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木曽川水系揖斐川流域治水プロジェクト【参考資料】

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

【目標（コンセプト）】
牧田川、水門川合流部ある老朽化が著しい水門川排水機場について、昭和36年6月豪雨と同規模の豪雨があった場合に床上浸水を解
消することを目標に、国、岐阜県、大垣市が連携して改築事業を推進。

【木曽川上流河川事務所、岐阜県、
大垣市】水門川流域総合治水対策

対策メニュー 短期 中・長期
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【水門川流域の諸元】
流域面積 ：26.18km2

幹川流路延長 ：23.1km
流域内人口 ：約8.1万人
流域内市町村 ：1市1町

（大垣市、神戸町）
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◆水門川流末部の状況

◆排水機場統合案イメージ

連携

国
・排水機場の改築

・牧田川の堤防強化

市
・排水機場（下水）の増強
・開発地の流出抑制対策

県
・水門川の河川改修

・放水路の整備
・調節池の整備

◆水門川河床掘削状況（県）◆開発地の流出抑制状況（市）

大垣市立北小学校
（平常時）

大垣市立北小学校
（降雨時）

校庭貯留の説明看板

◆標高段彩図及び流域の交通状況

出典：「水門川流域整備計画アクションプラン 水門川流域総合治水対策協議会」46



木曽川水系揖斐川流域治水プロジェクト【参考資料】

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

【目標（コンセプト）】
桑名市総合計画に掲げた「命を守ることが最優先」を実現する

ため、下水道事業において集中豪雨による浸水被害防止のため
計画的な下水道整備を推進。

【桑名市】西桑名雨水幹線整備事業
（雨水幹線の整備）

対策メニュー 短期 中・長期

※桑名駅西土地区画整理事業による面的整備との連携を図ることで、
災害に強いまちづくりを行う。

揖斐川
桑名駅

西桑名排水区
＜雨水幹線の整備＞

総延長：2,120ｍ

7/25 集中豪雨の状況

整備前 整備後

桑名駅西土地区画整理事業箇所

【概要】

甚内ポンプ場

福島ポンプ場

住吉ポンプ場

【目標（コンセプト）】
平成16年10月、台風23号による出水の再度災害防止に向け、
水災害リスクの軽減を目標に、雨水調整池を整備。

【概要】

【大垣市】雨水調整池整備
※ハード整備済

対策メニュー 短期 中・長期

施設概要
・竣工年度：平成20年
・構造形式：地下式
・貯水量： 3,210㎥

本今雨水調整池

平成16年10月20日
台風第23号による浸水実績

美和雨水調整池
（南中学校グラウンド下）
施設概要
・竣工年度：平成27年
・構造形式：地下式
・貯水量： 2,450㎥
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木曽川水系揖斐川流域治水プロジェクト【参考資料】

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

揖斐川

長良川
木曽川

【概要】

【森林整備センター】水源林造成事業
【中部森林管理局】流域内における森林整
備・治山対策

対策メニュー 短期 中・長期

＜森林整備センターによる事業箇所＞

木曽三川流域
水源林造成事業地

間伐実施前 間伐実施後

森林整備

間伐等の森林整備を適時適切に実施する
とともに、山地災害等により機能が低下
した荒廃地・荒廃森林等については機動
的に治山対策を実施。

岐阜県

長野県

愛知県

＜中部森林管理局による事業箇所＞

奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の
自助努力等によっては適正な整備が見込めな
い箇所において、針広混交林等の森林を整備
することにより、森林の有する公益的機能の
高度発揮を図る。

渓間工 山腹工

治山対策

【目標（コンセプト） 】
山腹崩壊地や荒廃渓流の復旧・保全対策により、森林地域か

らの土砂流出を抑制。

【概要】 （「足打谷」地区の治山対策）

揖斐川支流粕川右岸の「足打谷」は、度重なる豪雨によ
り著しく荒廃し、下流域への土砂の生産源となっているた
め、山腹崩壊地の復旧と荒廃渓流の保全を実施する。

【岐阜県】荒廃森林・荒廃渓流の復旧、
予防対策及び森林の整備・保全

対策メニュー 短期 中・長期

（復旧イメージ）

崩壊森林の復旧

【目標（コンセプト）】
土砂の流出や流木による被害を軽減するため、森林の有する水
源かん養機能や土砂流出・崩壊防止機能の向上を図ること によ
り、流域治水対策を推進。
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昭和40年(1965)災害（奥越豪雨）

東前の谷からの土石流により被災した東杉原集落
（旧藤橋村）

事業概要
＜事業名＞
〇越美山系直轄砂防事業
＜目的＞
平成元年９月災害規模および平成14年７

月災害規模でも、下流域を含め地域が安
全となるよう砂防施設整備を進める。特に
主要公共施設、要配慮者利用施設等の
保全を重点的・優先的に実施する。
＜事業期間＞
2011年度～2039年度

ガラン谷第2砂防堰堤（根尾川流域）

揖斐川町

本巣市

木曽川水系揖斐川流域治水プロジェクト【参考資料】

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

【目標（コンセプト）】
平成元年９月災害および平成14年７月災害等を踏まえ、土砂・
洪水、土石流による被害から保全対象への影響を軽減するた
め砂防施設の整備を推進。

【越美山系砂防事務所、県】砂防施設の整備
（治山事業による流木・土砂の流出抑制含
む）

対策メニュー 短期 中・長期

【目標（コンセプト）】
揖斐川流域における流木、土砂流出抑制のため、砂防関係
施設の整備を推進。

【概要】
土石流やがけ崩れなどの土砂災害の発生の恐れがある箇
所に砂防関係施設を整備し、流域での土砂流出を抑制する。

【岐阜県】砂防関係施設の整備（治山
事業による流木・土砂流出抑制含む）

対策メニュー 短期 中・長期

砂防堰堤の整備イメージ
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木曽川水系揖斐川流域治水プロジェクト【参考資料】

被害対象を減少させるための対策

【目標（コンセプト）】
南海トラフ地震における津波被害想定及び高潮時の浸水想定を踏

まえ、災害拠点となる消防本部の高台移転を含めた消防庁舎等再編
整備を行い、より強固な防災体制を確立。

地理的に津波からの避難が極めて困難となることが想定される地区
に、一時的な避難場所となる津波避難施設の整備を推進。

【桑名市】消防本部の高台移転（消防
庁舎等再編整備）津波避難施設整備

対策メニュー 短期 中・長期

＜消防庁舎等再編の対象＞

消防本部・大山田分署・消防団詰所・大山田地区市民センター・大山田まち
づくり拠点施設 等

地図の出典：地理院地図（電子国土Web）

揖斐川

津波避難施設
整備

消防本部移転先

【目的】
・より強固な防災体制の確立
・市民サービスの向上
・対象施設の機能の向上

桑名市消防本部

【概要】

【目標（コンセプト）】
多度地区にある全ての小・中学校について、新設する「施設一

体型小中一貫校」への統合に伴い、洪水による浸水区域等から
丘陵地域へ移し、防災面でも安全な教育体制を確立するととも
に災害時の避難施設としての活用を検討。

【桑名市】小学校の高台移転（多度地
区小中一貫校整備）

対策メニュー 短期 中・長期

＜対象施設＞
多度北小学校、多度中小学校、多度東小学校、多度青葉小学校、多度中学校

揖斐川

施設一体型
小中一貫校

（多度中小学校とその付近）

位置図

多度青葉小学校

多度東小学校

多度中学校
多度北小学校

【概要】
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木曽川水系揖斐川流域治水プロジェクト【参考資料】

被害対象を減少させるための対策

【目標（コンセプト）】
想定最大規模降雨による浸水想定において町の南半分で浸水
の恐れがあるため、重要施設の建設には浸水に対する配慮が
重要であり、想定最大規模の想定浸水深よりも高い地盤高を造
成し災害時の重要拠点としての役割を担う。

【概要】
想定最大規模の浸水が発生しても重要施設の機能が失

われないように、想定最大規模の想定浸水深を考慮した地
盤高を造成し、災害時の重要拠点としての役割を持たせら
れるように、施設の構造等を町が積極的に助言等を行い、
被害対象を減少させる取り組みを実施。

【JA岐阜厚生・大野町】最大規模の洪
水による浸水を想定した拠点病院整備

対策メニュー 短期 中・長期

【目標（コンセプト）】
コンパクトで安全なまちづくりを推進するため、居住誘導区域に
残存する災害リスクに対して、立地適正化計画に防災指針を定
め、計画的かつ着実に必要な防災・減災対策を推進。

【桑名市】立地適正化計画及び防災
指針の検討

対策メニュー 短期 中・長期

市内の災害リスク分析を行い、それを踏まえた居住誘導区域の見直し、並び
に、防災、減災対策の取組方針及び地区毎の課題に対応した対策検討を行う。

【概要】

▼14.9m（水田）

20.5m（病棟部造成地盤）

三
水

川
右

岸
堤

最大で6m以上嵩上げ
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木曽川水系揖斐川流域治水プロジェクト【参考資料】

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

【目標（コンセプト）】
河川管理者と協働し、町内で大きな被害を出した昭和51年9月

豪雨などの災害事例等を通じ、防災学習を実施。

【安八町】防災教育の継続的な実施
と内容の充実

対策メニュー 短期 中・長期

【概要】

【目標（コンセプト）】
木曽三川下流部において高潮や洪水氾濫による大規模かつ

広域な浸水被害が発生した場合でも、犠牲者をゼロにすることを
目的に広域避難実現プロジェクトを推進。

【国・県・市町村等】木曽三川下流部
広域避難実現プロジェクトの運用

対策メニュー 短期 中・長期

【概要】

 浸水想定区域外への自主的な早期広域避難を促す「自主的広域
避難情報（広域避難の呼びかけ）」の発表及び実施体制をとりまと
めた「木曽三川下流部高潮・洪水災害広域避難計画（第１版）」を令
和２年８月に策定。

 今後は、訓練等をとおして計画をより実効性の高いものにしていく。

河川管理者から9.12豪雨災害の

被害状況等について説明

児童による感想発表

9.12豪雨災害についての映像を視聴

児童の感想

・9.12豪雨災害について詳しく知る
ことができた。

・9.12豪雨災害が起きる数日前から
雨が降り続いていたことが分かった。

・堤防の役割について、理解が深まった。
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木曽川水系揖斐川流域治水プロジェクト【参考資料】

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

短期 中・長期

【目標（コンセプト）】
土砂災害の恐れのある土地の明確化と周知を推進するととも

に、警戒避難体制の整備を促進。

【岐阜県】
防災・安全交付金（総合流域防災）

対策メニュー

【一押し施策の概要】

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

基礎調査により、土砂災害警戒区域の不断の見直しを
進め、地形の改変や土地利用の変化等に伴う土砂災害の
恐れのある土地の危険度及び認知度の向上を図る。
本調査結果を反映した市町村によるハザードマップ作成

など、警戒避難体制整備を支援するとともに、一定の開発
行為制限などの土砂災害防止対策を推進していく。
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