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遊水地の洪水調節機能を発揮させる工夫に関する考察
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皿まとめ

要旨

洪水防御のための治水対策として，河遥改修が実施されたり，ダムや放水路

などが建設されている。しかし，河道沿いに建物が連担している場合は河道改

修が困難であるし，ダムや放水路は地域や河道に与えるインパクトが大きい。

これに対して，遊水地は必要な用地を確保できれば，確実に洪水調節を行え，

しかも平常時は洪水調節以外の活用が可能である。そこで，全国で洪水調節に

活用されている遊水地や調節池のなかで，特徴的な遊水地を対象に，その概

要洪水調節効果，洪水調節機能を発揮させるための工夫などについて考察を

行った。

キーワード：遊水地，洪水調節，土地利用，可動堰
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I. 考察にあたって

全国には多数の遊水地や調節池がある。遊水地は確実に洪水調節を行える

が，広い用地が必要となり，また洪水位（河床高）の影響を受ける場合があ

る。しかし，河道特性や洪水特性にもよるが，長い区間で洪水防御する堤防，

拠点的に洪水防御するダムなどに比べて，遊水地による洪水防御が有利な場合

がある。そこで，全国で洪水調節に活用されている遊水地や調節池のなかで，

特徴的な遊水地を対象に，その概要，洪水調節効果，洪水調節機能を発揮させ

るための工夫などに関する考察を行った。考察の対象とした遊水地は信濃川支

川の刈谷田川遊水地（新潟），六角川支川牛津川の牟田辺遊水地（佐賀），鶴見

川多目的遊水地（神奈川），境川遊水地（神奈川）の 4遊水地である。

II. 事例で見る洪水調節の工夫

かりやた

1. 6つの遊水地による洪水調節（刈谷田川遊水地，新潟県）

平成16 (2004) 年 7 月の新潟•福島豪雨（梅雨前線）により，信濃川支川の

刈谷田川の 6箇所で破堤し，浸水家屋約2,400戸，浸水面積11.5km竺一般資

産等被害額約560億円の被害となった。この水害を契機に，遊水地や河道掘削
みつけ

などの治水対策が実施された。新潟県見附市上流（信濃川合流点から

19. I ~21. 9km区間）の遊水地計画では地権者355名に対して，土地を買収

するのではなく，土地を改変せずに土地利用を継続できる地役権方式（一般的

に売買価格の 2~3割の補償＊を支払う）が採用された。地役権方式は一関遊
は こ しま こかい

水地（北上川），母子島遊水地（利根川支川小貝JII) など，多数の遊水地で最

も多く採用されている補償方式である 1)。遊水地計画では著者も計画に参画し

た水理模型実験（各遊水地ごとの分配量，洪水調節効果）により検討が行わ

れ，

①遊水地内を緩やかに浸水させ，農地が荒れないよう，越流堤を遊水地下流

に設置する

②冠水頻度の公平性を保っため， 6遊水地（越流堤は 5箇所， 2池は連通管で

連結）にほぼ同時に越流・流入するよう，越流堤の高さを設定する（越流

水利科学 No.367 2019 



末次・相澤：遊水地の洪水調節機能を発揮させる工夫に関する考察 27 

信淡川

五十嵐川

刈谷田川ダム

刈谷田川遊水地

図1 刈谷田川遊水地位置図

堤の高さは上流ほど高くなっている）

などの工夫が行われた2)。遊水地下流で越流させる場合，流入水が遊水地内を

逆勾配で遅い速度により遡上するので，農地を荒らさない。また，遊水地は土

地に余裕のある中流部などに建設されることが多いが，当流域のように広い敷

地が少ない場合は複数の遊水地を建設して，包括的に洪水調節効果を発揮さ

せるという方法がある。刈谷田川遊水地は平成18(2006)年より施工され，平

成22(2010)年度末に完成し，面積は91.2ha, 洪水調節容羅は234.7万 m3,

各遊水地の越流幅は28-50mである。越流幅は調節容量が多い遊水地ほど，

広く設定されている。計画ではこれらの遊水地群で計200m3/sの洪水調節を行

うこととなっている（図 1)。
かぶくりぬま

＊蕪栗沼遊水地（北上川支川）では地価の3割，母子島遊水地では用地取得価格の25%

が支払われた

刈谷田川遊水地の効果を平成23年に発生した洪水で検証してみる。平成23

(2011)年 7月の前線豪雨により，総雨量は万十嵐）II上流の笠堀ダムで約

1, 000mm, 時間雨量は十日町市で120mmという豪雨を記録するなど，流域平

均雨量は平成16(2004)年7月と同程度（平成23年の波形は 3波で降雨は時間

的に分散型）であった。洪水ハイドログラフは降雨量に対応して， 3山となり，

洪水のピーク付近 (3波目）の 2時間40分の間に，洪水が遊水地に流入した

（図 2,3)。計画の洪水調節流葦200m3/sに対して， 9割の180m3/sが調節さ

水利科学 No.367 2019 
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図2 刈谷田川遊水地による洪水調節状況 （平成23年 7月）

* E池 ・F池 （右岸）は連通管で連結。写真左が B池で上

流に C 池• D池がある
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図4 牟田辺遊水地位置固

れ，遊水地下流にある基準地点の見附において，遊水地により洪水位を35cm

低下させ，下流の外水氾濫を防止することができた。なお，刈谷田川ダムでは

100m3/ sが調節され，見附地点で19cm洪水位が低下した。遊水地内の貯留水

は刈谷田川の水位低下後，下流の排水樋門から河道に排水された。一方，洪水

の流入に伴って，遊水地に土砂や流木が流入し，農作物などに被害が生じ，農

家の年収は25％減少した。また，遊水地内の堆砂量は約3,300万 m3（調節容

量の1.4%) におよんだ2)。

むたペ

2. 可動堰への改良（牟田辺遊水地，佐賀県）

1級河川の六角）1|は平成 2(1990)年 7月の梅雨前線による洪水に伴い，支

川の牛津川で計画高水位を上回り，流域では浸水面積104.3km2, 床上浸水

3,028戸，床下浸水5,658戸の甚大な被害となった。この水害を契機に，平成 4

(1992)年4月に工事実施基本計画の改定が行われ，佐賀県多久市（六角川合

流点から 15.1-16. 4km区間）に牟田辺遊水地が計画された（図 4)。本遊水

地は1/100確率洪水に対して，流量1,000m3/ sのうち， 100m3/sを調節する計

画で，平成 5(1993)年より施工され，平成14(2002)年 6月に完成した。遊

水地の面積は53.4ha, 洪水調節容量は90万 m3, 越流幅は70mである。

遊水地等の効果により，浸水戸数は昭和55(1980)年 8月洪水（台風12号）

で4,835戸だったが，平成28(2016)年 6月洪水（梅雨前線： 6h降雨で昭和

55年 8月の約1.2倍）では46戸に激減した5)。また，堤防整備がある程度進ん

水利科学 No.367 2019 
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牟田辺遊水地 牛津川

図5 遊水地への洪水流入状況（平成21年7月）6)

だ平成 5(1993)年 8月洪水（低気圧）による浸水戸数876戸と比較しても，遊

水地が被害軽減に貢献したことが分かる。内水排水能力も平成 5年時点で約

40m3/sであったが，平成28年には約190m3/sに増大した。こうした水害被害

の軽減により，企業進出が進み，過去 5年間で武雄市東部地区の事業所数が

1.2倍に増加した。

一方平成21(2009)年 7月洪水 （梅雨前線） では，計画貯留量に対して，

32万m3(36%）しか洪水を貯留できず，下流の砥JII大橋において計画高水位

を超過した（図 5)が，水防団による懸命な水防活動（土のう積み）により越

水は免れた。また，平成24(2012)年 7月洪水（梅雨前線）でも，遊水地によ

り洪水調節が行われたが下流で計画高水位を超過し，内水被害が発生した。

これらを受けて，固定堰ではなく，流入量を調節可能な可動堰に変更すること

が検討された。越流堤地点では

①低平地＊で下流水位の影響を受ける

②洪水の影響を受けた （越流堤高以上の洪水）状態で堰を倒伏させる必要が

ある

ことから，取水堰などに用いられるゴム製の起伏ゲートではなく，強制倒伏が

可能なトルク軸式扉体構造（高さ80cm)が採用された（図 6.7) 5)。検討の結

果，可動堰の採用により， 1/201i窟率洪水（平成21〈2009〉年 7月洪水規模）に

対して，遊水地の貯留量が 2倍弱となり，約80m3/sの洪水調節効果を発揮で

水利科学 No.367 2019 
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図6 越流堤と可動堰6)

図7 可動堰の近景6)

きることが分かった5)。可動堰の倒伏条件は越流頻度と遊水地内（平常時は農

地として利用）の浸水被害増大を防 ぐ観点から，牛津）II水位 （越流堤地点）が

T. P. + 11. 40m（越流堤高 T.P. +11. Olm)を超えた時点で倒伏させ，T.P. + 

10. 21mを下回った時点で起立させるように操作することとな った。可動堰

は平成25(2013)年3月末に完成した。このように，遊水地の洪水調節効果を

最大限発揮させるには，洪水位に応じた調節が可能な可動堰が有効となる。同
みなみやち はさま

様の可動堰の事例に，南谷地遊水地 （北上川支川迫）II他）の転倒堰，蕪栗沼

水利科学 No.367 2019 
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遊水地（北上川支川小山田川他）のラバーダムがある。

＊河床勾配は遊水地区間は1/450であるが，それより3km下流から六角川合流点までの

区間は1/3200と緩勾配である

3. 都市河川における洪水調節（鶴見川多目的遊水地，神奈川県）

1級河川の鶴見川は横浜を流下しているため，流域内人口密度（約 8千

人／kmりが全国 1位と高く，流域の都市化（地表面の被覆化）により，河道

への雨水流出羅が多くなるとともに，流出が速くなり，短時間で洪水が発生

（降雨ピークから洪水ピークまでが 1~ 2時間）するようになった。鶴見川流

域の都市化率は昭和33(1958)年が10％であったのに対して，平成15(2003) 

年は85％に達した。しかし，沿川に建物が連担して，河道改修（堤防の拡幅，

嵩上げ）を行うことが困難なため，貯留・浸透対策などの様々な総合治水対策

が展開されてきた。その一環として，元々自然の遊水機能を有していた横浜市
こづくえ

港北区小机地区など（河口から 13-14.8km区間）に鶴見川多目的遊水地が

平成 6(1994)年より施工され，平成15(2003)年 6月に完成した。

遊水地の面積は84ha, 洪水調節容醤は390万 m3, 越流幅は450mである。こ

の越流幅は後述する地下放水路を含んだ将来調節計画に対応するよう，広く設

定されている。下流に位置する基準地点・末吉橋（河口から5.98km) におい

て，計画流量2,600m3/sのうち， 800m3/sを遊水地や地下放水路（遊水地末端

から地下を通って横浜港へ流下させる）などで調節する将来計画で，当面はこ

のうちの260m3/sを遊水地で調節する計画である7)。洪水の越流状況は越流堤

上下流端の電波式水位計で越流水深，流速計で流速を計測するとともに，カメ

ラでライブ撮影された映像をインターネットで見ることができる。また，遊水

地内は 5地点で水位が観測され，これらのデータは遊水地の洪水調節効果を算

定するうえで重要なデータとなる。

遊水地内は平常時は公園（新横浜公園）などに利用されるとともに， ピロテ

ィ（高床式）の日産スタジアム（横浜国際総合競技場），総合リハビリテーシ

ョンセンター，雨量観測レーダの XRAIN(Xバンド・マルチパラメータレー

ダ）の観測塔などがある（図 8)。横浜労災病院などは周囲堤の外側にあり，

遊水地外である。このように，都市河川流域の遊水地は多目的に利用すること

が，土地利用上とても有効となる。

遊水地の供用とともに，水害被害は減少した。平成16(2004)年10月の台風

水利科学 No.367 2019 
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図8 越流堤と遊水地の全景 9)

図9 遊水地への洪水流入状況

（平成26〈2014〉年10月）10)

22号 (294mm/2日）により洪水となり ，遊水地で125万m3の洪水を調節し，

浸水戸数は約190戸であった。降雨量が同程度 (306.7mm/ 2日）であった昭和

41 (1966)年 6月の台風4号に よる浸水戸数が11,840戸であったの と比較する

と，その違いをよく認識できる。また，平成26(2014)年10月の台風18号

(322. 9mm/ 2日）により洪水となり，遊水地で過去最大の153.6万 m3の洪水＊

を調節した結果，浸水戸数は 6戸にとどまった（図 9)8)。遊水地の洪水調節

により，下流の亀の子橋地点（河口から 13.85km)において，約90cmの水位

低下の効果を発揮した。なお，これまでに年に 1回程度，遊水地により洪水調

水利科学 No.367 2019 
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節が行われている。

＊洪水調節量は 1位が平成26(2014)年10月， 2位が平成16(2004)年10月， 3位が平成

25 (2013)年4月 (92.2万 mりである

4. 1m以上の水位低減効果 （境川遊水地，神奈川県）

2級水系の境川流域は横浜市などに位置し，鶴見川流域と同様に，昭和30年

代前半からの市街化の進展 （平成20〈2008〉年で市街化率69%）に伴い，土地

利用形態が大きく変化し，洪水が短時間で発生するようになった。これに対し

て， 50mm/hに対応した総合治水対策が開始された。その一環で建設された

遊水地は洪水を一時的に貯留し，下流の洪水被害を軽減するものである。遊水

地は河口から約12kmに位置し， 3つの遊水地（俣野，下飯田，今田）からな

り，面積は26.2ha, 洪水調節容量は104万 m3である。境川遊水地は平成 2

(1990) 年より施工され，俣野遊水地（平成12〈2000〉年 より供用）と 下飯田

遊水地（平成14〈2002〉年より供用）は完成しているが，今田遊水地は暫定供

用中である II)。越流幅は俣野遊水地100m,下飯田遊水地180m,今田遊水地

100mで，計画では鶴瀬橋における洪水流量390m3/sのうち，約110m3/sを遊

水地群で調節する計画となっている（図10)12)。

遊水地内は，洪水調節のほか，標高が低い一次池はビオト ープ空間（自然創

出ゾーン）に利用され， 二次池は多目的空間（広場ゾーン）に利用 されている

図10 俣野遊水地への洪水流入

（平成16〈2004〉年10月）14)

水利科学 No.367 2019 
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図11 境川遊水地公園の全体図15)

（図11)。一次池が流入水により満杯になった後，中央越流堤を越えて，二次池

に流入する。用地が広くない都市河川流域で複数の遊水地を連結する形で機能

させたり，遊水地内を洪水調節だけでなく，公園やビオトープなどに活用する

のは非常に有益な方法である。

平成30(2018)年 3月豪雨 （総雨量213mm)では，調節容量にほぼ匹敵す

る約89万 m3の洪水を貯留し，下流の大清水地点 （河口から 6.9km)で，

114cmという大きな水位低減効果が得られ，この水位低下量はいつ氾濫して

もおかしくない「氾濫危険水位」の水深の23％に相当する 13)。遊水地による洪

水調節がなければ氾濫危険水位 (4.95m) を超えていたものと考えられてい

る。なお，これまでに年に 1~3回程度（最多 6回：平成26〈2014〉年度），

遊水地へ洪水が流入している。

皿． まとめ

遊水地建設のための用地を十分とることができずに，他の治水対策メニュー

が採択される場合がある。 しかし，刈谷田川遊水地 (6遊水地）や境川遊水地

(3遊水地）のように，複数の遊水地を活用することによって，遊水地群とし

て洪水調節効果を発揮することができる。その際は，遊水地への流入タイミン

グに注意する必要がある。なお，管理上の課題は残されている。一方，都市河

川流域では鶴見川多目的遊水地や境川遊水地 （何れも横浜市）のように，遊水
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地内を公園やビオトープなど，多目的に活用することが土地活用や経済性で有

益となる。更に，遊水地による洪水調節は洪水特性や河床変動に起因する洪水

位の影響を受けるため，操作方法の検討が必要となるが，牟田辺遊水地（低平

地の牛津川）のように可動堰による洪水調節についても検討しておくことが賢

明である。
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