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流域治水の今後の進め方

１．課題の抽出
・各構成員において進めている整備、計画、ソフト対策での現状取組

・各構成員における課題を整理

２．流域治水の全体方針設定
・流域現状の全体像を把握、共有

・流域全体で行う流域治水の方向性、目標の設定

３．流域治水プロジェクト推進
・各構成機関ごとに検討された、対策案の設定と共有

・プロジェクト実施のためのフォローアップ

中間とりまとめ案として現状を公表（年度内）

次回以降の「流域治水協議会」として議論
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【今後の進め方】



・防災・減災等に５ヶ年での集中的な対策。

・流域治水の実現に向け、地方、国などの連携が求め
られている。

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策R2.12.11(内閣官房HP）

財政制度等審議会R2.10.19(財務省HP）

流域治水を取り巻く情勢（情報提供）
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１．鳴瀬川水系鳴瀬川
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流域治水プロジェクト中間とりまとめ案



[県・市、団体、住民]
・宅地嵩上げ・高床化（補助事業）
・高台整備・移転（徐々に移転できる制度）
・災害危険区域（客観性・公平性）

氾濫域

[国・県・市町等]
・排水機場の整備・耐水化
（大規模水害への対応、

近年出水時に施設が浸水）

[市町]
・水害リスクの現地表示
・住民への情報伝達の充実
・水防団との連絡体制強化
[国・県]
・簡易型河川監視カメラ

[市町]
・要配慮者利用し施設の

避難確保計画策定支援
・隣接市町村間の避難計画策定
・マイタイムラインの作成
・水防資機材の備蓄
[国・県]
・ダム事前放流情報の通知

[国・県・市町・団体]
・建築物の耐水化・機能確保
・民間企業参加による総合防災訓練

[国・県]
・想定最大規模降雨による

浸水想定区域図の公表

[国・県・市町]
・ホットラインの構築
・重要水防箇所の合同巡視

② 被害対象を減少させる① 氾濫をできるだけ防ぐ ③ 被害の軽減、早期復旧・復興

集水域

[県・市町、団体、住民]
・雨水貯留施設
・水路・ため池の治水利用
（維持管理に苦慮、洪水吐整備）
・植林・造林事業
・森林管理経営制度の活用
・田んぼダム（営農者支援と理解）

ためる、しみこませる

[国・県・市町・利水者]
・治水ダムの建設・再生
・利水ダム等において貯留水を
・事前に放流し洪水調節に活用
[国・県・市町]
・土地利用と一体となった遊水

機能の向上

[国・県・市町]
・河床掘削、堤防、砂防堰堤、

雨水排水施設等の整備
[県・市町]
・河川・下水道が連携して被害

の軽減対策

[国・県]
・「粘り強い堤防」を目指した

堤防強化等

河川区域ためる

安全に流す

氾濫水を減らす

リスク情報の充実 氾濫域

避難体制を強化

経済被害の最小化

自治体への支援充実

氾濫水を早く排除

リスクの低いエリアへ誘導

住まい方の工夫

※課題・実施内容については、今後の調査検討等により変更になる可能性があります。

大崎市

涌谷町

石巻市美里町
鳴瀬川

（赤字）：今後の課題

鳴瀬川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 【施策イメージ】

取組状況

宮城県
N

3

鳴瀬川水系

鳴瀬川

加美町

色麻町

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

東松島市

森林の主体的管理
宅地嵩上げ・高床化

雨水貯留施設

排水機場の耐水化

田んぼダム

ため池の治水利用
排水機場の耐水化

鳴瀬川ダム

避難確保計画

山林の保水力向上

吉田川



鳴瀬川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 鳴瀬川水系

鳴瀬川

各構成員の取組状況と課題
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流域治水に関わる取組状況と課題【河川管理者】 鳴瀬川水系

鳴瀬川

宮城県

堤防整備

堤防整備

堤防整備

堤防整備

鳴瀬川→
三
本
木

大
江
川

多田川（県）河道掘削

渋井川（県）水門整備・堤防整備
大江川（県）河道掘削

鳴瀬川

吉田川

宮床川

竹林川

洞堀川

色麻町

吉田川→

落
合

西川

小西川

滑川

味明
川

松島町 北上運河

東名運河

東松島市

涌谷町

加美町

美里町

大和町

富谷市

大衡町

大郷町

大崎市

身洗川

堤川

北上運河（県）河道掘削

簡易型河川監視カメラの設置

災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進

ダム堰の効果・操作に関わる情報の周知



■田んぼダムの推進
⚫ 施設の整備は、国又は県によ

る支援が必要
⚫ 施設の運用は農業者等の関係

者の協力が必要

■浸透ます・浸透管の整備
⚫ 地下水位が高いため整備して

も効果なし

■水利施設の高度利用
⚫ 大雨が予想される場合、ため池の施

設管理者に対し予め水位を下げるよ
う要請している

⚫ 東松島市には農業用ため池が177か
所あり、施設の維持管理に苦慮して
いる。

⚫ また、農業用ため池の洪水吐の再整
備等にも莫大な予算が必要となるこ
とから、国及び県の支援が必要

■山林の保水力向上

⚫ 植樹整備事業について要検討

■ダム事前放流のための
施設改良

⚫ 事前放流に対応した河川堤防
の強化が必要

■排水機場の整備・耐水化
⚫ 震災後整備した排水機場は耐水化

完了
⚫ 耐水化は7年確率の降雨を対象に整

備しているため、R1東日本台風並
みの降雨に耐えられるかは不明

⚫ 既存施設には防水扉の整備が必要

■貯留施設の設置・支援
⚫ 開発による流出量の増加に対

応した貯留施設（調整池）を
設置済み

浸水継続時間が長くなるエリア

矢本地区

野蒜地区

大曲雨水調整池

出典：東松島市HP

上下堤地区：
道路冠水が懸念されるエリア

上下堤地区

鞍坪川：上流側で溢れても東松島市
まで浸水が広がるおそれがある。

177か所の市内のため池の
維持管理に係る負担が大きい。

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■排水機場の整備・耐水化
⚫ R1東日本台風では河童川水門・深川の排水機

場のポンプが停止し、集会場（床上）、田ん
ぼ等が浸水した。大雨時にポンプが稼働でき
るよう、住民から要望が挙がっている。

河童川水門
■二線堤
⚫ 町単独で実施するのは困難と考える

深川

道路冠水による通行止め
（R1東日本台風）

保野川ダム

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

■高台移転整備・移転支援
⚫ 町単独で実施するのは困難と考える

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×
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流域治水に関わる取組状況と課題【市町】 鳴瀬川水系

鳴瀬川

■山林の保水力向上

⚫ 造林事業や山林の管理として
の植樹等

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 被災した施設の復旧時に防水化を実施

■高台移転整備・移転支援

⚫ 東日本大震災復興事業で実施

■貯留施設の設置・支援
⚫ 下水道施設での貯留 ⚫ 雨水利用タンク普及促

進事業補助金

出典：石巻市HP出典：石巻市雨水排水基本計画

出典：石巻市雨水排水基本計画

×

石巻地区：
人口が集中しているエリア

出典：石巻市の復興状況(令和２年１０月)

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 東日本大震災復興事業で実施

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■田んぼダムの推進
⚫ 古川地域に実施ほ場を設置

し、実施面積を拡大

■山林の保水力向上

⚫ 鳴子温泉鬼首地域において
約5haの造林事業を実施（今
後も同程度の規模で実施）

■貯留施設の設置・支援
⚫ 災害公営住宅に地下貯留施

設設置

■水路施設の高度利用
⚫ 一部区間で実施済み

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 既存の雨水排水施設へ水
密扉の設置や制御盤の嵩
上げによる耐水化

■高台移転整備・移転支援

⚫ 令和元年東日本台風の被
災者生活再建への支援と
して、災害公営住宅建設
及び分譲地整備を実施中

⚫ 制度の継続だけでなく徐
々にでも移転できる制度
が必要

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 令和元年東日本台風の被災者
生活再建への支援として大崎
市住宅等災害制度、大崎市宅
地かさ上げ等事業費補助金交
付要綱（古川・三本木・岩出
山地域）

⚫ 市単独事業に対する国の補助
制度が必要

■災害危険区域等の設定

⚫ 客観性・公平性の観点から慎
重な検討が必要

千刈江地区での実証実験

出典：宮城県HP

浸水継続時間が長い

古川地域：
人口が集中しているエリア

×××××

古川地域

三本木地域

岩出山地域

渋井川・多田川：鳴瀬川
の背水の影響を受ける。

吉田川：堤防高が一定でない。
堤防高が低い箇所で越水し、堤内側
がえぐられる。下流の川幅が狭い。

国と県の管理区間境界では堤防
高が大きく異なる場合がある。

■二線堤

⚫ 水害に強いまちづくり事
業で整備

⚫ 二線堤施設の操作による
二線堤外の内水の増加の
恐れがある(土地改良区)

⚫ 堤内調整池がすぐ一杯に
なり、二重のポンプ排水
を改善する必要がある（
土地改良区）

品井沼～鹿島台：
・樋門操作性の改善が必要
・樋門管理の整理・改善
・内水排除が追い付かない
・水害常襲地のポンプ車常備

内ノ浦

品井沼

鶴田川への排水・自然排水（
緊急排水樋管）の検討が必要

鹿島台

上志田 下志田

鶴田川

鳴子ダム

上大沢ダム

菅生ダム

岩堂沢ダム

化女沼ダム

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

×××
××

×

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題
（下線：昨年度分科会より）

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

過去の破堤点×

鳴子温泉鬼首

■(仮称)志田谷地防災センターの整備
⚫ 志田谷地地区の一時避難所として国

土交通省と協議しながら整備予定



河道掘削・樹木伐採に関する住民の要望
が挙がっている区間（鳴瀬川・田川）

■山林の保水力向上

⚫ 森林経営管理制度による町の
主体的管理で貢献する。但し
業務体制確立には数年必要。

⚫ 造林事業の補助率や保育事業
適用の拡充を要望したい。

城生字前田地区：
河川からの流水等が集まり床下
浸水のリスクが高いエリア

■既存ダムの洪水調節機能強化
⚫ 二ツ石ダムの非灌漑期（9月

～11月）における容量の確保
を期されたい。

田川

鳴瀬川

城生字前田地区

二ツ沢ダム

漆沢ダム

長沼ダム

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

■田んぼダムの推進
⚫ 本町は圃場整備が進んでいるため活用できれば非常に有効と考える。
⚫ 但し、各農家や営農体系等から、協力・理解が得られるかどうか検討

が必要。地権者の農家の協力を得られるかどうか検討が必要。
⚫ 国・県による各地域での実証実験を要望したい。

■水利施設の高度利用
⚫ 土地改良区管理の大規模ため池について、ダムと同様に

非灌漑期（9月～11月）における容量の確保を実施。今
後の取組を協議していきたい。

■鳴瀬川ダムの地元協力による
早期完成の促進
⚫ 町の専属職員の配置による国

との連携を構築し、早期実現
に向けて貢献していく。

鳴瀬川ダム
（R18完成予定）

木伏地区

木伏地区：
色麻町からの深川と鳴瀬川の合流地点での冠水エリア
鳴瀬川の河道掘削と水門での排水設備の増強を要望している。

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×
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流域治水に関わる取組状況と課題【市町】 鳴瀬川水系

鳴瀬川

×

××

浸水継続時間が長くなるエリア

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

××

■災害危険区域の設定

⚫ 市街地の中を江合川が流れているため、建築制
限を設けることは現実的ではないが、今後検討
が必要

■山林の保水力向上

⚫ 民有林について森林経営
管理制度を利用し意向調
査を実施

⚫ 森林整備による山林の保
水力向上が必要

■田んぼダムの推進
⚫ 土地改良区・耕作者との

協議が必要

■水利施設の高度利用
⚫ 今後、土地改良区と協議

し検討

■貯留施設の設置・支援

⚫ 雨水排水計画に基づき、
調整池及び排水路を整備

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 町域のほぼ全てが浸水してしまうため、町単独
での実施は困難

出来川：出水時の増水が甚
だしく、土質の関係で漏水
が数箇所に見られるほか溢
水の危険性も有している。

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 排水機場は土地改良区管
理のため、今後協議する
必要がある

鳴瀬川：計画に対して堤防高・幅が不足

・江合川の堤防が低く、住民から
不安の声が寄せられている。
・堤外地樹木を伐採してほしいと
いう要望が住民から出ている。

出来川：出水時の増水が甚だしく、
土質の関係で漏水が数箇所に見られ
るほか溢水の危険性も有している。

■田んぼダムの推進
⚫ 土地改良区、農家の協力が必要
⚫ 転作による大豆の作付けが多く、大豆の栽

培には十分な排水が必要なため、整合を考
える必要がある

■水利施設の高度利用
⚫ 土地改良区との調整

■山林の保水力向上
⚫ 所有者との調整（伐採、植林）が必要

新型コロナの影響もあり、自宅
での垂直避難や他自治体の高台
への避難も案内している。

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

× ××

× ×

×

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

工場での防水壁による浸水対策



鳴瀬川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 鳴瀬川水系

鳴瀬川

施策イメージ
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施策イメージ

9

○田んぼダムの推進

水田の排水口に堰板を設置し、水田に一時的に雨水を貯留することで水路への流出量の抑制を図る。

（事例）宮城県大崎市千刈江地区における田んぼダム実証実験

出典：宮城県HP

田んぼダムのイメージ

断面図

【田んぼの排水ますに設置する調整装置】

【調整装置による効果の検証の様子】

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

用排水路・ため池等の農業水利施設において、大雨が予想される際に、予め水位を下げることにより洪水調節機能の増大を図る。

（事例）宮城県東松島市大網堤地域におけるため池

出典：東松島市提供資料

事前放流により、予め水位
を低下させる

水路の高度利用のイメージ

出典：国土交通省
（一部加工）

平常時 大雨が予想される際

事前に水位を下げ流出量の抑制を図る

【ため池の水位低下のイメージ】

○水利施設の高度利用

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

開発に伴う流出量の増大に対して、調整池を設置し雨水を一時的に貯留することで、河川への流出量の抑制を図る。
個人住宅等に設置する雨水貯留タンクなどの小規模な貯留施設に対して、設置費用を助成し、設置の推進を図る。

（事例）宮城県東松島市大曲地区の調整池

出典：東松島市ホームページ

貯留施設のイメージ

（事例）宮城県石巻市では雨水タンクの購入費用の助成を実施

出典：
石巻市ホームページ出典：国土交通省

○貯留施設の設置・支援

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

植樹事業・造林事業・保全事業等により、森林や緑地等の自然地が有する保水機能を活用し、雨水の流出量の抑制を図る。
保水機能を持つ地域の開発にあたっては、開発の規制を設ける等、可能な限り保水機能の維持を図る。

治山対策のイメージ

出典：林野庁

（事例）宮城県富谷市の山林開発等に係る条例

■富谷市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設
置事業との調和に関する条例（R1.10.17公布）
富谷市では、山林の開発の際などは、市との協議や住民への説
明会実施を義務化している。

出典：富谷市

（事例）宮城県登米市の森林整備事業

出典：
登米市

【登米市森林整備計画】

【スギの再造林】 【間伐】

○山林の保水力向上

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

鳴瀬川水系

鳴瀬川



出水等による危険性が著しく高い区域を、条例により「災害危険区域」として指定する。
災害危険区域内においては、住宅の建築制限・禁止等、災害による被害軽減の観点で必要な建築に関する要件を定める。

災害危険区域のイメージ
（事例）宮城県東松島市の津波に対する災害危険区域

■東松島市津波防災区域
東松島市では、東日本大震災によ
り多大な被害を被った経験から、
津波により一定の浸水が予測され
る区域について、建築基準法第39

条に基づく津波防災区域の指定を
行い、第１種～第３種の種別ごと
に建築制限が適用される。

出典：東松島市HP

【東松島市津波防災区域】

【第３種区域における建築基準】

災害リスクの高いエリアを「災害危険区域」
に設定し、建築物の構造等に制限をかける

出典：国土交通省（一部編集）

○災害危険区域の設定

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

浸水の実績区域や、浸水の想定される区域に現存する建築物に対して、嵩上げ、高床化等の工事費用を助成する。

宅地嵩上げ等のイメージ

【浸水エリアで考えられる対策】
①宅地嵩上げ
②家屋のピロティ化
③止水版の設置
④家屋の耐水化
⑤水害保険の加入

出典：国土交通省

（事例）宮城県大崎市の宅地嵩上げ支援

■大崎市宅地かさ上げ等
事業補助金
大崎市では、立地適正化計画
に定める居住誘導区域内にお
いて、浸水被害を軽減するた
め、対象区域内の住宅の所有
者が行う宅地のかさ上げ等に
要する経費について、予算の
範囲内で補助金を交付してい
る。

出典：大崎市HP

【大崎市古川地区の居住誘導区域】

出典：大崎市提供資料を基に作成

嵩上げ等に掛かる費用を助成
【大崎市内で実施された盛土工事の事例】

着工前 完成

盛土

○宅地嵩上げ・高床化の支援

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進する。

高台移転のイメージ

移転促進区域

住宅団地

②移転者の住宅建設 土地購入に対する補助

⑥移転者の住居の移転
に対する補助

④移転促進区域内の
農地及び宅地の買取

①住宅団地の用地取得造成

③,⑤公共施設等(道路 公園 
集会所 共同作業所等)の整備

集団移転

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会
（一部編集）

（事例）宮城県石巻市の震災復興事業による集団移転

出典：石巻市

○高台移転整備・移転支援

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

洪水が予測される場合、既存の利水ダム等において貯留水を事前に放流し、洪水調節容量の強化を図る。

出典：
宮城県HP

事前放流のイメージ

出典：東北地方整備局 出典：東北地方整備局（一部編集）

（事例）栗駒ダム（R2.5.29に治水協定を締結）

【治水協定を締結したダム一覧】

○利水ダムの洪水調節機能強化

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる】

施策イメージ
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簡易型河川監視カメラ等を活用し、画像・映像によるリアリティーのある災害情報を積極的に配信する。

簡易型河川監視カメラの例 （事例）宮城県涌谷町上町地区の簡易型河川監視カメラ（江合川）

出典：国土交通省

○簡易型河川監視カメラの設置

出典：川の水位情報

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

洪水時のダムの放流の状況や効果に係る情報を住民へ伝えるための手段の充実を図る。

（事例）宮城県・国土交通省によるダム放流情報の配信

出典：宮城県HP

出典：川の防災情報

○ダム・堰の効果・操作に関わる情報の周知

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

災害時の住民の確実な避難行動を促すため、多様な手段を用いて防災情報を提供する。

（事例）宮城県石巻市のメール・SNSを活用した情報配信

出典：石巻市HP

（事例）宮城県登米市の緊急告知ラジオ

出典：登米市HP

出典：国土交通省

災害の切迫状況に応じた情報提供

○住民への情報伝達の充実

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

○二線堤の整備

二線堤等の盛土構造物を整備することにより、河川堤防（本堤）が破堤して氾濫が発生した場合における浸水範囲の抑制を図る。
浸水範囲の抑制に効果があると認められる盛土構造物、自然堤防等を「浸水被害軽減地区」に指定し、その保全を図る。

二線堤のイメージ

出典：国土技術政策総合研究所

（事例）宮城県大崎市鹿島台地域における二線堤

出典：国土交通省

二線堤

市街地

鳴瀬川

吉田川

市道

市道

堤防と道路の機能

二線堤 標準断面図
市街地側

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【浸水範囲を減らす】

施策イメージ
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円滑な水防活動のため、出水期前に水防資機材の点検を実施し、的確なメンテナンスの実施と、水防資機材の拡充を図る。

水防工法の例
（事例）宮城県登米市の水防倉庫及び資機材の確認状況

積土のう工

月の輪工

木流し工

○水防資機材の拡充

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

想定浸水深等の災害リスクを街中に表示することで、日常時より住民の水防災への意識向上を図る。

災害リスクの現地表示のイメージ

出典：国土交通省

（事例）宮城県東松島市の
重要水防箇所の現地表示（事例）宮城県東登米市の避難所看板

出典：登米市

○災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進

（事例）昭和61年8月洪水の洪水痕跡看板（宮城県大郷町）

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

洪水時の住民の円滑な避難行動のため、マイ・タイムラインの作成を支援する。

マイ・タイムラインのイメージ
（事例）宮城県東松島市のマイ・タイムライン

出典：東松島市提供資料
出典：東松島市HP

出典：東松島市HP

（事例）宮城県東松島市赤井上区自主防災会における防災研修会

○マイ・タイムライン普及促進

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

要配慮者利用施設の管理者の避難計画に係る理解向上を図り、計画の作成を支援する。

避難確保計画作成の作成例 （事例）宮城県登米市の避難確保計画作成に係る講習会

　　　　　　　　　　【施設名： 】

    　　 年 月  作成2020

洪水・土砂災害時の避難確保計画
【洪水・土砂災害編】

資料3

避難確保計画 避難だっちゃ新聞

コントロールシート 【避難確保計画の下書きの作成】

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

【講習会による効果（計画の提出率）】

提出済

92%

未提出

8%

未提出

100%

提出済

92%

未提出

8%

未提出

100%

講習会実施前 講習会実施約３か月後

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

施策イメージ
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排水門・排水機場等の排水施設の整備により、氾濫が発生した場合の迅速な氾濫水の排除を図る。
既存の排水機場は、電源設備の嵩上げ、止水版・防水扉の設置等により、浸水時においても稼働できるよう整備する。

排水機場耐水化のイメージ

（事例）防水扉等により耐水化された湊雨水排水ポンプ場
（宮城県石巻市川口町）

出典：石巻市

○排水機場の整備・耐水化

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【氾濫水を早く排除】

浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保に関する情報を共有し、耐水化、非常用電源等の必要な対策については
各施設管理者において順次実施。

防災拠点のイメージ

出典：国土交通省

○市町村庁舎等の防災拠点の機能確保

（事例）宮城県石巻市の防災センター

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【経済被害の最小化】

施策イメージ
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地域の特性を踏まえた各種対策を推進

石巻市

• 下水道施設での貯留
• 雨水利用タンク普及促進事業補助金の支給
• 造林事業や山林の管理としての植樹
• 高台整備（東日本大震災復興事業）
• 宅地嵩上げ支援（東日本大震災復興事業）
• 東日本大震災で被災した排水施設の防水化
• タイムラインの見直し及び行政機関向けの訓練
• ホットライン構築
• ハザードマップ全戸配布
• 洪水避難場所の避難誘導標識
• 災害メール及びLINEを活用した防災情報発信
• 防災ラジオ配布
• 防災アプリ（ヤフーとの協定締結）
• 避難確保計画作成講習会の実施及び避難計画作
成支援

• 避難場所の見直し
• 自主防災会・町内会に対する出前講座
• 小中学校における防災教育
• 消防団との連絡体制の確認
• 消防団員の継続募集（ポスター等の掲示）
• 水防訓練の実施
• 各地区ごとの重要水防箇所合同巡視への参加
• 水防資機材の年１回の点検
• コロナ禍での避難所開設訓練を実施
• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の共
有

• 津波避難ビルを活用し避難先を追加
• 市ＨＰにおいて防災マップを公開
• マイタイムラインをハザードマップと併せて配布
• 介護施設等との災害協定締結

東松島市

• 開発による都市部からの流出用増大に対応した
調整池を設置

• 大雨が予想される場合は、ため池の施設管理者
に対し予め水位を下げるよう要請

• 東日本大震災後に整備した津波浸水区域内の排
水機場の耐水化

• 直轄河川のタイムラインについてを毎年度更新
• マイ・タイムライン作成講習会の開催
• ホットライン構築及び検証
• 洪水ハザードマップを作成・配布・公開
• 防災行政無線の戸別受信機を全戸配布
• 要配慮者利用施設へ避難確保計画を作成依頼
• 総合防災訓練の実施
• 北上川下流河川事務所の水防施設点検に消防隊
が参加

• 市民向け防災講座の実施
• 小中学校で防災関係の授業
• 水防訓練の実施
• 水防(消防)団の部単位でデジタルトランシーバー
配備・実践

• 鳴瀬川・吉田川の重要水防箇所合同巡視を実施
（6月）

• 水防資機材の保有状況の確認
• 地域包括支援センターにハザードマップ掲示、防
災関連のパンフレット等を設置

• ケアマネジャーの研修の場でハザードマップ等の
説明を実施

• エリアメール等によるプッシュ型の洪水情報の発
信

• 庁舎耐水化、電源の対策
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鳴瀬川

• 造林事業
• 災害公営住宅において地下貯留施設を整備
• 田んぼダムの実施ほ場を設置
• 一部水路で事前排水を実施
• 災害公営住宅建設及び分譲地整備を実施
• 宅地嵩上げ等に対する補助金支給
• 河川別タイムラインについては作成
• ホットライン構築及び検証
• 想定最大規模の洪水ハザードマップを作成・全世
帯配布

• 自主防災組織等対象にハザードマップの説明会を
実施

• 応急的な退避場所の整備について自主避難所開
設マニュアルを作成

• 地域防災計画において一時避難所を位置づけ
• 総合水防演習、総合防災訓練の実施
• 小中学校等における水防災教育講習会の実施
• 水防団等の募集・指定を促進
• 消防団避難情報伝達マニュアルを策定
• 重要水防箇所の合同巡視を実施
• 水防倉庫の資機材の保有状況を確認・補充
• 水防倉庫の修繕
• 地域包括支援センターからの要望に応じ警戒レベ
ル周知チラシやハザードマップ等を配布

• 災害対策本部に病院関係者が参画
• 無線、エリアメールによる洪水情報のプッシュ型情
報配信

• 通行止め情報のHPへの掲載
• 庁舎の非常用発電装置設置済み
• 排水機場の停電時の非常用発電装置設置済み

大崎市



地域の特性を踏まえた各種対策を推進

色麻町

• ホットライン構築
• ハザードマップ整備・周知
• 防災行政無線デジタル化
• 携帯電話に登録制メールを配信
• 要配慮者施設に対し避難確保計画の作成を要請
• コロナ対応で各行政区の一時避難所を指定避難
所に追加

• 総合防災訓練の実施せず
• 避難所設置運用訓練の実施
• 自主防災組織毎に地区の課題に合わせた訓練を
実施

• 小中学校等における水防災教育出前講座支援
• 各学校で避難訓練や防災講話を実施
• 町の防災会議を開催
• 小中学校、幼稚園、保育園、高校、消防署、その
他関係機関の防災担当者がそれぞれの施設の防
災計画等について情報交換し引き渡し訓練を実施

• 水防訓練において水防団（消防団）の土嚢づくりを
実施

• 水防団（消防団）を定数満員近く（210人）まで人員
確保

• 水防資機材の保有状況の確認、土のう袋の補充
• 地域包括支援センターへハザードマップの説明、
補足資料の追加

• メールによるプッシュ型の洪水情報
• ヤフーと災害協定を締結し、災害情報を発信
• 企業との合同訓練実施
• 道路交通・規制情報について町ＨＰで公開
• 地区別ハザードマップ整備

加美町

• 町の専属職員の配置による国との連携体制を構
築

• タイムライン策定
• ホットライン構築
• 想定最大規模洪水のハザードマップの各戸配布
• 行政区長にデジタル無線機を配布
• タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓
練

• 要配慮者利用施設避難確保計画作成支援の説明
会実施

• 地域住民が参加する共同点検や避難訓練の実施
• 関係機関が連携した水防訓練・水防団等同士の
連絡体制の再確認の実施

• 無線・メールによる水防団への連絡体制構築
• 重要水防箇所の合同巡視
• 水防資機材の保有状況の確認、資機材の補充
• 地域包括支援センターへハザードマップの配布
• 避難に係る情報のプッシュ型発信
• ハザードマップに内水危険地域を掲載
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鳴瀬川

• 森林経営管理制度を利用し民有林管理者の意向
調査実施

• 雨水排水計画に基づき調整池及び排水路を整備
• 現行のタイムラインの見直し及び実効性の検証
• タイムライン（旧北上川）に沿って町の防災訓練を
実施

• ホットライン構築
• 想定最大規模洪水の防災マップを配布
• 防災無線、エリアメールの発信
• 要配慮者利用施設等への避難計画作成の周知
• 地域住民が参加した防災訓練を実施
• 中学校の授業の一環として防災居住地学習を実
施

• 水防災教育出前講座の支援体制構築
• 水防団等との幹部会議等において連絡体制の検
討

• 重要水防箇所合同巡視を実施
• 河川防災ステーション保管の水防資機材の管理
表を作成

• 地域包括支援センターに防災マップを配布
• 災害対策本部に病院関係者が参画
• 病院に戸別受信機を設置
• 浸水（内水）常襲地域を網羅したマップを作成
• メール、無線によるプッシュ型情報の配信
• 民間企業等合同参加による総合防災訓練の実施
• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の配
信

• 簡易アラートの管理
• 庁舎の非常用電源装置の耐水化（高い場所へ配
置）

• 内水常襲地区に防災調節地を設置

涌谷町



地域の特性を踏まえた各種対策を推進

美里町

• タイムラインの見直し及び実効性の検証
• ホットライン構築
• 想定最大規模洪水のハザードマップの全戸配布、
ホームページ公表

• 避難所の看板設置
• 希望世帯に対し戸別受信機を設置
• 要配慮者利用施設等の避難計画作成支援
• タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓
練

• 地域住民が参加する共同点検や避難訓練
• 学校の防災担当（教頭）を集めた説明会を実施
• 出前講座の支援
• 東北地方整備局主催の水防技術講習会に参加
• 消防団が参加し、重要水防箇所の合同巡視を実
施

• 水防資機材の保有状況の確認
• コミュニティ施設へハザードマップを配布済み
• 防災無線によるプッシュ型洪水情報提供
• 民間企業等合同参加による総合防災訓練の実施
• 道路交通・規制情報についてHPで公表
• 庁舎に非常用電源を配備
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鳴瀬川



鳴瀬水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 【表紙案】
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表紙案１ 表紙案２

鳴瀬川水系

鳴瀬川

善川

西川

滑
川

多
田
川

※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。
※水位をさらに下げて安全に流下させるための検討を実施していく。

遊水地整備

河道掘削

宮城県

凡例

堤防整備

河道掘削

浸水想定区域（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

大臣管理区間

河道掘削

吉田川→

鳴瀬川→

堤防整備

河道掘削

堤防整備

富谷市

大衡村

涌谷町

東松島市

東
北
新
幹
線

松島町

堤防整備

落
合
■

200327時点鳴瀬川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～昭和22年カスリン台風・令和元年東日本台風における再度災害防止に向けた治水対策の完遂～

○ 令和元年東日本台風で甚大な被害が発生した鳴瀬川水系では、吉田川・新たな水害に強いまちづくりプロジェクトに加え、以下の取組を実
施していくことで、国管理河川においては、昭和22年9月カスリン台風（鳴瀬川：戦後最大）と同規模の洪水に対して安全に流下させ、令
和元年東日本台風洪水（吉田川：戦後最大）と同規模の洪水に対しては堤防からの越水を回避し、流域における浸水被害の軽減を図る。

三
本
木
■

堤防整備

鳴瀬川旧三本木（大崎市）
奥州街道沿いの橋梁が水没

昭和22年9月洪水

鳴瀬川ダム
（建設中）

宮 城 県

位 置 図

北上川
江合川

鳴瀬川

吉田川

北
旧

上
川

阿武隈川

名取川

鳴瀬川総合開発 位置図

漆沢ダム
（治水専用化） 鳴瀬川→

吉田川→

洞堀川

吉田川築堤・護岸整備

味明川堤防整備・河道掘削

吉田川

善川堤防整備

竹林川堤防整備

宮床川河道掘削

洞堀川河道掘削・護岸整備

多田川河道掘削

大江川河道掘削

堤防整備

渋井川水門整備・
堤防整備

大
江
川

●被害対象を減少させるための対策
・適正な土地利用の規制誘導
※今後、関係機関と連携し対策検討

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・市町村庁舎等防災拠点の機能確保
・簡易型河川監視カメラの設置
・災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進
・ダム堰の効果・操作に関わる情報の周知
・マイ・タイムライン普及促進
・要配慮者施設計画促進
・水防資機材の拡充 等

※今後、関係機関と連携し対策検討

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、遊水地整備、

鳴瀬川ダム建設、漆沢ダム治水専用化 等

・利水ダム等８ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道整備（雨水調整池、幹線整備） 等
・流出抑制対策検討 ※今後、関係機関と連携し対策検討

マイタイムライン講座

下水道幹線の整備

雨水調整池・下水
道幹線の整備

短期 中期 中長期

吉田川沿川の氾濫を防ぐ河道掘削及び堤防整備 国・県

鳴瀬川沿川の氾濫を防ぐ堤防整備及び河道掘削 国・県

令和元年東日本台風を踏まえた更なる対策 国・県

鳴瀬川ダム 国

利水ダムの洪水調節機能強化
国・県・市町
村　等

流出抑制対策検討
国・県・市町
村　等

●被害対象を減
少させるための
対策

土地利用・住まい方の工夫の検討
国・県・市町
村　等

被害軽減対策検討
国・県・市町
村　等

ソフト対策のための整備検討
国・県・市町
村　等

●被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

●氾濫をできる
だけ防ぐ・減ら
すための対策

工程

実施主体対策内容区分

鳴瀬川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ・効果】
～昭和22年カスリン台風・令和元年東日本台風における再度災害防止に向けた治水対策の完遂～

○ 流域全体のあらゆる関係者が協働して協議・情報共有を図り、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進する。
【短 期】平成27年9月、令和元年10月洪水により甚大な被害を受けた吉田川沿川の浸水被害を防ぐため、河道掘削及び堤防整備を推進。
【中 期】鳴瀬川沿川の浸水被害を防ぐため、堤防整備及び河道掘削を推進。
【中長期】鳴瀬川ダムの完成を目指すと共に、河川においては令和元年東日本台風を踏まえた更なる治水対策を推進。

〇あわせて、河川下水道等の管理者が主体となって行う対策に加え、流域の特徴を踏まえた流出抑制対策、被害の防止・軽減対策を実施する。

※直轄管理区間において、鳴瀬川は昭和22年9月洪水、吉田川は平成27年9月洪水と同規模の洪水が発生した場合に、氾濫ブロックで被害最大となる1箇所を破堤させた場合の氾濫想定範囲

現 在 短 期 中 期 中長期

鳴瀬川沿川及び吉田川沿川の浸水被害解消
令和元年東日本台風を踏まえた

更なる治水対策を推進

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

浸水被害解消

吉田川

鳴瀬川

吉田川

鳴瀬川

吉田川

鳴瀬川

吉田川

鳴瀬川



２．鳴瀬川水系吉田川
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[県・市、団体、住民]
・宅地嵩上げ・高床化（補助事業）
・高台整備・移転
（徐々に移転できる制度）
・災害危険区域（客観性・公平性）

氾濫域

[国・県・市町等]
・排水機場の整備・耐水化
（予算の確保、操作の遠隔化）

[市町]
・水害リスクの現地表示
・住民への情報伝達の充実
・水防団との連絡体制強化
[国・県]
・簡易型河川監視カメラ

[市町]
・要配慮者利用し施設の

避難確保計画策定支援
・隣接市町村間の避難計画策定
・マイタイムラインの作成
・水防資機材の備蓄
[国・県]
・ダム事前放流情報の通知

[国・県・市町・団体]
・建築物の耐水化・機能確保
・民間企業参加による総合防災訓練

[国・県]
・想定最大規模降雨による

浸水想定区域図の公表

[国・県・市町]
・ホットラインの構築
・重要水防箇所の合同巡視

② 被害対象を減少させる① 氾濫をできるだけ防ぐ ③ 被害の軽減、早期復旧・復興

集水域

[県・市町、団体、住民]
・雨水貯留施設（法律による義務化）
・雨水浸透施設（滞水による悪影響）
・水路・ため池の治水利用
（維持管理に苦慮、洪水吐整備）
・植林・造林事業（林業の衰退）
・山林開発規制（山林開発が進行）
・田んぼダム（営農者支援と理解）

ためる、しみこませる リスク情報の充実 氾濫域

避難体制を強化

経済被害の最小化

自治体への支援充実

氾濫水を早く排除

リスクの低いエリアへ誘導

住まい方の工夫

※課題・実施内容については、今後の調査検討等により変更になる可能性があります。

大崎市

東松島市

吉田川

（赤字）：今後の課題

鳴瀬川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 【施策イメージ】

取組状況

二線堤

宮城県
N

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）
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鳴瀬川水系

吉田川

大衡村

大和町

富谷市

大郷町

松島町

[国・県・市]
二線堤（二重の内水対策）

浸水範囲を減らす

山林開発規制

利水ダム事前放流

雨水貯留施設

避難確保計画

ため池の治水利用

排水機場の整備・耐水化

山林の保水力向上田んぼダム

宅地嵩上げ・高床化

田んぼダム
鳴瀬川

[国・県・市町・利水者]
・治水ダムの建設・再生、
・利水ダム等において貯留水を
・事前に放流し洪水調節に活用
（堰操作の自動化・遠隔化）
[国・県・市町]
・土地利用と一体となった遊水
機能の向上

河川区域ためる

安全に流す

氾濫水を減らす

[国・県・市町]
・河床掘削、堤防、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

[国]
・新たなダム・遊水池等
洪水調節施設の整備

・河道拡幅
[県・市町]
・河川・下水道が連携して被害
の軽減対策

[国・県]
・「粘り強い堤防」を目指した

堤防強化等



鳴瀬川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 鳴瀬川水系

吉田川

各構成員の取組状況と課題

20
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流域治水に関わる取組状況と課題【河川管理者】 鳴瀬川水系

吉田川

宮城県

河道掘削

鳴瀬川→
三
本
木

大
江
川

鳴瀬川

吉田川

宮床川

竹林川

洞堀川
吉田川（県）築堤・護岸整備

洞堀川（県）河川掘削・護岸整備

宮床川（県）河道掘削

竹林川（県）堤防整備

色麻町

遊水地整備

吉田川→

落
合

西川

小西川

滑川

河道掘削味明
川

味明川（県）堤防整備

松島町 北上運河

東名運河

東松島市

涌谷町

加美町

美里町

大和町

富谷市

大衡町

大郷町

大崎市

善川（県）堤防整備

身洗川

身洗川（県）堤防整備等

西川（県）河道掘削等

堤川（県）堤防整備

堤川

簡易型河川監視カメラの設置

災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進

ダム堰の効果・操作に関わる情報の周知

堤防整備新たなダム・遊水地等洪水調節施設の整備検討(国)

河道拡幅検討



南部沿岸地帯：
・低地帯であり、満潮時に高潮と豪雨が重な

り合うときは溢水浸水の危険がある。
・排水ポンプを整備したが、上流の下水道区

域外からの流入水が増加している。

髙城川下流一帯：堤防が整備されたが、
今後は内水氾濫への注意が必要

・新川で溢水の危険
・松島海岸駅背後地の山水が沢や水田

を伝って松島駅周辺に集まる

初原・櫻渡戸・本郷地区：
中小河川の外水氾濫の危険

明治潜穴付近：岩盤崩落による流下阻害

北部耕地(吉田川 鳴瀬川 鶴田川・穴
川):水害常襲地域・内水排除がネック

■排水機場の整備・耐水化
⚫ 吉田川下流地域では、吉田川の

水位上昇時に排水機場のポンプ
を停止しなければならない。

CCTVカメラの設置を県管理区間まで増
やしていかなければ、洪水と満潮が重
なる時や夜中の情報管理が難しい。

JR隧道を通じて他地区から流入

■山林の保水力向上
⚫ 植樹整備事業について要検討

明治潜穴
（髙城川）

JR隧道

田中川

新川

松島海岸駅

瑞巌寺

幡谷地区：
高城川堤体の構造等に不安の声 幡谷

吉田川下流：
川幅が狭い箇所の対策検討が必要

素早く内水排除できる
工夫が必要

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

× ××

××
×××

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題
（下線：昨年度分科会より）

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

竹林川、西川沿いが浸水しやすい。
国道４号線が浸水してしまうため、
広域避難は仙台方面も想定。

■貯留施設の設置・支援
⚫ 住宅団地において開発段階

から調整池が配置されてい
る

山林の開削

©NTTインフラネット,DigitalGlobe Inc.

N

西川

過去、大雨の二次災害として
土砂災害が発生（S61、H27、R1）

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

■山林の保水力向上

⚫ 山林の開発に際し市との事前協議を行うこ
とと定めた条例を公布（R1.10.17）

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×
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流域治水に関わる取組状況と課題【市町村】 鳴瀬川水系

吉田川

■田んぼダムの推進
⚫ 施設の整備は、国又は県によ

る支援が必要
⚫ 施設の運用は農業者等の関係

者の協力が必要

■浸透ます・浸透管の整備
⚫ 地下水位が高いため整備して

も効果なし

■水利施設の高度利用
⚫ 大雨が予想される場合、ため池の施

設管理者に対し予め水位を下げるよ
う要請している

⚫ 東松島市には農業用ため池が177か
所あり、施設の維持管理に苦慮して
いる。

⚫ また、農業用ため池の洪水吐の再整
備等にも莫大な予算が必要となるこ
とから、国及び県の支援が必要

■山林の保水力向上
⚫ 植樹整備事業について要検討

■ダム事前放流のための
施設改良

⚫ 事前放流に対応した河川堤防
の強化が必要

■排水機場の整備・耐水化
⚫ 震災後整備した排水機場は耐水化

完了
⚫ 耐水化は7年確率の降雨を対象に整

備しているため、R1東日本台風並
みの降雨に耐えられるかは不明

⚫ 既存施設には防水扉の整備が必要

■貯留施設の設置・支援
⚫ 開発による流出量の増加に対

応した貯留施設（調整池）を
設置済み

浸水継続時間が長くなるエリア

矢本地区

野蒜地区

大曲雨水調整池

出典：東松島市HP

上下堤地区：
道路冠水が懸念されるエリア

上下堤地区

鞍坪川：上流側で溢れても東松島市
まで浸水が広がるおそれがある。

177か所の市内のため池の
維持管理に係る負担が大きい。

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■田んぼダムの推進
⚫ 古川地域に実施ほ場を設置

し、実施面積を拡大

■山林の保水力向上

⚫ 鳴子温泉鬼首地域において
約5haの造林事業を実施（今
後も同程度の規模で実施）

■貯留施設の設置・支援
⚫ 災害公営住宅に地下貯留施

設設置

■水路施設の高度利用
⚫ 一部区間で実施済み

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 既存の雨水排水施設へ水
密扉の設置や制御盤の嵩
上げによる耐水化

■高台移転整備・移転支援

⚫ 令和元年東日本台風の被
災者生活再建への支援と
して、災害公営住宅建設
及び分譲地整備を実施中

⚫ 制度の継続だけでなく徐
々にでも移転できる制度
が必要

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 令和元年東日本台風の被災者
生活再建への支援として大崎
市住宅等災害制度、大崎市宅
地かさ上げ等事業費補助金交
付要綱（古川・三本木・岩出
山地域）

⚫ 市単独事業に対する国の補助
制度が必要

■災害危険区域等の設定

⚫ 客観性・公平性の観点から慎
重な検討が必要

千刈江地区での実証実験

出典：宮城県HP

浸水継続時間が長い

古川地域：
人口が集中しているエリア

×××××

古川地域

三本木地域

岩出山地域

渋井川・多田川：鳴瀬川
の背水の影響を受ける。

吉田川：堤防高が一定でない。
堤防高が低い箇所で越水し、堤内側
がえぐられる。下流の川幅が狭い。

国と県の管理区間境界では堤防
高が大きく異なる場合がある。

■二線堤

⚫ 水害に強いまちづくり事
業で整備

⚫ 二線堤施設の操作による
二線堤外の内水の増加の
恐れがある(土地改良区)

⚫ 堤内調整池がすぐ一杯に
なり、二重のポンプ排水
を改善する必要がある（
土地改良区）

品井沼～鹿島台：
・樋門操作性の改善が必要
・樋門管理の整理・改善
・内水排除が追い付かない
・水害常襲地のポンプ車常備

内ノ浦

品井沼

鶴田川への排水・自然排水（
緊急排水樋管）の検討が必要

鹿島台

上志田 下志田

鶴田川

鳴子ダム

上大沢ダム

菅生ダム

岩堂沢ダム

化女沼ダム

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

×××
××

×

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題
（下線：昨年度分科会より）

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

過去の破堤点×

鳴子温泉鬼首

■(仮称)志田谷地防災センターの整備
⚫ 志田谷地地区の一時避難所として国

土交通省と協議しながら整備予定
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吉田川

吉田川を中心に、国県で整
備を行っているが、それを
上回る出水が発生

ソーラー発電施設が点在

©NTTインフラネット,DigitalGlobe Inc.
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身洗川：
吉田川が一定以上の水位
になるとゲートが閉まり、
外水は遮断できても内水
被害が生じる。

身洗川

兼業農家や高齢化の背景があり、田んぼの維持・管理すらも大変な所がある。

・山地のため池は２～３時間の降雨で満水になる。
・排水の操作は基本手動。土砂堆積等で動かないものもある（補修中）

大小のため池があるが、洪水調節機能を有しているものはほぼ無い。

南川ダム

嘉太神ダム

宮床ダム

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

× ×

×
×

×
×

××

■田んぼダムの推進
⚫ 関係機関との調整が必要

⚫ 受益者とならない農業従事者の理解を得るこ
とが必要

⚫ 水田が水に浸かった場合の補償制度が必要

⚫ 農家が高齢化が進んでおり、推進が難しい可
能性もある

■山林の保水力向上

⚫ 伐期を迎えた山林の伐採後の再植林が課題
（木材価格の低迷で難しい）

⚫ ソーラー発電の整備等による山林の開削が
進んでいる。

⚫ 受益者とならない林業従事者の理解を得るこ
とが必要

⚫ 植林や維持管理の補助制度が必要

■浸透ます・浸透管の整備
⚫ 取り組み方法等について検討が必要

■水利施設の高度利用

⚫ 運用可能な水路の調査、関係機関との調整
が必要

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■田んぼダムの推進
⚫ 水田地権者の理解と協力が必要不可

欠であり、そのための補償を検討す
る必要がある。

⚫ 場所によっては崩落する危険性もあ
るため、慎重に検討を進める必要が
ある。

■浸透ます・浸透管の整備
⚫ 河川氾濫被害が毎回著しい住宅密集地

区については、今後検討していくこと
としたい。

■利水施設の高度利用
⚫ 河川下流域への雨水流出を抑制

する観点からは有効な手段の一
つと考えるが、整備に係る事業
費が膨大になることが予想され、
国の財政支援が必要。

⚫ ため池などの農業水利施設に関
しては、農水省で指定している
防災重点ため池もあるため、決
壊させないよう一時貯留できる
水量の想定調査が必要ではない
か。

■山林の保水力向上

⚫ 山林を管理する林業事業者の減
少が懸念されるところである。
林業の育成を改めて考えていか
なければならない。

⚫ 開発規制の法整備の厳格化も検
討課題と考える。

■既存ダムの洪水調節機能強化
⚫ R1出水時に事前放流を実施
⚫ 遠隔操作による堰の自動開閉が可能と

なるような方策を今後検討できれば良
いと考える。

■貯留施設の設置・支援
⚫ ある一定規模以上の開発については、

調整池等貯留施設の設置を法令等で義
務化・厳格化していくことも検討して
いきたいと考える。

・標高の高い位置に工業団地があり、
このエリアからの流出が早い。

・低地では道路冠水が発生しやすい。

山林の開削箇所が存在 ソーラー発電施設が点在

牛野ダム
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山際では田んぼが冠水して家屋が孤立
するおそれがある。

山林の造成途中で地権者が変
わることがある。

埋
川

善川

善川や支川の合流点で一気に
水量が増す。周辺では浸水・
冠水被害が発生しやすい。

手動による堰操作

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■宅地嵩上げ・高床化の支援【町】

⚫ 浸水ハザードマップエリア内の居住世
帯に対し、宅地嵩上や擁壁工事に対
する助成を行う。

■嵩上宅地、避難路、防災コミュニティセ
ンターの整備【町】

⚫ 中粕川地域において、決壊した吉田川堤
防本復旧工事と合わせて、上記の復興ま
ちづくり事業を実施（Ｒ３～５年度）

山林開削・ソーラー発電施設が点在
©NTTインフラネット,DigitalGlobe Inc.

N

■被災した中粕川地域
⚫ 仮設住宅から中粕川へ戻りたい
⚫ 指定避難場所まで遠い
⚫ 車や農機具を退避させる場所が無い

中粕川地区

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

×
×
×× × ×××××

×
×

×× ×

××

×
×

■吉田川堤防高凸凹の解消【国】

⚫ 吉田川堤防（右岸・左岸）において、堤防高
の凸凹を解消する工事を実施中

■中央部
⚫ 旧品井沼周辺は排水が悪く

、被害が長期化しやすい。

山林開削・ソーラー発電施
設が点在

©NTTインフラネット,DigitalGlobe Inc.

N

■緊急浚渫推進事業の実施【町】

⚫ 西光寺川上流部から浚渫工事を実施してい
る。（Ｒ２～６年度）

⚫ 国の補助事業である緊急浚渫推進事業の
Ｒ７年度以降の事業継続が課題。

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 内水氾濫を解消するために、各排水
機場の能力アップが課題

■ほ場整備事業と内水対策との連携

⚫ Ｒ５年度整備開始目標の前川地区県
営ほ場整備事業と併せて、内水対策
を検討する必要がある。

■河川の流下能力の向上
⚫ 内水氾濫を防ぐため、鶴田川、味

明川、滑川等、中小河川の流下能
力アップが課題。

■山林の保水力向上

⚫ 東日本大震災の復興特需による山砂採取
や太陽光発電等の山林開発が盛んに行わ
れている。

■滑川～逆川
⚫ 吉田川が一定以上の水位になるとゲート

が閉まり、外水は遮断できても内水被害
が生じる。

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題
（下線：昨年度分科会より）

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×
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施策イメージ

25

○田んぼダムの推進

水田の排水口に堰板を設置し、水田に一時的に雨水を貯留することで水路への流出量の抑制を図る。

（事例）宮城県大崎市千刈江地区における田んぼダム実証実験

出典：宮城県HP

田んぼダムのイメージ

断面図

【田んぼの排水ますに設置する調整装置】

【調整装置による効果の検証の様子】

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

用排水路・ため池等の農業水利施設において、大雨が予想される際に、予め水位を下げることにより洪水調節機能の増大を図る。

（事例）宮城県東松島市大網堤地域におけるため池

出典：東松島市提供資料

事前放流により、予め水位
を低下させる

水路の高度利用のイメージ

出典：国土交通省
（一部加工）

平常時 大雨が予想される際

事前に水位を下げ流出量の抑制を図る

【ため池の水位低下のイメージ】

○水利施設の高度利用

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

開発に伴う流出量の増大に対して、調整池を設置し雨水を一時的に貯留することで、河川への流出量の抑制を図る。
個人住宅等に設置する雨水貯留タンクなどの小規模な貯留施設に対して、設置費用を助成し、設置の推進を図る。

（事例）宮城県東松島市大曲地区の調整池

出典：東松島市ホームページ

貯留施設のイメージ

（事例）宮城県石巻市では雨水タンクの購入費用の助成を実施

出典：
石巻市ホームページ出典：国土交通省

○貯留施設の設置・支援

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

鳴瀬川水系

吉田川

植樹事業・造林事業・保全事業等により、森林や緑地等の自然地が有する保水機能を活用し、雨水の流出量の抑制を図る。
保水機能を持つ地域の開発にあたっては、開発の規制を設ける等、可能な限り保水機能の維持を図る。

治山対策のイメージ

出典：林野庁

（事例）宮城県富谷市の山林開発等に係る条例

■富谷市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設
置事業との調和に関する条例（R1.10.17公布）
富谷市では、山林の開発の際などは、市との協議や住民への説
明会実施を義務化している。

出典：富谷市

（事例）宮城県登米市の森林整備事業

出典：
登米市

【登米市森林整備計画】

【スギの再造林】 【間伐】

○山林の保水力向上

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】



出水等による危険性が著しく高い区域を、条例により「災害危険区域」として指定する。
災害危険区域内においては、住宅の建築制限・禁止等、災害による被害軽減の観点で必要な建築に関する要件を定める。

災害危険区域のイメージ
（事例）宮城県東松島市の津波に対する災害危険区域

■東松島市津波防災区域
東松島市では、東日本大震災によ
り多大な被害を被った経験から、
津波により一定の浸水が予測され
る区域について、建築基準法第39

条に基づく津波防災区域の指定を
行い、第１種～第３種の種別ごと
に建築制限が適用される。

出典：東松島市HP

【東松島市津波防災区域】

【第３種区域における建築基準】

災害リスクの高いエリアを「災害危険区域」
に設定し、建築物の構造等に制限をかける

出典：国土交通省（一部編集）

○災害危険区域の設定

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

浸水の実績区域や、浸水の想定される区域に現存する建築物に対して、嵩上げ、高床化等の工事費用を助成する。

宅地嵩上げ等のイメージ

【浸水エリアで考えられる対策】
①宅地嵩上げ
②家屋のピロティ化
③止水版の設置
④家屋の耐水化
⑤水害保険の加入

出典：国土交通省

（事例）宮城県大崎市の宅地嵩上げ支援

■大崎市宅地かさ上げ等
事業補助金
大崎市では、立地適正化計画
に定める居住誘導区域内にお
いて、浸水被害を軽減するた
め、対象区域内の住宅の所有
者が行う宅地のかさ上げ等に
要する経費について、予算の
範囲内で補助金を交付してい
る。

出典：大崎市HP

【大崎市古川地区の居住誘導区域】

出典：大崎市提供資料を基に作成

嵩上げ等に掛かる費用を助成
【大崎市内で実施された盛土工事の事例】

着工前 完成

盛土

○宅地嵩上げ・高床化の支援

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進する。

高台移転のイメージ

移転促進区域

住宅団地

②移転者の住宅建設 土地購入に対する補助

⑥移転者の住居の移転
に対する補助

④移転促進区域内の
農地及び宅地の買取

①住宅団地の用地取得造成

③,⑤公共施設等(道路 公園 
集会所 共同作業所等)の整備

集団移転

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会
（一部編集）

（事例）宮城県石巻市の震災復興事業による集団移転

出典：石巻市

○高台移転整備・移転支援

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

洪水が予測される場合、既存の利水ダム等において貯留水を事前に放流し、洪水調節容量の強化を図る。

出典：
宮城県HP

事前放流のイメージ

出典：東北地方整備局 出典：東北地方整備局（一部編集）

（事例）栗駒ダム（R2.5.29に治水協定を締結）

【治水協定を締結したダム一覧】

○利水ダムの洪水調節機能強化

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる】

施策イメージ
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簡易型河川監視カメラ等を活用し、画像・映像によるリアリティーのある災害情報を積極的に配信する。

簡易型河川監視カメラの例 （事例）宮城県涌谷町上町地区の簡易型河川監視カメラ（江合川）

出典：国土交通省

○簡易型河川監視カメラの設置

出典：川の水位情報

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

洪水時のダムの放流の状況や効果に係る情報を住民へ伝えるための手段の充実を図る。

（事例）宮城県・国土交通省によるダム放流情報の配信

出典：宮城県HP

出典：川の防災情報

○ダム・堰の効果・操作に関わる情報の周知

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

災害時の住民の確実な避難行動を促すため、多様な手段を用いて防災情報を提供する。

（事例）宮城県石巻市のメール・SNSを活用した情報配信

出典：石巻市HP

（事例）宮城県登米市の緊急告知ラジオ

出典：登米市HP

出典：国土交通省

災害の切迫状況に応じた情報提供

○住民への情報伝達の充実

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

○二線堤の整備

二線堤等の盛土構造物を整備することにより、河川堤防（本堤）が破堤して氾濫が発生した場合における浸水範囲の抑制を図る。
浸水範囲の抑制に効果があると認められる盛土構造物、自然堤防等を「浸水被害軽減地区」に指定し、その保全を図る。

二線堤のイメージ

出典：国土技術政策総合研究所

（事例）宮城県大崎市鹿島台地域における二線堤

出典：国土交通省

二線堤

市街地

鳴瀬川

吉田川

市道

市道

堤防と道路の機能

二線堤 標準断面図
市街地側

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【浸水範囲を減らす】

施策イメージ
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円滑な水防活動のため、出水期前に水防資機材の点検を実施し、的確なメンテナンスの実施と、水防資機材の拡充を図る。

水防工法の例
（事例）宮城県登米市の水防倉庫及び資機材の確認状況

積土のう工

月の輪工

木流し工

○水防資機材の拡充

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

想定浸水深等の災害リスクを街中に表示することで、日常時より住民の水防災への意識向上を図る。

災害リスクの現地表示のイメージ

出典：国土交通省

（事例）宮城県東松島市の
重要水防箇所の現地表示（事例）宮城県東登米市の避難所看板

出典：登米市

○災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進

（事例）昭和61年8月洪水の洪水痕跡看板（宮城県大郷町）

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

洪水時の住民の円滑な避難行動のため、マイ・タイムラインの作成を支援する。

マイ・タイムラインのイメージ
（事例）宮城県東松島市のマイ・タイムライン

出典：東松島市提供資料
出典：東松島市HP

出典：東松島市HP

（事例）宮城県東松島市赤井上区自主防災会における防災研修会

○マイ・タイムライン普及促進

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

要配慮者利用施設の管理者の避難計画に係る理解向上を図り、計画の作成を支援する。

避難確保計画作成の作成例 （事例）宮城県登米市の避難確保計画作成に係る講習会

　　　　　　　　　　【施設名： 】

    　　 年 月  作成2020

洪水・土砂災害時の避難確保計画
【洪水・土砂災害編】

資料3

避難確保計画 避難だっちゃ新聞

コントロールシート 【避難確保計画の下書きの作成】

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

【講習会による効果（計画の提出率）】

提出済

92%

未提出

8%

未提出

100%

提出済

92%

未提出

8%

未提出

100%

講習会実施前 講習会実施約３か月後

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

施策イメージ
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排水門・排水機場等の排水施設の整備により、氾濫が発生した場合の迅速な氾濫水の排除を図る。
既存の排水機場は、電源設備の嵩上げ、止水版・防水扉の設置等により、浸水時においても稼働できるよう整備する。

排水機場耐水化のイメージ

（事例）防水扉等により耐水化された湊雨水排水ポンプ場
（宮城県石巻市川口町）

出典：石巻市

○排水機場の整備・耐水化

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【氾濫水を早く排除】

浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保に関する情報を共有し、耐水化、非常用電源等の必要な対策については
各施設管理者において順次実施。

防災拠点のイメージ

出典：国土交通省

○市町村庁舎等の防災拠点の機能確保

（事例）宮城県石巻市の防災センター

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【経済被害の最小化】

施策イメージ
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地域の特性を踏まえた各種対策を推進

東松島市

• 開発による都市部からの流出用増大に対応した
調整池を設置

• 大雨が予想される場合は、ため池の施設管理者
に対し予め水位を下げるよう要請

• 東日本大震災後に整備した津波浸水区域内の排
水機場の耐水化

• 直轄河川のタイムラインについてを毎年度更新
• マイ・タイムライン作成講習会の開催
• ホットライン構築及び検証
• 洪水ハザードマップを作成・配布・公開
• 防災行政無線の戸別受信機を全戸配布
• 要配慮者利用施設へ避難確保計画を作成依頼
• 総合防災訓練の実施
• 北上川下流河川事務所の水防施設点検に消防隊
が参加

• 市民向け防災講座の実施
• 小中学校で防災関係の授業
• 水防訓練の実施
• 水防(消防)団の部単位でデジタルトランシーバー
配備・実践

• 鳴瀬川・吉田川の重要水防箇所合同巡視を実施
（6月）

• 水防資機材の保有状況の確認
• 地域包括支援センターにハザードマップ掲示、防
災関連のパンフレット等を設置

• ケアマネジャーの研修の場でハザードマップ等の
説明を実施

• エリアメール等によるプッシュ型の洪水情報の発
信

• 庁舎耐水化、電源の対策
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流域治水の取組 鳴瀬川水系

吉田川

• 造林事業
• 災害公営住宅において地下貯留施設を整備
• 田んぼダムの実施ほ場を設置
• 一部水路で事前排水を実施
• 災害公営住宅建設及び分譲地整備を実施
• 宅地嵩上げ等に対する補助金支給
• 河川別タイムラインについては作成
• ホットライン構築及び検証
• 想定最大規模の洪水ハザードマップを作成・全世
帯配布

• 自主防災組織等対象にハザードマップの説明会を
実施

• 応急的な退避場所の整備について自主避難所開
設マニュアルを作成

• 地域防災計画において一時避難所を位置づけ
• 総合水防演習、総合防災訓練の実施
• 小中学校等における水防災教育講習会の実施
• 水防団等の募集・指定を促進
• 消防団避難情報伝達マニュアルを策定
• 重要水防箇所の合同巡視を実施
• 水防倉庫の資機材の保有状況を確認・補充
• 水防倉庫の修繕
• 地域包括支援センターからの要望に応じ警戒レベ
ル周知チラシやハザードマップ等を配布

• 災害対策本部に病院関係者が参画
• 無線、エリアメールによる洪水情報のプッシュ型情
報配信

• 通行止め情報のHPへの掲載
• 庁舎の非常用発電装置設置済み
• 排水機場の停電時の非常用発電装置設置済み

大崎市

• 山林の開削に際し市との事前協議を行うことを定
めた条例を公布

• 住宅団地に調整池を整備
• タイムラインの随時見直し
• ホットライン構築及び検証
• 地区ごとの避難訓練を実施
• 小中学校等の校外学習で防災講話を実施
• 水防活動用の資材の合同巡視、共同点検
• 水防団との連絡体制の再確認の実施
• チラシ・ポスターの作成配布による消防団の募集
• タイムラインの周知、連絡体制の再確認、簡易ア
ラートの運用説明の実施

• 消防団と合同で重要水防箇所の合同巡視を実施
• 水防資機材の保有状況の確認
• 地域包括支援センターケアマネージャーへの研修
を実施

• 浸水想定区域内の災害対策拠点対象施設にハ
ザードマップ等の資料提供

• プッシュ型の洪水情報の発信のエリアメール、安
心安全メール整備

• 地方自治体、民間企業等合同参加による総合防
災訓練の実施

• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の公
表

• 地区別ハザードマップ策定

富谷市



地域の特性を踏まえた各種対策を推進

松島町

• 直轄河川のタイムライン作成済み
• コロナの影響で総合防災訓練中止し、コロナ対応の避難所の設置運営訓
練を実施（浸水リスクの高い地区も含む）

• ホットラインの構築及び検証構築済み
• 地区住民のまとめ役である行政員へ防災行政無線戸別受信機の配布済
み、今年度難聴区域向けに戸別受信機を配布

• 応急的な退避場所の整備について高台の退避場所を訓練で周知
• 各学校で防災教育の授業実施
• 関係機関が連携した合同巡視、水防活動の資材の共同点検、水防団との
連絡体制の再確認の実施

• 随時、水防団員（消防団員）の募集。募集情報をHPに掲載
• 水防団の合同巡視、水防活動の資材の共同点検、水防団との連絡体制の
再確認の実施

• 重要水防箇所合同巡視に参加（国主催）
• 毎年水防倉庫の資機材の保有状況を確認
• 地域包括支援センターへハザードマップは配布済み、地域包括センターで
の掲示

• 内水氾濫が予想される地区での可搬式ポンプの設置箇所を、防災・水道
部局、災害防止協議会で確認

• プッシュ型の洪水情報の登録制メール、ＨＰ、ＳＮＳ等を活用した情報発信
• 地方自治体、民間企業等合同参加による総合防災訓練の実施しガス関係
業者組合も参加

• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の共有について登録制メール、
ＨＰ、ＳＮＳ等を活用した情報発信

• 排水機場の耐水化は随時実施
• 庁舎敷地内の浸水想定外箇所に自家発電機を設置済み
• 地区別ハザードマップ作成実施済み
• 迅速な水防活動を支援するための水防資機材、夜間作業用ライト、雨具等
の配備・水防資機材の備蓄済み
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流域治水の取組 鳴瀬川水系

吉田川

• 現行タイムラインの見直し及び実効性の検証
• ホットラインの構築及び検証
• ハザードマップの作成・配布
• 防災行政無線設備のデジタル化
• 防災行政無線の放送内容が無料で確認できるダ
イヤルサービスを実施

• 要配慮者利用施設等へハザードマップの配布
• コロナ対策を意識した避難所運営訓練を実施
• 地域住民に対し、タイムラインに基づく早めの避難、
ハザードマップに掲載のタイムライン等を解説

• 小中学校等における水防災教育出前講座支援
• 消防団員へ携帯無線機の配備済み
• 重要水防箇所合同巡視を実施
• 水防倉庫の資機材の保有状況を確認
• プッシュ型の洪水情報についてメール配信の実施
• ヤフー株式会社と協定を締結
• 町、住民、関係機関による訓練の実施し、災害対
策協力会（地元建設業者）との連携済み

• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報につい
て市HPでの公開

• 地区別ハザードマップ策定

大和町



地域の特性を踏まえた各種対策を推進

大郷町

• 中粕川地域において、決壊した吉田川堤防本復
旧工事と合わせて、復興まちづくり事業を実施

• 浸水ハザードマップエリア内の居住世帯に対し、
宅地嵩上や擁壁工事に対する助成を実施

• ホットライン構築済み
• 避難所への方向看板を設置
• S61.8洪水の浸水深を示した看板を設置
• 防災行政無線の戸別受信機を希望世帯に対して
配布

• 要配慮者利用施設の避難確保計画策定済み
• 自主防災組織単位で防災訓練の実施
• 小中学校等における水防災講習会の実施支援
• 国交省主催の水防技術講習会への参加
• 広報誌、HPにて水防団等の随時募集
• 水防団（消防団）幹部に移動系無線機の配備
• 国、県と合同で重要水防箇所合同巡視を実施
• 水防倉庫の資機材の保有状況を確認
• エリアメール、防災無線、LINE公式アカウントによ
るプッシュ型の洪水情報発信

• 総合防災訓練を民間企業等と合同で防災訓練を
実施

• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報につい
て配信
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流域治水の取組 鳴瀬川水系

吉田川

• R1出水時に牛野ダムの事前放流を実施
• タイムライン、伝達マニュアル作成
• ホットライン構築
• 想定最大規模洪水を対象としたハザードマップ配
布

• デジタル防災行政無線、戸別受信機の整備・貸与
• タイムラインに基づく防災訓練
• 自主防災組織独自の避難訓練、安否確認の実施
• 小中学校等における水防災教育出前講座支援
• 水防団（消防団）による教育訓練及び土嚢づくり訓
練

• 広報誌等で水防団等を随時募集
• 水防団等の連絡体制として登録制メールの活用
• 分団長との電話でのホットライン構築
• 消防団（水防団）活動・安全管理マニュアルの策
定

• 国合同の重要水防箇所巡視
• 水防団（消防団）による水防資機材操作訓練
• 水防資機材備蓄の整備
• 地域包括支援センターにハザードマップ等の資料
を設置

• エリアメール、登録制メールによるプッシュ型の洪
水情報

• 民間企業等合同参加による総合防災訓練
• 道路交通・規制情報を村HPで公表
• 地区別ハザードマップ策定

大衡村



鳴瀬水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 【表紙案】
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表紙案１ 表紙案２

善川

西川

滑
川

多
田
川

※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。
※水位をさらに下げて安全に流下させるための検討を実施していく。

遊水地整備

河道掘削

宮城県

凡例

堤防整備

河道掘削

浸水想定区域（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

大臣管理区間

河道掘削

吉田川→

鳴瀬川→

堤防整備

河道掘削

堤防整備

富谷市

大衡村

涌谷町

東松島市

東
北
新
幹
線

松島町

堤防整備

落
合
■

200327時点鳴瀬川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～昭和22年カスリン台風・令和元年東日本台風における再度災害防止に向けた治水対策の完遂～

○ 令和元年東日本台風で甚大な被害が発生した鳴瀬川水系では、吉田川・新たな水害に強いまちづくりプロジェクトに加え、以下の取組を実
施していくことで、国管理河川においては、昭和22年9月カスリン台風（鳴瀬川：戦後最大）と同規模の洪水に対して安全に流下させ、令
和元年東日本台風洪水（吉田川：戦後最大）と同規模の洪水に対しては堤防からの越水を回避し、流域における浸水被害の軽減を図る。

三
本
木
■

堤防整備

鳴瀬川旧三本木（大崎市）
奥州街道沿いの橋梁が水没

昭和22年9月洪水

鳴瀬川ダム
（建設中）

宮 城 県

位 置 図

北上川
江合川

鳴瀬川

吉田川

北
旧

上
川

阿武隈川

名取川

鳴瀬川総合開発 位置図

漆沢ダム
（治水専用化） 鳴瀬川→

吉田川→

洞堀川

吉田川築堤・護岸整備

味明川堤防整備・河道掘削

吉田川

善川堤防整備

竹林川堤防整備

宮床川河道掘削

洞堀川河道掘削・護岸整備

多田川河道掘削

大江川河道掘削

堤防整備

渋井川水門整備・
堤防整備

大
江
川

●被害対象を減少させるための対策
・適正な土地利用の規制誘導
※今後、関係機関と連携し対策検討

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・市町村庁舎等防災拠点の機能確保
・簡易型河川監視カメラの設置
・災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進
・ダム堰の効果・操作に関わる情報の周知
・マイ・タイムライン普及促進
・要配慮者施設計画促進
・水防資機材の拡充 等

※今後、関係機関と連携し対策検討

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、遊水地整備、

鳴瀬川ダム建設、漆沢ダム治水専用化 等

・利水ダム等８ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道整備（雨水調整池、幹線整備） 等
・流出抑制対策検討 ※今後、関係機関と連携し対策検討

マイタイムライン講座

下水道幹線の整備

雨水調整池・下水
道幹線の整備

短期 中期 中長期

吉田川沿川の氾濫を防ぐ河道掘削及び堤防整備 国・県

鳴瀬川沿川の氾濫を防ぐ堤防整備及び河道掘削 国・県

令和元年東日本台風を踏まえた更なる対策 国・県

鳴瀬川ダム 国

利水ダムの洪水調節機能強化
国・県・市町
村　等

流出抑制対策検討
国・県・市町
村　等

●被害対象を減
少させるための
対策

土地利用・住まい方の工夫の検討
国・県・市町
村　等

被害軽減対策検討
国・県・市町
村　等

ソフト対策のための整備検討
国・県・市町
村　等

●被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

●氾濫をできる
だけ防ぐ・減ら
すための対策

工程

実施主体対策内容区分

鳴瀬川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ・効果】
～昭和22年カスリン台風・令和元年東日本台風における再度災害防止に向けた治水対策の完遂～

○ 流域全体のあらゆる関係者が協働して協議・情報共有を図り、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進する。
【短 期】平成27年9月、令和元年10月洪水により甚大な被害を受けた吉田川沿川の浸水被害を防ぐため、河道掘削及び堤防整備を推進。
【中 期】鳴瀬川沿川の浸水被害を防ぐため、堤防整備及び河道掘削を推進。
【中長期】鳴瀬川ダムの完成を目指すと共に、河川においては令和元年東日本台風を踏まえた更なる治水対策を推進。

〇あわせて、河川下水道等の管理者が主体となって行う対策に加え、流域の特徴を踏まえた流出抑制対策、被害の防止・軽減対策を実施する。

※直轄管理区間において、鳴瀬川は昭和22年9月洪水、吉田川は平成27年9月洪水と同規模の洪水が発生した場合に、氾濫ブロックで被害最大となる1箇所を破堤させた場合の氾濫想定範囲

現 在 短 期 中 期 中長期

鳴瀬川沿川及び吉田川沿川の浸水被害解消
令和元年東日本台風を踏まえた

更なる治水対策を推進

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

浸水被害解消

吉田川

鳴瀬川

吉田川

鳴瀬川

吉田川

鳴瀬川

吉田川

鳴瀬川

鳴瀬川水系

吉田川



３．北上川水系北上川
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流域治水プロジェクト中間とりまとめ案



[県・市、団体、住民]
・宅地嵩上げ・高床化（費用対効果の検討、補助事業）
・高台整備・移転（支援策の検討）

氾濫域

[国・県・市町等]
・排水機場の整備・耐水化
（予算の確保、操作の遠隔化）

[市町]
・水害リスクの現地表示
・住民への情報伝達の充実
・水防団との連絡体制強化
[国・県]
・簡易型河川監視カメラ

[市町]
・要配慮者利用し施設の

避難確保計画策定支援
・隣接市町村間の避難計画策定
・マイタイムラインの作成
・水防資機材の備蓄
[国・県]
・ダム事前放流情報の通知

[国・県・市町・団体]
・建築物の耐水化・機能確保
・民間企業参加による総合防災訓練

[国・県]
・想定最大規模降雨による

浸水想定区域図の公表

[国・県・市町]
・ホットラインの構築
・重要水防箇所の合同巡視

② 被害対象を減少させる① 氾濫をできるだけ防ぐ ③ 被害の軽減、早期復旧・復興

集水域

[県・市町、団体、住民]
・雨水貯留施設
・水路の治水利用
（事前対応のタイミング、動機付け、

補償、施設の維持管理）
・植林・造林事業
・森林管理経営制度
・田んぼダム（営農者支援と理解）

ためる、しみこませる リスク情報の充実 氾濫域

避難体制を強化

経済被害の最小化

自治体への支援充実

氾濫水を早く排除

リスクの低いエリアへ誘導

住まい方の工夫

※課題・実施内容については、今後の調査検討等により変更になる可能性があります。

栗原市

登米市

涌谷町

石巻市

女川町

北上川

旧北上川

田んぼダム

雨水貯留施設

（赤字）：今後の課題

北上川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案【施策イメージ】

取組状況

宅地嵩上げ・高床化

排水機場の耐水化

宮城県
N

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

水路の治水利用
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植林・間伐

排水機場の耐水化

江合川

[国・県・市町・利水者]
・治水ダムの建設・再生、
・利水ダム等において貯留水を
・事前に放流し洪水調節に活用
[国・県・市町]
・土地利用と一体となった遊水
機能の向上

河川区域ためる

安全に流す

氾濫水を減らす

[国・県・市町]
・河床掘削、堤防、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

[県・市町]
・河川・下水道が連携して被害
の軽減対策

[国・県]
・「粘り強い堤防」を目指した

堤防強化等

北上川水系

北上川



北上川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案

各構成員の取組状況と課題
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北上川水系

北上川



流域治水に関わる取組状況と課題【河川管理者】
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石巻市

東松島市

美里町

涌谷町

大崎市

真野川（県）堤防整備・河道掘削

和
渕

堤防整備

南沢川 南沢川（県）堤防整備

北
上
川→

羽沢川

大関川

二股川

堤防強化

江合川→

堤防整備

長沼川

堤防整備

堤防整備

登米市

迫川

旧迫川

長沼川（県）堤防整備・河道掘削

出来川

田尻川

古川

堤防整備 皿貝川

大沢川

追波川

旧
北
上
川→

宮城県

栗原市

一関市

砂防事業（県：急傾斜）

砂防事業（県）

小山田川（県）堤防強化

皿貝川（馬鞍川）（県）堤防整備

加茂川（県）堤防整備
加茂川

夏川（県）堤防整備

夏川

迫川（県）堤防整備

荒川（県）堤防整備

照越川（県）堤防整備

真野川
高木川

高木川（県）堤防整備

水沼川（県）堤防整備

下水道幹線の
整備（市）

雨水ポンプ場・下水道幹線の整備（市）

雨水管渠の整備（町）

下水道幹線の整備（市）

北上川水系

北上川



流域治水に係る取組状況と課題【市町】
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■山林の保水力向上

⚫ 造林事業や山林の管理として
の植樹等

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 被災した施設の復旧時に防水化を実施

■高台移転整備・移転支援

⚫ 東日本大震災復興事業で実施

■貯留施設の設置・支援
⚫ 下水道施設での貯留 ⚫ 雨水利用タンク普及促

進事業補助金

出典：石巻市HP出典：石巻市雨水排水基本計画

出典：石巻市雨水排水基本計画

×

石巻地区：
人口が集中しているエリア

出典：石巻市の復興状況(令和２年１０月)

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 東日本大震災復興事業で実施

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

北上川・迫川間の低湿地帯：
水害常襲地域

石貝川（津山地区）：
令和元年台風第19号で被害

・迫川の水位を先に下げないと他の排水
が進まない。

・市街地で浸水被害が発生しやすい。

出水前にダム水位を
下げられないか関連
機関との調整が必要

ため池：古い時代に築造されたも
のが多く、堤体、余水吐、取水施
設等が脆弱化。事前に対策を講じ
る必要がある。

長沼

伊豆沼

内沼

■浸透ます・浸透管の整備
⚫ 今後検討予定

■水利施設の高度利用
⚫ 降雨時期に合わせ、水路の事前
排水を行い水位を下げている

■山林の保水力向上

⚫ 森林（植林・間伐等）整備事業を
実施

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 補助事業を活用しながら、
施設の「長寿命化計画」に
基づく更新整備工事を実施

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 今後検討予定

長沼ダム

×

××

×

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■田んぼダムの推進
⚫ 一部地区で田植え後～稲刈り
の間、落水桝に水田調整板と
別に排水制限用板を設置

⚫ 耕作者へ周知文書等を送付
⚫ 取組関係者の理解を得るのが
難しい。暗渠排水や排水路整
備事業等と併せて地域として一
体的に取り組むことが大事で、
事業に対する助成が必要。

■浸透ます・浸透管の整備
⚫ 整備の対象は住宅密集区域や市街化調
整区域等が考えられるため、今後市街化
が進んだ際に検討する必要がある。

■水利施設の高度利用
⚫ 排水路を利用し揚水機場等へ取
水している場合、事前対応のタイ
ミングを見極めるのが難しい。

⚫ 予報が外れた場合の対応が課題
⚫ 事前対応に対する助成制度があ
れば理解は得やすいか。

⚫ 水路雑木や土砂堆積対策も併せ
て取り組まないと効果は薄い。

■山林の保水力向上
⚫ 公有林整備事業による植林
⚫ 栗原の森林づくり支援事業によ
る植林

■排水機場の整備・耐水化
⚫ 近年、過去の冠水水位を上回る

ことが増えているが、通常の維
持管理の範疇での更新や整備補
修が難しい。

⚫ 機場機関手の後継者不足等もあ
り、自動化や遠隔操作といった
設備投資の補助事業が必要。

■高台移転整備・移転支援
⚫ 居住誘導区域内における防災指

針の検討の中で対策や支援策の
検討が必要。

■宅地嵩上げ・高床化の支援
⚫ 実施する場合、対象エリアの設

定、財源を含めた費用対効果に
ついて検討が必要。

Ｈ２８植林

Ｈ２７植林

沼田・八木地区

栗駒ダム

荒砥沢ダム

花山ダム

小田ダム

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

熊谷川

荒川

照越川

八沢川

太田川

善光寺川

小山田川

瀬峰川

迫川

三間堀川

落堀川

三迫川

二迫川

大水門川

萱刈川

前沢川

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

×

××

浸水継続時間が長くなるエリア

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

××

■災害危険区域の設定

⚫ 市街地の中を江合川が流れているため、建築制
限を設けることは現実的ではないが、今後検討
が必要

■山林の保水力向上

⚫ 民有林について森林経営
管理制度を利用し意向調
査を実施

⚫ 森林整備による山林の保
水力向上が必要

■田んぼダムの推進
⚫ 土地改良区・耕作者との

協議が必要

■水利施設の高度利用
⚫ 今後、土地改良区と協議

し検討

■貯留施設の設置・支援

⚫ 雨水排水計画に基づき、
調整池及び排水路を整備

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 町域のほぼ全てが浸水してしまうため、町単独
での実施は困難

出来川：出水時の増水が甚
だしく、土質の関係で漏水
が数箇所に見られるほか溢
水の危険性も有している。

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 排水機場は土地改良区管
理のため、今後協議する
必要がある

北上川水系

北上川



流域治水に係る取組状況と課題【市町】
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女川・止野川・大沢川河口付近：
標高が低く降雨期・高潮の場合に危
険にさらされることが予想される。

女川湾～万石浦を結ぶ地区
の宅地・市街化が著しい。

山林の面積が多い（83.7%）

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 嵩上げ補助金事業化済み

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 災害復旧による整備箇所あり

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

北上川水系

北上川



北上川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案

施策イメージ
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北上川水系

北上川



施策イメージ
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○田んぼダムの推進

水田の排水口に堰板を設置し、水田に一時的に雨水を貯留することで水路への流出量の抑制を図る。

（事例）宮城県大崎市千刈江地区における田んぼダム実証実験

出典：宮城県HP

田んぼダムのイメージ

断面図

【田んぼの排水ますに設置する調整装置】

【調整装置による効果の検証の様子】

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

用排水路・ため池等の農業水利施設において、大雨が予想される際に、予め水位を下げることにより洪水調節機能の増大を図る。

（事例）宮城県東松島市大網堤地域におけるため池

出典：東松島市提供資料

事前放流により、予め水位
を低下させる

水路の高度利用のイメージ

出典：国土交通省
（一部加工）

平常時 大雨が予想される際

事前に水位を下げ流出量の抑制を図る

【ため池の水位低下のイメージ】

○水利施設の高度利用

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

開発に伴う流出量の増大に対して、調整池を設置し雨水を一時的に貯留することで、河川への流出量の抑制を図る。
個人住宅等に設置する雨水貯留タンクなどの小規模な貯留施設に対して、設置費用を助成し、設置の推進を図る。

（事例）宮城県東松島市大曲地区の調整池

出典：東松島市ホームページ

貯留施設のイメージ

（事例）宮城県石巻市では雨水タンクの購入費用の助成を実施

出典：
石巻市ホームページ出典：国土交通省

○貯留施設の設置・支援

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

植樹事業・造林事業・保全事業等により、森林や緑地等の自然地が有する保水機能を活用し、雨水の流出量の抑制を図る。
保水機能を持つ地域の開発にあたっては、開発の規制を設ける等、可能な限り保水機能の維持を図る。

治山対策のイメージ

出典：林野庁

（事例）宮城県富谷市の山林開発等に係る条例

■富谷市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設
置事業との調和に関する条例（R1.10.17公布）
富谷市では、山林の開発の際などは、市との協議や住民への説
明会実施を義務化している。

出典：富谷市

（事例）宮城県登米市の森林整備事業

出典：
登米市

【登米市森林整備計画】

【スギの再造林】 【間伐】

○山林の保水力向上

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

北上川水系

北上川



出水等による危険性が著しく高い区域を、条例により「災害危険区域」として指定する。
災害危険区域内においては、住宅の建築制限・禁止等、災害による被害軽減の観点で必要な建築に関する要件を定める。

災害危険区域のイメージ
（事例）宮城県東松島市の津波に対する災害危険区域

■東松島市津波防災区域
東松島市では、東日本大震災によ
り多大な被害を被った経験から、
津波により一定の浸水が予測され
る区域について、建築基準法第39

条に基づく津波防災区域の指定を
行い、第１種～第３種の種別ごと
に建築制限が適用される。

出典：東松島市HP

【東松島市津波防災区域】

【第３種区域における建築基準】

災害リスクの高いエリアを「災害危険区域」
に設定し、建築物の構造等に制限をかける

出典：国土交通省（一部編集）

○災害危険区域の設定

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

浸水の実績区域や、浸水の想定される区域に現存する建築物に対して、嵩上げ、高床化等の工事費用を助成する。

宅地嵩上げ等のイメージ

【浸水エリアで考えられる対策】
①宅地嵩上げ
②家屋のピロティ化
③止水版の設置
④家屋の耐水化
⑤水害保険の加入

出典：国土交通省

（事例）宮城県大崎市の宅地嵩上げ支援

■大崎市宅地かさ上げ等
事業補助金
大崎市では、立地適正化計画
に定める居住誘導区域内にお
いて、浸水被害を軽減するた
め、対象区域内の住宅の所有
者が行う宅地のかさ上げ等に
要する経費について、予算の
範囲内で補助金を交付してい
る。

出典：大崎市HP

【大崎市古川地区の居住誘導区域】

出典：大崎市提供資料を基に作成

嵩上げ等に掛かる費用を助成
【大崎市内で実施された盛土工事の事例】

着工前 完成

盛土

○宅地嵩上げ・高床化の支援

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進する。

高台移転のイメージ

移転促進区域

住宅団地

②移転者の住宅建設 土地購入に対する補助

⑥移転者の住居の移転
に対する補助

④移転促進区域内の
農地及び宅地の買取

①住宅団地の用地取得造成

③,⑤公共施設等(道路 公園 
集会所 共同作業所等)の整備

集団移転

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会
（一部編集）

（事例）宮城県石巻市の震災復興事業による集団移転

出典：石巻市

○高台移転整備・移転支援

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

洪水が予測される場合、既存の利水ダム等において貯留水を事前に放流し、洪水調節容量の強化を図る。

出典：
宮城県HP

事前放流のイメージ

出典：東北地方整備局 出典：東北地方整備局（一部編集）

（事例）栗駒ダム（R2.5.29に治水協定を締結）

【治水協定を締結したダム一覧】

○利水ダムの洪水調節機能強化

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる】

施策イメージ
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簡易型河川監視カメラ等を活用し、画像・映像によるリアリティーのある災害情報を積極的に配信する。

簡易型河川監視カメラの例 （事例）宮城県涌谷町上町地区の簡易型河川監視カメラ（江合川）

出典：国土交通省

○簡易型河川監視カメラの設置

出典：川の水位情報

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

洪水時のダムの放流の状況や効果に係る情報を住民へ伝えるための手段の充実を図る。

（事例）宮城県・国土交通省によるダム放流情報の配信

出典：宮城県HP

出典：川の防災情報

○ダム・堰の効果・操作に関わる情報の周知

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

災害時の住民の確実な避難行動を促すため、多様な手段を用いて防災情報を提供する。

（事例）宮城県石巻市のメール・SNSを活用した情報配信

出典：石巻市HP

（事例）宮城県登米市の緊急告知ラジオ

出典：登米市HP

出典：国土交通省

災害の切迫状況に応じた情報提供

○住民への情報伝達の充実

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

○二線堤の整備

二線堤等の盛土構造物を整備することにより、河川堤防（本堤）が破堤して氾濫が発生した場合における浸水範囲の抑制を図る。
浸水範囲の抑制に効果があると認められる盛土構造物、自然堤防等を「浸水被害軽減地区」に指定し、その保全を図る。

二線堤のイメージ

出典：国土技術政策総合研究所

（事例）宮城県大崎市鹿島台地域における二線堤

出典：国土交通省

二線堤

市街地

鳴瀬川

吉田川

市道

市道

堤防と道路の機能

二線堤 標準断面図
市街地側

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【浸水範囲を減らす】

施策イメージ
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円滑な水防活動のため、出水期前に水防資機材の点検を実施し、的確なメンテナンスの実施と、水防資機材の拡充を図る。

水防工法の例
（事例）宮城県登米市の水防倉庫及び資機材の確認状況

積土のう工

月の輪工

木流し工

○水防資機材の拡充

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

想定浸水深等の災害リスクを街中に表示することで、日常時より住民の水防災への意識向上を図る。

災害リスクの現地表示のイメージ

出典：国土交通省

（事例）宮城県東松島市の
重要水防箇所の現地表示（事例）宮城県東登米市の避難所看板

出典：登米市

○災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進

（事例）昭和61年8月洪水の洪水痕跡看板（宮城県大郷町）

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

洪水時の住民の円滑な避難行動のため、マイ・タイムラインの作成を支援する。

マイ・タイムラインのイメージ
（事例）宮城県東松島市のマイ・タイムライン

出典：東松島市提供資料
出典：東松島市HP

出典：東松島市HP

（事例）宮城県東松島市赤井上区自主防災会における防災研修会

○マイ・タイムライン普及促進

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

要配慮者利用施設の管理者の避難計画に係る理解向上を図り、計画の作成を支援する。

避難確保計画作成の作成例 （事例）宮城県登米市の避難確保計画作成に係る講習会

　　　　　　　　　　【施設名： 】

    　　 年 月  作成2020

洪水・土砂災害時の避難確保計画
【洪水・土砂災害編】

資料3

避難確保計画 避難だっちゃ新聞

コントロールシート 【避難確保計画の下書きの作成】

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

【講習会による効果（計画の提出率）】

提出済

92%

未提出

8%

未提出

100%

提出済

92%

未提出

8%

未提出

100%

講習会実施前 講習会実施約３か月後

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

施策イメージ
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排水門・排水機場等の排水施設の整備により、氾濫が発生した場合の迅速な氾濫水の排除を図る。
既存の排水機場は、電源設備の嵩上げ、止水版・防水扉の設置等により、浸水時においても稼働できるよう整備する。

排水機場耐水化のイメージ

（事例）防水扉等により耐水化された湊雨水排水ポンプ場
（宮城県石巻市川口町）

出典：石巻市

○排水機場の整備・耐水化

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【氾濫水を早く排除】

浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保に関する情報を共有し、耐水化、非常用電源等の必要な対策については
各施設管理者において順次実施。

防災拠点のイメージ

出典：国土交通省

○市町村庁舎等の防災拠点の機能確保

（事例）宮城県石巻市の防災センター

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【経済被害の最小化】

施策イメージ
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地域の特性を踏まえた各種対策を推進

石巻市

• 下水道施設での貯留
• 雨水利用タンク普及促進事業補助金の支給
• 造林事業や山林の管理としての植樹
• 高台整備（東日本大震災復興事業）
• 宅地嵩上げ支援（東日本大震災復興事業）
• 東日本大震災で被災した排水施設の防水化
• タイムラインの見直し及び行政機関向けの訓練
• ホットライン構築
• ハザードマップ全戸配布
• 洪水避難場所の避難誘導標識
• 災害メール及びLINEを活用した防災情報発信
• 防災ラジオ配布
• 防災アプリ（ヤフーとの協定締結）
• 避難確保計画作成講習会の実施及び避難計画作
成支援

• 避難場所の見直し
• 自主防災会・町内会に対する出前講座
• 小中学校における防災教育
• 消防団との連絡体制の確認
• 消防団員の継続募集（ポスター等の掲示）
• 水防訓練の実施
• 各地区ごとの重要水防箇所合同巡視への参加
• 水防資機材の年１回の点検
• コロナ禍での避難所開設訓練を実施
• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の共
有

• 津波避難ビルを活用し避難先を追加
• 市ＨＰにおいて防災マップを公開
• マイタイムラインをハザードマップと併せて配布
• 介護施設等との災害協定締結

登米市

• 農業用水路の事前排水
• 森林整備事業による植林・間伐
• 長寿命化計画に基づく排水機場の更新整備
• 風水害タイムラインを市HPに掲載
• ホットラインの構築
• 想定最大規模の洪水でのハザードマップの作成・
配布

• 避難所看板の設置
• 緊急告知ラジオ配布
• SNSを活用した情報提供
• 避難確保計画作成に係る講習会開催
• 地域の実情に応じた防災訓練を実施
• 重要水防箇所合同巡視に参加
• 中学校の防災訓練において水害に関する出前講
座を実施

• 随時水防団の連絡体制の確認
• 消防関係施設に団員募集のポスターの掲示
• 水防活動点検の実施
• 企業・工場等に対し防災ラジオを配布
• 水防倉庫資機材の保有状況確認及び配備
• 地域包括支援センター支所内にハザードマップを
掲示

• 災害対策本部に病院関係者が参画
• 庁舎の非常用電源の耐水化
• 雨水排水路等の整備
• 防災センターの整備
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• 文書等による田んぼダムの周知活動
• 田んぼダム実施地区の拡大
• 公有林整備事業、栗原の森林づくり支援事業
• タイムラインの見直し
• 水位周知区間延伸に伴うタイムラインの変更
• 水位周知区間延伸に伴い判断マニュアルの修正
• ホットライン構築
• 土木事務所、ダム管理者とホットラインに基づく訓
練を実施

• 想定最大規模洪水のハザードマップ作成・公開
• 避難所の誘導看板を設置
• コミュニティーFM、防災アプリの整備
• 自主防災組織代表者宅等への戸別受信機設置
• 要配慮者利用施設の避難計画作成を周知
• 民間施設との「災害時における避難所施設利用に
関する協定」による応急的な施設利用

• 総合防災訓練の実施
• 各自主防災組織ごとに避難訓練等を実施
• 小中学校等における水防災教育出前講座の支援
• 水防団への出動依頼に係る訓練を実施
• 広報紙、チラシ等による消防団の随時募集
• 地区ごとに水防訓練を実施
• 県管理河川で重要水防箇所の合同巡視を実施
• 水防倉庫資機材の保有状況確認及び配備を実施
• 地域包括支援センターにハザードマップや防災関
連のパンフレット等を設置

• 浸水想定区域内の災害対策拠点について電話等
で情報共有を実施

• 水害BCP(事業継続計画)作成

• 庁舎の非常用電源を高い階に設置
• 災害対策本部の機能確保
• 図郭割ハザードマップ、内水浸水実績を公表

栗原市

北上川水系
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地域の特性を踏まえた各種対策を推進

涌谷町

• 森林経営管理制度を利用し民有林管理者の意向
調査実施

• 雨水排水計画に基づき調整池及び排水路を整備
• 現行のタイムラインの見直し及び実効性の検証
• タイムライン（旧北上川）に沿って町の防災訓練を
実施

• ホットライン構築
• 想定最大規模洪水の防災マップを配布
• 防災無線、エリアメールの発信
• 要配慮者利用施設等への避難計画作成の周知
• 地域住民が参加した防災訓練を実施
• 中学校の授業の一環として防災居住地学習を実
施

• 水防災教育出前講座の支援体制構築
• 水防団等との幹部会議等において連絡体制の検
討

• 重要水防箇所合同巡視を実施
• 河川防災ステーション保管の水防資機材の管理
表を作成

• 地域包括支援センターに防災マップを配布
• 災害対策本部に病院関係者が参画
• 病院に戸別受信機を設置
• 浸水（内水）常襲地域を網羅したマップを作成
• メール、無線によるプッシュ型情報の配信
• 民間企業等合同参加による総合防災訓練の実施
• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の配
信

• 簡易アラートの管理
• 庁舎の非常用電源装置の耐水化（高い場所へ配
置）

• 内水常襲地区に防災調節地を設置

女川町

• 嵩上げ補助金を事業化済み
• 震災復旧による一部排水施設の整備を実施
• 想定最大規模洪水に対するハザードマップの作成
• 避難所ルートの誘導看板を作成
• 防災無線の戸別受信機を配布
• 特別警報級の風水害を対象とした首長も参加した
避難訓練

• 自主防災組織単位で自助訓練を年に1回実施
• 消防団の連絡体制確認を実施
• 消防団の募集についてホームページ、広報誌へ
掲載

• 自主防災組織で土のう積訓練を実施
• 主要水害区を指定し土のうを配布
• BCP作成
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北上川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 【表紙案】
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表紙案１ 表紙案２

※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。

奥州市

金ケ崎町

奥州市

磐
井
川

→

紫波町

遠野市

一関市

S22.9洪水（カスリン台風）

一関市

死者・行方不明者２４２名、家屋流出2,065戸、全半壊5,330戸、床上床下浸水67.572戸

平泉町

堤防整備

河道掘削

堤防整備

堤防整備

堤防整備

河道掘削

河道掘削

堤防整備
盛岡市

堤防整備

200323時点

花巻市

河道掘削
堤防整備

狐禅寺

堤防整備

平泉町

奥州市

遊水地整備

北上市

花巻市

堤防整備

東北新幹線

東北自動車道

北上川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～遊水機能を活かした治水対策の推進及び東日本大震災復旧復興事業の完遂～

登米市（大泉堤防決壊）

堤防強化

堤防強化

堤防強化

御所ダム
（ダム再生）

四十四田ダム
（ダム再生）

堤防整備
滝名川

北上川河道掘削
・堤防整備

木賊川
遊水地整備

岩崎川

簗川ダム
（建設中）

諸葛川

千厩川

金流川

上油田川

磯田川夏川

猿ヶ石川

堤防整備

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、北上川水系においても、事前防災対策
を進める必要があり、以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては、北上川の堤防が決壊し、流域で甚大な被害が発生し
た戦後最大の昭和22年9月洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。

紫波町

矢巾町

河道掘削

迫川

旧迫川

出来川

追波川

二股川

大関川

羽沢川

南沢川

皿貝川

大沢川

富士川

岩手県

登米市

美里町

石巻市

北
上
川→

堤防整備

堤防整備

堤防整備
堤防整備

堤防整備

東松島市

宮城県

和渕

東
北
新
幹
線

堤防整備
堤防整備

分派施設
改築

堤防強化

堤防強化

堤防強化

凡例

堤防整備

堤防強化

河道掘削

浸水想定範囲

（昭和22年9月洪水と同規模）

大臣管理区間

南沢川堤防整備

真野川堤防整備・河道掘削

出来川堤防整備

迫川堤防整備・
河道掘削

河道掘削

大崎市

江合川→
涌谷町 旧

北
上
川→

堤防整備

宮 城県

北上川
江合川

鳴瀬川

吉田川

阿武隈川

名取川

位 置 図

岩 手県

北上川

盛岡市

旧
北
上
川

石巻市

木賊川

北上川

西和賀町
雫石町

滝沢市
八
幡
平
市

岩
手
町

南川

簗川

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・防災拠点等の機能確保
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・メディアと連携による洪水情報の提供
・簡易型河川監視カメラの設置
・災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進
・マイ・タイムライン普及促進
・住民への情報伝達の充実
・ダム堰の効果・操作に関わる情報の周知
・水防資機材の拡充 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

●被害対象を減少させるための対策
・土地利用に関する計画の見直し（立地適正化計画の策定等）
※今後、関係機関と連携し対策検討

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、遊水地整備、北上川上流ダム再生、
簗川ダム建設 等

・利水ダム等４０ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道事業（雨水ポンプ場、幹線整備 等）
・水田貯留、ため池の活用等、 流出抑制対策の検討

水田貯留 実証試験

下水道幹線の整備

下水道幹線の整備雨水ポンプ場・
下水道幹線の整備

下水道幹線の整備

下水道幹線の
整備

雨水管渠の整備

雨水管渠の整備

雨水ポンプ場・
下水道幹線の整備

短期 中期 中長期

北上川下流部及び石巻市街地を守る堤防整備 国・県

北上川の浸水被害を防ぐための堤防整備 国・県

江合川の浸水被害を防ぐための河道掘削 国・県

新江合川分派施設 国

利水ダムの洪水調節機能強化
国・県・市町
村　等

流出抑制対策検討
国・県・市町
村　等

●被害対象を減
少させるための
対策

土地利用・住まい方の工夫の検討
国・県・市町
村　等

被害軽減対策検討
国・県・市町
村　等

ソフト対策のための整備検討
国・県・市町
村　等

●氾濫をできる
だけ防ぐ・減ら
すための対策

●被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

工程

実施主体対策内容区分

北上川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ・効果】
～遊水機能を活かした治水対策の推進及び東日本大震災復旧復興事業の完遂～

○流域全体のあらゆる関係者が協働して協議、情報共有を図り、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進する。
【短 期】旧北上川分流施設による分派の受け皿として、北上川下流部の堤防整備を行うと共に、

旧北上川沿川の浸水被害を防ぐため、堤防整備を推進する。
【中 期】北上川沿川の浸水被害を防ぐため、岩手県境から旧北上川分流施設までの堤防整備等を推進。
【中長期】江合川沿川の浸水被害を防ぐため、河道掘削及び新江合川分派施設を改築し、流域全体の治水安全度向上を図る。

〇あわせて、河川下水道等の管理者が主体となって行う対策に加え、流域の特徴を踏まえた流出抑制対策、被害の防止・軽減対策を実施する。

現 在 短 期 中 期 中長期

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

浸水被害解消北上川沿川の浸水被害解消
北上川沿川及び

旧北上川沿川の浸水被害解消

※直轄管理区間において、昭和22年9月洪水と同規模の洪水が発生した場合に、氾濫ブロックで被害最大となる1箇所を破堤させた場合の氾濫想定範囲

北
上
川

旧
北
上
川

江合川

北
上
川

旧
北
上
川

江合川

北
上
川

旧
北
上
川

江合川

北
上
川

旧
北
上
川

江合川

北上川水系

北上川



４．北上川水系江合川
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流域治水プロジェクト中間とりまとめ案



[県・市、団体、住民]
・宅地嵩上げ・高床化（補助事業）
・高台整備・移転（徐々に移転できる制度）
・災害危険区域（客観性・公平性）

氾濫域

[国・県・市町等]
・排水機場の整備・耐水化
（予算の確保、操作の遠隔化）

[市町]
・水害リスクの現地表示
・住民への情報伝達の充実
・水防団との連絡体制強化
[国・県]
・簡易型河川監視カメラ

[市町]
・要配慮者利用し施設の

避難確保計画策定支援
・隣接市町村間の避難計画策定
・マイタイムラインの作成
・水防資機材の備蓄
[国・県]
・ダム事前放流情報の通知

[国・県・市町・団体]
・建築物の耐水化・機能確保
・民間企業参加による総合防災訓練

[国・県]
・想定最大規模降雨による

浸水想定区域図の公表

[国・県・市町]
・ホットラインの構築
・重要水防箇所の合同巡視

② 被害対象を減少させる① 氾濫をできるだけ防ぐ ③ 被害の軽減、早期復旧・復興

集水域

[県・市町、団体、住民]
・雨水貯留施設
・水路の治水利用
・植林・造林事業
・森林管理経営制度
・田んぼダム（営農者支援と理解）

ためる、しみこませる

[国・県・市町・利水者]
・治水ダムの建設・再生、
・利水ダム等において貯留水を
・事前に放流し洪水調節に活用
[国・県・市町]
・土地利用と一体となった遊水

機能の向上

[国・県・市町]
・河床掘削、堤防、砂防堰堤、

雨水排水施設等の整備
[県・市町]
・河川・下水道が連携して被害

の軽減対策

[国・県]
・「粘り強い堤防」を目指した

堤防強化等

河川区域ためる

安全に流す

氾濫水を減らす

リスク情報の充実 氾濫域

避難体制を強化

経済被害の最小化

自治体への支援充実

氾濫水を早く排除

リスクの低いエリアへ誘導

住まい方の工夫

※課題・実施内容については、今後の調査検討等により変更になる可能性があります。

大崎市

涌谷町

石巻市美里町

江合川

田んぼダム

雨水貯留施設

（赤字）：今後の課題

北上川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案 【施策イメージ】

取組状況

排水機場の耐水化

宮城県
N

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）
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北上川

旧北上川

避難確保計画

宅地嵩上げ・高床化

山林の保水力向上

北上川水系

江合川



北上川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案

各構成員の取組状況と課題
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北上川水系

江合川



流域治水に関わる取組状況と課題【河川管理者】
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石巻市

東松島市

美里町

涌谷町

大崎市

和
渕

南沢川

北
上
川→

羽沢川

大関川

二股川

江合川→

出来川（県）堤防整備

堤防整備

堤防強化

河道掘削

長沼川

登米市

迫川

旧迫川

出来川

田尻川

古川

皿貝川

大沢川

追波川

旧
北
上
川→

宮城県

栗原市

一関市

砂防事業（県：急傾斜）

砂防事業（県）

夏川

真野川
高木川

下水道幹線の
整備（市）

雨水ポンプ場・下水道幹線の整備（市）

雨水管渠の整備（町）

下水道幹線の整備（市）

分派施設改築

北上川水系

江合川



流域治水に関わる取組状況と課題【市町】
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■山林の保水力向上

⚫ 造林事業や山林の管理として
の植樹等

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 被災した施設の復旧時に防水化を実施

■高台移転整備・移転支援

⚫ 東日本大震災復興事業で実施

■貯留施設の設置・支援
⚫ 下水道施設での貯留 ⚫ 雨水利用タンク普及促

進事業補助金

出典：石巻市HP出典：石巻市雨水排水基本計画

出典：石巻市雨水排水基本計画

×

石巻地区：
人口が集中しているエリア

出典：石巻市の復興状況(令和２年１０月)

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 東日本大震災復興事業で実施

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

×

××

浸水継続時間が長くなるエリア

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

××

■災害危険区域の設定
⚫ 市街地の中を江合川が流れているため、建築制

限を設けることは現実的ではないが、今後検討
が必要

■山林の保水力向上
⚫ 民有林について森林経営

管理制度を利用し意向調
査を実施

⚫ 森林整備による山林の保
水力向上が必要

■田んぼダムの推進
⚫ 土地改良区・耕作者との

協議が必要

■水利施設の高度利用
⚫ 今後、土地改良区と協議

し検討

■貯留施設の設置・支援
⚫ 雨水排水計画に基づき、

調整池及び排水路を整備

■宅地嵩上げ・高床化の支援

⚫ 町域のほぼ全てが浸水してしまうため、町単独
での実施は困難

出来川：出水時の増水が甚
だしく、土質の関係で漏水
が数箇所に見られるほか溢
水の危険性も有している。

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

■排水機場の整備・耐水化

⚫ 排水機場は土地改良区管
理のため、今後協議する
必要がある

鳴瀬川：計画に対して堤防高・幅が不足

・江合川の堤防が低く、住民から
不安の声が寄せられている。
・堤外地樹木を伐採してほしいと
いう要望が住民から出ている。

出来川：出水時の増水が甚だしく、
土質の関係で漏水が数箇所に見られ
るほか溢水の危険性も有している。

■田んぼダムの推進
⚫ 土地改良区、農家の協力が必要
⚫ 転作による大豆の作付けが多く、大豆の栽

培には十分な排水が必要なため、整合を考
える必要がある

■水利施設の高度利用
⚫ 土地改良区との調整

■山林の保水力向上
⚫ 所有者との調整（伐採、植林）が必要

新型コロナの影響もあり、自宅
での垂直避難や他自治体の高台
への避難も案内している。

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

× ××

× ×

×

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

過去の破堤点×

工場での防水壁による浸水対策

■田んぼダムの推進
⚫ 古川地域に実施ほ場を設置

し、実施面積を拡大

■山林の保水力向上
⚫ 鳴子温泉鬼首地域において
約5haの造林事業を実施（今
後も同程度の規模で実施）

■貯留施設の設置・支援
⚫ 災害公営住宅に地下貯留施

設設置

■水路施設の高度利用
⚫ 一部区間で実施済み

■排水機場の整備・耐水化
⚫ 既存の雨水排水施設へ水

密扉の設置や制御盤の嵩
上げによる耐水化

■高台移転整備・移転支援
⚫ 令和元年東日本台風の被

災者生活再建への支援と
して、災害公営住宅建設
及び分譲地整備を実施中

⚫ 制度の継続だけでなく徐
々にでも移転できる制度
が必要

■宅地嵩上げ・高床化の支援
⚫ 令和元年東日本台風の被災者

生活再建への支援として大崎
市住宅等災害制度、大崎市宅
地かさ上げ等事業費補助金交
付要綱（古川・三本木・岩出
山地域）

⚫ 市単独事業に対する国の補助
制度が必要

■災害危険区域等の設定
⚫ 客観性・公平性の観点から慎

重な検討が必要

千刈江地区での実証実験

出典：宮城県HP

浸水継続時間が長い

古川地域：
人口が集中しているエリア

×××××

古川地域

三本木地域

岩出山地域

渋井川・多田川：鳴瀬川
の背水の影響を受ける。

吉田川：堤防高が一定でない。
堤防高が低い箇所で越水し、堤内側
がえぐられる。下流の川幅が狭い。

国と県の管理区間境界では堤防
高が大きく異なる場合がある。

■二線堤
⚫ 水害に強いまちづくり事

業で整備
⚫ 二線堤施設の操作による

二線堤外の内水の増加の
恐れがある(土地改良区)

⚫ 堤内調整池がすぐ一杯に
なり、二重のポンプ排水
を改善する必要がある（
土地改良区）

品井沼～鹿島台：
・樋門操作性の改善が必要
・樋門管理の整理・改善
・内水排除が追い付かない
・水害常襲地のポンプ車常備

内ノ浦

品井沼

鶴田川への排水・自然排水（
緊急排水樋管）の検討が必要

鹿島台

上志田 下志田

鶴田川

鳴子ダム

上大沢ダム

菅生ダム

岩堂沢ダム

化女沼ダム

浸水範囲

北上川浸水想定範囲（昭和22年洪水と同規模）

鳴瀬川・吉田川浸水想定範囲

（鳴瀬川：昭和22年9月洪水と同規模）

（吉田川：平成27年9月洪水と同規模）

吉田川実績浸水範囲（令和元年東日本台風）

×××
××

×

灰色枠:水害リスクに関わる課題

青字：実施済み 黒字：検討中 赤字：課題
（下線：昨年度分科会より）

黄色：流出抑制対策
①氾濫をできるだけ防ぐ

青色：被害軽減対策
②被害対象を減少させる
③被害の軽減、早期復旧・復興

過去の破堤点×

鳴子温泉鬼首

■(仮称)志田谷地防災センターの整備
⚫ 志田谷地地区の一時避難所として国

土交通省と協議しながら整備予定

北上川水系
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北上川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ案

施策イメージ
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施策イメージ
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○田んぼダムの推進

水田の排水口に堰板を設置し、水田に一時的に雨水を貯留することで水路への流出量の抑制を図る。

（事例）宮城県大崎市千刈江地区における田んぼダム実証実験

出典：宮城県HP

田んぼダムのイメージ

断面図

【田んぼの排水ますに設置する調整装置】

【調整装置による効果の検証の様子】

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

用排水路・ため池等の農業水利施設において、大雨が予想される際に、予め水位を下げることにより洪水調節機能の増大を図る。

（事例）宮城県東松島市大網堤地域におけるため池

出典：東松島市提供資料

事前放流により、予め水位
を低下させる

水路の高度利用のイメージ

出典：国土交通省
（一部加工）

平常時 大雨が予想される際

事前に水位を下げ流出量の抑制を図る

【ため池の水位低下のイメージ】

○水利施設の高度利用

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

開発に伴う流出量の増大に対して、調整池を設置し雨水を一時的に貯留することで、河川への流出量の抑制を図る。
個人住宅等に設置する雨水貯留タンクなどの小規模な貯留施設に対して、設置費用を助成し、設置の推進を図る。

（事例）宮城県東松島市大曲地区の調整池

出典：東松島市ホームページ

貯留施設のイメージ

（事例）宮城県石巻市では雨水タンクの購入費用の助成を実施

出典：
石巻市ホームページ出典：国土交通省

○貯留施設の設置・支援

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】

植樹事業・造林事業・保全事業等により、森林や緑地等の自然地が有する保水機能を活用し、雨水の流出量の抑制を図る。
保水機能を持つ地域の開発にあたっては、開発の規制を設ける等、可能な限り保水機能の維持を図る。

治山対策のイメージ

出典：林野庁

（事例）宮城県富谷市の山林開発等に係る条例

■富谷市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設
置事業との調和に関する条例（R1.10.17公布）
富谷市では、山林の開発の際などは、市との協議や住民への説
明会実施を義務化している。

出典：富谷市

（事例）宮城県登米市の森林整備事業

出典：
登米市

【登米市森林整備計画】

【スギの再造林】 【間伐】

○山林の保水力向上

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる・しみこませる】
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出水等による危険性が著しく高い区域を、条例により「災害危険区域」として指定する。
災害危険区域内においては、住宅の建築制限・禁止等、災害による被害軽減の観点で必要な建築に関する要件を定める。

災害危険区域のイメージ
（事例）宮城県東松島市の津波に対する災害危険区域

■東松島市津波防災区域
東松島市では、東日本大震災によ
り多大な被害を被った経験から、
津波により一定の浸水が予測され
る区域について、建築基準法第39

条に基づく津波防災区域の指定を
行い、第１種～第３種の種別ごと
に建築制限が適用される。

出典：東松島市HP

【東松島市津波防災区域】

【第３種区域における建築基準】

災害リスクの高いエリアを「災害危険区域」
に設定し、建築物の構造等に制限をかける

出典：国土交通省（一部編集）

○災害危険区域の設定

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

浸水の実績区域や、浸水の想定される区域に現存する建築物に対して、嵩上げ、高床化等の工事費用を助成する。

宅地嵩上げ等のイメージ

【浸水エリアで考えられる対策】
①宅地嵩上げ
②家屋のピロティ化
③止水版の設置
④家屋の耐水化
⑤水害保険の加入

出典：国土交通省

（事例）宮城県大崎市の宅地嵩上げ支援

■大崎市宅地かさ上げ等
事業補助金
大崎市では、立地適正化計画
に定める居住誘導区域内にお
いて、浸水被害を軽減するた
め、対象区域内の住宅の所有
者が行う宅地のかさ上げ等に
要する経費について、予算の
範囲内で補助金を交付してい
る。

出典：大崎市HP

【大崎市古川地区の居住誘導区域】

出典：大崎市提供資料を基に作成

嵩上げ等に掛かる費用を助成
【大崎市内で実施された盛土工事の事例】

着工前 完成

盛土

○宅地嵩上げ・高床化の支援

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進する。

高台移転のイメージ

移転促進区域

住宅団地

②移転者の住宅建設 土地購入に対する補助

⑥移転者の住居の移転
に対する補助

④移転促進区域内の
農地及び宅地の買取

①住宅団地の用地取得造成

③,⑤公共施設等(道路 公園 
集会所 共同作業所等)の整備

集団移転

出典：「 水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会
（一部編集）

（事例）宮城県石巻市の震災復興事業による集団移転

出典：石巻市

○高台移転整備・移転支援

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【リスクの低いエリアへ誘導】

洪水が予測される場合、既存の利水ダム等において貯留水を事前に放流し、洪水調節容量の強化を図る。

出典：
宮城県HP

事前放流のイメージ

出典：東北地方整備局 出典：東北地方整備局（一部編集）

（事例）栗駒ダム（R2.5.29に治水協定を締結）

【治水協定を締結したダム一覧】

○利水ダムの洪水調節機能強化

施策イメージ ①氾濫をできるだけ防ぐ 【ためる】

施策イメージ
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簡易型河川監視カメラ等を活用し、画像・映像によるリアリティーのある災害情報を積極的に配信する。

簡易型河川監視カメラの例 （事例）宮城県涌谷町上町地区の簡易型河川監視カメラ（江合川）

出典：国土交通省

○簡易型河川監視カメラの設置

出典：川の水位情報

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

洪水時のダムの放流の状況や効果に係る情報を住民へ伝えるための手段の充実を図る。

（事例）宮城県・国土交通省によるダム放流情報の配信

出典：宮城県HP

出典：川の防災情報

○ダム・堰の効果・操作に関わる情報の周知

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

災害時の住民の確実な避難行動を促すため、多様な手段を用いて防災情報を提供する。

（事例）宮城県石巻市のメール・SNSを活用した情報配信

出典：石巻市HP

（事例）宮城県登米市の緊急告知ラジオ

出典：登米市HP

出典：国土交通省

災害の切迫状況に応じた情報提供

○住民への情報伝達の充実

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【リスク情報の充実】

○二線堤の整備

二線堤等の盛土構造物を整備することにより、河川堤防（本堤）が破堤して氾濫が発生した場合における浸水範囲の抑制を図る。
浸水範囲の抑制に効果があると認められる盛土構造物、自然堤防等を「浸水被害軽減地区」に指定し、その保全を図る。

二線堤のイメージ

出典：国土技術政策総合研究所

（事例）宮城県大崎市鹿島台地域における二線堤

出典：国土交通省

二線堤

市街地

鳴瀬川

吉田川

市道

市道

堤防と道路の機能

二線堤 標準断面図
市街地側

施策イメージ ②被害対象を減少させる 【浸水範囲を減らす】

施策イメージ
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円滑な水防活動のため、出水期前に水防資機材の点検を実施し、的確なメンテナンスの実施と、水防資機材の拡充を図る。

水防工法の例
（事例）宮城県登米市の水防倉庫及び資機材の確認状況

積土のう工

月の輪工

木流し工

○水防資機材の拡充

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

想定浸水深等の災害リスクを街中に表示することで、日常時より住民の水防災への意識向上を図る。

災害リスクの現地表示のイメージ

出典：国土交通省

（事例）宮城県東松島市の
重要水防箇所の現地表示（事例）宮城県東登米市の避難所看板

出典：登米市

○災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進

（事例）昭和61年8月洪水の洪水痕跡看板（宮城県大郷町）

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

洪水時の住民の円滑な避難行動のため、マイ・タイムラインの作成を支援する。

マイ・タイムラインのイメージ
（事例）宮城県東松島市のマイ・タイムライン

出典：東松島市提供資料
出典：東松島市HP

出典：東松島市HP

（事例）宮城県東松島市赤井上区自主防災会における防災研修会

○マイ・タイムライン普及促進

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

要配慮者利用施設の管理者の避難計画に係る理解向上を図り、計画の作成を支援する。

避難確保計画作成の作成例 （事例）宮城県登米市の避難確保計画作成に係る講習会

　　　　　　　　　　【施設名： 】

    　　 年 月  作成2020

洪水・土砂災害時の避難確保計画
【洪水・土砂災害編】

資料3

避難確保計画 避難だっちゃ新聞

コントロールシート 【避難確保計画の下書きの作成】

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

【講習会による効果（計画の提出率）】

提出済

92%

未提出

8%

未提出

100%

提出済

92%

未提出

8%

未提出

100%

講習会実施前 講習会実施約３か月後

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【避難体制を強化】

施策イメージ
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排水門・排水機場等の排水施設の整備により、氾濫が発生した場合の迅速な氾濫水の排除を図る。
既存の排水機場は、電源設備の嵩上げ、止水版・防水扉の設置等により、浸水時においても稼働できるよう整備する。

排水機場耐水化のイメージ

（事例）防水扉等により耐水化された湊雨水排水ポンプ場
（宮城県石巻市川口町）

出典：石巻市

○排水機場の整備・耐水化

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【氾濫水を早く排除】

浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保に関する情報を共有し、耐水化、非常用電源等の必要な対策については
各施設管理者において順次実施。

防災拠点のイメージ

出典：国土交通省

○市町村庁舎等の防災拠点の機能確保

（事例）宮城県石巻市の防災センター

施策イメージ ③被害の軽減、早期復旧・復興 【経済被害の最小化】

施策イメージ
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地域の特性を踏まえた各種対策を推進

石巻市

• 下水道施設での貯留
• 雨水利用タンク普及促進事業補助金の支給
• 造林事業や山林の管理としての植樹
• 高台整備（東日本大震災復興事業）
• 宅地嵩上げ支援（東日本大震災復興事業）
• 東日本大震災で被災した排水施設の防水化
• タイムラインの見直し及び行政機関向けの訓練
• ホットライン構築
• ハザードマップ全戸配布
• 洪水避難場所の避難誘導標識
• 災害メール及びLINEを活用した防災情報発信
• 防災ラジオ配布
• 防災アプリ（ヤフーとの協定締結）
• 避難確保計画作成講習会の実施及び避難計画作
成支援

• 避難場所の見直し
• 自主防災会・町内会に対する出前講座
• 小中学校における防災教育
• 消防団との連絡体制の確認
• 消防団員の継続募集（ポスター等の掲示）
• 水防訓練の実施
• 各地区ごとの重要水防箇所合同巡視への参加
• 水防資機材の年１回の点検
• コロナ禍での避難所開設訓練を実施
• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の共
有

• 津波避難ビルを活用し避難先を追加
• 市ＨＰにおいて防災マップを公開
• マイタイムラインをハザードマップと併せて配布
• 介護施設等との災害協定締結

60

流域治水の取組

• 造林事業
• 災害公営住宅において地下貯留施設を整備
• 田んぼダムの実施ほ場を設置
• 一部水路で事前排水を実施
• 災害公営住宅建設及び分譲地整備を実施
• 宅地嵩上げ等に対する補助金支給
• 河川別タイムラインについては作成
• ホットライン構築及び検証
• 想定最大規模の洪水ハザードマップを作成・全世
帯配布

• 自主防災組織等対象にハザードマップの説明会を
実施

• 応急的な退避場所の整備について自主避難所開
設マニュアルを作成

• 地域防災計画において一時避難所を位置づけ
• 総合水防演習、総合防災訓練の実施
• 小中学校等における水防災教育講習会の実施
• 水防団等の募集・指定を促進
• 消防団避難情報伝達マニュアルを策定
• 重要水防箇所の合同巡視を実施
• 水防倉庫の資機材の保有状況を確認・補充
• 水防倉庫の修繕
• 地域包括支援センターからの要望に応じ警戒レベ
ル周知チラシやハザードマップ等を配布

• 災害対策本部に病院関係者が参画
• 無線、エリアメールによる洪水情報のプッシュ型情
報配信

• 通行止め情報のHPへの掲載
• 庁舎の非常用発電装置設置済み
• 排水機場の停電時の非常用発電装置設置済み

大崎市

北上川水系

江合川



地域の特性を踏まえた各種対策を推進

61

流域治水の取組

• 森林経営管理制度を利用し民有林管理者の意向
調査実施

• 雨水排水計画に基づき調整池及び排水路を整備
• 現行のタイムラインの見直し及び実効性の検証
• タイムライン（旧北上川）に沿って町の防災訓練を
実施

• ホットライン構築
• 想定最大規模洪水の防災マップを配布
• 防災無線、エリアメールの発信
• 要配慮者利用施設等への避難計画作成の周知
• 地域住民が参加した防災訓練を実施
• 中学校の授業の一環として防災居住地学習を実
施

• 水防災教育出前講座の支援体制構築
• 水防団等との幹部会議等において連絡体制の検
討

• 重要水防箇所合同巡視を実施
• 河川防災ステーション保管の水防資機材の管理
表を作成

• 地域包括支援センターに防災マップを配布
• 災害対策本部に病院関係者が参画
• 病院に戸別受信機を設置
• 浸水（内水）常襲地域を網羅したマップを作成
• メール、無線によるプッシュ型情報の配信
• 民間企業等合同参加による総合防災訓練の実施
• 浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の配
信

• 簡易アラートの管理
• 庁舎の非常用電源装置の耐水化（高い場所へ配
置）

• 内水常襲地区に防災調節地を設置

涌谷町 美里町

• タイムラインの見直し及び実効性の検証
• ホットライン構築
• 想定最大規模洪水のハザードマップの全戸配布、
ホームページ公表

• 避難所の看板設置
• 希望世帯に対し戸別受信機を設置
• 要配慮者利用施設等の避難計画作成支援
• タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓
練

• 地域住民が参加する共同点検や避難訓練
• 学校の防災担当（教頭）を集めた説明会を実施
• 出前講座の支援
• 東北地方整備局主催の水防技術講習会に参加
• 消防団が参加し、重要水防箇所の合同巡視を実
施

• 水防資機材の保有状況の確認
• コミュニティ施設へハザードマップを配布済み
• 防災無線によるプッシュ型洪水情報提供
• 民間企業等合同参加による総合防災訓練の実施
• 道路交通・規制情報についてHPで公表
• 庁舎に非常用電源を配備

北上川水系

江合川
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表紙案１ 表紙案２

※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。

奥州市

金ケ崎町

奥州市

磐
井
川

→

紫波町

遠野市

一関市

S22.9洪水（カスリン台風）

一関市

死者・行方不明者２４２名、家屋流出2,065戸、全半壊5,330戸、床上床下浸水67.572戸

平泉町

堤防整備

河道掘削

堤防整備

堤防整備

堤防整備

河道掘削

河道掘削

堤防整備
盛岡市

堤防整備

200323時点

花巻市

河道掘削
堤防整備

狐禅寺

堤防整備

平泉町

奥州市

遊水地整備

北上市

花巻市

堤防整備

東北新幹線

東北自動車道

北上川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～遊水機能を活かした治水対策の推進及び東日本大震災復旧復興事業の完遂～

登米市（大泉堤防決壊）

堤防強化

堤防強化

堤防強化

御所ダム
（ダム再生）

四十四田ダム
（ダム再生）

堤防整備
滝名川

北上川河道掘削
・堤防整備

木賊川
遊水地整備

岩崎川

簗川ダム
（建設中）

諸葛川

千厩川

金流川

上油田川

磯田川夏川

猿ヶ石川

堤防整備

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、北上川水系においても、事前防災対策
を進める必要があり、以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては、北上川の堤防が決壊し、流域で甚大な被害が発生し
た戦後最大の昭和22年9月洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。

紫波町

矢巾町

河道掘削

迫川

旧迫川

出来川

追波川

二股川

大関川

羽沢川

南沢川

皿貝川

大沢川

富士川

岩手県

登米市

美里町

石巻市

北
上
川→

堤防整備

堤防整備

堤防整備
堤防整備

堤防整備

東松島市

宮城県

和渕

東
北
新
幹
線

堤防整備
堤防整備

分派施設
改築

堤防強化

堤防強化

堤防強化

凡例

堤防整備

堤防強化

河道掘削

浸水想定範囲

（昭和22年9月洪水と同規模）

大臣管理区間

南沢川堤防整備

真野川堤防整備・河道掘削

出来川堤防整備

迫川堤防整備・
河道掘削

河道掘削

大崎市

江合川→
涌谷町 旧

北
上
川→

堤防整備

宮 城県

北上川
江合川

鳴瀬川

吉田川

阿武隈川

名取川

位 置 図

岩 手県

北上川

盛岡市

旧
北
上
川

石巻市

木賊川

北上川

西和賀町
雫石町

滝沢市
八
幡
平
市

岩
手
町

南川

簗川

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・防災拠点等の機能確保
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・メディアと連携による洪水情報の提供
・簡易型河川監視カメラの設置
・災害リスクの現地表示箇所の拡大を促進
・マイ・タイムライン普及促進
・住民への情報伝達の充実
・ダム堰の効果・操作に関わる情報の周知
・水防資機材の拡充 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

●被害対象を減少させるための対策
・土地利用に関する計画の見直し（立地適正化計画の策定等）
※今後、関係機関と連携し対策検討

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、遊水地整備、北上川上流ダム再生、
簗川ダム建設 等

・利水ダム等４０ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道事業（雨水ポンプ場、幹線整備 等）
・水田貯留、ため池の活用等、 流出抑制対策の検討

水田貯留 実証試験

下水道幹線の整備

下水道幹線の整備雨水ポンプ場・
下水道幹線の整備

下水道幹線の整備

下水道幹線の
整備

雨水管渠の整備

雨水管渠の整備

雨水ポンプ場・
下水道幹線の整備

短期 中期 中長期

北上川下流部及び石巻市街地を守る堤防整備 国・県

北上川の浸水被害を防ぐための堤防整備 国・県

江合川の浸水被害を防ぐための河道掘削 国・県

新江合川分派施設 国

利水ダムの洪水調節機能強化
国・県・市町
村　等

流出抑制対策検討
国・県・市町
村　等

●被害対象を減
少させるための
対策

土地利用・住まい方の工夫の検討
国・県・市町
村　等

被害軽減対策検討
国・県・市町
村　等

ソフト対策のための整備検討
国・県・市町
村　等

●氾濫をできる
だけ防ぐ・減ら
すための対策

●被害の軽減、
早期復旧・復興
のための対策

工程

実施主体対策内容区分

北上川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ・効果】
～遊水機能を活かした治水対策の推進及び東日本大震災復旧復興事業の完遂～

○流域全体のあらゆる関係者が協働して協議、情報共有を図り、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進する。
【短 期】旧北上川分流施設による分派の受け皿として、北上川下流部の堤防整備を行うと共に、

旧北上川沿川の浸水被害を防ぐため、堤防整備を推進する。
【中 期】北上川沿川の浸水被害を防ぐため、岩手県境から旧北上川分流施設までの堤防整備等を推進。
【中長期】江合川沿川の浸水被害を防ぐため、河道掘削及び新江合川分派施設を改築し、流域全体の治水安全度向上を図る。

〇あわせて、河川下水道等の管理者が主体となって行う対策に加え、流域の特徴を踏まえた流出抑制対策、被害の防止・軽減対策を実施する。

現 在 短 期 中 期 中長期

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

浸水被害解消北上川沿川の浸水被害解消
北上川沿川及び

旧北上川沿川の浸水被害解消

※直轄管理区間において、昭和22年9月洪水と同規模の洪水が発生した場合に、氾濫ブロックで被害最大となる1箇所を破堤させた場合の氾濫想定範囲

北
上
川

旧
北
上
川

江合川

北
上
川

旧
北
上
川

江合川

北
上
川

旧
北
上
川

江合川

北
上
川

旧
北
上
川

江合川

北上川水系

江合川


