
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容
堤防整備、河道掘削、橋梁架替 等

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

利根川上流圏域

邑楽・館林圏域

石田川圏域

渡良瀬川圏域

神流川圏域

鏑川圏域

碓氷川圏域

烏川圏域

吾妻川圏域

阿賀野川水系 只見川圏域

（福島・群馬・新潟）

信濃川水系 北信圏域

（長野県）

利根川中流
圏域

位置図

令和元年１０月吾妻川（嬬恋村大笹付近）

利根川・江戸川流域治水プロジェクト【中間とりまとめ】
群馬県吾妻川圏域９／１０

～我が国の社会経済活動の中枢を担う首都圏を抱える関東平野を守る抜本的な治水対策の推進～

←名久田川

吾妻川→

吾妻川→

なくたがわ

河道掘削等

放水路整備 等

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：群馬県】

『群馬県吾妻川圏域河川整備計画』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（1）洪水氾濫対策

①河道掘削等の推進 ③ 放水路整備の推進

R5.3更新
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※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

河道掘削、堤防整備

河道掘削、堤防整備

河道掘削、堤防整備

あ
き
や
ま
が
わ

こ
だ
い
ら
が
わ

ま
ぜ
が
わ

こ
や
ま
が
わ

か
ん
な
が
わ

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：埼玉県】

『埼玉県小山川圏域河川整備計画』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（1）洪水氾濫対策

①堤防整備の推進 ② 河道掘削の推進
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■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：利根川水系砂防事務所】

『利根川上流域における直轄砂防事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（3）土砂災害対策

①いのちとくらしを守る土砂災害対策

【取組の概要】
・砂防堰堤等の整備により、「いのち」を守ることに加え「くらし」に直結する基礎インフラを保全すべく土砂災害対策を推進する。

吾妻川流域

片品川流域

神流川流域

烏川流域

吾妻川流域

浅間山

片品川流域

砂防堰堤（施工例）

令和元年東日本台風での被災状況

床固群（施工例）

火山噴火緊急減災対策イメージ

21



■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：栃木県】

『県民の命を守る河川砂防構想に基づく砂防事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（1）土砂災害対策

①砂防施設整備の推進

～施設整備効果～

田川（宮の橋） 浸水状況

砂防堰堤整備砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

土石流発生前 土石流発生後

整備後整備前

～土砂災害対策～

急傾斜地崩壊防止施設整備

急傾斜地崩壊防止施設整備

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

流 域 界
（思川・巴波川流域）

利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている県・・・群馬県、埼玉県

栃木県

R5.3更新
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〈都道府県等の独自事業〉

〇県・市との連携対策
・県：本川（思川）の土砂撤去
・市：雨水ポンプ場、調整池の整備
〇ソフト対策
・水位計及び監視カメラの設置
・排水ポンプ車の導入
・水嚢の設置
・田んぼダムの取組み
〇適切な維持管理
・河道の長寿命化計画の策定

雨水ポンプ場
調整池の整備

はくおう幼稚園浸水状況

県道小山結城線冠水状況

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：栃木県 小山市】

『豊穂川 浸水対策重点地域緊急事業』
1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
（1）洪水氾濫対策
①堤防整備、②河道拡幅、思川の土砂撤去

（5）③流域の貯留機能向上（田んぼダム、調整池整備） 等

 令和元年東日本台風により、豊穂川では床上浸水
223戸、床下浸水189戸の甚大な浸水被害が発生。

 浸水対策重点地域緊急事業により河道拡幅、築堤
等を実施し、早期に地域の安全性の向上を図る。

利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村・・・埼玉県、行田市 23



位置図 ②宮田川準用河川改修（館林市）

宮田川
準用河川改修
（館林市）

事業概要
事業期間 H16年～
事業内容 河道掘削

L=１，３６０m
調節池整備
V=18,000㎥

標準横断図

※具体的な対策内容については、
今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

日雨量 浸　水

(時間雨量) 家屋数 宅　地 農　地
141.0mm

(15.0)mm

147.0ｍｍ

(32.0)mm

105.0ｍｍ

(54.0)mm

111.0ｍｍ

(19.0)mm

１.６ha 22.9ha

S.61.08.04 台風６号 ４１戸 １.１ha 15.5ha

３戸 １.０ha -

発生年月日 起　因
浸 水 面 積

備　　　考

S.57.08.28 台風１７号 ３戸 ０.１ha 11.2ha

上流排水路の排水不良による被害も
含む

H3.10.11 台風２１号 46.8ｍｍ ３戸 ０.１ha 7.5ha 主として内水被害

上流排水路の排水不良による被害も
含む

H10.9.16 台風５号 ２０戸 ０.５ha 19.5ha 主として内水被害

H10.8.28 台風４号 ６５戸

表　宮田川流域の主要洪水発生状況

H2８年度
H21調整池が完成して以降大きな
浸水被害はない

H16.10.9 台風22号

H26

改修済み区間 調節池

 過去に館林市・大泉町においては、準用河川や水路の溢水による、家屋浸水等大規模な浸水被害が発生した。
 準用河川や水路の改修を実施し、浸水被害の解消・軽減を図る。

七ヶ村用水路
水路改修
（大泉町）
～検討中

事業概要
事業内容 水路拡幅改修 L=９１４ｍ

調節池整備 V=１６，２００㎥

①七ヶ村用水路改修（大泉町）

・流下能力が低く、年数回の道路冠水被害が発生している。
・令和元年東日本台風降雨により、八瀬川からの越水も加わり床
上８９世帯・床下２５世帯の浸水被害が発生し、被害の低減に向け
て、 水路拡幅改修や調節池整備の検討を実施する。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

令和元年１０月 被災状況

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：群馬県館林市・大泉町】

『準用河川改修・水路改修』
1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
（1）洪水氾濫対策
①河道整備、③調節池等洪水調節施設の整備推進

みやた

しちかむら

しちかむら

みや た

利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村・・・栃木県宇都宮市 24



舘野川調節池
事業期間 R2～R3年度
事業内容 調節池整備 V=約4,200㎥

 栃木市中心市街地は、平成27年関東東北豪雨や令和元年東日本台風により、家屋浸水等大規模な浸水被害が発生した。
 普通河川に調節池を整備し、浸水被害の解消・軽減を図る。

大淵沼遊水地
事業期間 R2年度
事業内容 遊水地整備 V=約32,000㎥（全体）

内 R2年度 V=約4,200㎥

中心市街地拡大図

位置図

栃木市役所

大淵沼遊水地（整備後）

大淵沼遊水地（整備前） 舘野川調節池（整備前）

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：栃木県 栃木市】

『普通河川改修事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（1）洪水氾濫対策

③調節池等洪水調節施設の整備推進

令和元年東日本台風時の貯留状況

大淵沼遊水地

利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村・・・栃木県宇都宮市

舘野川調節池（整備後）

R5.3更新
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 坂東市辺田地区は、平成25年の豪雨によって主要交通路線である岩１級７号線が浸水し通行禁止になるなど、被害が発生している。
 雨水幹線を整備し、浸水被害の解消・軽減を図る。

岩井排水区全体図

浸水発生状況

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：茨城県坂東市】

『雨水幹線整備事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（2）内水氾濫対策 ①都市浸水対策の強化（下水道等の整備）

利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

茨城県古河市、常総市
栃木県栃木市、小山市、宇都宮市、下野市、日光市、壬生町、鹿沼市
群馬県伊勢崎市、太田市、前橋市、館林市、玉村町、沼田市、渋川市、中之条町、草津町

埼玉県熊谷市、深谷市
千葉県野田市、柏市、我孫子市
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■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：関東農政局 栃木南部農業水利事業所】

『国営栃木南部農業水利事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（2）内水氾濫対策

③農村地域（市街地・集落を含む）浸水対策の強化 （排水機場・排水路等農業水利施設の整備）

栃木県

思川

巴波川

永野川

渡良瀬
遊水地

思川荒川排水機場
（建設中）

新荒川
排水機場（既設）

拡幅前の水路幅

拡幅後の水路幅

下流

R1.10 東日本台風

幼稚園周辺の湛水状況

R1.10 東日本台風

農村集落の湛水状況

排水路

水田

家屋

事業の概要

●目 的
本地区の基幹的な農業水利施設（排水機場や排水路等）は、

昭和37年度から実施された県営事業等により造成され、湛水被
害の軽減に寄与してきたが、近年の降雨形態の変化及び土地利
用の変化に伴い地区内では湛水被害が生じている。また、経年
的な施設の劣化により、ポンプ設備からの油漏れや水漏れ等、
排水路の一部積ブロックの崩壊等が生じており、排水機能に支
障を来している。

そのため、豪雨発生時には事業対象である周辺農地のほか、
市街地・集落等への湛水被害が懸念されている。

そこで、本事業では、排水系統の再編を行うとともに、排水
機場の改修や、統廃合、排水路の拡幅改修等を行うことにより、
排水機能の強化による湛水被害の軽減を図る。

●事業名 国営栃木南部農業水利事業

●関係市町村 栃木県栃木市、小山市、

下都賀郡野木町

●事業工期 平成28年度～令和7年度（予定）

●受益面積 3,619ha（水田3,480ha、畑139ha）

●主要工事 排水機場（改修・統廃合））２か所

排水路（改修） L=9.1km

水管理システム １式

排水機場の整備

排水路の拡幅

思川へ排水する
既設の新荒川排水機場（写真左）
新設した荒川排水機場（写真右）

新設

排水機場の整備

渡良瀬遊水地へ排水する
与良川統合排水機場（建設中）

R5.3更新
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 一級河川休泊川流域では、H２９年台風やR１年東日本台風により、家屋浸水や道路冠水などの被害が発生。
 内水被害を効果的かつ効率的に軽減させるため、国、県、市町村等が連携し、流域の特性に応じたハード対策とソフト対策を一体的に実施する具
体的施策を位置付ける。

 総合内水対策計画を策定し、浸水被害に対して緊急的かつ効果的な対策を具体的に示し、効果的な浸水被害軽減を目指す。

Ｈ２９．１０ 台風２１号

A

R１．１０ 台風１９号

宅地浸水被害状況
区分 実施施策検討案

ハード対策

• 休泊川河川改修
• 遊水池整備
• 排水機場増設
• 下水道整備 等

ソフト対策
• 水位計・カメラの設置
• ハザードマップの作成
• 河川情報の有効活用 等

• 一級河川休泊川は、平成４年から河川改修を推進しており、一定の効果は発現しているものの、近年の台
風の降雨時に溢水被害が発生し、浸水被害の解消には至っていない。

• 利根川の水位が高い場合には、新谷田川放水路最下流部において、利根川へ排水機場のポンプでの強制
排水を行っている。

• 国・県・市町の３者が協力し、休泊川総合内水対策協議会を設置し、休泊川流域の効果的なハード対策及
びソフト対策の具体的施策を検討する。

• 総合内水対策計画を策定し、各機関が連携して取組みを行うことで内水浸水被害の軽減を目指す。

道路浸水被害状況

連携（イメージ）

休泊川総合内水対策協議会の様子

B

A

B

休泊川流域図

太田市

千代田町

大泉町

P

 被害状況

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：利根川上流河川事務所、群馬県、太田市、大泉町、千代田町】

『休泊川総合内水対策計画の策定と推進』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(2)内水氾濫対策 ②都市浸水対策の強化（総合内水対策計画の策定）
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■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：国、県、水資源機構等】

▽ 平常時最高貯水位（常時満水位）

▽ 洪水時最高水位（サーチャージ水位）

洪水調節容量

利水容量

利水容量を一時的に使用

事前放流のイメージ図

【事前放流とは】
大雨となることが見込まれる場合に、大雨の時により多くの水をダムに貯められるよう、
利水者の協力のもと、利水のための貯水を河川の水量が増える前に放流してダムの
貯水位を低下させ、一時的に治水のための容量を確保するもの。

『利水ダム等における事前放流等の実施、体制構築』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（4）流水の貯留機能の拡大

①利水ダム等による事前放流の更なる推進（協議会の創設等）

：主要な地点

：流域界

：大臣管理区間

：指定区間

：直轄管理ダム［目的］

：水資源機構管理ダム［目的］

：県管理ダム［目的］

：利水ダム［目的・管理者］

■取組の概要
・既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するにあたり、洪水調節容量を
使用する洪水調節に加えて、事前放流及び時期ごとの貯水位運用により一時的に
洪水を調節するための容量を利水容量から確保し、事前放流等を実施します。
・ 利根川水系では、約１億３，１００万m3 （鬼怒川除く）※の洪水調節可能容量について
治水協定を締結。

利根川上流流域治水プロジェクト範囲（２２ダム）

※利根川水系（鬼怒川除く）３８ダムの全体の洪水調節可能容量
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 群馬県邑楽館林圏域は、利根川・渡良瀬川の堤防に囲まれた低地となっており、昔から多くの水害が発生している。
 雨水浸透施設の住宅への設置に関わる費用の補助を行なうことで、雨水浸透施設を増やし、河道への流出を抑制する。

事例① 館林市 雨水貯留及び浸透施設設置補助金

事例② 明和町 雨水浸透桝設置費補助金
補助の対象者
①専用住宅又は併用住宅にて雨水浸透桝を設置するための工事を自ら負担して行う者。
② 明和町の住民基本台帳に記録されていること。
③ 対象者の属する世帯全員に町税等の滞納がないこと。

対象施設
雨水浸透桝（雨水を敷地内で浸透させる構造を持つものであり、雑排水の混入しないもの）

補助金額
設置の雨水浸透桝１基につき６千円とし、１住宅あたり６万円を上限とする。（10基まで）

ただし、設置費用が補助金額を下回るときは設置費用を補助上限とする。

補助の対象者：市内の住宅に雨水貯留施設（タンク）や雨水浸透施設を新たに設置する者
対象施設：容量200リットル以上の雨水貯留槽、口径300ミリメートル以上の浸透桝

（補助の対象となる雨水浸透施設は新たに３基以上設置する工事）

（自ら直接材料を購入し、設置した場合は、材料費のみを設置工事費用の対象とする）
補助金額：設置工事費用の２分の１を限度とし、30,000円を上限額とする。

雨どい
（たてどい）

雨水浸透施設について（補助金制度）

雨水浸透枡

■雨水浸透施設を設置することにより、大雨時に雨水が下水道管や河川へ一気に流
入することを抑制できるため、道路の冠水や河川の氾濫の抑制 にも繋がります。

イメージ

雨水貯留槽
舗装等によって地中へ浸透しにくくなってしまう
雨水を、枡で集水し、スムーズに地中へ浸透さ
せるもの

雨水を溜めるタンク。
雨水を雨水貯留槽に溜めて、庭
の水やりなどに利用できる。

浸透枡へ

雨どい
（たてどい）

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：群馬県館林市、明和町】

『雨水貯留・雨水浸透施設の設置』
1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
(5)流域の雨水貯留機能の向上 ①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化

利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

茨城県取手市
栃木県栃木市、小山市、鹿沼市、下野市
群馬県伊勢崎市、館林市、明和町

埼玉県羽生市、加須市、熊谷市
千葉県柏市、我孫子市
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 栃木市中心市街地は、平成27年関東東北豪雨や令和元年東日本台風により、家屋浸水等大規模な浸水被害が発生した。
 公共施設に貯留浸透施設を整備し、浸水被害の解消・軽減を図る。
※具体的な対策箇所・規模等については、現在検討中。

公共施設（市庁舎、学校等）に雨水貯留浸透施設を整備し、浸水被害の軽減
を図る。

事業期間 未定
整備箇所 検討中

貯留施設

公共施設

イメージ図

事業概要

河川・水路等

栃木市役所

位置図

中心市街地拡大図

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：栃木県 栃木市】

『公共施設貯留浸透施設整備事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(5)流域の雨水貯留機能の向上

①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化

利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村・・・埼玉県熊谷市

R5.3更新
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利根川流域における水源林造成事業地

利根川流域

水源林造成事業地

利根川

針交混交林 育成複層林

水源林の整備

間伐実施前 間伐実施後

森林整備実施イメージ

・水源林造成事業は、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事業。
・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土
砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進する。
・利根川流域における水源林造成事業地は、約533箇所（森林面積 約1万ha）であり、流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施。

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：森林整備センター】

『水源林造成事業による森林の整備・保全』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(5)流域の雨水貯留機能の向上

③森林整備、治山対策
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利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村・・・栃木県宇都宮市、栃木市、上三川町、市貝町、野木町

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：栃木県 小山市】

『小山市における田んぼダムの整備』
1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
（5）③流域の貯留機能向上（田んぼダム、調整池整備）等

 田んぼが持つ貯留機能を活用することにより、河川への流出を抑制します。

１．田んぼダムとは

〇流域上流部の田んぼにおいて、排水口（落水工）を改良することにより雨水を一時的に貯留させ、田んぼから排水路や河川への流出
を抑制し、下流域での浸水被害の軽減を図ります。

〇田んぼダムの実施にあたっては、土地改良区等が田んぼを所有する農家の協力を得て進めています。

２．小山市の取組状況

・小山市では、平成27年9月関東・東北豪雨により市内各地で大規模な浸水被害が生じたことが契機となり、浸水被害の軽減に向けた取組の一つ
としてこの取組に着手しました。

・田んぼダムの整備に際しては、「多面的機能支払交付金」（農林水産省所管）を活用することとし、その活動組織や土地改良区と連携して取組
を推進し、これまでに取組総面積は1,905ha（R3.3月時点）となっています。

実施前 実施後
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■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：埼玉県行田市】

『水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）事業』
1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
(5)流域の雨水貯留機能の向上 ②水田貯留機能の向上

 行田市では、令和２年度から市内の多面的機能活動組織へ田んぼダムの取組を市から協力依頼。現在１６組織の活動面積は966ha
 令和４年度から忍川流域の星宮地区において、試験的に6haの田んぼへ水位調整管を市で設置した。
 本市から多面的機能活動組織へ依頼している田んぼダムは、現況の排水口にエルボ管等を台風など降雨前に設置し流出抑制するもので、その作業は各耕作者が
行うこととなり、耕作者の作業負担や危険を伴うことから、令和４年度から水田貯留設備整備事業として市において田んぼダム用水位調整管の設置を始めている。

 流出抑制事業以外にも、用排水路やため池の除草等の保全活動が適切に行われることで農地の保全が図られる効果がある。
 多面的機能支払交付金を活用。

利根川上流流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村・・・栃木県宇都宮市、栃木市、小山市、野木町

田んぼダム用水位調整管

R5.3更新
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 行田市では、忍小学校の校庭に、約970m3（25mプール1.6杯分）を貯留できる雨水貯留施設（地表面貯留）を整備。令和４年度末に完成予定
 校庭貯留施設は、令和８年度までに忍小学校を含む市内４校の小学校で整備を実施する予定。
 排水完了後、早期に使用可能となるように表土の泥濘化対策に配慮した。
 大雨時の一時的な貯留により、地区の浸水被害防止に効果がある。

 防災・安全交付金の流域貯留浸透事業を活用
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■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：埼玉県行田市】

『学校校庭貯留施設整備事業』
1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
(5)流域の雨水貯留機能の向上 ①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化（学校校庭貯留）

整備状況

法面
グラウンド

側溝

整備予定小学校位置図

R5.3追加



 大雨、台風等による浸水常襲地区であった西新町に、 2,400m3（25mプール4杯分）を貯留できる貯留函渠と集水管渠を整備。令和４年度に完成
 本地区はこれまで自然流下の雨水管により雨水対策を実施してきましたが、排水先である排水路の影響により浸水被害が発生してきた。その対
策として貯留函渠を整備し、貯留函渠に貯水した雨水は排水先である排水路の水位が下がりしだいポンプが稼働するよう制御されている。

 大雨時の一時的な貯留により、地区の浸水被害防止に効果がある。
 防災・安全交付金の流域貯留浸透事業を活用

■対策事例 【利根川上流流域治水プロジェクト：埼玉県行田市】

『雨水貯留函渠整備事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（2）内水氾濫対策 ①都市浸水対策の強化（雨水貯留函渠の整備）

対策前浸水状況 函渠内部

R5.3追加
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