
上高砂地区

塩-②

竜岡町下條南割地区（御勅使川左岸）

浅原橋水位観測所

①

④

塩-①

③

危険水位設定箇所（船山橋）

船山橋 左岸K238

計画高水位（ｍ） 3.29

氾濫危険水位（ｍ） 2.20

避難判断水位（ｍ） 2.00

氾濫注意水位（ｍ） 2.00

受け持ち区間 K250-K66

堀切(御勅使川） 右岸M20

計画高水位（ｍ） 2.48

氾濫危険水位（ｍ） 1.70

避難判断水位（ｍ） 1.50

氾濫注意水位（ｍ） (1.30)

受け持ち区間 M43～M8

※現況堤防高の換算値は、基準水位観測所の水位に換算した値。

２／５頁富士川水系 釜無川 左岸 Ｋ２０２ 山梨県甲斐市下今井地先 甲府河川国道事務所

危険箇所 横断図

ＨＷＬ 3.29ｍ

はん濫危険水位 2.20ｍ

避難判断水位 2.00ｍ

はん濫注意水位 2.00ｍ

船山橋水位観測所(左岸K238)

計画堤防高 TP+312.90m

現況堤防高 TP+315.14m

最深河床高 TP+307.25m

HWL TP+311.40m

はん濫危険水位 TP+311.40m
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K202左岸

堤内地盤高
TP+310.6m

（換算値6.25m）現況堤防高 T.P.+315.14m

②

⑤

※現況堤防高の換算値は、基準水位観測所の水位に換算した値。

２／５頁富士川水系 塩川 右岸 Ｓ１０ 山梨県韮崎市栄地先 甲府河川国道事務所

DL=325.00

S-10

9:31 9:32

最深河床高328.845m

現況堤防高　TP+334.03m

計画堤防高　TP+335.16m

HWL　TP+334.16m

はん濫危険水位　TP+333.78m

堤内地盤高
TP+332.04m

（換算値8.05m）

現況堤防高 T.P.+334.03m

HWL 9.12ｍ

はん濫危険水位 6.90ｍ

避難判断水位 6.70ｍ

はん濫注意水位 (6.60ｍ)

金剛水位観測所(左岸S3上60.0m)

御-①

※現況堤防高の換算値は、基準水位観測所の水位に換算した値。

２／５頁富士川水系 御勅使川 右岸 Ｍ１３ 山梨県南アルプス市野牛島地先 甲府河川国道事務所

HWL 2.48ｍ

はん濫危険水位 1.70ｍ

避難判断水位 1.50ｍ

はん濫注意水位 （1.30ｍ）

堀切水位観測所(右岸M20)

M-13

DL=310.00

最深河床高315.664m

HWL　TP＋317.73m

計画堤防高　TP＋319.73m

現況堤防高　TP＋320.62m

はん濫危険水位　TP＋317.73m

堤内地盤高
TP+318.19m

（換算値4.77m）

金剛地（塩川） 左岸S3+60.0m

計画高水位（ｍ） 9.12

氾濫危険水位（ｍ） 6.90

避難判断水位（ｍ） 6.70

氾濫注意水位（ｍ） (6.60)

受け持ち区間 S13～M3

※現況堤防高の換算値は、基準水位観測所の水位に換算した値。

２／５頁富士川水系 塩川 左岸 Ｓ３ 山梨県甲斐市宇津谷地先 甲府河川国道事務所

計画堤防高　TP+329.25ｍ

現況堤防高　TP+328.11ｍ

S-3

DL=320.00

HWL　TP+328.25ｍ
はん濫危険水位　TP+327.90ｍ

最深河床高　TP+323.415ｍ

堤内地盤高
TP+324.84m

（換算値8.97m）

HWL 9.12ｍ

はん濫危険水位 6.90ｍ

避難判断水位 6.70ｍ

はん濫注意水位 (6.60ｍ)

金剛水位観測所(左岸S3上60.0m)

特定区間(K196～K88)

※現況堤防高の換算値は、基準水位観測所の水位に換算した値。

２／５頁富士川水系 御勅使川 左岸 Ｍ１３ 山梨県韮崎市竜岡町下條南割地先 甲府河川国道事務所

HWL 2.48ｍ

はん濫危険水位 1.70ｍ

避難判断水位 1.50ｍ

はん濫注意水位 （1.30ｍ）

堀切水位観測所(右岸M20)

M-13

DL=310.00

最深河床高315.664m

HWL　TP＋317.73m

計画堤防高　TP＋319.73m

現況堤防高　TP＋322.35m

はん濫危険水位　TP＋317.73m
堤内地盤高
TP+318.28m

（換算値6.62m）

山之神地区

野牛島地区（御勅使川右岸）

船山橋基準水位観測所

特定
左K115

危険箇所番号   ④越水危険箇所

危険箇所 K248右岸

地先名 韮崎市大草町若尾

浸水面積（ha） 0.8

浸水戸数（戸）
床上  0戸

床下  0戸

釜無川船山橋観測所（洪水予報河川）

危険箇所番号   ⑤越水危険箇所

危険箇所 K230右岸

地先名 韮崎市竜岡町若尾新田

浸水面積（ha） 0.0

浸水戸数（戸）
床上  0戸

床下  0戸

釜無川船山橋観測所（洪水予報河川）

危険箇所番号   ①越水危険箇所

危険箇所 K194右岸

地先名 南アルプス市上高砂

浸水面積（ha） 2.3

浸水戸数（戸）
床上  0戸

床下  0戸

釜無川船山橋観測所（洪水予報河川）

危険箇所番号   ③越水危険箇所

危険箇所 K90左岸

地先名 中央市今福新田

浸水面積（ha） 196.0

浸水戸数（戸）
床上131戸

床下177戸

釜無川船山橋観測所（洪水予報河川）

危険箇所番号   氾濫危険水位設定箇所

危険箇所 K202左岸

地先名 甲斐市下今井

浸水面積（ha） 26.4

浸水戸数（戸）
床上  5戸

床下 11戸

釜無川船山橋観測所（洪水予報河川）

危険箇所番号   ②越水危険箇所

危険箇所 K219左岸

地先名 甲斐市塩崎町

浸水面積（ha） 10.8

浸水戸数（戸）
床上  3戸

床下 11戸

釜無川船山橋観測所（洪水予報河川）

危険箇所番号  特定区間危険箇所

危険箇所 K115左岸

地先名 中央市臼井阿原

浸水面積（ha） 1,296.0

浸水戸数（戸）
床上5,910戸

床下  808戸

釜無川船山橋観測所（洪水予報河川）

危険箇所番号   ②越水危険箇所

危険箇所 S3左岸

地先名 甲斐市宇津谷

浸水面積（ha） 3.1

浸水戸数（戸）
床上  5戸

床下 21戸

塩川金剛地観測所（水位周知河川）

危険箇所番号    ①氾濫危険水位設定箇所

危険箇所 S10右岸

地先名 韮崎市栄

浸水面積（ha） 18.3

浸水戸数（戸）
床上 10戸

床下  4戸

塩川金剛地観測所（水位周知河川）

危険箇所番号   氾濫危険水位設定箇所

危険箇所 M13左岸

地先名 韮崎市竜岡町下條南割

浸水面積（ha） 0.0

浸水戸数（戸） 0

御勅使川堀切観測所（水位周知河川）

危険箇所番号   氾濫危険水位設定箇所

危険箇所 M13右岸

地先名 南アルプス市野牛島

浸水面積（ha） 0.0

浸水戸数（戸） 0

御勅使川堀切観測所（水位周知河川）

御-②

危険箇所番号   ①越水危険箇所

危険箇所 M19右岸

地先名 南アルプス市野牛島

浸水面積（ha） 0.0

浸水戸数（戸） 0

御勅使川堀切観測所（水位周知河川）

危険箇所番号   ②越水危険箇所

危険箇所 M19左岸

地先名 韮崎市竜岡町下條南割

浸水面積（ha） 0.0

浸水戸数（戸） 0

御勅使川堀切観測所（水位周知河川）

新規設定箇所

氾濫危険箇所位置図
（船山橋洪水予報区間

凡例

新規設定箇所


