
新川決壊水害訴訟

争点と原告が明らかにしたこと
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1. 新川開削による庄内川から独立
した新川流域の成立
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大山川・合瀬川の庄内川合流(新川開削前）

大山川・合瀬川が右岸から
合流（赤丸印）

庄内川の河床上昇による合
流不全

→大蒲沼の形成
大山川合瀬川
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大蒲沼周辺の災害の深刻化

・溢水、破堤

・湿地化、湿田化

解決のため新川の開削

『総合治水対策特定河川工事の内河川堤防強化検討業務委託報告書』に河川名等を加筆

庄内川

五
条
川

矢田川



新川開削による新川の庄内川からの分離独立

天明７（1787）年竣工の人工河川

大山川・合瀬川、五条川を合流して
庄内川から分離させる

新川流域の水は庄内川に流入し
なくなる
新川は庄内川とは別流域となる

大山川・合瀬川合流部の閉鎖築堤
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大山川・合瀬川合流部の閉鎖築堤
がなされ、庄内川から新川への水
の流れはないが、洪水が流れ込む
ように高さ五合に止められ、洗堰に
される

新川と庄内川の流域が画されたが、
洗堰で流域変更をして、庄内川か
ら新川に洪水が流れ込むようにさ
れた『庄内川流域史』に囲いを加筆



庄内川・新川 流域概要

新川流域界

6
「庄内川水系河川整備基本方針」に加筆

新川



2. 庄内川改修計画での新川の記載
(工事実施基本計画の不合理)
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工事実施基本計画
（河川工事の実施についての基本となるべき事項)

河川法１６条１項（1997年改正前、以下において同じ）

河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事
の実施についての基本となるべき事項（以下「工事実施基本計画」という。）を定めておか
なければならない。

河川法施行令１０条２項
工事実施基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
二 河川工事の実施の基本となるべき計画に関する事項

イ 基本高水（略）並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
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イ 基本高水（略）並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項

三 河川工事の実施に関する事項
イ 主要な地点における計画高水位、計画横断形その他河道計画に関する重要な事項

河川法施行令２条

法第９条第２項の規定により，指定区間内の一級河川について，建設大臣が都道府県知
事に行わせる管理は次に掲げるもの以外のものとする。
二 法第１６条第１項の規定により工事実施基本計画を定めること

※ 1997年改正により、河川整備基本方針（16条）と河川整備計画（16条の２）に分かれた



庄内川水系 計画高水流量図（旧河川法下）

昭和25年庄内川改良工事全体計画（愛知県管理）

■ 枇杷島
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新川の記載 洗堰流入量３００㎥/s 計画高水流量６００㎥/s

『20周年記念 庄内川 その流域と治水史』に加筆

■ 萱津橋

■

久
地
野



庄内川水系 計画高水流量図（現行河川法下）

昭和50年工事実施基本計画
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流量の記載なし

昭和50年「庄内川水系工事実施基本計画」に加筆

計画規模 1/200



新川 計画高水流量図（現行河川法下）
昭和52年 中小河川改修事業全体計画（愛知県）

数字は計画高水流量
括弧書きは基本髙水流量
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「新川流域整備計画」に地点を加筆

■ 久地野 ■ 萱津橋



3. 大東水害最高裁判決
判断基準（諸事情の総合判断）
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大東水害最高裁判決の要点（１）

河川管理の特質と諸制約のもとでの過渡的安全性

河川の管理は本来的に洪水等による災害発生の危険性をはらむ河川を対象と
して開始されるのが通常であって、河川の通常備えるべき安全性の確保は、管
理開始後において、予想される洪水等による災害に対処すべく、堤防の安全性
を高め、河道を拡幅・掘削し、流路を整え、又は放水路、ダム、遊水池を設置す
るなどの治水事業を行うことによって達成されていくことが当初から予定されて
いる。

河川の管理には、財政的、技術的、社会的な諸制約が内在するため、すべて河川の管理には、財政的、技術的、社会的な諸制約が内在するため、すべて
の河川について通常予測し、かつ、回避しうるあらゆる水害を未然に防止する
に足りる治水施設を完備するには相応の期間を必要とし、未改修河川又は改
修の不十分な河川の安全性としては、右諸制約のもとで一般に施行されてきた
治水事業による河川の改修、整備の過程に対応するいわば過渡的な安全性を
もつて足りるものとせざるをえない。
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河川改修は、財政的、技術的、社会的な諸制約のもとで、改修途上としての過渡
的安全性を確保するよう行われなければならない。



大東水害最高裁判決の要点（２）
河川管理の瑕疵の一般的判断基準（Ａ基準）

諸事情のもとでの総合的判断

過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、
降雨状況

同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是
認しうる安全性を備えていると認められるか
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降雨状況

流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会
的条件
改修を要する緊急性の有無及びその程度
その他諸般の事情

過渡的安全性
河川改修は、財政的、技術的、社会的制約のもとで、改修途上とし
ての過渡的安全性を確保するように行われなければならない



4. 2000年9月洪水の新川の破堤
による被災までの概要
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2000年9月洪水 雨量

庄内川流域

総雨量 378㎜

２４時間雨量 353㎜

矢田川流域

総雨量 462㎜
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総雨量 462㎜

２４時間雨量 437㎜

既往最大を大きく上回る

異常な降雨

（「東海豪雨」といわれる）Ｈ１２．９ 洪水の記録 庄内川･土岐川より



2000年9月洪水 庄内川流量・水位
流量

枇杷島地点 3,500㎥/ｓ
同地点下流

3,600～3,700㎥/ｓ
（原因は左岸側のポンプ排水）

洗堰流出量を戻した流量

3,800㎥/ｓ （枇杷島地点）

過去４１年間の最大流量

枇杷島地点（庄内川）
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過去４１年間の最大流量

既往最大2,300㎥/ｓ
（実流量2,200㎥/ｓ）の1.7倍

水位

枇杷島地点 ＴＰ9.46m
計画高水位＋28㎝

直轄管理後の３１年間において計画
高水位に達することはなかった

『Ｈ１２．９ 洪水の記録 庄内川･土岐川』より



2000年9月洪水 新川（五条川合流前）の水位

第１ピーク ９月11日21：00
（新川の自己流域水で発生）

堤防天端を20～40㎝下回り

減水開始

洗堰から庄内川洪水流入
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洗堰から庄内川洪水流入

→再び水位が上昇

第２ピーク ９月12日３：00
（最高水位）

堤防満杯

破堤 ３：３０頃

『総合治水対策特定河川工事の内河川堤防強化検討業務委託報告書』より



5. 2000年9月洪水での庄内川堤防
の損傷状況
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2000年9月洪水 庄内川水位（右岸）
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『平成１２年度庄内川新河道計画検討業務報告書【激特河道計画編】』に加筆

・赤丸囲いは現況堤防高が低くなっており水位が近づいた個所
・痕跡水位と現況堤防高との差は上記を除き0.8～１ｍ以上



2000年9月洪水 庄内川水位（左岸）
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『平成１２年度庄内川新河道計画検討業務報告書【激特河道計画編】』に加筆

・赤丸囲いは現況堤防高が低くなっており水位が近づいた個所
・痕跡水位と現況堤防高との差は上記を除き0.8～１ｍ以上



2000年9月洪水 庄内川水位の検討
５.４Ｋより下流

水位は計画高水位以下

河口水位はＴＰ１.６４ｍ

３.８Ｋ～４.６Ｋ

右岸2.6～6Ｋ

水位（青）

計画高水位（赤）

現況堤防高（緑）

計画堤防高（黒太）

TP ｍ

４

６
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３.８Ｋ～４.６Ｋ

（現況堤防高が計画高水位より低い区間）

一色大橋下流右岸４.４Ｋ付近で越水

（堤防高が直下流よりも低く、最も低いところ）

４ ５ ㎞



2000年9月洪水 庄内川水位の検討
５.４Ｋより上流

水位は計画高水位を数十㎝、最大で約80㎝の上回り

水位は、現況堤防高を、0.8～１ｍ以上は下回り

現況堤防高が直上下流に比べて低くなっている個所

（右岸 10Ｋ、14.2Ｋ、16.2Ｋ、 左岸 8.4Ｋ、12Ｋ）

右岸12～16ＫTP ｍ

８

10
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（右岸 10Ｋ、14.2Ｋ、16.2Ｋ、 左岸 8.4Ｋ、12Ｋ）

上記個所で水位が最も堤防高に近づいたところ

右岸

14.2Ｋ（ＨＷＬ8.050ｍ） 水位8.8ｍ 堤防高9.29ｍ 差40～50㎝

14.4Ｋ（ＨＷＬ8.187ｍ） 水位8.8ｍ 堤防高9.36ｍ 差50～60㎝

※ 14.2Ｋの直上流の橋梁での水位は8.6ｍ

左岸

12.0Ｋ（ＨＷＬ7.307ｍ） 水位7.8ｍ 堤防高8.17ｍ 差30～40㎝

８

13 14 15 ㎞



計画高水位を上回る水位についての
国土交通省の考え

中部地方整備局庄内川河川事務所

流量増加により水位上昇の原因となる左岸側のポンプ排水の
運転を停止する操作規程を定めさせておらず、庄内川の水位
が計画高水位を上回っても、庄内川に排水させていた

近畿地方整備局淀川河川事務所
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「記事には、淀川本川で計画高水位を上回る洪水があり、30cm
あるいは50cm超えても堤防は決壊したことはないとの記述が
ありますが、安全に関わる基準はすべからくその基準を上回っ
たら必ずすぐに破壊するというものではありません。堤防の場
合にも、計画高水位を上回ったら必ず破壊を生じるものではな
いことは、従来より説明してきています。地域の安全を十分に
確保できるようにするためには、計画高水位はできるだけ低く
することが基本です。」

2008年11月11日発表『毎日新聞2008年11月8日夕刊記事に係る見解』



破堤形態と原因となる堤防損傷の機序と経過

裏法破堤

越流（越水）

越流水により、裏法尻が洗掘され、法崩
れし、拡大

堤体浸透（浸潤）

堤体浸透水により、堤体土のせん断強度
が低下して法すべりし、法崩れが拡大

基盤漏水（パイピング）

裏法損傷形態 概念図
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基盤漏水（パイピング）

堤防基盤浸透水により、堤体基盤土の土
粒子が流出して土の骨格構造が弱体化し
て崩れ、法崩れし、拡大

表法破堤

侵食（洗掘）

河川水により、表法が洗掘され、法崩れし、
拡大

※ 法崩れ、拡大した大規模な法崩れを経て、破堤に到る

『総合治水対策特定河川工事の内河川堤防強化業務委託報告書』に加筆



2000年9月洪水 庄内川中下流の主な被災個所

洗堰
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『Ｈ１２．９ 洪水の記録 庄内川･土岐川』より



2000年9月洪水 庄内川中下流の堤防損傷

浸透水による裏法崩れ（法すべり）
・洗堰下流ではなし
・ ⑧庄内川本川左岸２５Ｋ

⑨八田川左岸０.９Ｋ
漏水とそれによる裏法崩れ
右岸８K、１５Ｋ、１９Ｋ付近で漏水
法崩れはなし
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法崩れはなし
越水個所の裏法崩れ
裏法は洗掘や崩れはなし

越流が激しくなかった
裏法に坂路があったが、アスファルト舗装をして洗掘されに
くくしてあった。
⇒堤防構造として坂路のアスファルト舗装がされていた



2000年9月洪水 庄内川右岸一色大橋下流
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『Ｈ１２．９ 洪水の記録 庄内川･土岐川』より

越流の状況

裏法側の状況



6. 庄内川の改修途上としてなすべき
改修と両河川の比較
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庄内川堤防の改修途上でなすべき改修方法
（５.４Ｋより下流）

計画高水位の河口水位 ＴＰ2.9ｍ
洪水に台風による高潮が重なった場合の水位

天文潮位（朔望平均満潮位ＴＰ1.20ｍ）＋高潮の潮位偏差1.7ｍ
洪水に高潮が重なるのは計画規模水準の極めてまれな現象
→改修途上における安全度としては、計画高水位で評価すれば十分

計画高水位との比較
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計画高水位との比較

右岸 3.8～4.6Ｋ（800ｍ） 不足（最大不足は4.4Ｋの80㎝）

左岸 3.8～4.6Ｋ（800ｍ） 不足（おむね10㎝）
計画高水位に高さが不足している区間の現況堤防高の特徴

河川縦断図で現況堤防高の線が当該区間で凹んでいる

＝その直上流はもちろん直下流よりも堤防高が低い

堤防はパラペット堤（2000年9月洪水時の写真参照）

⇒直上下流と同等の計画高水位へのパラペットの嵩上げで、安全度が大きく向上



庄内川４～５Ｋ下之一色地区 堤防占用家屋の状況

1983年 2000年
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下之一色地区は住宅が密集した漁師町で、1970年の庄内川水系工事実施基本計画策定以前から多数の家屋が堤防を
占用しており、その立ち退きをさせて堤防の嵩上げをするには、長年月を要することは明らかであった。

国土交通省担当官作成の新川決壊水害訴訟陳述書より



庄内川堤防の改修途上でなすべき改修方法
（５.４Ｋより上流、１９.４K洗堰まで）

現況堤防高の[計画高水位＋1.2ｍ]（構造令基準）との比較
右岸 充足
左岸 ほぼ充足 不足は11.8～12.6Ｋの800ｍ

現況堤防高の[計画高水位＋1.5ｍ]（19.6Ｋより上流基準）との比較
右岸 ほぼ充足

不足は6.8、8.6、10.0、13.6、14.2～14.6、14.8、16.0～16.4Ｋ
合計1.8㎞
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（最大不足は、14.8Ｋの80㎝、その他では20～30㎝以下）
左岸 ほぼ充足 不足は5.6、8.0～8.6、11.0～13.4Ｋ 合計3.2㎞

（最大不足は、8.4Ｋの40㎝、12Ｋの60㎝）

基準よりも高さが不足している区間の現況堤防高の特徴
河川縦断図で現況堤防高の線が当該区間で凹んでいる（水位が接近）
＝その直上流はもちろん直下流堤防高よりも堤防高が低い

堤敷幅は同じなので、法勾配がより緩やかになっている
⇒直上下流と同等水準（計画高水位＋1.5ｍ）への嵩上げで、安全度が大きく向上



新川 現況流下能力と計画との比較

現況流下能力

（２０００年９月洪水）

久地野（三川合流後）

計画高水位 ５０８㎥/s
第１ピーク ６４０㎥/s （０.６４）

鴨田川合流後

計画高水位 ５２４㎥/s

河川整備将来方針 計画規模 １/１００

基本高水流量

久地野 １,０００㎥/s
鴨田川合流後 １,０７５㎥/s
水場川合流後 １,２１５㎥/s
萱津橋 １,９００㎥/s

限界河道流量
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計画高水位 ５２４㎥/s
第１ピーク ６７０㎥/s （０.６２）

水場川合流後

計画高水位 ５４７㎥/s
第１ピーク ７１０㎥/s （０.５８）

萱津橋（五条川合流後）

計画高水位 １,００９㎥/s
第１ピーク １,０１０㎥/s （０.５２）

※括弧内は基本高水流量に対する率

限界河道流量

久地野 ６９０㎥/s
鴨田川合流後 ７２０㎥/s
水場川合流後 ７７０㎥/s
萱津橋 １,４００㎥/s

地下放水路と多数の調節地

整備計画では流域分担（総合治水）

（２０００年時点で殆ど未整備）



流域分担（総合治水対策）の位置付け

『特定都市河川浸水被害対策法の解説』

「総合治水対策」はあくまで河川の氾濫防止のため
の外水対策であって、都市部で頻発している内水
被害を念頭において実施しているものではない。
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被害を念頭において実施しているものではない。

新川河川整備計画

基本高水流量＝計画高水流量＋流域分担量



新川 浸水被害
発生期間 河川名 市町村名 発生期間 河川名 市町村名 発生期間 河川名 市町村名 発生期間 河川名 市町村名 発生期間 河川名 市町村名

S44年 新川 新川 西枇杷島町 庄内川 北区. 庄内川 北区 庄内川 北区
S45.6.10～7.28 新川 　中川区 新川 大治町 庄内川 北区 庄内川 北区 庄内川 北区

新川 　西枇杷島町 新川 港区 庄内川 北区 S55.6.22～7.16 庄内川 中川区 庄内川 北区
新川 　新川町 新川 港区 庄内川 北区 庄内川 新川町 庄内川 北区
庄内川 　大治町 新川 西区 庄内川 北区 庄内川 新川町 庄内川 北区

S4.6.2～7.2 新川 　北区 新川 西区 庄内川 北区 庄内川 西区 庄内川 北区
S46.8.27～9.13 新川 　西枇杷島町 新川 西区 庄内川 西区 S56.9.23～9.28 庄内川 西春町 庄内川 北区

新川 　西区 新川 中川区 庄内川 西区 S55.10.5～10.9 庄内川 北区 S62.7.11～8.8 庄内川 師勝町
新川 　大治町 新川 北区 庄内川 西区 庄内川 西春町 庄内川 師勝町
新川 　西春町 S50.8.5～8.25 新川 西枇杷島町 庄内川 西区 S57.7..5～8.3 庄内川 甚目寺町 S62.8.4～8.15 新川 北区

S46.09.26 新川 　西枇杷島町 新川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 甚目寺町 S63.8.9～8.31 新川 西区
新川 　中川区 新川 港区 庄内川 西区 庄内川 西区 新川 中川区
新川 　大治町 新川 中川区 庄内川 西区 庄内川 大治町 庄内川 師勝町
新川 　西春町 新川 中川区 庄内川 西区 庄内川 大治町 S63.9.22～9.29 新川 大治町

S47.6.6～7.23 新川 　西春町 S51.9.7～9.14 庄内川 師勝町 庄内川 西区 庄内川 中川区 新川 大治町
新川 　中川区 庄内川 師勝町 庄内川 西区 S57.8.6～3.24 庄内川 新川町 新川 大治町
新川 　北区 庄内川 新川町 S54.9.2～10.1 庄内川 新川町 庄内川 新川町 新川 西区

S47.9.6～6.19 新川 　新川町 庄内川 新川町 庄内川 新川町 庄内川 新川町 新川 中川区
新川 　新川町 庄内川 新川町 庄内川 新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 師勝町
新川 　新川町 庄内川 新川町 庄内川 新川町 庄内川 西枇杷島町 H1.9.17～9.22 新川 西区
新川 　新川町 庄内川 新川町 庄内川 新川町 庄内川 西枇杷島町 H2.9.11～9.20 庄内川 大治町
新川 　新川町 庄内川 新川町 庄内川 甚目寺町 庄内川 西枇杷島町 新川 西区

S48.7.20～8.7 新川 　西区 庄内川 新川町 庄内川 西枇粗島町 庄内川 西枇杷島町 新川 西区
新川 　北区 庄内川 甚目寺町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西枇杷島町 新川 中川区
新川 　新川町 庄内川 甚目寺町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西枇杷島町 新川 中川区
新川 　西枇杷島町 庄内川 清洲町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西枇杷島町 H2.11.27～12.9 新川 西区
新川 　西枇杷島町 庄内川 清洲町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西枇杷島町 H3.9.11～9.28 庄内川 大治町
新川 　豊山町 庄内川 清洲町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西枇杷島町 新川 中川区
新川 　西春町 庄内川 清洲町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西枇杷島町 新川 新川町

S49.7.13～8.1 庄内川 　西枇杷島町 庄内川 清洲町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西枇杷島町 新川 新川町
新川 　新川町 庄内川 清洲町 庄内川 大治町 庄内川 西枇杷島町 新川 甚目寺町
新川 　師勝町 庄内川 清洲町 庄内川 中川区 庄内川 西枇杷島町 新川 西枇杷島町
新川 　師勝町 庄内川 西春町 庄内川 中川区 庄内川 西枇杷島町 新川 中川区
新川 　師勝町 庄内川 西春町 庄内川 中川区 庄内川 西枇杷島町 H5.9.6～9.10 庄内川 大治町
新川 　師勝町 庄内川 西春町 庄内川 中川区 庄内川 大治町 新川 甚目寺町
新川 　師勝町 庄内川 西春町 庄内川 北区 庄内川 大治町 新川 中川区
新川 　師勝町 庄内川 西春町 庄内川 北区 庄内川 豊山町 H6.9.11～9.22 新川 大治町
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新川 　師勝町 庄内川 西春町 庄内川 北区 庄内川 豊山町 新川 新川町
新川 　春日村 庄内川 西枇杷島町 庄内川 北区 庄内川 豊山町 新川 西区
新川 　新川町 庄内川 酉枇杷島町 庄内川 北区 庄内川 豊山町 新川 大治町
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 北区 庄内川 中川区 新川 甚目寺町
新川 　清洲町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 中川区 新川 中川区
新川 　西春町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 中川区 新川 大治町
新川 　西春町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 西区 新川 大治町
新川 　西春町 庄内川 大治町 庄内川 港区 庄内川 西区 新川 西区
新川 　西春町 庄内川 大治町 庄内川 港区 庄内川 西区 H6.9.27～10.1 新川 新川町
新川 　西枇杷島町 S53.9.6～9.21 庄内川 師勝町 庄内川 港区 庄内川 西区 新川 中川区
新川 　西枇杷島町 庄内川 師勝町 庄内川 港区 庄内川 西区 H11.8.10～8.20 庄内川 師勝町
新川 　西枇杷島町 庄内川 師勝町 庄内川 港区 庄内川 西区 H11/8/21～ 新川 港区
新川 　大治町 庄内川 師勝町 庄内川 港区 庄内川 北区 H11.9.13～9.18 新川 港区
新川 　大治町 庄内川 新川町 庄内川 港区 庄内川 北区 H12.9.8～9.18 新川 清洲町
新川 　大治町 庄内川 新川町 庄内川 港区 庄内川 北区 新川 甚目寺町
新川 　豊山町 庄内川 新川町 S55.8.14～9.5 庄内川 港区 庄内川 北区 新川 師勝町
新川 　豊山町 庄内川 新川町 庄内川 港区 庄内川 北区 新川 新川町
新川 　北区 庄内川 新川町 庄内川 港区 庄内川 北区 新川 新川町
新川 　西区 庄内川 新川町 庄内川 港区 庄内川 港区 新川 新川町
新川 　西区 庄内川 甚目寺町 庄内川 港区 庄内川 港区 新川 西枇杷島町
新川 　港区 庄内川 甚目寺町 庄内川 港区 S57.8.25～8.31 庄内川 西区 新川 甚目寺町
新川 　中川区 庄内川 清洲町 庄内川 港区 庄内川 西区 新川 西区

S50.6.3～7.18 新川 　師勝町 庄内川 西春町 庄内川 師勝町 庄内川 西区 新川 大治町
新川 　豊山町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 新川町 庄内川 西区 新川 中川区
新川 　豊山町 庄内川 酉枇杷島町 庄内川 新川町 庄内川 北区 新川 港区
新川 　豊山町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 新川町 S57.9.10～9.13 庄内川 春日村 新川 西区
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 新川町 S57.9.18～9.20 庄内川 西区 新川 大治町
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 甚目寺町 庄内川 西区
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 西区
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 北区
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 北区
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 北区
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 S58.5.24～7.28 庄内川 北区
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西区 庄内川 北区
新川 　新川町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 西枇杷島町 庄内川 北区
新川 　清洲町 庄内川 大治町 庄内川 中川区 庄内川 北区
新川 　西春町 庄内川 豊山町 庄内川 中川区 庄内川 北区
新川 　西春町 庄内川 豊山町 庄内川 中川区 庄内川 北区

庄内川 豊山町 庄内川 中川区 庄内川 北区
庄内川 中川区 庄内川 中川区 S58.9.24～9.30 庄内川 港区
庄内川 中川区 庄内川 中川区 庄内川 港区
庄内川 北区 庄内川 北区 庄内川 西区
庄内川 北区 庄内川 北区 庄内川 北区



庄内川 現況流下能力と計画との比較

現況流下能力

暫定嵩上げ後

右岸１９.０Ｋ

計画高水位 ２,８５０㎥/s
暫定嵩上げ ３,５００㎥/s （０.９５）

左岸１２.０Ｋ

計画高水位 ２,６７０㎥/s

河川整備基本方針 計画規模 １/１００

計画流量

右岸１９.０Ｋ

基本高水流量 ３,７００㎥/s
計画高水流量 ３,５００㎥/s

左岸１２.０Ｋ

基本高水流量 ３,７００㎥/s
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計画高水位 ２,６７０㎥/s
暫定嵩上げ ３,５００㎥/s （０.９５）

右岸４.４Ｋ（一色大橋）

計画高水位 ４,２００㎥/s
暫定嵩上げ ４,２００㎥/s （１.０８）

※ 括弧内は基本高水流量に対する率

基本高水流量 ３,７００㎥/s
計画高水流量 ３,５００㎥/s

右岸４.４Ｋ（一色大橋下流）

基本高水流量 ３,９００㎥/s
計画高水流量 ３,７００㎥/s

河川内流量調節のみ、流域分担なし

（２０００年時点で整備済み）



庄内川と新川の安全度の比較

 項　　　目 庄　　内　　川 新　　　　　川

 計画規模 ○河川整備基本方針 ○河川整備基本方針

　・年超過確率：１／２００ 　・年超過確率：１／１００

　・降雨強度　 ：２５０㎜／日

○河川整備計画 ○河川整備計画

　・戦後最大洪水（２０００年洪水） 　・年超過確率：１／３０

　　年超過確率:約１／１００

 流量 ○河川整備基本方針 ○河川整備基本方針

　・基本高水流量：４,７００㎥／ｓ 　・基本高水流量：１,９５０㎥／ｓ

　・計画高水流量：４,４００㎥／ｓ 　・計画高水流量：１,４００㎥／ｓ

○河川整備計画 ○河川整備計画
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○河川整備計画 ○河川整備計画

　・基本高水流量：３,９００㎥／ｓ 　・基本高水流量：１,６３４㎥／ｓ

　・計画高水流量：３,７００㎥／ｓ 　・計画高水流量：１,０９０㎥／ｓ

（枇杷島地点） （五条川合流後地点）

 基本髙水処理方法 河川対応（小里川ダム、小田井遊水地） 河川対応（多数の調整地と地下放水路）

整備計画では流域分担あり（４1９㎥／ｓ）

 計画高水位の河口水位 T.P.＋２.９０m T.P.＋１.２m

（塑望平均満潮位＋高潮潮位偏差１.７m） （塑望平均満潮位）

 余裕高 ２.０m １.０m

（構造令基準では１.２m） （構造令基準では１.０m）

 堤防幅 天端幅：　７.０m 天端幅：　６.０m

計画高水位での堤防幅：１１.８m 計画高水位での堤防幅：１０.０m



現況流下能力の新川と庄内川の比較

新川

現況流下能力 （ ２０００年洪水）
久地野（三川合流後）

計画高水位 ５０８㎥/s
第１ピーク ６４０㎥/s （０.６４）

鴨田川合流後

計画高水位 ５２４㎥/s
第１ピーク ６７０㎥/s （０.６２）

庄内川

現況流下能力（暫定嵩上げ後）
右岸１９.０Ｋ

計画高水位相当 ２,８５０㎥/s
暫定嵩上げ ３,５００㎥/s （０.９５）

左岸１２.０Ｋ

計画高水位相当 ２,６７０㎥/s
暫定嵩上げ ３,５００㎥/s （０.９５）
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第１ピーク ６７０㎥/s （０.６２）

水場川合流後

計画高水位 ５４７㎥/s
第１ピーク ７１０㎥/s （０.５８）

萱津橋（五条川合流後）

計画高水位 １,００９㎥/s
第１ピーク １,０１０㎥/s （０.５２）

※括弧内は1/100基本高水流量に対する率

暫定嵩上げ ３,５００㎥/s （０.９５）

右岸４.４Ｋ（一色大橋下流）

計画高水位相当 ２,０３０㎥/s
暫定嵩上げ ４,２００㎥/s （１.０８）

※括弧内は1/100基本高水流量に対する率

破堤を起こすような堤防損傷もなく洪水を流下できる流下能力は、庄内川は１/１００規模、
新川は１/３０規模の流量（２０００年９月洪水に相当）であった。
基本高水流量に対して、新川は６０％、庄内川は１００％程度の流下能力がある。



7. 洗堰閉鎖と庄内川左岸側排水
ポンプ
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庄内川激特河道計画報告書における水位検討
現況河道のケース条件（河道掘削の効果の検討）

ケース名 洗堰分派量
ポンプ排水の

有無
矢田川合流

量
小田井遊水
地分派量

ケース１（実績流量） 300 ○ 600 0

洗堰分派量とポンプ排水（矢田川を含む）の有無の組合せ

40

100 × 500 100

100 ○ 600 100

0 × 500 100

0 ○ 600 100

単位：m3/s

ケース２（洗堰２００）

ケース３（洗堰２７０）

『平成１２年度庄内川新河道計画検討業務報告書【激特河道計画編】』に基づき作成



庄内川排水機場

41
『Ｈ１２．９ 洪水の記録 庄内川･土岐川』より

左岸側合計
約315 ㎥/s



庄内川 堤防高と水位比較（右岸） 現況河道

10.00
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14.00

16.00
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現況堤防高 右岸

計画高水位

計画高水位＋1.2m

計画高水位＋1.5m

ｹｰｽ1（現況河道）

ｹｰｽ3（現況河道）

ｹｰｽ3（現況河道＋Ｐ追加）

計画堤防高

ケース１：実績流量
ケース３：洗堰閉鎖・ポンプ停止

洗
堰
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水位比較（５.４Kより下流）
[ケース１ 実績流量（ポンプ排水有り）] （水色線）

一色大橋：4.646ｍ （痕跡水位4.5ｍ）
４.４Ｋ：4.354ｍ （痕跡水位3.9ｍ）

[ケース３ 洗堰閉鎖・ポンプ排水無し] （青色線）
一色大橋：4.567ｍ 実績流量－約0.07ｍ
４.４Ｋ： 4.283ｍ 実績流量－約0.07ｍ

[ケース３ 洗堰閉鎖・ポンプ排水有り] （黄色線）
一色大橋：4.801ｍ

実績流量＋約0.16ｍ ポンプ排水無し＋約0.23ｍ
４.４Ｋ：4.495ｍ

実績流量＋約0.14ｍ ポンプ排水無し＋約0.21ｍ



庄内川 堤防高と水位比較（左岸） 現況河道

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

標高　TP ｍ

現況堤防高 左岸

計画高水位

計画高水位＋1.2m

計画高水位＋1.5m

ｹｰｽ1（現況河道）

ｹｰｽ3（現況河道）

ｹｰｽ3（現況河道＋Ｐ追加）

計画堤防高

ケース１：実績流量
ケース３：洗堰閉鎖・ポンプ停止
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水位比較（５.４Kより上流）
[ケース１ 実績流量（ポンプ排水有り）] （水色線）

8.4Ｋ 6.638ｍ (痕跡水位6.6ｍ)
12.0Ｋ 8.078ｍ (痕跡水位7.8ｍ)
東海道線 9.114ｍ (痕跡水位8.8ｍ)
16.2Ｋ 10.229ｍ (痕跡水位10.2ｍ)

[ケース３ 洗堰閉鎖・ポンプ排水無し] （青色線）
8.4Ｋ 6.574ｍ 実績流量－約0.06ｍ
12.0Ｋ 8.047ｍ 実績流量－約0.03ｍ
東海道線 9.096ｍ 実績流量－約0.02ｍ
16.2Ｋ 10.224ｍ 実績流量±約０ｍ



現況河道での水位比較の評価（５.４Kより下流）

洗堰を閉鎖しても、左岸側のポンプ排水を停止すると、水位は、ポンプ排水があった実
績流量に比べて、７㎝程度低い

流量が、小田井遊水地分派により、実績流量より100㎥/ｓ少ない

流量－水位の関係は 、[100㎥/ｓ－0.07ｍ]程度

⇒小田井遊水地分派なしなら、実績流量とほぼ同じ水位

※小田井遊水地は、越流堤を高くしなければならない欠陥遊水地

７㎝程度の水位の差は、堤防の安全性への影響は乏しく、同程度

44

洗堰を閉鎖しても、ポンプ排水停止をすれば、水位上昇に影響しない

現況堤防（パラペット堤）高が直上下流より低い個所を、直上下流と同等にパラペット堤
を計画高水位に嵩上げすれば、堤防高は水位を上回り、越水は生じない

下流優先の原則の前提がなくなり、現況堤防高が計画高水位以下の区間の改修にお
いて、この原則は適用できない

⇒洗堰閉鎖に優先して、この区間の改修を先に行う根拠がなくなる

左岸ポンプ排水をさせると、水位を上昇を打ち消すためのはけ口が必要

⇒洗堰が必要



現況河道での水位比較の評価（５.４Kより上流）

洗堰を閉鎖しても、左岸側のポンプ排水を停止すると、ポンプ排水があった実績流量に比
べて、水位は、
・ 同じ流量3,600㎥/ｓで、数㎝低い （15.4Kポンプ② 下流）
・ 流量が100㎥/ｓ多くて（3,600㎥/ｓ）、同じかやや低い（16.6K小田井遊水地下流）
・ 流量が200㎥/ｓ多くて（3,700㎥/ｓ）、数㎝高い （16.6K小田井遊水地上流）
※小田井遊水地は、越流堤を高くしなければならない欠陥遊水地

数㎝の水位の差は、堤防の安全性への影響は乏しく、同程度

洗堰を閉鎖しても、ポンプ排水停止をすれば、水位上昇に影響しない
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洗堰－矢田川合流間1.4㎞の現況堤防高は、計画高水位＋1.5ｍより約20㎝高い

現況堤防高が直上下流より低い個所（堤敷幅が同じなのでより緩勾配）を、直上下流と同
等に計画高水位＋1.5ｍに嵩上げ（法勾配を同じにするだけで用地拡大は不要）すれば、
・堤防高は計算水位を0.6ｍ（右岸14Ｋ付近）～0.8ｍ（左岸12Ｋ付近）以上上回る
・痕跡水位は計算水位より低く、堤防高は痕跡水位を0.8ｍ～１ｍ以上上回る
⇒計画高水位＋1.5ｍに嵩上げする僅かな堤防嵩上げで、堤防の高さの 安全度

は全川的に大きく向上

左岸ポンプ排水をさせると、水位を上昇を打ち消すためのはけ口が右岸側に必要
⇒洗堰が必要



庄内川中下流の排水機場の操作規程

左岸（矢田川を含む）

操作規程に運転停止をする庄内川水位の定め あり

福徳

操作規程に運転停止をする庄内川水位の定め なし

当知、川北、三階橋、守西
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操作規程 なし

宝神、惟信、打出、岩塚、中村、城北、守山、宮前

右岸

操作規程に運転停止をする庄内川水位の定め あり

落合、南部、勝西（上条）



庄内川改修順序決定に際しての
洗堰閉鎖とそれによる庄内川水位の検討

検討の必要性
昭和43年２月６日付庄内川水系全体計画第３回変更認可の指示

「分派量を０（注・洗堰閉鎖のこと）にしたときの庄内川改修に対する影
響・・・・を十分に検討すること」
河川改修における下流優先原則の適用の可否の判断

検討すべき内容
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河川水位に影響を与える全ての要因に基づいて検討
流域から河川への流入水が水位に影響する基本的要因
・自然流入（人為的制約不可能）
・排水ポンプ、排水樋門（人為の運転制約可能→容易な流入制限方法）

検討により得られる結果
排水ポンプを停止すれば、洗堰を閉鎖しても、水位は上昇しない
左岸側ポンプ排水をさせるには、水位上昇の打ち消しに洗堰が必要

検討されていないなら、なすべき検討がなされていない



小田井遊水地の構造的欠陥

遊水地に河道から越流させ流量を削減

計画高水流量図では170㎥/ｓを削減

平成元(1989)年度に概成

越流堤高 暫定堤として、ＴＰ7.85ｍ

計画堤高は ＴＰ8.35ｍ （0.5ｍ低い）

低い河川水位で越流が始まってしまい、河川
水位が高くなったときには、貯水できなくなっ

小田井遊水地 概観
国土交通省中部地方整備局『2000年9月出水写真』より
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水位が高くなったときには、貯水できなくなっ
ており、流量削減能力が失われている

河道流下能力が不足している未改修河川の
場合、整備された遊水地はその下流の水位
を下げる最後の拠り所

⇒遊水地は、最も危険という水位が計画高

水位を上回るときに、水位を下げられな

ければならない

⇒小田井遊水地は欠陥遊水地

小田井遊水地 越流堤断面図

『20周年記念 庄内川 その流域と治水史』に囲いを加筆

国土交通省中部地方整備局『2000年9月出水写真』より



8. 国の庄内川の河川管理責任
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庄内川河川管理に係る諸事情のまとめ

① 新川は大山川・合瀬川などを庄内川から分離するように開削された河川であり、自然条件と
して庄内川とは別の流域の別河川であった。その河川管理も、愛知県によって、庄内川とは
別個独立に行われてきた。

② 庄内川水系に係る昭和５０年工事実施基本計画には新川の計画高水流量など工事実施基
本計画として定めなければならない事項が全く記載されず、これらは全く検討、考慮されてい
なかった。

③ 庄内川は、1/200規模の改修計画を実施していて、本件洪水までの３１年間において、出動
水位を超えただけで、計画高水位に達することもなかった。これに対して新川は、 １/１００規
模の計画を実施できず、河道流下能力の拡大が限界で、河川氾濫防止の外水対策として総
合治水が行われ、また、本川の溢水・破堤防止のために堤内や支川からの排水を制限して
いて、浸水被害が多発していた。
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いて、浸水被害が多発していた。
④ 庄内川は、河口計画高水位が高潮潮位偏差の1.7ｍ高く、余裕高が構造令基準1.2ｍを上回

る２ｍであり、既往最大の本件洪水でも、現況堤防高が直上下流より低いところを除いて天
端から0.8～１ｍ程度下回った水位で、堤防損傷もなく洪水を流下でき、安全性の高い堤防で
あった。
現況堤防高が直上下流より低い個所は、直上下流と連続的な高さになるようにパラペット堤
などで暫定的に嵩上げをすれば、2000年洪水で越水した一色大橋下流でも安全な水位、そ
の他も天端から0.8～１ｍ程度下回る水位で洪水を流下でき、安全度を効果的かつ効率的に
向上させることができる。しかし、国はその検討をせず、そのような改修も行っていなかった。

⑤ 庄内川左岸側の内水排水ポンプの運転を停止すれば、洗堰を閉鎖してもその下流の水位は
上昇せず変化しない。国はそのことを分かっていた。少なくとも下流部の堤防嵩上げにおい
てそのことを検討すべきであった。しかし、庄内川左岸側の内水排除のポンプ排水のために
洗堰を閉鎖せず存続させて、③のように治水上脆弱な新川に洪水を流入させていた。



国の庄内川の河川管理責任（まとめ）
庄内川左岸側排水ポンプの停止を組み入れた洗堰の閉鎖と僅かな堤防の暫定嵩
上げとを同時進行で行えば、治水事業予算という財政的制約の下で、改修途上河川
として最も効果的かつ効率的に、洗堰下流の庄内川を全川にわたって等しい高さ安
全度にして、かつ新川の治水安全度も高めることができる。

庄内川の河川管理である河川改修事業において、新川の諸事情、庄内川の外水
被害や堤防の安全性の状況と改修事業の進め方、洗堰を閉鎖しても庄内川左岸
側のポンプ排水を停止すれば水位の上昇はないことなど、河川改修において考慮
すべき事情があるのに、国は、これらを知り少なくともは知り得ながら、あるいは、下
流部の堤防嵩上げにおいてこれらの諸事情を当然検討すべきであるにもかかわら流部の堤防嵩上げにおいてこれらの諸事情を当然検討すべきであるにもかかわら
ず、昭和５０年工事実施基本計画や直轄河川改修計画書に新川の計画高水流量
など工事実施基本計画として定めなければならない事項すら全く記載しないなど、
これらを全く検討せず考慮していなかった。

むしろ、国は、庄内川左岸側の内水排除のためのポンプ排水のために、洗堰を閉
鎖せず存続させて、河道流下能力が小さく浸水被害が激しいなど治水上脆弱な新
川に洪水を流入させていた。これは、河川改修において本来考慮すべきない事情を
過大に配慮して、庄内川左岸側の内水ポンプ排水を格別に優先させていたもので
ある。

このような河川管理は、大東水害最高裁判決を前提としても、同種・同規模の河川
管理の一般水準および社会通念から認められる河川改修のあり方を大きく逸脱し
た明らかに不合理なもので、違法な河川管理である。
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ご静聴ありがとうございました
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