千曲川緊急治水対策出張所
（令和元年11月22日 千曲川河川事務所内に設置）

復興へ
（左）排水作業にあたり自衛隊への情報収集／（右）排水作業後の道路（長野市豊野地区）

5

本格復旧、防災・減災に向けて
❶地域復興に向けた本格復旧
❷千曲川の堤防本復旧

（左）長沼排水機場周辺の浸水状況／（右）排水作業後の道路（長野市豊野地区）

迅速さ・高度な技術・国土強靭化

❸信濃川水系緊急治水対策プロジェクト
上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進
東日本台風出水の事業効果

堤防決壊による大規模浸水（長野市穂保地区）
災害廃棄物（長野市穂保地区）

（左）富山県建設業協会による排水支援活動／（右）排水作業後の道路（クリーンピア千曲周辺）

災害廃棄物（長野市穂保地区）

気象・出水の概況

1
❶地域復興に向けた本格復旧
信濃川水系緊急治水対策会議

「千曲川緊急治水対策出張所」を新たに設置（令和元年 11 月 22 日）

東⽇本台風では、千曲川上流域から信濃川中流域の広域にわたって甚大な被害が発生。このため、

千曲川沿川において、甚大な被災を受けた地域の復旧・復興を加速化するため、災害復旧を迅速化

流域内の関係者が連携して、河川整備によるハード対策と地域連携によるソフト対策を一体的かつ緊

していく必要があります。このため、災害復旧工事等を専属で担当する組織として「千曲川緊急治水

急的に進めるよう、信濃川水系緊急対策会議が開催されました。本会議では再度災害防止などを目指

対策出張所」を設置し、緊急的な治水対策の体制強化を図りました。

した「緊急治水対策プロジェクト」がとりまとめられました。

本出張所は、令和元年11月22日に千曲川河川事務所内（長野市）に設置され、令和2年4月1日より
しています。

信濃川水系緊急治水対策会議
開催日時
開催場所
議
事

千曲川緊急治水対策の実施状況

令和元年11月29日（第1回）、令和2年1月24日（第2回）
長野県庁講堂（第1回）、長野市生涯学習センター（第2回）
目的、被害状況、緊急治水対策プロジェクト、各機関の取組

2

被害の概要

飯山市内に移転。
「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」の推進に向けて、より一層事業を加速化

参加者

・流域市町村（41市町村）
・長野県（知事、建設部、各建設事務所）
・国土交通省北陸地方整備局（河川部、千曲川河川事務所）

長野県知事

千曲川緊急治水
対策出張所
（移転先）

千曲川緊急治水
対策出張所
（移転前）

移転開所式の様子（令和2年4月

北陸地整 河川部長

長野市長

災害対応

3
飯山市）

千曲市長

飯山市

4

信濃川水系緊急治水対策会議
令和元年12月6日（第1回）、令和2年1月23日（第2回）
長岡市消防本部研修室
目的、被害状況、緊急治水対策プロジェクト、各機関の取組

足立飯山市長ご挨拶

緊急復旧

開催日時
開催場所
議
事

看板を掲げる木村千曲川河川事務所長

参加者

・流域市町村（７市町村）
・新潟県（土木部、各地域振興局）
・国土交通省北陸地方整備局（河川部、信濃川河川事務所）

北陸地整 信濃川河川事務所長

新潟県河川管理課長
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長岡市長

小千谷市長

吉岡局長と職員一同（令和2年4月

本格復旧、
防災・減災に向けて

5

飯山市）

51

堤防被災要因と復旧工法

❷千曲川の堤防本復旧

せん くつ

てん

穂保地区の被災要因は、越水による洗掘が主要因と推定されたため、堤防の越水対策として、堤防
ぱ

のり かた

のり じり

天端舗装、法肩保護、法尻補強などを検討。一方、諏訪形地区の被災要因は、出水時の水衝部形成に

千曲川堤防調査委員会の開催

のりおおい

千曲川の堤防決壊等（長野市穂保地区、上田市諏訪形地区）について、北陸地方整備局は学識者・
有識者からなる「千曲川堤防調査委員会」を設置し、本復旧に向けて委員会を開催しました。
同委員会では、現地調査（第1回）を行い、被災メカニズム検証の協議（第2回）を行った上で、被災原

伴う河床の著しい侵食が主要因と推定されたため、対策として、河床の洗掘深を考慮した上での法覆
こう

ね がためこう

き

そ

こう

工、根固工、基礎工などの施工が検討されました。

上田市諏訪形堤防の欠損プロセス

長野市穂保堤防の決壊プロセス

2

因と本復旧工法が検討（第3回）
。被災メカニズムの検証及び本復旧工法は概ね事務局案で了承されました。

千曲川の
堤防決壊・欠損の
本復旧に向けて

川表

天端

法肩

被害の概要

川裏

法尻

被災状況（長野市穂保地区）
（令和元年10月13日7時00分）

気象・出水の概況

1

被災状況（上田市諏訪形地区）
（令和元年10月13日7時10分）

「千曲川堤防調査委員会」の設置・開催
開催日時

内容・要旨

■内容：現地調査
国土交通省職員が現地状況を説明し、委員が
現場を確認。

第2回委員会

■内容：被災メカニズムの検証
■要旨
・穂保地区の決壊要因は、決壊地点で越流が
生じており、さらに上下流で越流による侵
食が確認されていることから「越水による
洗掘」が決壊の主要因になったと推察。

令和元年10月15日
13:00〜16:00
令和元年11月13日
15:00〜17:00

第3回委員会

■内容：被災原因の特定、本復旧工法について
■要旨
・前回委員会での議論を踏まえ、決壊及び欠損
原因の特定やプロセスについて再整理を行った。

千曲川の本復旧工事の概成
令和２年６月９日、東日本台風により、長野市穂保地区をはじめとする「越水」で被害を受けた５箇所
の復旧工事が概成。堤防復旧、川表側の補強、及び天端保護工が完了しました。また同年６月20日、洪水
による侵食で堤防及び護岸の欠損被害を受けた上田市諏訪形地区の堤防の復旧工事が完了しました。

・堤 防決壊（左岸57.5k 付近）箇所にて実施
することが了承された「危機管理型ハード
対策」については、より効果的な対策を引
き続き検討すること。あわせて、施工にあ
たっては「築堤材料などが前後区間と変わ
ることで弱部とならないよう留意し、必要
に応じて浸透対策の検討を行うこと」
「基
礎地盤処理の置換盛土材料によっては透水
抑制や遮水矢板の設置等の検討を行うこと」
を確認した。

飯山市

須坂市

❹
坂城町

❸

長野市

千曲市

❺

大臣管理区間

被災原因

堤防川裏法崩れ

越水

❷小布施町大島

堤防川裏法崩れ

越水

❸長野市穂保

堤防決壊・
川裏法崩れ

越水

小海町

小布施町

❶

佐久穂町

被災状況

❶中野市栗林
南牧村

❹千曲市雨宮

堤防川裏法崩れ

越水

❺長野市篠ノ井塩崎

堤防川裏法崩れ

越水

❻上田市諏訪形

堤防・護岸の欠損

侵食

上田市

❻

5

本格復旧、
防災・減災に向けて

❻被災状況

❺被災状況

長岡技術科学大学大学院教授（地盤工学）
金沢大学理工研究域教授（地盤工学）
新潟大学災害・復興科学研究所准教授（河川工学）
信州大学工学部水環境・土木工学科教授（水文学、水資源学 : リバーカウンセラー）
信州大学工学部水環境・土木工学科准教授（水工学 : リバーカウンセラー）
国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部河川研究室室長
独立行政法人土木研究所地質・地盤研究グループ土質・振動チーム上席研究員

中野市

東御市

❹被災状況

52

大塚 悟
宮島 昌克
安田 浩保
吉谷 純一
豊田 政史
福島 雅紀
佐々木 哲也

❷

❸被災状況

委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

木島平村

❷被災状況

「千曲川堤防調査委員会」名簿（敬称略）

大臣管理区間

❶被災状況

・今後の取り組みとして、本復旧に向けて現
地調査や関係機関の協議、詳細な検討等を
行い、報告書をとりまとめることとした。

箇所名

佐久市
小諸市

4

緊急復旧

令和元年12月4日
10:30〜12:00

・諏訪形地区の欠損要因は、左岸側砂州が消
失し、既存護岸基礎高約5m 程度洗掘が生
じていることから、河床の侵食が堤防欠損
の主要因となったと推察。

3

災害対応

第1回委員会

千曲川の堤防本復旧の概成（令和2年6月）
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❸信濃川水系緊急治水対策プロジェクト
町村）が連携し、河川整備によるハード対策と

│

濃川水系において流域内の関係者（国、県、市

上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進

河川における対策箇所

河川における対策

地域連携によるソフト対策を一体的かつ緊急的
に進めるため、「信濃川水系緊急治水対策プロジ
ェクト」を取りまとめました。本プロジェクト
か どう くっ

は、被災施設の復旧のほか、堤防整備や河 道 掘
さく

削、遊水地などの「河川における対策」、防災拠
点や排水機場の整備などの「流域における対策」
、
水害に強いまちづくり、防災情報の共有などの「ま
ちづくり・ソフト対策」の3本柱からなります。
国、県、市町村が連携し、本プロジェクトを
実施していくことで、概ね5年間で「再度災害防

流域における対策

「３本の柱」を中心にした

居住等の誘導

54

流域における
対策

高

災害リスク

中

低

■被災施設等の迅速な復旧
・堤防、護岸、排水機場等の被災施設の復旧
■河川水位を低下及び洪水流下断面を向上させるための取組
・遊水地等の洪水調整施設の整備
・堤防整備､河道掘削による洪水流下断面の拡大
■施設規模を上回る洪水に対する取組
・危機管理型ハード対策
■既存施設を活用した洪水被害軽減対策の取組
・堤防の強化
・霞堤等の遊水機能の保全
・既存施設の活用検討、既存ダム等の洪水調節機能の強化
・堤防等の適切な維持管理

新潟県小千谷市内における浸水被害状況

3

千曲川流域は、周囲を山々に囲まれた急峻な地形のため降水の流出が速く、複数の盆地と山あいの狭
窄区間を交互に流下する地形特性から、外水や内水による氾濫被害が発生しました。
信濃川中流域では、上流の隣接県の洪水の影響も受ける地形特性や大河津分水路に頼る洪水処理によ
りますます下流のリスク増大が懸念されます。

主な取組メニュー

■流出抑制の取組
・ため池等の既存施設の補強や有効活用
・田んぼダムを活用した雨水貯留機能の確保
・学校グランドなどを活用した雨水貯留施設の整備
■支川の氾濫抑制、内水被害を軽減する取組
・支川水路における氾濫抑制等
・排水機場等の整備、耐水化の取組
■大規模災害時における迅速な復旧支援の取組
・防災拠点等の整備

長野県千曲市内における
浸水被害状況

4

新潟県長岡市内における
浸水被害状況

千曲川では、堤防からの越水や決壊、支川の氾濫などによる様々な浸水形態により、住民が適切な避
難準備、避難行動等を的確に取ることが困難なところも見受けられました。
信濃川中流では、降雨中又は降雨が収まった後、長い時間をかけて到達する洪水や支川の氾濫など
様々な浸水形態により、住民が適切な避難準備、避難行動
マイ・タイムライン講習会の様子
等を的確に取ることが困難なところも見受けられました。

5

主な取組メニュー

■住まい方の工夫に関する取組
・｢まちづくり｣や住まい方の誘導による
水害に強い地域づくりの検討
・高床式住まいの推進
■防災教育や防災知識の普及に関する取組
・マイ・タイムラインの普及
■災害危険度が伝わるきめ細やかな情報発信の取組
・公共交通機関との洪水情報の共有
・住民への情報伝達手段の強化

本格復旧、
防災・減災に向けて

まちづくり・
ソフト対策

地域が連携した
浸水被害軽減対策の
推進

まちづくり・ソフト対策

減災に向けた
更なる取組の推進

│

河川における
対策

減災に向けた更なる取組の推進

被害の軽減に向けた
治水対策の推進

2

主な取組メニュー

緊急復旧

緊急治水対策
プロジェクト

長野市穂保地区の堤防決壊、浸水被害状況

災害対応

│

最小化」を目指すものです。

地域が連携した浸水被害軽減対策の推進

止・軽減」、
「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の

信濃川水系では、これまでの観測史上最高水位を更新する大きな洪水が発生し、堤防の決壊、越水が
複数発生するなど、現況施設能力を超える事象や河岸侵食による被害が発生しました。

被害の概要

被害の軽減に向けた治水対策の推進

東日本台風により、甚大な被害が発生した信

気象・出水の概況

1
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コラム
地図使用承認

信濃川水系信濃川
河川改修事業の効果

Ⓒ昭文社第 58G104 号

東⽇本台風出水の事業効果
信濃川水系大河津分水路
河川改修事業の効果①
信濃川水系中流部の最下流に位置する大河津

あか ゆ

東⽇本台風の影響により、赤 湯 雨量観測所で

分水路では、大河津水位観測所のピーク水位が

は累加雨量352mm（10月12日1時〜10月13日24

計画高水位を約77cm 上回り、大正11年の通水

時）を観測し、小千谷水位観測所では、計画高
水位を超過し、観測史上最高水位50.19m（10月

以来最高水位を観測。さらに大河津水位観測所

信濃川の小千谷市東小千谷地区では、仮に築

堤防決壊のおそれのある危険な状態が続きまし

では、約10時間にわたり計画高水位を超過し、

13日10:20）を記録しました。

たが、信濃川上・中流域の洪水を日本海に流し

堤を行っていなければ、小千谷市内で家屋浸水

続け、越後平野の氾濫を防止しました。

が発生していました。平成14年から平成21年ま
で築堤事業を行ったことにより、河道内で洪水

水位の時間変化（大河津水位観測所）

を流下させることができ、小千谷市の住宅地へ
の浸水防止が図られました。

18

出水状況

16

出水時

水位（T.P.m）

晴天の中、洪水を流す大河津分水路
野積橋より上流を望む
（10/13 11:32 撮影）

14
13
12

10/14 21:00

10/14 18:00

10/14 15:00

10/14 12:00

10/14 09:00

10/14 06:00

10/14 03:00

10/13 24:00

10/13 21:00

10/13 18:00

10/13 15:00

10/13 12:00

10/13 09:00

10/13 06:00

10/13 03:00

旭橋付近 10/13 10 時時点

10/12 24:00

旭橋付近 10/10 9 時時点

10/12 12:00

10

10/12 21:00

11
10/12 18:00

平常時

15

10/12 15:00

平常時

17

ち く て い

東小千谷地区整備状況（H14〜H21）及び築堤事業の整備効果

信濃川水系大河津分水路

河川改修事業の効果②

仮に、可動堰改築前に今回の洪水が発生して
いた場合、大河津分水路分派点付近（本川 -0.5k）

水位低減効果

の水位は計画高水位を約67cm 超過していたと推
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定されます。平成26年度に大河津可動堰の改築
が完了し、可動堰本体の老朽化の解消と機能強化、

A

流下断面積拡大により、改築前と比べ約33cm の

築堤の効果

平常時の状況
築堤

TP48.50m
避難判断水位

TP50.19m 今回の洪水の最高水位

堤防が無ければ
住宅地が浸水
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※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。
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信濃川 34.5k（旭橋付近）の横断図
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T.P.17.02m 改修前の最高水位（推定）
T.P.16.69m 今回の洪水の最高水位（推定）
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標高（T.P.m）

水位低下が図られたものと推定されます。
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信濃川 -0.5k 地点（大河津分水路分派点）の横断図
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コラム

信濃川水系魚野川

河川改修事業・ダム事業の効果

赤湯雨量観測所※では累加雨量352mm（10月12日1時〜 10月13日24時）を観測し、小出水位観測所では、

関川水系関川「防災・減災、国土強靱化のための
3 か年緊急対策（H30〜R2）」の効果

氾濫危険水位を超過しました。

せきかわ

平成22年までに行った小出地区の引堤、西小出地区の河道掘削及び、三国川ダムの整備効果により、
13.75k 地点（魚沼市小出水位観測所地点）では約51cm の水位低減が図られました。
※信濃川中流管内雨量観測所で最大累加雨量地点

河川の水位【小出水位観測所（信濃川合流点から13.75k）】

河川整備効果により、整備前よりも大きく（約51cm（計算値））水位低下

ＪＲ上越線

TP92.747m 計画高水位
TP91.60m 氾濫危険水位

A’

TP92.56m 改修前の想定最高水位
TP92.05m 今回の洪水の最高水位

TP90.80m 避難判断水位

引堤

↑現在の川の大きさ

小出地区改修のイメージ

※三国川ダム効果は、小出観測所まで約１時間の遅滞時間を考慮

河川の水位【小出水位観測所（信濃川合流点から 13.75k）
】

大規模な引堤と河道掘削を実施

が、今回出水の当該箇所の

水位低減効果

最高水位（洪水痕跡）は、
0.9m 程度低くなりました。

A

「防災・減災、国土強靱化

A’

のための3か年緊急対策」に
関川河口から6k～7k付近については、
約0.3～0.9mの水位低減

て実施した当該箇所の河道

←改修前の川の大きさ（S56当時）

TP90.00m 氾濫注意水位

を大きく上回りました。H29.10出水では、関川6〜7k 付近（土橋地区）における最高水位は、計画

H29.10 出 水 よ り も 約 0.3〜

水位低減効果
A

あかくら

今回の出水では、関川の赤倉雨量観測所の12時間雨量は204mm であり、H29.10出水の122mm/12h
高水位まで上昇しました

氾濫危険水位を超過するような洪水に対して、氾濫の未然防止の効果が発揮されています。

小出地区の河川改修状況

東⽇本台風出水の事業効果

内樹木伐採等により、水位
低減効果が発揮されたと考
えられます。

関川河口から 6k～7k 付近

阿賀野川水系阿賀川

河川改修事業・ダム事業の効果

かんのんやま

観音山雨量観測所では累加雨量525mm（10月11日18時〜10月13日24時）を観測しました。
阿賀川では、山科水位観測所、宮古水位観測所、馬越水位観測所において、避難判断水位を超過。
大川ダムへの流入量（2,531m3/s）はダム完成後最大を記録しています。
大川ダムでは、非洪水期ではありましたが、常時満水位への引き上げを延期し低い水位を維持する
とともに、関係利水者の協力の下、事前放流を実施しました。

阿賀野川水系阿賀野川

貯水位を約6.3m 下げ、貯水容量を新たに5,890千 m3を確保。大川ダムの洪水調節により、下流に流

河川改修事業の効果

阿賀野川流域では、12日昼前から13日未明に
かけて広い範囲で強い降雨があり、多いところ
で降り始めからの総雨量が530mm に達し、満

す流量を最大約834m3/s 低減しました。調節量（2,405万 m3）はダム完成後最大を記録しています。
あわ の まき

じり

つ

昭和57年、平成14年等の洪水を契機に、下流の狭窄部で断面の拡幅を進めており、泡ノ巻地区、津

尻地区の順に拡幅を完了しました（平成21年度より長井地区で拡幅を実施中）。

水位低減効果

今回の洪水では、河道掘削および大川ダムの洪水調節により、山科水位観測所において約2.1m の水
位低減が図られました。
これにより氾濫危険水位の超過が想定された洪水に対して、災害防止効果が発揮されています。

願寺水位観測所において氾濫危険水位（8.30m）
を0.54m 超過する出水となりました。
さが り

阿賀野市下里地区では、JR 羽越線交差部の堤

事前放流により貯水容量を予め確保➡洪水調節
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ダムによる貯留総量
流入量
放流量

右岸
※ H.W.L. 7.83m

約2.1m
水位低下
氾濫注意水位 2.70m
水防団待機水位 1.80m
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阿賀野川 18.25k 横断図

370.0
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し、今回の出水では、これまでの整備によって
発揮しています。

1,500

泡ノ巻・津尻改修前
＋大川ダムがない場合9.13m

380.0

ダムによる貯留総量は約2,405万m3
（東京ドーム約20杯分に相当）

10/12 17:00

ための3か年緊急対策」により河道掘削等を推進

2,000

10/12 9:00

流入量・放流量（m3/s）

伐採を実施。更に「防災 ･ 減災、国土強靱化の

山科水位観測所 横断図

390.0

貯水位（T.P.m）

しているため、平成24年度より河道掘削・樹木

左岸
400.0

最大流入量は約2531m3/s（10月13日0:50）
そのときの放流量は約1697m3/sで、
防災操作により流量のピークを
約834m3/s低減させました。

2,500

10/12 1:00

また、周辺では洪水を流下させる断面が不足

羽越線橋梁部において約14cm の水位低下効果を

大川ダム洪水調節図

3,000

10/12 5:00

動として土のう積みを実施しました。

10/11 21:00

防が一部切欠かれており、水防団80名が水防活

340.0

※大川ダムのピークカット効果量、狭窄部直上流の河道HQから、水位低減効果を算出
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