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下水道の都市浸水対策技術に
関する調査研究

1．

研究目的

近年，下水道の雨水排除能力を超える集中豪雨（超
過降雨）が頻発し，人命や都市機能に甚大な影響を及
ぼす被害が顕在化しており，これらの浸水による被害
を最小化する対策を緊急に講じる必要性が高まってい
る。時間と財政的制約の中で，緊急かつ効率的に浸水
被害の最小化を図るためには，これまでの浸水対策を
踏まえながらも新たな考え方を導入し，施策の転換を
図る必要がある。
下水道総合浸水対策計画は，都市において重点的に
対策すべき地区を設定したうえで，公助・自助による
ハード対策およびソフト対策を総合的に用いることで，
既往最大レベルの集中豪雨に対して緊急かつ効率的に，
都市浸水による被害の最小化を図るものである。
本調査は，下水道管理者が多様な主体と連携を図り
ながら総合的な浸水対策計画を策定するための具体的
な手法を定めることを目的とする。
なお，本業務は，国土交通省都市・地域整備局から
の受託研究である。

保」
，
「個人財産の保護」の観点から，緊急かつ効率的
に浸水被害の最小化を図ることを目的とする。なお，
計画策定にあたっては，以下の基本的方向を踏まえる
ものとする。
① 「人（受け手）
」主体の目標設定
② 地区と期間を限定した整備（選択と集中）
③ ソフト・自助の促進による被害の最小化
2.2 適用範囲
2.2.1 対象とする降雨
災害の再発防止および甚大な被害の未然防止の観点
より，既往最大降雨等下水道施設の整備水準を大きく
超過する集中豪雨（超過降雨）を対象とする。
2.2.2 対象とするエリア
「生命の保護」
，
「都市機能の確保」
，
「個人財産の保
護」に照らし，浸水による被害ポテンシャルの大きな
地区を重点的に対策を行うべき地区（重点対策地区）
として選定する。なお，対策実施は，重点対策地区を
含む排水区に対して行う。図－１に下水道総合浸水対
策計画の策定対象のイメージ図を示す。
集中豪雨
( 超過降雨 )

2．

研究内容

集中豪雨
(超過降雨 )

集中豪雨
( 超過降雨 )

下水道総合浸水対策計画策定

2.1 計画の基本的方向
下水道総合浸水対策計画は，都市において近年頻発
する集中豪雨に対して，
「生命の保護」
，
「都市機能の確

重点対策地区
重点対策地区

重点対策地区

従来の整備水準

図－１ 下水道総合浸水対策計画の策定対象のイメージ

－48－
－123－

2005年度 下水道新技術研究所年報〔1／2巻〕

2.3 計画策定手法の考え方
2.3.1 総合的な浸水対策の推進
集中豪雨（超過降雨）への対策を講じる場合，従来
のようなピーク流出量対応の管きょ整備は著しく不経
済となる可能性があることなどから，浸水被害を軽減
するための地域特性に応じた目標を設定し，多様な主
体との連携により，公助・自助によるハード対策およ
びソフト対策を各々の長所をバランス良く総合的に組
み合わせた浸水被害の最小化を図る対策を実施するこ
とが重要である。図－２にソフトの強化・自助の促進
による効果例を示す。

2.3.2 浸水シミュレーションの活用
当該地区における浸水対策を立案し，早期に浸水被
害を軽減するために，浸水対策前後の状況を高い精度
で把握できる特徴を持つ浸水シミュレーションを積極
的に活用する。

現状：下水道の整備水準を超える
集中豪雨(超過降雨)に対し
て排水能力が不足

集中豪雨に対して、地下街、幹線道
路および一般市街地等で多大な浸水
被害が発生するおそれがある。

住民等の多様な
主体との協議

公助
公助による対策は効果の確実性は高
いが、集中豪雨に対し効果を発揮するま
でに、相当の期間と費用を要することが
多い。

自助
浸水対策には自助が必須であるが、
対応には限界があり、また、確実性を
伴うためにはソフト対策等の支援が不
可欠である。

各々を組み合わせた地域ごとの最適案の決定＝「下水道総合浸水対策計画」の策定

集中豪雨
(超過降雨)

集中豪雨
(超過降雨)

重点対策地区

集中豪雨
(超過降雨)

集中豪雨
(超過降雨)

浸水情報の提供

各戸貯留浸透

雨水調整池

校庭貯留

浸水現

機能保全

定

土のう
各種対策による
浸水被害の軽減

排水区界

地下街
止水板

一定の水深を設定
（例：床上浸水は防止する
水準の水深等）

公助・自助を効果的に組み合わ
せた総 合的な対策 を行うこと
で、浸水被害の最小化を早期か
つ経済的に図ることができる。

透水性舗装
既設管
既設管の有効利用

新規貯留管
管内水位計

図－２ ソフトの強化・自助の促進による効果例
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2.4 計画策定の流れ
下水道総合浸水対策計画の策定の流れ，
検討エリア，
多様な主体との連携の関係を図－３に示す。

【検討エリア】

【多様な主体との連携】

総論（第１章）

①被害の特徴や原因の把握
②降雨の実態の把握
③地域特性の把握

当該自治体の下水道計画区域
内において計画策定を行う。
下水道計画区域

排水区域界

河川

海域

計画目標（第３章）
①対象降雨の設定
②重点対策地区の分類設定
③浸水被害軽減目標の設定
④計画期間の設定

下水道幹線

重点対策地区

重点対策地区の設定（第４章）
海域

①重点対策候補地区の設定
②浸水想定区域の把握
③想定浸水被害の把握
④重点対策地区の設定

対策検討（第５章）

最適案評価と優先度評価（第６章）

実施
(優先度３) 実施
(優先度４)

図－３ 計画策定の流れ
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進捗状況や
事業効果の
報告・共有化

実施
(優先度２)

□○地区
下水道総合浸水対策計画

実施
(優先度１)

△□地区
下水道総合浸水対策計画

事業の実施
①進捗状況評価
②事業効果評価

○△地区
下水道総合浸水対策計画

計画策定上の留意事項等（第７章）

○○地区
下水道総合浸水対策計画

①重点対策地区内における最適案評価
②重点対策地区間の優先度評価

役割分担、計画案、
整備スケジュールの調整・共有化

①対策手法の選定
②施設能力の評価
③対策の組合せ

対策検討は重点対策地区を含
む排水区単位で行うことを基
本とする。

計画の目的、目標および必要性に関する調整・共有化

基礎調査（第２章）

住民・河川部局・
都市計画部局等
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研究結果

河川到達時間内雨量（流域平均雨量）

3.1 基礎調査
下水道総合浸水対策計画を策定するために基礎調査
を行う区域は，自治体における下水道計画区域全域と
することを原則とする。

図－４に降雨要因ごとの実績降雨の概念および下水
道総合浸水対策計画を策定する上での対象降雨図を示
す。

3.1.1 被害の特徴や原因の把握
浸水実績を調査し，浸水被害の特徴や浸水原因を把
握する。

3.1.3 地域特性の把握
以下の事項について調査し，地域特性を把握する。
① 地形・地勢
② 雨水排水施設の整備状況
③ 人口・資産等の分布状況
④ 地下空間の利用状況
⑤ ライフラインの状況
⑥ 浸水想定区域等の状況
⑦ 雨水浸透適地の状況
⑧ 防災体制等の状況
⑨ その他
3.1.4 現況対策の把握
都市浸水に対する公助・自助によるハード対策およ
びソフト対策の現時点での整備状況や今後の整備計画
について調査し，把握する。
① 公助による対策
② 自助による対策
3.1.5 課題の整理
降雨実態，被害実態，地域特性ならびに対策の実施
状況等を踏まえ，重点的に対策を行うべき地区におけ
る種々の課題を整理する。
3.2 計画目標
3.2.1 対象降雨の設定
災害の再発防止の観点から検討地区で起きた既往最
大降雨を基本とする。
対象降雨は，検討地区で起きた過去の実績降雨のうち下
水道到達時間内雨量が最大となる降雨，または，甚大な災
害の未然防止の観点から他地域の大規模降雨等を用いる。

超過
計画

現況能力

台風性
長時間
降雨の
分布域
雷雨性集中豪雨
の分布域
現況能力
計画
超過
下水道到達時間内雨量（排水区地点雨量）

降雨強度

3.1.2 降雨の実態の把握
都市浸水を引き起こした過去の降雨について，時間
的・空間的分布状況を調査，把握する。

超過降雨の分布域

下水道到達時間内
雨量が過去最大

降雨継続時間

図－４ 降雨要因ごとの実績降雨の概念および下水道
総合浸水対策計画を策定する上での対象降雨
3.2.2 重点対策地区の分類設定
(１) 生命の保護（ｶﾃｺﾞﾘｰ A）
① 高度地下空間利用地区（地下街，地下鉄駅構
内等）
・従業者および利用者等の人口が集中している
ことと，地上での降雨状況や浸水状況等が把
握されにくいことから対応が遅れ，多大な人
的被害が発生する危険性を持つ。
② 災害時要援護者関連施設を有する地区（養護
老人ホーム，身体障害者療護施設，児童養護施
設等）
・浸水発生時に迅速な対応や，自主的な避難等
が困難な場合が想定される。
(２) 都市機能の確保（ｶﾃｺﾞﾘｰ B）
① 商業･業務集積地区（商店街，官庁街，大規模
オフィスビル等を含む地区等）
② 交通拠点施設･主要幹線地区（終着駅，複数路
線の結節点となっている駅，緊急輸送道路等に
なりうる幹線道路等）
③ 防災関連施設地区（災害時の防災拠点や避難

－51－
－126－

2005年度

下水道新技術研究所年報〔1／2巻〕

所，緊急医療施設，役所，消防本部，消防署等）
・幹線道路の場合には交通の支障となるような
冠水を防止するなど，施設の機能が確保され
る必要がある。
(３) 個人財産の保護（ｶﾃｺﾞﾘｰ C）
① 一般市街地の床上浸水常襲地区
・家屋の床上浸水を防止する必要がある。

3.2.4 計画期間の設定
下水道総合浸水対策計画においては，公助・自助に
よるハード対策およびソフト対策を効果的に組み合わ
せた対策を早期に達成するための計画期間
（概ね５年）
を設ける。
カテゴリーＡの生命保護に関する場合は概ね３年が
望まれる。

3.2.3 浸水被害軽減目標の設定
重点対策候補地区の性格を考慮しつつ，公助のみな
らず自助による対策も勘案し，下水道総合浸水対策に
よる浸水被害軽減目標として機能保全水深※）（図－５
参照）を設定する。また，浸水被害の軽減を確実なも
のとするためには，機能保全水深と合せて，さらなる
安全性の確保，リスク低減の観点から，避難行動に対
する支援等のソフト対策についても充実を図り，総合
的な浸水対策を図るべきである。図－５に浸水被害軽
減目標の設定例を示す。

降雨情報

対象降雨時における現時点での浸水深
土のう
浸水情報
校庭貯留

各戸貯留
浸透

公助・自助によるハード対策
およびソフト対策後の浸水深
（機能保全水深※））

管内
水位情報

浸透

ハード対策

ソフト対策

・公助による対策
・自助による対策

・公助による対策
・自助による対策

貯留管等
※）

機能保全水深：重点対策地区における各施設・家屋等の性格に応じて、対象降雨に対してそれ
ぞれの機能を保全するために設定する浸水深。
する水深。
：施設（地下街、地下鉄駅構内、災害時要援護者関連施設等）への浸水が
生命の保護
防止できるレベル
（ｶﾃｺﾞﾘｰ A）
都市機能の確保
（ｶﾃｺﾞﾘｰ B）

：施設（商店街、役所、主要ターミナル駅等）の機能が確保されるレベル
例えば、乗物の移動限界のおよそ 20cm 等

個人財産の保護
（ｶﾃｺﾞﾘｰ C）

：一般市街地の家屋の床上浸水が防止できるレベル
例えば、建築基準法における木造家屋の床の高さの基準(45cm)等
図－５ 浸水被害軽減目標の設定例
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括してシミュレーションを行う。············②
・他排水区からの流入がある場合には一括してシミ
ュレーションを行う。······················③
図－８に現況施設の浸水ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝにおける対象区域
のイメージ図を示す。

3.3 重点対策地区の設定
図－６に重点対策地区の設定フローを示す。
重点対策候補地区の設定

重点対策候補地区における
現況施設のモデル化

①

③

キャリブレーション

海域

①

②
③
浸水シミュ
レーション
対象区域

外水位の設定

①

現況施設の
浸水シミュレーションの実施

図－８ 現況施設の浸水ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝにおける
対象区域のイメージ
浸水想定区域および
想定浸水被害の把握

重点対策地区の設定

図－６ 重点対策地区の設定フロー
3.3.1 重点対策候補地区の設定
都市内の浸水被害ポテンシャルを考慮し，
「生命の保
護」
，
「都市機能の確保」
，
「個人財産の保護」の観点か
ら重点的に対策を行う候補となる地区を設定する。図
－７に重点対策候補地区の設定のイメージ図を示す。

3.3.3 重点対策地区の設定
現況施設の浸水シミュレーションの結果，浸水被害
の発生が想定される重点対策候補地区を，重点対策地
区として設定する。
・ 浸水シミュレーションの結果や浸水実績等により，
機能保全水深以下と想定される重点対策候補地区
は，重点対策地区には設定せず，その排水区は従
来の下水道計画の水準により整備を行う区域とす
る。 ·····································④
図－９に重点対策地区の設定における対象区域のイ
メージ図を示す。

他市からの流入

海域

海域

凡 例
下水道計画区域
流域界
排水区域界
河川
下水道幹線

④

カテゴリーA
カテゴリーB
カテゴリーC

重点対策地区を含む排水区

図－７ 重点対策候補地区の設定のイメージ
3.3.2 現況施設の浸水シミュレーションの実施
浸水シミュレーションは重点対策候補地区を含む排
水区単位において行うことを基本とする。
・重点対策候補地区を持たない排水区は従来の下水
道計画の整備水準とし，シミュレーション対象か
ら除外する。 ····························· ①
・重点対策候補地区が排水区をまたがる場合には一

図－９ 重点対策地区の設定における
対象区域のイメージ
3.4 対策検討
3.4.1 対策手法
住民や他主体との連携により，公助・自助によるハ
ード対策およびソフト対策を効果的に組み合わせて総
合的に浸水対策を選定する。自助によるハード対策の
一部（止水板，土のう設置等）には，公助のソフト対
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策（浸水情報の提供等）と組み合わせて初めて効果が
出る対策もあり，対策の選定に際しては，住民等との
協力・理解も合わせて十分な配慮が必要である。

観

経済性

3.5 最適案評価および優先度評価
重点対策地区ごとに立案された複数の下水道総合浸
水対策計画案の中から最適案を決定するための評価を
行うとともに，必要に応じて複数の重点対策地区間の
整備優先度を決定するための評価を行う。
重点対策地区ごとにその性格を考慮して，経済性，
安全性，経済活動への影響，早期実現性等総合的な観
点から評価を行う。図－10 に最適案評価および優先度
評価の観点および考慮する事項のイメージ図を示す。

●建設費

●生命の保護
安全性

●都市機能の確保
●対策の確実性

経済活動への影響

協議等

3.4.4 計画の周知徹底
総合的な浸水対策計画には自助による対策が必須で
あり，計画策定時はもとより，計画の見直しを行った
場合にも，住民にわかりやすく広報し，かつ，住民等
への防災教育・訓練等を継続的に行うように努めるこ
とが重要である。

考 慮 す る 事 項

●その他対策に要する費用

3.4.2 対策検討
公助・自助によるハード対策およびソフト対策を効果
的に組み合わせた対策を選定する。
対策の組合せにあたっては，各対策が対象降雨に対し
てどのような効果を表すのか，各対策が相互にどのよ
うに影響するのか等を把握し，緊急かつ効率的に浸水
対策効果を最大限発揮できるように，導入の順序や組
合せについて検討する必要がある。また，排水区内全
体を見据えて，効果的な位置・規模を設定する必要が
ある。
3.4.3 住民等多様な主体との連携
既往最大級の豪雨に対し，緊急かつ効率的に浸水被
害の最小化を図るためには，下水道管理者が主体とな
って，河川管理者や他の管理者，住民，事業者等の多
様な主体との連携を積極的に図る。
総合的な対策計画の策定に際しては，多様な主体が
連携した協議の場等を設け，計画策定プロセスへの積
極的な参画を促すことで，目的，目標，役割分担，計
画案および整備スケジュール等について明確にし，共
有化を図ることが重要である。

点

多様な主体

●個人財産の保護
●都市資産の保護

早期実現性

●既存施設の効率的な活用
●計画期間

最適案および優先度の決定

図－10 最適案評価および優先度評価の観点
および考慮する事項のイメージ
3.6 計画策定上の留意事項
3.6.1 計画策定上の留意事項
本計画には，公助によるハード対策を中心としたこ
れまでの浸水対策計画に比べ，多面的な対策が盛り込
まれることとなるため，以下の観点に留意しながら，
柔軟に計画を策定する必要がある。
① 他の浸水対策計画との整合
② 流域における貯留浸透施設の維持管理
③ 雨水の多面的な効果
④ フォローアップと計画の見直し
3.6.2 内水ハザードマップの作成および公表の促進
「内水ハザードマップ作成の手引き」
（平成18年３月，
国土交通省都市･地域整備局下水道部）を参照する。
(１) 内水ハザードマップの必要性
内水ハザードマップは，内水による浸水情報お
よび避難方法等に係る情報を住民にわかりやすく
示すことにより，住民の自助を促進し，浸水被害
の最小化を図る。
(２) 内水ハザードマップの機能
・避難・誘導ガイドとしての機能（浸水想定区域
の情報，避難場所・避難方法等の情報）
・住民の自助を促す機能（地下室への止水板・土
のうの設置）
・適正な土地利用を促す機能
(３) 内水ハザードマップの作成手順
内水ハザードマップの作成にあたっては，内水
浸水想定区域等に関する情報をもとに，住民等か
らの意見の反映や他計画との整合に留意し，記載
項目，作成範囲，縮尺･形態等を決定する。
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(４) 内水ハザードマップの公表
内水ハザードマップの公表における情報媒体は
印刷物を基本にインターネットや携帯端末利用等
の工夫を図る。
また，防災部局・河川部局等と連携を図り，内
水浸水想定区域図と水防法第14条に基づく浸水想
定区域図を併記した一体的なハザードマップの作
成及び公表も考慮する。
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第６章 最適案評価および優先度評価
6.1 最適案評価および優先度評価
第７章 計画策定上の留意事項
7.1 計画策定上の留意事項
7.2 内水ハザードマップの作成および公表の促進

技術マニュアルの構成

マニュアルは，本編と資料編から構成される。各編
の内容は以下のとおり。
第１章 総
則
1.1 計画の目的および基本的方向
1.2 適用範囲
1.3 用語の定義
1.4 計画策定手法の考え方
1.5 計画事項
1.6 計画策定の流れ

資料編
１ 対策手法の事例
２ 浸水シミュレーション
３ 下水道総合浸水対策計画の策定例
４ 代表的な大規模降雨の例
参考資料
「都市における浸水対策の新たな展開」
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第２章 基礎調査
2.1 調査区域
2.2 被害の特徴や原因の把握
2.3 降雨の実態の把握
2.4 地域特性の把握
2.5 現況対策の把握
2.6 課題の整理

まとめ

本マニュアルは、平成17年７月に浸水対策小委員会
より報告された
「都市における浸水対策の新たな展開」
の提言の主旨に沿って都市浸水被害の最小化を図るこ
とを目的として、重点的に対策を行うべき地区におけ
る超過降雨対策としての総合的な浸水対策計画の策定
方法について解説している。また、計画策定にあたっ
ては、既存施設を評価し、その有効利用を図るととも
に、公助による対策に加え自助による対策を実効性の
あるものにするために、住民や他主体との連携による
継続的な取り組みが必要不可欠であることから、これ
についても解説を加えている。本マニュアルが、都市
浸水の可能性のある全ての自治体において役立てられ
ることを願う次第である。

第３章 計画目標
3.1 対象降雨の設定
3.2 重点対策地区の分類設定
3.3 浸水被害軽減目標の設定
3.4 計画期間の設定
第４章 重点対策地区の設定
4.1 重点対策地区の設定
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第５章 対策検討
5.1 対策手法の概要
5.2 対策手法選定の基本事項
5.3 対策検討
5.4 多様な主体との連携
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