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前回の流域懇談会（平成26年10月27日開催）における発言要旨

発言要旨 事務局見解

10ページの330m3/sとした根拠を教えてください。 河川整備計画で目標とする年超過確率1/10の雨を想
定し算出した流量である。

河川の流量は、満潮干潮によって違うと思うが、
330m3/sはいつの流量か教えてください。

朔望平均満潮位を基に河川縦断を計画している。

年超過確率1/10と言うが、1/1ではないのか。
1時間あたり50mmも、100mmに変えないと受け入れられ
ない。
概ね20年で整備することととしているが、5年から10
年の早期のうちにやっていただきたい。
どこに安全があるのか、安全という言葉は絶対に使え
ない。
このような整備をするが、安全ではないと言うことを
書いてもらわないと了解できない。

一宮川の治水対策について県が最大限に努力してで
きる計画規模が、年超過確率1/10である。
計画規模よりも大きい雨がきた場合には、警戒避難
体制をとっていただくしかないというのが現実だと
いうことをご理解いただきたい。

　→　治水計画についての解説資料を作成。

支流の豊田川、阿久川、鶴枝川の堆積土撤去について
早急な手当が必要と思うがいかがか。

通常の維持管理の面になるが、定期的にパトロール
を行い、必要なところを優先的にメダケや堆積土の
撤去を行っている。

　→　土砂が堆積しやすい状況を本文に記載。

整備期間の20年というのは、どういうことで決めてい
るのか。

県内全体の河川における予算規模を勘案し、可能な
期間として20年程度としている。

温暖化の影響等、先のことを想像して対策を行ってほ
しい。

拡げることだけではなく、掘ると言う子も考えたり、
コンクリートの護岸を壊して自然の形に戻すなど、総
合的に考えていただきたい。

沢山の雨が降ったら田んぼに水が貯まるのは当然のこ
とだが、農家にとっては大変なことでリスクもあると
いうことを、わかりやすく説明してほしい。

台風の時に調節池に水が貯まっている様子を、写真な
どで見せていただきたい。

河川の掘削については、下流部において土砂の撤去
を毎年行っている。
メダケの伐採についてもできる範囲で行っている
が、すぐに生えてくるので、今後は、地元の皆様と
連携しながら河川の維持に努めていただきたいと考
えている。

　→　河口部の緩勾配の特徴、過去の浸水被害、
　　調整池のモニタリング等について本文に記載。

　→　過去の洪水の確率規模、降雨のトレンドに
　　ついて参考資料を作成。

調節池の機能強化、貯留機能の強化を行うことは、地
域格差が出ないということで、非常に適切な意見だと
感じた。

地盤沈下の問題ついて、もっと広い範囲のデータ、今
後の方向性に関してのデータの検討がないのが不満に
感じる。

地盤沈下は、洪水だけの問題ではなく、海岸の浸食と
も関わりがあると考えられるので、早急に検討してほ
しい。

地盤沈下については、今年度、護岸の測量を行い、
沈下が発生する前の高さまで土のうを積んだ。
今後、できるだけ早い時期に恒久的な施設による護
岸の嵩上げを行いたい。

地盤沈下対策については、関係部署、地元の方と連
携して検討していきたい。

　→　地盤沈下の現状について、本文に記載。

　→　地盤沈下に関する情報提供先について
　　参考資料を作成。
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地盤沈下の実態を把握し内水にどのくらい影響してい
るのかなど、関連の部局と連携して議論していかなく
てはいけない。

川の洪水の問題を河川だけで解決することは不可能。
流域対策という案が出てきたのは良いこと。
山林の役割と保水力についても検討してほしい。

川に親しんだ生活ができるような環境を作っていくと
いう要素を計画に入れてほしい。
片側の護岸を傾斜を強くするというのは、現状におい
てやむを得ないと思うが、傾斜がきつくなればなるほ
ど危険性が増し川との親しみが薄れていく。
豊かさとしては、最後の段階のレベルだと思う。本来
こういう場所にいるべきものがいるような方向を目指
して工夫していただきたい。中長期的にどのようにし
ていくのかという視点からの計画とうことも今後考え
ていってほしい。

　→　地盤沈下の内水への影響について本文に
　　記載。

　→　流域の総合的な治水対策の推進について
　　本文に記載。

　→　護岸等の整備にあたり環境に配慮しつつ
　　実施することを本文に記載。

7ページの流域概要図に記載されている、調節地と調
整池について、機能的な違いがあるのか。

田んぼ、山林、ゴルフ場の調整機能というものを広く
流域的に考えてほしい。

調整池と記載されているのは誤りで、全て調節池で
ある。記載内容を修正する。

　→　流域の総合的な治水対策の推進について
　　本文に記載。

河川担当部局として河川整備計画に総合的な対策を記
載をすることは難しいと思うが、何とか書き込むよう
お願いしたい。

　→　流域の総合的な治水対策の推進、ソフト
　　対策について本文に記載。

今後、こういう議論をする場を作って、見直しを含め
て取り組めるような機会を設けてもらいたい。

整備計画の最終的なかたちが決まった後、年度内に
懇談会を開催する。

　→　1月21日に流域懇談会を開催。

津波対策について8月に一宮町民説明会があり、6，7
人が質問をしており、これに対して答えると言ってい
たが、回答をもらっていない。参考資料に津波対策の
資料があるが、今日はこれも認めて終わりということ
か。

河川整備計画における津波対策の内容については、
津波対策工事の施行の場所と河口部での高さだけで
ある。

（懇談会後に提出）
築堤の規準に満潮時水位の平均を参考にしておられる
様ですが、タイドグラフに書かれている数値は目安に
すぎないと思われます。満潮は24時間2度やってまい
ります。最近では予想潮位を越える事がしばしばあり
ます、これを異常潮位と位置付けておりますか。1カ
月に3～5回もあれば異常では無く、日常的なものと考
えるべきと思います。想定より15～20cm位高い事はよ
くあります。風向により変わる事は日常茶飯時です。
基準は最高潮位にすべきです。

洪水時の川の水位は、「朔望平均満潮位」を基準と
して水位を決めている。朔望平均満潮位は、月毎の
大潮の前後で現れる最も高い潮位を平均した水位
で、タイドグラフの潮位（天文潮位）ではなく、過
去の実測潮位から求めるため、異常潮位も反映して
いる。
また、河口付近の堤防は、台風等により極端に海面
が上昇する「高潮」の状況を想定し、波の影響も考
慮して余裕を持たせた高さにすることが一般的だ
が、一宮川においては、それよりも高い津波水位に
合わせた高さの堤防とする計画である。

（懇談会後に提出）
河川整備計画では、雨量○○ｍｍまでは本計画でクリ
ア出来るが、越えた場合は越水の可能性有りと表示す
べき。

一宮川の河川整備計画では、年超過確率1/10の規模
の降雨による洪水を計画高水位以下で流下させるこ
とを目標としているが、欄外の解説にその計画雨量
を記載している。また、計画を超過する洪水に関し
ては警戒避難体制の充実の必要性等を記載してい
る。



平成27年１月21日

一宮川流域懇談会事務局
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１．治水計画策定の流れ

治水計画を策定するには、まず計画の規模を定め、これまで流域内で観
測されてきた雨量資料などから計画降雨を決定する必要があります。
また、その計画降雨により生じる洪水の基本高水流量を流出計算モデル

によって求め、合理的な治水施設（河道や調節池など）の配置を考えなが
ら、計画高水流量を決定します。

計画規模の決定

計画降雨の決定

基本高水流量の決定

計画高水流量の決定

堤防の高さ、川幅(断面)の決定

県内他河川との整備バラン
ス、地域の重要性、水害発生
頻度など総合的評価

雨量資料の整理、流域平均
雨量の算定、確率雨量の算定

流出計算モデルの作成、再
現計算、降雨の調整

河道と洪水調節施設の組合
わせによる合理的な施設配置

治水・利水・環境の調和が
とれる縦・横断・平面計画の
検討

１

6

１．治水計画策定の流れ

水害の規模に際限はなく、すべての水害を防御することは不可能な
ので、どの規模の水害まで対応するかが最初のポイントとなります。
外力規模の決定にあたっては、防御すべき地域の重要性、その地域

での水害発生頻度、河川の重要度などが考慮されます。
千葉県では、県内他河川との整備水準のバランス、土地利用と降雨

や洪水の傾向等を総合的に勘案して、年超過確率1/10の規模を治水
計画の計画規模とします。

※年超過確率１／１０とは
これまで蓄積した降雨資料を用いて確率処理を行った結果、平均し

て１０年に１度はその規模を超える洪水が発生する場合、年超過確率
1/10という。

(1)計画規模の決定

まず、対応すべき水害の外力規模を決定します。

２



１．治水計画策定の流れ

河川の治水計画を立てる際には、
流域（雨が集まってくる区域）を
特定し、収集・整理する必要があ
ります。
現在、一宮川流域には千葉県が

管理する雨量観測所が５箇所、気
象庁が管理する雨量観測所が１箇
所あり、千葉県が管理する長生土
木事務所の雨量計は昭和41年か
ら約50年間の雨量を観測してい
ます。

(2)計画降雨の決定

①雨量資料の収集

３

１．治水計画策定の流れ

一宮川のように流域が広い河川では、流域全体の平均的な雨量を
用いて、治水計画を立てます。

(2)計画降雨の決定

②流域平均雨量の策定

４



１．治水計画策定の流れ

[流域平均雨量算定結果の一例］
平成25年10月15日～16日に生じた、洪水時の県管理各雨量観測所での降水

状況と金田基準点上流域平均の降水状況を一例として示します。地点により雨
の降り方が異なることがわかります。

５

平均化

１．治水計画策定の流れ

(2)計画降雨の決定

③確率雨量の算定

一宮川では、瑞沢川合流部の直下流に位置する金田地点を基準点と定めて
流域平均雨量を算定し、確率雨量を算定します。
また、流域の特徴から６時間雨量（ピーク雨量に相当）、24時間雨量（総

雨量に相当）を基本の雨量とします。

計画規模の設定

1/10に設定

計画降雨の設定

年超過確率1/10の
確率で降る雨を計算

確率計算により推定

金田基準点での流域平均雨量

６時間雨量：127mm
24時間雨量：219mm

確率計算の実施
（確率分布曲線の選定）

基準点の最大流域平均雨量

昭和41年からの
膨大な時間雨量データ

６



１．治水計画策定の流れ

(3)基本高水流量の決定

①基本高水流量の計算の流れ

基本高水流量とは、計画規模の降雨において、洪水氾濫や人工施設での洪水
調節がない状態で河川に流出した場合の河川流量です。この流量が洪水処理計
画を立てる上での基本となります。

過去に発生した主要な降雨群

実績降雨の雨量が計画降雨量に
なるように調整

24降雨群＝12降雨群×2つの方法

流出計算モデル

それぞれの降雨による流量を算定

調整の程度や雨の降り方の偏り
などから不適切なケースを除外

基本高水流量の決定

20洪水＝24洪水－除外（4洪水）

７

１．治水計画策定の流れ

(3)基本高水流量の決定

②実績降雨の雨量が計画降雨量になるように調整

実績降雨の雨量が計画降雨量になるように調整するには、主に２通りの方法があります。

方法①；総雨量に重点を置く方法
24時間雨量が一律で計画降雨になるように、実績降雨パターンを調整

方法②；ピーク雨量に重点を置く方法
まず、６時間雨量、更に、24時間
雨量が計画降雨になるように、実
績降雨パターンを調整

８



１．治水計画策定の流れ

(3)基本高水流量の決定

③流出計算モデルの作成

一宮川における過去の洪水流量や水位の再現性を確認した上で、計画降雨
を入力条件として流出量を求めるモデルを作成します。

流出モデル

モデル
完成

定数
再設定

【計算流量】

【実測流量との比較】

９

再現精度が悪い

妥当な再現精度

１．治水計画策定の流れ

[再現計算結果の例］

近年生じた洪水のうち、比較的大
きな３洪水（平成16年10月、平成
18年10月、平成26年２月）を対象
に流出モデルの再現計算結果を確認
します。
早野主要地点での結果を右図に示

しますが、実績流量（茶丸）と、計
算流量（黄色実線）が概ね一致して
おり、本流出計算モデルの高い再現
性が確認できます。
なお、河道から氾濫が生じ、河川

水位が一部欠測している平成25年
10月15日～16日洪水は、正確な河
道の流量が分からないので、再現計
算の対象外としました。

早野地点実績流量

１０



１．治水計画策定の流れ

[再現計算結果の例］
第一調節池付近河道水位

第二調節池付近河道水位

近年生じた洪水のうち、比較的大
きな３洪水（平成16年10月、平成
18年10月、平成26年２月）を対象
に流出モデルの再現計算結果を確認
します。
第一調節池付近と第二調節池付近

の河道での結果を右図に示しますが、
実績水位（緑丸・茶丸）と、計算水
位（緑実線・茶実線）が概ね一致し
ており、本流出計算モデルの高い再
現性が確認できます。

１１

１．治水計画策定の流れ

基準地点の金田では、最大流量830m3/sとなる昭和46年９月８日洪水を
基本高水流量決定洪水として選定しました。

④それぞれの降雨による流量の算定
【金田地点での基本高水流量の決定】

１２

計算結果で最も大きい
流量を基本高水流量と
して決定



１．治水計画策定の流れ

主要地点の早野では、最大流量410m3/sとなる平成１年８月１日洪水を
基本高水流量決定洪水として選定しました。

④それぞれの降雨による流量の算定
【早野地点での基本高水流量の決定】

１３

計算結果で最も大きい
流量を基本高水流量と
して決定

１．治水計画策定の流れ

(4)計画高水流量の決定

計画高水流量は、河道計画の基本となる流量で、基本高水流量からダムや調節
池など、各種洪水調節施設での洪水調節量を差し引いた河道を流れる流量です。

１４



１．治水計画策定の流れ

(4)計画高水流量の決定
一宮川では、国や専門家の意見も聞きながら、経済性、事業期間内での実現

性、親水性、環境・景観、維持管理など総合的に評価し、河口から豊田川合流
点までの区間の河道改修と第二調節池の治水容量40万m3増設を治水計画施設
と設定し次に示す計画高水流量配分を決定しました。

１５

１．治水計画策定の流れ

(4)計画高水流量の決定
基本高水流量の選定２洪水のそれぞれに対して、治水計画施設を配置した時

の流量を算定し、各流量配分区間で最大となる方の流量を選定し、計画高水流
量として決定します。

河川工事の施行区間 L=13,600m

１６



１．治水計画策定の流れ

(5)堤防の高さ、川幅（断面）の決定
河道形状の設定は、当該河川の特性を考慮して、治水・利水・環境の調和が

とれた河道の平面・縦断・横断計画（堤防の高さ、川幅（断面）など）を決定
します。【具体的な河道断面は河川整備計画（原案）を参照】

１７

①基本事項の整理

②縦断形の設定

③平面形の設定

④横断形の設定

⑤河道形状のチェック

⑤で問題がある場合は②～④に戻り
再検討

治水（所定も治水安全度を確保する）
利水（水利施設の必要水位・流量の維持）
環境（植生・生物環境との調和、親水性の向上を図る）
その他（歴史・文化・他事業と一体化した整備等を行う）

計画高水位の設定（堤内地盤高見合い）
計画水深の設定（河道断面設定時の想定水深）
計画河床高・計画高水位・計画堤防高、

縦断勾配を設定

一次川幅の設定（計画流量が流下できる基本断面形を等流計算により設定
概略平面線形の設定（管理用通路、要チェック箇所に配慮した河道線形の設定）
と概略平面線形の設定
測点毎の河道横断形、上下流の連続性などを勘案した河道線形

横断形状仕様（法勾配、天端幅など）
拡幅方式（原則片岸拡幅とする）
護岸の必要性
距離標毎の横断図への計画横断形の設定

設定した河道形状で計算した水位が計画高水位以下であることを確認

２．主要な洪水の降雨発生確率

これまで、一宮川流域において発生した主要な洪水(12洪水)を抽出し、金
田基準点上流における流域平均雨量(６時間および24時間)を整理しました。
また、これまでの雨量資料から求めた雨量確率から、12洪水の６時間雨

量および24時間雨量の年超過確率について算定し、下表に整理しました。
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３．過去約50年における降雨量の変化

(1)６時間雨量
過去約50年における金田基準点上流の流域平均雨量（６時間雨量）の変化

を整理しました。その結果、特段、増加傾向は見られません。
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３．過去約50年における降雨量の変化

(2)24時間雨量
過去約50年における金田基準点上流の流域平均雨量（24時間雨量）の変化

を整理しました。その結果、年による変動は拡大傾向にありますが、特段、増
加傾向は見られません。
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参考情報ホームページ等 
参考資料３ 

ⅰ）一宮川浸水想定区域図（平成 20 年８月５日公表） 
 

 

 

 

ⅱ）千葉県における雨量・水位情報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）千葉県における地盤沈下防止への取り組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）千葉県の河川整備基本方針と河川整備計画 
 

 

 

①Google、Yahoo!で「一宮川浸水想定区域図」と検索し、先頭のリンクをクリック 

②最下段に一宮川の浸水想定区域図があります 
  URL: http://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/shinsui/documents/s-ichinomiya.pdf 

①Google、Yahoo!で「千葉県防災ポータル」と検索し、先頭のリンクをクリック 

②防災気象情報→雨量・水位から最新の雨量・水位情報を入手可能 

 

       URL: http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/portal/ 

防災気象情報 

●地盤沈下のへの取り組み 

Google、Yahoo!で「千葉県 地盤沈下 取組」と検索し、先頭のリンクをクリック 

URL: http://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/jibanchinka/torikumi/index.html 

●地盤沈下の現況 

Google、Yahoo!で「千葉県 地盤沈下 現況」と検索し、先頭のリンクをクリック 

 

URL: http://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/jibanchinka/torikumi/genkyou.html 

 

※平成２１から平成２６

年までの地盤沈下現況に

ついて、ＨＰ上で公表。 

 それよりも過去の地盤

沈下現況については、千葉

県文書館で閲覧可能です。 

Google、Yahoo!で「千葉県 河川整備計画」と検索し、先頭のリンクをクリック 

URL:http://www.pref.chiba.lg.jp/kasei/keikaku/kendoseibi/fukusanbutsu/ 
kasenseibikihon.html  

  ※一宮川水系河川整備計画策定後にはこの HPにて公表されます。 


