なものとするため、原則、1 人 1 回は研究会中に質問等の発

言をお願いいたします。

（5）会場

一般財団法人ダム技術センター（AB 会議室）【WEB ホスト】 
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（6）講師

新潟県
・「鵜川ダムの建設について」 

・「鯖石川ダムについて」  

・「笠堀ダム、大谷ダムについて」 

柏崎地域振興局 地域整備部 ダム建設課

柏崎地域振興局 地域整備部 ダム管理課

三条地域振興局 地域整備部 ダム管理課

一般財団法人ダム技術センター
・「津軽ダム建設に見るダム再生」  
・「ダム用設備の維持管理における留意事項」 
・「ダム再生事業」  

（7）費用

今年度は WEB 開催のため、参加費は無料とさせて頂きます。 

（8）日程

3 ページの「2.プログラム」のとおりです。 

（9）お問い合わせ先

一般財団法人ダム技術センター 現地技術研究会事務局（担当：安藤、北谷、片岡、小平）
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 2F 
TEL：03-5815-4161 
FAX：03-5815-4162 
E-mail：genchi@jdec.or.jp
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２．プログラム 

時間 項目 備考 

参加者の

WEB 操作 

（※ii） 

13:30～13:35 開会挨拶 （一財）ダム技術センター
1 

13:35～13:40 来賓挨拶 新潟県河川整備課
1 

13:40～13:55 
（15 分） 

講演 1 
「津軽ダム建設に見るダム再生」

（一財）ダム技術センター
1 

13:55～14:00 質疑応答 2 

14:00～14:15 
（15 分） 

講演 2 
「ダム用設備の維持管理における留意事項」

（一財）ダム技術センター
1 

14:15～14:20 質疑応答 2 

14:20～14:35 
（15 分） 

講演 3 
「ダム再生事業」

（一財）ダム技術センター
1 

14:35～14:40 質疑応答 2 

14:40～14:50 休憩 1 

14:50～15:30 
（40 分） 

講演 4 
「鵜川ダムの建設について」

新潟県柏崎地域振興局

地域整備部ダム建設課 1 

15:30～15:45 質疑応答 2 

15:45～16:00 
（15 分） 

講演 5 
「鯖石川ダムについて」

新潟県柏崎地域振興局

地域整備部ダム管理課 1 

16:00～16:10 質疑応答 2 

16:10～16:30 
（20 分） 

講演 6 
「笠堀ダム、大谷ダムについて」

新潟県三条地域振興局

地域整備部ダム管理課 1 

16:30～16:40 質疑応答 2 

16:40～17:05 
（25 分） 

意見交換

※全体を通しての質問・感想や、仕事上で課題に感じていることなどご自由に

発言下さい

2 

17:05～17:10 閉会挨拶 （一財）ダム技術センター
1 

司会進行：現地技術研究会事務局 安藤、北谷 

※i「都道府県名+実名」での参加をお願いします。（1 アカウントで複数名ご参加される場合は、代表者名で
お願いいたします。）

※ii  1：カメラ・マイク off
2：カメラ on、発言時のみマイクを on 
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４．ダムの概要 

(1)鵜川ダムの概要

鵜川は水源を新潟県柏崎市南部に位置する尾神岳と

し、田屋川、上条芋川などの河川と合流しながら柏崎市

の平野を流れる、流域面積 108.7ｋ㎡、延長 24.6km の

二級河川です。

鵜川流域では豪雨の度に洪水が発生しており、昭和

53 年 6 月の水害では浸水家屋 2,954 戸・浸水農地

1,569ha・被害総額 52 億円もの被害を受けました。ま

た、近年では平成 16 年 7 月、平成 17 年 6 月に大きな

水害が発生しました。災害の度に河川改修を行ってき

ましたが、鵜川流域では、工場進出や市街化が進み資産

が集中していることから、抜本的な洪水対策が望まれ

ています。また鵜川は水辺に棲む多様な動植物を育み、

流域の耕地の重要な水源になっていますが、幾度とな

く渇水に見舞われ、平成 6 年には稲作の減少・アユの不

生育などの影響が発生しました。このような渇水時で

も、利水や河川環境保全のために必要な川の水量が保

てるよう、河川の正常な機能の維持が求められていま

す。

このため、県では鵜川下流域の洪水被害の軽減、既得

農業用水の安定化、河川環境保全等を目的とした鵜川

ダム建設工事を行っています。

【ダム諸元】 

ダム本体

型 式 中央コア型ロックフィルダム

堤 高 55.0m 

堤頂長 267.0m 

堤体積 944,000m3 

貯水池

集水面積 30.3 km2 

湛水面積 0.44 km2 

総貯水容量 4,700,000m3 

有効貯水容量 3,180,000m3 

サーチャージ水位 EL.169.2m 

常時満水位 EL.161.5m 

設計洪水位 EL.172.0m 

鵜川ダム完成予想図

引用）新潟県 HP：

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kashiwazaki_seibi/1278284487165.html

ダム平⾯図

ダム上流⾯図

ダム断⾯図

鵜川ダム完成予想図
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(2)鯖石川ダムの概要

鯖石川（さばいしがわ）は、その源を新潟県十日町市

蒲生の東頸城丘陵（標高 389ｍ）に発し、ほぼ真北方向

に流れ日本海へと注ぐ、川の長さ約 48km、流域の広さ

約 277km2の新潟県が管理する二級河川です。 

鯖石川は蛇行が著しく、古来より洪水被害が頻発して

いました。また、河川水の大部分は農業用水に利用され、

夏期の渇水によりかんがい用水などが不足する状況に

ありました。

このため、河口から約 37km の柏崎市高柳町田代地内

に「洪水調節」と「河川機能維持のための用水補給」を

目的とした治水ダムとして、昭和 44 年度から昭和 48 年

度に建設し、昭和 49 年度から運用を始めています。 

【ダム諸元】 

ダム本体

型 式 重力式コンクリートダム

堤 高 37.0m 

堤頂長 170.0m 

堤体積 87,500m3 

貯水池

集水面積 46.0 km2 

湛水面積 0.56 km2 

総貯水容量 6,000,000m3 

有効貯水容量 5,100,000m3 

サーチャージ水位 EL.145.5m 

常時満水位 EL.135.0m 

最低水位 EL.129.75m 

ダム上流正⾯図

引用）新潟県 HP：https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kashiwazaki_seibi/1356834657908.html

にいがた観光ナビ：https://niigata-kankou.or.jp/spot/6004

ダム断⾯図

貯⽔池容量配分模式図

鯖⽯川ダム
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(3) 笠堀ダムの概要

笠堀ダムは、五十嵐川支川、笠堀川に位置し、洪水調

節、上水道、農業用水及び水力発電を目的として、三条

市笠堀に多目的ダムとして昭和 39 年 9 月に完成しま

した。県営ダムでは、三面ダムに続いて 2 番目に古い

歴史を誇っています。

平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨災害による五十嵐川災

害復旧助成事業により、既存ダムの高さを 4m 嵩上げ

して洪水調節容量を 8,700,000m3 から 10,500,000m3

に、1,800,000m3増やすことにより、洪水調節能力を強

化しました。

【ダム諸元】 

ダム本体

型 式 重力式コンクリートダム

堤 高 78.5m 

堤頂長 251m 

堤体積 246,232m3 

貯水池

集水面積 70.0 km2 

湛水面積 0.63 km2 

総貯水容量 17,200,000m3 

有効貯水容量 15,100,000m3 

サーチャージ水位 EL.211.0m 

常時満水位 EL.207.0m 

最低水位 EL.175.0m 

引用）新潟県 HP：

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sanjou_seibi/1230062494447.html

笠堀ダム

ダム越流部断⾯図

貯⽔池容量配分図

ダム下流正⾯図
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(4)大谷ダムの概要

五十嵐川は、流域面積 337.3km2、流路延長 38.7km

の一級河川です。

五十嵐川の治水計画は、昭和 36 年 8 月 5 日の集中

豪雨の記録をもとに、計画 2 日雨量 272mm として、

基準点（一新橋）における基本高水流量 2,000m3/s、

計画高水流量 1,600m3/s と決定し、その差 400m3/s を

昭和 39 年に完成した笠堀ダムにより調整することと

していました。

しかし、昭和 44 年 8 月 12 日洪水における降雨は、

笠掘ダム地点の流量は 962m3/s を記録し、当初の治水

計画を上回る出水をみました。

このような状況を踏まえて、基本高水流量の見直し

を行った結果、既設笠堀ダム及び大谷ダムで調節する

こととし、平成 5 年 11 月に大谷ダムが完成しました。 

治水以外では三条市周辺への人口集中・宅地開発の

進展による水道用水の需要増加に対応するため、三条

市、加茂市、田上町の 2 市１町に対して一日最大

30,420m3を補給してます。 

また、ダムから維持放流する際の落差を利用して最

大 190kW を発電し、管理所使用以外の余剰分は東北

電力株式会社に売電しています。

【ダム諸元】 

ダム本体

型 式 中央コア型ロックフィルダム

堤 高 75.5m 

堤頂長 360m 

堤体積 2,278,000m3 

貯水池

集水面積 56.2km2 

湛水面積 1.01km2 

総貯水容量 21,100,000m3 

有効貯水容量 17,050,000m3 

サーチャージ水位 EL.209.6m 

常時満水位 EL.191.4m 

最低水位 EL.184.1m 

ダム標準断⾯図

⼤⾕ダム

⼤⾕ダム

ダム縦断⾯図

引用）新潟県 HP：

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sanjou_seibi/1231358592416.html
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５．その他 

（1）講演資料の取り扱い

事前に配布した講演資料等につきましては、個人情報等もございますので、お取り扱いに
ご注意下さい。また、講演資料の複製・転載等についても禁止いたします。

（2）研究会後の質問等について

研究会中に質問や相談出来なかったことなどがございましたら、10 月 1 日（金）まで受付
させて頂きますので、事務局アドレス（genchi@jdec.or.jp）までお問合せ下さい。 

（3）アンケートご記入のお願い

アンケートのご協力をお願いします。
令和 3 年 10 月 1 日（金）までに下記 URL よりご回答をお願いします。
https://forms.gle/PcjhQ42QX8mqDhPB8
※Internet Explorer 等、一部使用できないブラウザがあります。（Chrome,Edge 等は可）
※セキュリティ等のご都合で、アンケートフォームにアクセス出来ない方は、最終案内メ
ールに添付若しくは、ダウンロードをお願いしている、Word ファイルにご記入頂き、
事務局アドレス（genchi@jdec.or.jp）へ送信下さい。

（4）アーカイブについて

研究会の配信状況を YouTube 上へアーカイブする予定です。動画は限定公開の設定をす
るため、インターネット上で検索しても出てきません。YouTube 上へアーカイブ次第、参加
者各位及び、全都道府県の河川系部署へ周知する予定です。
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（5）Zoom の挙手方法

「質疑応答」、「意見交換」における、Zoom 上の挙手方法について解説いたします。 
※画像はアプリ版です。WEB 版とは少々イメージが異なります。

4 

3 

1 メニューバーのリア

クションをクリック

2 「手を挙げる」をクリ

ック

挙手された状態

1 メニューバーのリア

クションをクリック

2 「手を降ろす」をクリ

ック

「挙手」が解除された通

常の状態

2 

1 


