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滋賀県の流域治水対策（２条２、３項、３条 ）

目標と対策（２条２項、３条）

対策を支える考え方（対策の実行を可能にする基礎）

地先の安全性（度） ２条３項「想定浸水深」 2

滋賀県流域治水政策室『滋賀県流域治水の推進に関する条例（平成26 年条例第55 号）の解説』



治水（浸水からの被害の防止）の考え方の転換
「公物」の安全性（度）から「地先」の安全性（度）へ

【従来の考え方】

公物の安全性（度）

「公」の管理する河川等の公物の安全性を考える。

公物による安全確保。その限界を超えれば甚大な被害が発生する。

対策は公物管理による。

法律的対応は河川法等の公物管理法による。
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【流域治水条例の考え方】

「地先」の安全性(度）

被害を受ける側から安全性を考える。

甚大な被害の回避を最優先。浸水深に応じて防・減災対策をとる。

対策は面的な地域での対応による。

法律的対応は地域づくりの法律による。



氾濫原減災対策（とどめる対策）
の内容とそれを可能にする基礎

【氾濫原における建築物の建築の制限等】
①浸水警戒区域の指定（13～18条）

建築基準法の規定する建築規制を行う災害危険区域とする

②区域区分に関する都市計画決定における制約（24条）
区域区分に関する都市計画で市街化区域にすることを制約

③大規模盛土構造物の設置における配慮（25条）
道路、鉄道等の盛土で流れが遮られることによる浸水被害の防止

【浸水に備えるための対策】
④売買契約等締結における地先の安全度情報の提供（29条）

宅地建物取引業者に想定浸水深等の情報提供の努力義務

【基礎】
地先の安全度に係わる基礎調査と設定（7、8条）

想定浸水深を、地形、土地利用の状況等を調査して想定し設定
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氾濫原対策の基礎をなす「地先の安全度」（7､8条）

地先の安全度は、「想定浸水深」（2条3項）で表現。

地形、土地利用等の基礎調査により地上条件を設定し、10 
年、100年、200年に１回程度想定される降雨を想定して、滋
賀県全域で浸水をシミュレーションし、想定される浸水の深さ
を「想定浸水深」とする。

想定浸水深の算出は以下の順序と方
法による。

①基礎調査による地上条件の設定

②降雨データの設定

（継続24時間 中央集中型）

③①②により、降雨量および山地からの
河川流量の算出（統合型水理モデル）

④想定浸水深の設定

5滋賀県流域治水政策室『滋賀県流域治水の推進に関する条例（平成26 年条例第55 号）の解説』

統合型水理モデル



統合型水理モデル

統合型水理モデルの概要

【特性】
複数の河川の同時氾濫
内水氾濫を考慮

【条件】
河川

①現況河道
②計画河道

全体計画（整備基本方針）断面
暫定計画（整備計画）断面

水路（雨水渠、農業排水路等）
現況断面

地盤
50ｍメッシュ 数値標高モデル

（レーザプロフィラ測量成果より）
盛土
比高差１ｍ以上の連続盛土を考慮

河川の氾濫パターン

① 計画高水位（ＨＷＬ）破堤

計算水位がＨＷＬ（又は天端高－
余裕高）に達した時に破堤

⇒ＨＷＬ以下が氾濫原流入

② 越水破堤

計算水位が堤防天端に達した時
に破堤

⇒堤防天端高以下が氾濫原流入

③ 無破堤

計算水位が堤防天端を超えても
破堤せず

越水のみ

⇒越水分だけが氾濫原流入
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【最大浸水深】

① 10年確率降雨時 （ 50㎜/h）

② 100年確率降雨時（109㎜/h）

③ 200年確率降雨時（131㎜/h）

【水位別年発生確率】

④ 床上浸水

⑤ 家屋水没

⑥ 家屋流失

【最大流体力】

⑦ 200 年確率降雨時
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氾濫原対策実行の基礎の地先の安全度（7､8条）
設定する地先の安全度とリスクマトリクス

リスクマトリクス

滋賀県流域治水政策室
『滋賀県流域治水の推進に関する条例（平成26 年条例第55 号）の解説』

上と右が重なるほど危険度が大きい



①浸水警戒区域の指定と建築制限（13､14～18条）

浸水警戒区域の指定（13条1項）

200年につき１回の割合で発生するものと予想される降雨※１が生じた場合における想定
浸水深を踏まえ、浸水が発生した場合には建築物が浸水し、県民の生命または身体に著
しい被害を生ずるおそれがあると認められる土地の区域※２で、一定の建築物の建築の
制限をすべきもの

※１：継続24時間中央集中型・1時間130㎜ ※２：浸水深が概ね３mを超える土地の区域

浸水警戒区域は建築基準法39 条１項の災害危険区域とする（13条9項）

建築の許可制、許可の基準と手続（14～18条） 許可基準は概ね下記通達の制限内容と同じ※３

建築基準法39条

1 条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定する。

2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に
関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定める。

「風水害による建築物の災害防止について」昭和34年建設事務次官通達

区域指定の範囲

1 高潮、豪雨等によって出水したときの水位が１階の床上をこし、人命に著しい危険をおよぼすおそれの区域

2 津波、波浪、洪水、地すべり、がけ崩れ等によって、水や土砂が直接建築物を流失させ、倒壊させ又は建築物
に著しい損傷を与えるおそれの区域。

制限内容

1 予想浸水面まで地上げ、床面（少なくとも避難上必要な部分の床面）を予想浸水面以上の高さであること

2 予想浸水面下の構造は、主要な柱、耐力壁を鉄筋コンクリート、鉄骨等の耐水性の構造であること

8※ 災害危険地域の指定例：名古屋市臨海部防災区域建築条例（高潮危険地域の建築制限）

※３想定水位－建物地盤面＜３ｍのときは、床面高を想定水位以上（木造で可）
想定水位≧３ｍのときは、想定水位以下の主要構造部を鉄筋コンクリート造等



②区域区分に関する都市計画決定の制約（24条）

都市計画法15条１項２号に掲げる区域区分に関する都市計画を決定し、または変更する
ときは、10年につき１回の割合で発生するものと予想される降雨※が生じた場合における
想定浸水深が0.5ｍ以上である土地の区域を、新たに市街化区域に含めない。

※継続24時間中央集中型・1時間50㎜

ただし、浸水による県民の生命、身体および財産に対する著しい被害の発生を防止するための対策
が講じられ、または確実に講じられると見込まれる場合は、この限りでない。

都市計画法７条（区域区分）

都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべ
き区域とする。 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

都市計画法施行令８条１項２号

おおむね10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の
区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まない。

イ 当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案し
て市街化することが不適当な土地の区域

ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域

「都市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針につい
て」昭和45年建設省都市局長・河川局長通達

「溢水、湛水、津波、高潮等による災害発生のおそれのある土地の区域」・・・・・とみなし、原則として市街化区域に
含めない区域

施設整備基本計画によりおおむね60分雨量強度50㎜程度の降雨を対象として河道が整備されない
ものと認められる河川のはんらん区域及び0.5m以上の湛水が予想される区域 9



③大規模盛土構造物の設置における配慮（25条）

氾濫原において道路、鉄道その他の規則で定める施設と相互に
効用を兼ねる大規模な盛土構造物の設置、改変または撤去（以
下「設置等」という。）をしようとする者は、当該盛土構造物の設置
等によりその周辺の地域において著しい浸水被害が生じないよう
配慮しなければならない。

浸水が発生する区域で、道路や鉄道等を盛土で整備した場合、
盛土によって水がせき止められる。盛土の上流側では、浸水深
が大きくなる。撤去すると、盛土の下流側では浸水が生じる。

周辺の地域において著しい浸水被害が生じないよう、設置する
盛土構造物に流水が通過する空間（避溢空間）を設ければ、上
流側の浸水深を小さくして悪影響を低減させることができる。盛
土構造物を撤去せず残しておけば、下流側の浸水深を小さくして
悪影響を低減させることができる。

地域の実情に配慮した対策を行うよう、その配慮義務を定めた。
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④売買等での地先の安全度情報の提供（29条）

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、その者が
取得し、または借りようとしている宅地または建物に関し、契約が成立する
までの間に、当該宅地または建物が所在する地域の想定浸水深および水
防法14条１項に規定する浸水想定区域に関する情報を提供するよう努め
なければならない。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法35条に基づき、宅地または建物の売買等におい
て、同条が列挙する取引の判断に重要な影響を及ぼす事項（重要事項）を、宅地建物取引主
任者から相手方に対して、書面を交付して説明することが義務づけられている。

宅地建物取引業法35条1項2号は法令に基づく制限を「重要事項」と定め、同法施行令3条2
号により、建築基準法39条2項に基づく条例による災害危険区域内の制限は「重要事項」とさ
れているが、想定浸水深や水防法14条１項の浸水想定区域図は、「重要事項」とはされてい
ない。

浸水危険情報が提供されないため、浸水の危険を知らずに住みはじめることのないように、
宅地または建物の売買等の取引時に、宅地建物取引業者から相手方に対して、 「重要事
項」に該当する災害危険区域となる浸水警戒区域についての13、14条の説明義務に加えて、
想定浸水深および浸水想定区域に関する情報を提供するよう、努力義務規定を設けた。

【条例化の意義】

土地取引の私法的規制に係わるものであるが、浸水危険区域でないことを契約内容にす
れば、浸水危険区域であることが土地の瑕疵となるので、私法的側面から浸水危険区域の
土地利用を制約することができる。
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残された氾濫原対策

【輪中堤、二線堤】
流域対策のメニューに挙げられている。
条例では、道路や鉄道等を盛土で整備した場合、盛土の上流側では、盛土
によって水が遮られて、浸水深が大きくなるとして、周辺地域において著し
い浸水被害が生じないよう配慮することが求められている。
輪中堤や二線堤は、堤内において、水の流入を止めて浸水被害を防ぐもの。
大規模盛土は、水を遮って浸水被害を防ぐ場合があり、活用すべきである。
条例では、撤去の場合に配慮することを定めている。

【不連続堤（霞堤）、越流堤】
流域対策のメニューに挙げられているが、条例では規定されていない。
不連続堤（霞堤）は河川堤防に不連続があり、越流堤は堤防高の低いところ
があり、河川出水時に、そこから、河川水が堤内に流入して遊水し、河川水
位の上昇を抑制して、越流等による破堤を防止し、甚大な被害の発生を防
止しようとするもの。
伝統的な防・減災方法であり、各地に今なお存続している。

※堤防に不連続があるのが不連続堤。そのうち、食い違い不連続のものが霞堤。
越流するようになっている堤防が越流堤。

流域治水は、河川整備の限界を超えるときに機能し、河川整備が完成するま
での繋ぎのものではない。
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不連続堤 豊川遊水地群

13

賀茂

金沢

豊川遊水地群

金沢

牛川

賀茂

下条

市野和夫原図 Yahoo Japan 航空写真に加筆赤印は「差し口」部分

支川流入部が無堤の
「差し口」となっている 2011年9月21日台風15号での賀茂遊水地

中日新聞2011年9月22日朝刊

2011年9月21日洪水流量
4,200㎥/s（基準地点・石田）
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不連続堤 豊川遊水地群・下条

下条

下条 「差し口」部分
Yahoo Japan 航空写真に加筆赤印は「差し口」部分

2011年9月21日台風15号
痕跡水位

樹林部は無堤
上流側に向かい高くなっている
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豊川 不連続堤の有無による水位の比較
河川整備計画 整備目標洪水（昭和４４年８月）

国土交通省豊橋河川事務所『とよがわの川づくり』昭和44年8月洪水流量：4,650㎥/s（基準地点・石田）
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不連続堤・霞堤 長良川中流

岐阜県『伝統的防災施設』
もともと堤防がなく遊水地であった。昭和34～36年連年水害
後に築堤したときも、不連続にして締め切らないようにされた。

伊勢湾台風水位
これより1.5ｍ下
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霞堤 粕川・揖斐川

岐阜県『伝統的防災施設』
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野越（越流堤） 城原川

城原川に野越（のこし）は９
個所ある。
江戸時代に、佐賀藩家老・
成富兵庫茂安により構築さ
れたといわれている。
写真は、川寄堰・左岸の野
越



ま と め

滋賀県流域治水条例は、浸水からの安全性につき、河川等の公物（管理）の安
全性から「地先の安全性」という被害を受ける側からの安全性に根本的な転換を
した画期的なものである。

これには面的な対策が必要であり、河川法等の公物管理法では対処できず、地
域づくりのなかで対策がとられなければならない。

条例は、氾濫原減災対策(とどめる対策）として、浸水警戒区域の指定による建
築基準法39条1項の災害危険区域の指定、都市計画法15条1項2号の区域区分
に関する都市計画において市街化区域に含めないことを定めている。同条例は
地先の安全度である「想定浸水深の設定」とそのための調査というその適用の基
礎を構築して、両法条の適用を可能としたもので、画期的なものである。

条例は土地取引における宅建取引業者の情報提供義務を規定している。これは、
土地取引の私法的規制によって、浸水危険地域での建物の建築や居住を間接
的に制約しようとするもので、有効な方法である。

条例は道路や鉄道軌道の盛土による水被害の防止を規定している。これは地域
の実情に合った対策であるが、逆に、盛土構造物が浸水被害を防止できる場合
があるので、これを生かした対策も必要である。

不連続堤（霞堤）や越流堤による堤内地への河川水の流入による浸水被害の軽
減策が各地に存在しているが、同条例ではこれが定められていない。今後はこ
れを保全し、生かし、補強する対策（上記の大規模盛土構造物による浸水被害
の防止はその一つである）が必要である。 19


