
資料 

65 

 

資料 

 

資料１ 水防法 

 

 水防法（昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

 

終改正：平成二七年五月二〇日法律第二二号 

 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 水防組織（第三条―第八条） 

第三章 水防活動（第九条―第三十二条の三） 

第四章 指定水防管理団体（第三十三条―第三十五条） 

第五章 水防協力団体（第三十六条―第四十条） 

第六章 費用の負担及び補助（第四十一条―第四十四条） 

第七章 雑則（第四十五条―第五十一条） 

第八章 罰則（第五十二条―第五十四条） 

附則 

 

   第一章 総則 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこ

れによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水

道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川

その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特

別区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防

事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合

の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第

九条に規定する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消

防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。 
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６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダ

ム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十

六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）

の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための

活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第

一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において

同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和

二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二

項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同

じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水

道管理者（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管

理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必

要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれ

があるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

   第二章 水防組織 

 

 （市町村の水防責任） 

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務

組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

 （水防事務組合の設立） 

第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不

適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に

よる被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなけれ

ばならない。 

 （水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） 

第三条の三 水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道

府県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部

又は一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合

が設けられるときは、都道府県知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合

が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている

財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予

防組合を廃止することができる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供

せられ、又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を
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行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該

水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組

合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と

関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、

当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなけ

ればならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継

のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続

するものとみなす。 

 （水防事務組合の議会の議員の選挙） 

第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議

会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、

かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわ

たる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるとこ

ろにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、か

つ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙するこ

とができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、

当該市町村の議会において選挙される議員の数の二分の一をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う

事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 

 （水防事務組合の経費の分賦） 

第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を

勘案して定めるものとする。 

 （都道府県の水防責任） 

第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように

確保すべき責任を有する。 

 （指定水防管理団体） 

第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定すること

ができる。 

 （水防の機関） 

第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域

内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水

防団を置かなければならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

 （水防団） 

第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に

関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会
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の議決で定める。 

 （公務災害補償） 

第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又

は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水

防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事

務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、そ

の者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺

族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 

 （退職報償金） 

第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長

又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予

防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、

その者の遺族）に退職報償金を支給することができる。 

 （都道府県の水防計画） 

第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計

画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、こ

れを変更しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従

事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項

の規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が

河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、

当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下この項において同じ。）による河川に関する

情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動

に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじ

め、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のた

めの活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようと

するときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会

をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百

二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。 

６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して

当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報

告した水防計画の変更についても、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更

したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。 
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 （都道府県水防協議会） 

第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に

都道府県水防協議会を置くことができる。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係の

ある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で

定める。 

 

   第三章 水防活動 

 

 （河川等の巡視） 

第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護

施設（津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に

規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると

認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡

して必要な措置を求めなければならない。 

 （国の機関が行う洪水予報等） 

第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められる

ときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放

送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、こ

れを一般に周知させなければならない。 

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪

水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気

象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した

後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該

河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、

これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水

防計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、そ

の受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）を通

知しなければならない。 

 （都道府県知事が行う洪水予報） 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域

面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川

について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水

位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通
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知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければなら

ない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するも

のとする。 

 （水位の通報及び公表） 

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮の

おそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受

けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、

その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければな

らない。 

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通

報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道

府県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の

水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。 

 （国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川

法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生

ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える

水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を

定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関

係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周

知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが

指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は

同法第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるもの

として指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したと

きは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管

理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一

般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水

防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなけれ

ばならない。 

 （都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三

号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市

下水路をいう。以下この条において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポン

プ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条及び第十四条の二第一項において同じ。）で雨

水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水
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特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等の排水施設

等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をいう。次項において同

じ。）を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位

を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知する

とともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損

害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、

当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ち

に当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知す

るとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

 （都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害

を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超

える水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸

の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防

計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力

を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

 （関係市町村長への通知） 

第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣

又は第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知

をした都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの

勧告若しくは指示又は同条第三項の規定による屋内での待避等の安全確保措置の指示の判

断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。 

 （洪水浸水想定区域） 

第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につ

いて、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川につ

いて、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による

被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定 大規模降雨（想定し得

る 大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。次条第一項に

おいて同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域

として指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通

省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令

で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村

の長に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

 （雨水出水浸水想定区域） 
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第十四条の二 都道府県知事は、第十三条の二第一項の規定により指定した排水施設等につい

て、市町村長は、同条第二項の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円滑

かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るた

め、国土交通省令で定めるところにより、想定 大規模降雨により当該指定に係る排水施設

に雨水を排除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水施設（当該指定に係るポンプ施設

又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨

水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定

するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通

省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定

めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事に

あつては、関係市町村の長に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

 （高潮浸水想定区域） 

第十四条の三 都道府県知事は、第十三条の三の規定により指定した海岸について、高潮時の

円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図

るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る 大規模の高潮であつて国土交通

大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合

に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通

省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところに

より、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなけ

ればならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

 （浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、

これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十

四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出

水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたとき

は、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以

下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水

想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施

設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつ

た場合に限る。 

 一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定により気象庁

長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は
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第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二若しくは第十三条の三の規定により国土交

通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が通知し若しくは周知する情報をいう。次項にお

いて同じ。）の伝達方法 

 二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

 三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は

高潮に係る避難訓練の実施に関する事項 

 四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。

第三項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称

及び所在地 

  イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下

に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が

利用すると見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水

時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及

び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

  ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時

等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

  ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令

で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条

の四において「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要がある

と認められるもの 

 五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事

項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、

当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 一 前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設

を除く。） 当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成

員 

 二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第一項の規定

により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組

織の構成員） 

 三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定

により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組

織の構成員） 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町

村地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者に周

知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、

それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講
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じなければならない。 

 一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第

五十七号）第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 

 二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十

五条に規定する事項 

 （地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定めら

れた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところに

より、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の

防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合にお

いて、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものが

あるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

３ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞な

く、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地

域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管

理者に対し、第一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していな

い場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に

対し、必要な指示をすることができる。 

７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正

当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

８ 第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以

下この条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところによ

り、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の

防止のための訓練を行わなければならない。 

９ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地

下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う

自衛水防組織を置かなければならない。 

１０ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたとき

は、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に

報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 （要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 
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第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定

められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当

該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な

訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該要

配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施する

ほか、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水

防組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自

衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国

土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変

更したときも、同様とする。 

 （大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定

められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大

規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を

作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防

止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防

組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水

防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交

通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更し

たときも、同様とする。 

 （市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 

第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により

水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について

準用する。この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対策基本法第十六

条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町

村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規

定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に

規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第四十

四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会

議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及

び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市

町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。 

 （水防警報） 

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれ

があると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指

定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損
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害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都

道府県知事に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を

受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受

けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければなら

ない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したと

きは、その旨を公示しなければならない。 

 （水防団及び消防機関の出動） 

第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水

防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消

防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

 （優先通行） 

第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩

行者は、これに進路を譲らなければならない。 

 （緊急通行） 

第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場所に赴

くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行するこ

とができる。 

 （水防信号） 

第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

 （警戒区域） 

第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属

する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、

若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、

又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことがで

きる。 

 （警察官の援助の要求） 

第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察

官の出動を求めることができる。 

 （応援） 

第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村

長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限り

その求めに応じなければならない。 

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動す
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るものとする。 

３ 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担す

るものとする。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と

当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

 （居住者等の水防義務） 

第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要がある

ときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従

事させることができる。 

 （決壊の通報） 

第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防

機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

 （決壊後の処置） 

第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関

の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めな

ければならない。 

 （水防通信） 

第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が も迅速に行われるように協力しなければな

らない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命

を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八

十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優

先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設そ

の他の専用通信施設を使用することができる。 

 （公用負担） 

第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、

水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しく

は収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害

物を処分することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償し

なければならない。 

 （立退きの指示） 

第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると

認められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要

と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示する

ことができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にそ

の旨を通知しなければならない。 

 （知事の指示） 
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第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関

の長に対して指示をすることができる。 

 （重要河川における国土交通大臣の指示） 

第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なもの

の水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は

消防機関の長に対して指示をすることができる。 

 （特定緊急水防活動） 

第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生

した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条

及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。 

 一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

 二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるも

の 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、

当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければな

らない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二

十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第

十九条中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者」とあり、第二十一条第一項中「水

防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団

員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第二十二条中「水防

管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の

代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の

代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあ

るのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「水防管理団体」とあるのは「国」とする。 

 （水防訓練） 

第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行

わなければならない。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓

練を行うよう努めなければならない。 

 （津波避難訓練への参加） 

第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に

係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避

難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。 

 

 

   第四章 指定水防管理団体 
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 （水防計画） 

第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及

び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとする

ときは、あらかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項に

おいて同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、

かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指

定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、

その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なけ

ればならない。 

４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

 （水防協議会） 

第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指

定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合につ

いては、これらに水防協議会を置くものとする。 

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに

水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理

者が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は

水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

 （水防団員の定員の基準） 

第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができ

る。 

 

   第五章 水防協力団体 

 

 （水防協力団体の指定） 

第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めら

れる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水

防協力団体として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び

事務所の所在地を公示しなければならない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけ
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ればならない。 

 （水防協力団体の業務） 

第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

 二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

 三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

 四 水防に関する調査研究を行うこと。 

 五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （水防団等との連携） 

第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一

号に掲げる業務を行わなければならない。 

 （監督等） 

第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることがで

きる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施してい

ないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り

消すことができる。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら

ない。 

 （情報の提供等） 

第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必

要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

 

   第六章 費用の負担及び補助 

 

 （水防管理団体の費用負担） 

第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

 （利益を受ける市町村の費用負担） 

第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町

村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、

当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当

該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属す
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る都道府県の知事にあつせんを申請することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、

当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該

他の都府県の知事と協議しなければならない。 

 （都道府県の費用負担） 

第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用

は、当該都道府県の負担とする。 

 （国の費用負担） 

第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要

する費用は、国の負担とする。 

 （費用の補助） 

第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当

該水防管理団体に対して補助することができる。 

２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額

のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経

済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、

予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費

用の三分の一に相当する額以内とする。 

 

   第七章 雑則 

 

 （第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 

第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、

負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死

亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、

市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める

ところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなけれ

ばならない。 

 （表彰） 

第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著

しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行う

ことができる。 

 （報告） 

第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し

必要な報告をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告

をさせることができる。 
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 （勧告及び助言） 

第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区

域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

 （資料の提出及び立入り） 

第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認める

ときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消

防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要

な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたと

きは、これを提示しなければならない。 

 （消防事務との調整） 

第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置につい

て、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。 

 （権限の委任） 

第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、

その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 

   第八章 罰則 

 

第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、

又は撤去した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

第五十三条 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、

第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六

月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 

 一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又は

その正当な使用を妨げた者 

 二 第二十条第二項の規定に違反した者 

 三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同

項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

 

   附 則 抄 

 

１ この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十七号）附則第二条の

規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又は第二項の規定により指定
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した河川とみなされた河川については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項

の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。 

３ 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範

囲内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水

するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査（次項において「浸

水想定区域調査」という。）に要する費用の三分の一以内を補助することができる。 

４ 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定

の適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又

は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第一項の規定

による調査の結果について、必要な報告を求めることができる。 

 

（以下略） 
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資料２ 樋門・樋管等の設置箇所 

 

平成２７年４月現在 

河川名 樋門名 ＫＰ 操作員氏名 堤内地盤高 備考 

石狩川 三軒屋樋門 ６８．６ 平 松 鐵 敏 １１．４１ （主） 

〃  〃 〃 阿 部 敏 也 〃 （副） 

〃 中州樋門 ７２．２ 鎌 田 眞 美 １６．２０ （主） 

〃  〃 〃 日 下 文 雄 〃 （副） 

〃 浦臼沼樋門 ７５．１ 魚 本 幸 次 １７．６９  

〃 トイ沼下流樋門 ７７．４ 今 中 恵 一 １６．８０  

〃 トイ沼上流樋門 ７８．２ 福 良 正 男 １７．７１  

〃 ピラ沼樋門 ７９．３ 向 井 孝 志 １７．４８  

〃 突出樋門 ８０．１ 小 笠 利 夫 １９．６９  

浦臼内川 後藤樋管 １．２ 田 中 陽 平 １７．４４  

〃 松見川樋門 １．３ 中 川 謙 司 １５．３７  

〃 笹島樋門 １．６ 横 井 正 男 １６．００  

黄臼内川 黄臼内川３号樋門 １．０ 佐々木 光 雄 １５．４０  

〃 黄臼内川１号樋門 １．１ 田 中  武 １７．８２  

〃 岸樋門 １．７ 森 川 敏 昭 １６．８０  

〃 黄臼内川５号樋門 １．９ 笹 島 盛 男 １７．６０  

〃 黄臼内川２号樋門 ２．２ 岸 田 利 男 １６．８５  

〃 庄野川樋門 ２．１ 中 川 清 美 １７．０４  
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資料３ 水防関係機関等との通信連絡系統 

 

機関名 所在地 電話番号 備考 

札幌開発建設部 

滝川道路事務所 
滝川市新町２丁目１番地 0125-22-4147  

札幌開発建設部 

滝川河川事務所 
新十津川町中央８９番地 0125-76-2211  

北海道森林管理局 

空知森林管理署 
岩見沢市３条東１７丁目 0126-22-1940  

北海道農政事務所 

滝川統計情報センター 
滝川市緑町２丁目５番地 0125-22-4395  

陸上自衛隊第１１旅団 

第１０普通科連隊 
滝川市泉町２３６番地 0125-22-2141  

空知総合振興局 

森林室 
岩見沢市北２条西１２丁目 0126-22-1155  

空知総合振興局 

地域政策課 
岩見沢市８条西５丁目 0126-20-0033  

空知総合振興局保健環境部 

滝川地域保健室 
滝川市緑町２丁目３番地 0125-24-6201  

空知農業改良普及センター 

中空知支所滝川分室 
滝川市江部乙東１１－５ 0125-75-2154  

空知総合振興局 

空知家畜保健衛生所 
岩見沢市岡山町１２－３７ 0126-22-4212  

札幌建設管理部 

滝川出張所 
滝川市流通団地３－１ 0125-22-3434  

砂川警察署 砂川市東２条南５丁目 0125-54-0110  

浦臼町役場 浦臼町浦臼第５町内 0125-68-2111  

砂川地区広域消防組合 

消防本部 
砂川市東２条北７丁目 0125-54-2196  

砂川地区広域消防組合 

砂川消防署奈井江・浦臼支署 
奈井江町本町９区 0125-65-2259  

東日本電信電話株式会社 

岩見沢支店 
岩見沢市６条西２丁目 0126-24-8042  
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機関名 所在地 電話番号 備考 

北海道電力株式会社 

滝川営業所 
滝川市西町１丁目２番 0125-24-7166  

北海道旅客鉄道株式会社 

当別駅 
当別町錦町５５－９ 0133-23-2124  

日本郵便株式会社 

浦臼郵便局 
浦臼町浦臼第６町内 0125-68-2222  

浦臼土地改良区 浦臼町浦臼第５町内（役場内） 0125-68-2928  

空知医師会 砂川市西３条北２丁目 0125-54-2313  

日本赤十字社 

北海道支部空知地区 

岩見沢市８条西５丁目 

（空知総合振興局内） 
0126-20-0105  

ピンネ農業協同組合 新十津川町字中央６－２９ 0125-76-2226  

ピンネ農業協同組合 

浦臼支所 
浦臼町浦臼第３町内 0125-68-2211  

中空知農業共済組合 滝川市大町１丁目５番地 0125-22-2211  

浦臼町商工会 浦臼町浦臼第５町内 0125-67-3331  

北海道猟友会 

美唄支部浦臼部会 
    〃    （役場内） 0125-68-2111  

浦臼町建設業協会     〃    （商工会内） 0125-67-3331  
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資料４ 重要水防箇所・大臣管理区間 

 

札幌開発建設部（直轄区間） 

No. 河川名 左右岸 種別 
重点 

区間 
重要度 築堤名 距離標 

延 

長 
位置 

計画高 

水位 

計画 

築堤高 

現状 

築堤高 

既往 

災害 

128 石狩川 右岸 堤防高 ○ Ａ 浦臼築堤 67.80～68.20 0.40 68.00 18.24 20.24 20.46  

129 〃 〃 〃  Ａ 〃 68.20～68.50 0.30 68.50 18.35 20.35 21.48  

130 〃 〃 〃  Ｂ 〃 68.50～73.00 4.50 71.00 18.94 20.94 21.96  

131 〃 〃 〃  Ａ 〃 73.00～74.80 1.80 74.00 19.84 21.84 22.03  

132 〃 〃 〃 ○ Ａ 〃 74.80～75.10 0.30 75.00 20.15 22.15 22.29  

133 〃 〃 〃  Ａ 黄臼内築堤 75.20～75.50 0.30 75.50 20.30 22.30 22.60  

134 〃 〃 〃  Ｂ 〃 75.50～75.80 0.30 76.00 20.47 22.47 22.77  

135 〃 〃 〃 ○ Ｂ 〃 75.80～76.20 0.40 76.00 20.47 22.47 22.77  

136 〃 〃 〃  Ｂ 〃 76.20～80.12 3.92 78.00 21.07 23.07 23.46  

138 〃 〃 〃  Ｂ 〃 82.00～82.39 0.39 82.00 22.28 24.28 24.68  

210 〃 〃 堤防断面  Ｂ 浦臼築堤 67.80～72.20 3.76 70.00 18.74 20.74 21.12  

211 〃 〃 〃  Ｂ 〃 72.34～75.10 2.81 73.50 19.68 21.68 21.75  

232 〃 〃 法崩れ・滑り  Ｂ 〃 68.25～68.75 0.50 68.50 18.35 20.35 21.48  

234 〃 〃 漏水  Ｂ 〃 68.25～68.75 0.50 68.50 18.35 20.35 21.48  

246 〃 〃 水衝・洗堀  Ｂ 札比内築堤 67.70～68.00 0.30 68.00 18.24 20.24 20.46  

262 〃 〃 工作物  Ｂ 奈井江大橋 76.86 － 76.86 20.76 22.76 25.68  

374 〃 〃 旧川跡  要注意 浦臼築堤 68.25～69.90 1.65 69.00 18.47 20.47 21.83  

375 〃 〃 〃  〃 〃 71.85～73.90 2.05 73.00 19.52 21.52 21.95  

376 〃 〃 〃  〃 黄臼内築堤 77.15～78.30 1.15 77.50 20.95 22.95 23.46  

377 〃 〃 〃  〃 〃 79.00～80.10 1.10 79.50 21.53 23.53 23.86  

379 〃 〃 〃  〃 〃 81.90～82.50 0.60 82.00 22.28 24.28 24.66  

380 〃 〃 〃  〃 〃 82.50～82.80 0.30 82.50 22.44 24.44 24.15  
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札幌開発建設部（２条７号区間） 

No. 河川名 左右岸 種別 
重点 

区間 
重要度 築堤名 距離標 

延 

長 
位置 

計画高 

水位 

計画 

築堤高 

現状 

築堤高 

既往 

災害 

198 札比内川 左岸 堤防高  Ａ 左岸築堤 0.40～0.95 0.55 0.60 18.18 20.18 20.38  

201 〃 〃 堤防断面  Ｂ 〃 0.29～0.95 0.72 0.60 18.18 20.18 20.38  

221 浦臼内川 〃 堤防高  〃 〃 0.81～2.08 1.27 1.40 20.24 22.24 22.37  

222 〃 右岸 〃  〃 右岸築堤 0.81～2.08 1.27 1.40 20.24 22.24 22.37  

223 〃 左岸 堤防断面  Ａ 左岸築堤 1.17～1.25 0.08 1.20 20.24 22.24 22.54 S56 

224 〃 〃 〃  〃 〃 1.84～2.08 0.25 2.00 20.24 22.24 22.43  

225 〃 右岸 〃  Ｂ 右岸築堤 1.96～2.08 0.09 2.00 20.24 22.24 22.43  

226 〃 － 工作物  〃 浦臼内川橋 1.02  1.02 20.24 22.24 21.79  

227 〃 － 〃  〃 月夜橋 2.15  2.15 20.24 22.24 21.12  

228 黄臼内川 左岸 堤防高  〃 左岸築堤 0.95～2.77 1.82 1.80 20.43 22.43 22.53 S50 

229 〃 右岸 〃  〃 右岸築堤 0.80～1.98 1.18 1.40 20.43 22.43 22.67  

230 〃 〃 〃  〃 〃 2.05～2.75 0.70 2.40 20.43 22.43 22.73  

231 〃 左岸 堤防断面  〃 左岸築堤 0.95～1.69 0.75 1.40 20.43 22.43 22.57  

232 〃 〃 〃  Ａ 〃 1.69～1.78 0.29 1.80 20.43 22.43 22.53  

233 〃 〃 〃  〃 〃 2.53～2.59 0.06 2.60 20.43 22.43 22.67  

234 〃 〃 〃  Ｂ 〃 2.59～2.77 0.19 2.60 20.43 22.43 22.67  

235 〃 右岸 〃  〃 右岸築堤 0.80～1.98 1.24 1.40 20.43 22.43 22.67 S37 

236 〃 〃 〃  〃 〃 2.05～2.55 0.57 2.40 20.43 22.43 22.73  

237 〃 〃 〃  Ａ 〃 2.65～2.75 0.10 2.60 20.43 22.43 22.67  

238 〃 － 工作物  〃 黄滝橋 2.10  2.10 20.43 22.43 20.53  

239 〃 － 〃  Ｂ 黄臼内橋 2.75  2.75 20.43 22.43 21.13  

240 〃 － 〃  Ａ 黄臼内川橋梁 2.77  2.77 20.43 22.43 20.63  

241 〃 左岸 破堤跡  要注意 左岸築堤 2.20  2.20 20.43 22.43 22.62 S50 

242 滝田川 〃 堤防高  Ａ 〃 0.16～0.64 0.48 0.40 20.43 22.43 22.82  

244 〃 〃 堤防断面  Ｂ 左岸築堤 0.16～0.25 0.20 0.20 20.43 22.43 22.27  

245 〃 〃 〃  Ｂ 〃 0.25～0.55 0.29 0.40 20.43 22.43 22.82  

246 〃 〃 〃  Ａ 〃 0.55～0.64 0.09 0.60 21.32 22.43 22.47  

247 〃 右岸 〃  Ｂ 右岸築堤 0.09～0.26 0.24 0.20 20.43 22.43 22.58  

248 〃 〃 〃  Ｂ 〃 0.41～0.53 0.15 0.40 20.43 22.43 22.76  

249 〃 － 工作物  Ａ 滝田橋 0.25  0.25 20.43 22.43 20.47  
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資料５ 重要水防箇所・知事管理区間 

 

№ 水系名 河川名 右・左岸 

起点位置（㎞） 終点位置（㎞） 重要水防 

区域延長 

（km） 

重要度 築堤 備考 
地区名 位置名称 距離 地区名 

位置 

名称 
距離 

227 石狩川 札的内川 左岸 浦臼内 
新沼との合流点から 

０．１ｋｍ上流 
3.10 浦臼内 

（町） 

千代久橋 
3.67 0.57 Ｂ 有 樋門 
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資料６ 浦臼町防災会議の組織 

 

      
札幌開発建設部滝川河川事務所長 

   
指定地方行政機関 

  

     
札幌開発建設部滝川道路事務所長 

      

   
自衛隊 

  
陸上自衛隊第１１旅団第１０普通科連隊長 

     

      
空知総合振興局地域政策部主幹 

      

   
北海道 

  
空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所長 

     

      
空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室長 

      

   
北海道警察 

  
札幌方面砂川警察署長 

     

       

   
浦臼町 

  
副町長 

     

       

   
教育委員会 

  
教育長 

     

       

   砂川地区広域消防組合 
消防署員 

  砂川地区広域消防組合砂川消防署 
奈井江・浦臼支署長 会長 

（町長） 

    

      

   砂川地区広域消防組合 
消防団員 

  
浦臼消防団長 

     

      
株式会社ＮＴＴ東日本 - 北海道岩見沢支店 

      
      

北海道旅客鉄道株式会社石狩当別駅長 
   

指定公共機関 
  

     
北海道電力株式会社滝川営業所長 

      
      

浦臼郵便局長 
      
      

西空知広域水道企業団事務局長 
      
      

浦臼町商工会長 
      

   防災に関する 
学識経験を有する者 

  
ピンネ農業協同組合代表理事理事専務 

     

      
浦臼町議会議長 

      
      

浦臼町連合町内会長 
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資料７ 水防本部の業務分担 

 

部 班 事務分掌 

総務 

対策部 

総務班 

（１）防災会議に関すること。 

（２）災害対策本部の設置及び廃止に関すること。 

（３）本部員会議に関すること。 

（４）災害対策本部の庶務に関すること。 

（５）災害対策本部の非常配備体制に関すること。 

（６）災害時における職員の動員に関すること。 

（７）気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等の受理伝達に関す

ること。 

（８）災害時における通信機器の確保に関すること。 

（９）国や道に対する要請及び報告に関すること。 

（１０）防災関係機関との連絡調整に関すること。 

（１１）災害に係わる他自治体との連絡調整に関すること。 

（１２）災害情報や被害状況の収集及び整理に関すること。 

（１３）避難の勧告又は指示等の伝達に関すること。 

（１４）自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

（１５）災害時の車両の確保及び配車計画に関すること。 

（１６）災害時輸送に関すること。 

（１７）庁舎の応急措置及び復旧対策に関すること。 

（１８）災害に係わる職員の公務災害補償に関すること。 

（１９）災害に係わる派遣職員の給与等の決定及び支給に関するこ

と。 

（２０）その他各部に属さない事項。 

財政班 

（１）町有財産の被害調査に関すること。 

（２）災害に係わる中央関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）災害関係の予算措置等財務に関すること。 

（４）町有財産の緊急使用に関すること。 

（５）災害に係わる経費の経理に関すること。 

（６）災害応急対策労務者の賃金に関すること。 

（７）災害義援金に関すること。 

広報班 

（１）災害に係わる広報に関すること。 

（２）報道機関との連絡調整に関すること。 

（３）総合的な災害記録の作成及び災害統計に関すること。 

（４）災害見舞者及び視察者の応対に関すること。 
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部 班 事務分掌 

町民環境 

対策部 

町民 

生活班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）遺体の収容及び埋葬に関すること。 

（３）災害時における住民組織その他民間団体との協力体制に係わる

こと。 

（４）事務の調整に関すること。 

（５）被災者の炊き出しに関すること。 

（６）被災者の相談及び苦情に関すること。 

（７）罹災証明に関すること。 

（８）町税の納税猶予に関すること。 

（９）町民税の減免に関すること。 

（１０）固定資産税減免に関すること。 

（１１）国民健康保険料等の減免及び徴収猶予の総合調整に関するこ

と。 

（１２）災害救助法に基づく申請事務に関すること。 

環境 

衛生班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）被災地における防疫の実施に関すること。 

（３）被災地における環境保全及び公害対策に関すること。 

（４）災害に係わる廃棄物処理に関すること。 

（５）災害時の汚物処理に関すること。 

（６）家庭動物対策に関すること。 

（７）避難場所の防疫指導に関すること。 

保健福祉 

対策部 

福祉 

対策班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）避難行動要支援者の避難行動支援に関すること。 

（３）防災ボランティアの受入及び調整に関すること。 

（４）被災者に対する各種福祉資金の貸付に関すること。 

保健 

予防班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）医療救護所の設置に関すること。 

（３）関係医療機関との連絡調整及び支援の要請に関すること。 

（４）医薬品や医療資機材の確保に関すること。 

（５）救急医療及び助産に関すること。 

（６）被災者に対する保健指導及び衛生指導に関すること。 

（７）感染症の予防に関すること。 
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部 班 事務分掌 

土木経済 

対策部 

応急 

対策班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）土木施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）危険区域の巡視に関すること。 

（５）緊急輸送路の確保に関すること。 

（６）障害物の除去に関すること。 

（７）応急資機材等の調達及び配分に関すること。 

（８）災害時の飲料水の非常給水及び広報活動に関すること。 

（９）災害時の生活用水の確保に関すること。 

（１０）災害時の給水資機材に関すること。 

（１１）災害時の上下水道施設の応急復旧対策に関すること。 

（１２）災害時における除雪対策に関すること。 

（１３）建築物の応急危険度判定及び応急対策に関すること。 

（１４）応急仮設住宅の設置に関すること。 

（１５）被災地の住宅の応急修理に関すること。 

（１６）被災地における建築指導に関すること。 

（１７）災害時の建築用資機材の需給計画に関すること。 

（１８）被災住宅融資に関すること。 

商工班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）商工業関係の被害調査に関すること。 

（３）被災した商工業者の救援対策に関すること。 

（４）食料の調達及び供給に関すること。 

（５）衣料、生活必需品等の物資の調達及び供給に関すること。 

（６）石油類燃料の確保に関すること。 

（７）救援物資の受入及び配分に関すること。 

（８）災害応急対策の労務者の供給に関すること。 
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部 班 事務分掌 

土木経済 

対策部 
農政班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）農林業関係の被害調査に関すること。 

（３）被災農家の援護対策に関すること。 

（４）農業災害補償及び農業関係資金の融資に関すること。 

（５）被害農作物の病害虫防除に関すること。 

（６）家畜、畜舎の被害調査及び応急対策に関すること。 

（７）家畜の防疫に関すること。 

（８）家畜飼料の確保に関すること。 

（９）死亡獣畜の処理に関すること。 

（１０）林野火災に関すること。 

文教 

対策部 

避難 

対策班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）避難場所の開設及び管理運営に関すること。 

（３）避難場所の記録及び報告に関すること。 

（４）災害対策本部の連絡調整に関すること。 

（５）避難者の避難誘導に関すること。 

（６）行方不明者の把握に関すること。 

（７）避難者の移送手段の確保及び調整に関すること。 

文教 

対策班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）文教施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

（３）児童生徒の避難誘導及び輸送に関すること。 

（４）避難場所の開設の支援に関すること。 

（５）学校等との連絡調整に関すること。 

（６）教職員の確保に関すること。 

（７）応急教育施設の確保に関すること。 

（８）学校施設の衛生管理に関すること。 

（９）応急教育に関すること。 

（１０）学用品の調達及び支給に関すること。 

（１１）給食の供給に関すること。 

（１２）文化財の保護及び応急対策に関すること。 

（１３）教育関係義援金の受付及び配分に関すること。 
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資料８ 消防機関の組織 

 

組合長 
            

            

                          

                          

消防長 
            

            

                          
                          

消防署長 
 

浦臼消防団長 
 

                          
                          

奈井江・浦臼支署長 
 

副団長 
 

                          
                          

支署長補佐 
            

            

                          

                          

予
防
係 

 
消
防
係 

 
救
急
係 

 

消
防
団
係 

 
庶
務
係 

 
団
本
部 

 

第
一
分
団 

 

第
二
分
団 

 

第
三
分
団 
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資料９ 水防工法 

 

１ 土俵の作成 

   用途  各種工法の積土俵・おもり土俵及び詰土俵 

   作り方 （１）麻土俵の作成 

          約４０ｋｇ（ショベル１０～１３杯）土を締めながら入れ口締めをする。

麻袋が大きい場合は１～２個所網で十分締め胴締めをする。 

       （２）かます土俵の作成 

          土を各部均等に入れたのち入口を巻いて１～２箇所胴締めをする。 

 

２ 河川堤防の破提と水防工法 

   破堤の原因と過程 

 （１）越水（溢水） － （積土俵・じやかご積み等） 

 （２）漏水（滲漏） － （莚（ビニールシート）張り・月の輪等） 

 

 

 

   ① のり尻あるいは提内地に水が噴出又は湧出する。 

   ② 漏水孔から土砂が流出し逐次拡大する。 

   ③ 提体は軟弱となり、のりくずれ、あるいはき裂を生ずる。 

   ④ のりくずれが続き、洗堀も生じかつ漏水孔も拡大する。 

   ⑤ 通常漏水孔は一挙に吹き出し破堤する。 

    ※ 裏のり全体から水がしみ出ている場合は、一挙に破堤することは少なく、漏水

口を生じて上記の過程を経ることが多い。 

 

 

① 

② 

③ 
④ 

④ 

⑤ 

（川表） 天端（てんぱ） 

③き裂 

提内地（川裏） 

犬走 

平場 

①時として 
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 （３）洗堀 － （木流し、三基枠等） 

 

 

 

   ① 土砂等を含んだ激流がのり面及びその基部を洗堀する。護岸がはく離されると洗堀

は促進される。 

   ② のりくずれ・き裂を生ずる。 

   ③ しだいに表のりの洗堀のりくずれが増大し、堤防の断面積は小さくなる。 

   ④ 漏水を生じ破堤するか、水圧に抗しきれないで押し流される。 

 （４）のりくずれ － （五徳縫い・抗打ち積土俵・土俵羽口等） 

 

 

 

   ① 長期間の高水位により提体が飽水状態となると、土の摩擦力が減少する。 

   ② き裂あるいはのりくずれを生じ、のり面はすべり落ちる。 

   ③ のりくずれ洗堀が続き、提体の断面積は逐次減少する。 

   ④ 提体が水圧に抗しきれないようになるか、あるいは漏水等の作用で破提する。 

 （５）き裂 － （折り返し・抗打ちつなぎ等） 

 

 

 

① 

② 

② 

③ 

④ 

③ 
③ 

② 

② 

③ 

③ 

① 

④ 

③ ② 
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３ 河川堤防の水防工法 

 （１）土俵羽口 

    目地  裏のり崩懐補強（減水したのち洗堀された表のりの補強にも可） 

    作成法 底部をおおむね水平にならし、土俵を小口並びに一層積んで杭を打ち安定

をはかる。 

        土俵の間隔と裏には土を入れよく固める。２段目から同じ要領で原形のの

り面に添う様に積み上げる。 

 

 

 

 （２）杭打積土俵 

    目的  川裏法・崩壊防止 

    作成法 のり先に土俵を長手に積み上げその支え、長さ２．５ｍ内外の杭を０．６

ｍ毎芯々に打込み、一部に布木を結びつけこれに支柱を数ｍ毎、設置し転倒

を防止する。支柱の中間に押え杭、根元には止杭を設置する。 

 

 

 

 

 

 

天端 

川裏側 

土のう 

布木 

止め杭 

押し杭 

支柱 

土俵上面の勾配は 

堤防の勾配よりやや大 

のりくずれした土の上面付近に杭を打つ 
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 （３）莚（ビニールシート）張り 

    目的  川表のり面崩壊及び透水防止 

        （のみ口が確認出来るとき、確認されたのみ口が直接閉塞出来ないとき、

漏水を防止する。畳でも可） 

    作成法 幅３枚、長さはのり尻までの莚を縫い合せ、横に約５０ｃｍ間隔にあらし

竹（代用可）を縫い付け、おもり土俵を 下端に莚１枚に１俵の割で取付け

これを芯にして簣の子巻とし、天端から網により徐々に垂れおろし煽どめの

土俵をのせて固定する。 

 

 

 

 （４）木流し 

    目的  急流部流速を緩和し洗堀予防、川表法面、崩壊の拡大防止に用いる。 

    作成法 樹木を根本から切り、枝におもり土俵（又は石俵）を付け、根本は鉄線で

縛りその一端を留杭に結束して上流より流しかけて崩壊面に安定させる。 

 

 

 

 

杭 

水流 

横方向 

煽どめ 

（砂利土俵） 

おもり 

土俵 約４０ｃｍ 

縫い針 

（竹又は鉄製） 

縫い方 

（縫い代は１５ｃｍ重ねる） 

縫い目 
横方向 

縦方向 

水流 

縫い目 

上部 

下部 

杭 

鉄線 
鉄線のくいこみを防ぐ 

杭土俵 

水流 
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 （５）三基枠 

    目的  流水の激突を緩和し、堤脚崩壊面の拡大防止 

    作成法  ア 前脚と桁・後脚の結束（前脚と桁は直角） 

         イ 中合掌木の結束（結束は鉄線により十字結び・斜め結び） 

         ウ 砂払木の結束 

         エ 棚数材の結束 

 

 

 

人力設置（作業中ののりくずれに特に注意） 

 

 

 

前脚 

砂払木 

棚数材 

梁材 

桁 

後合掌木 

中合掌木 
後脚 

ｚ

（断面図） 
（平面図） 

尻押籠 
捨土俵・蛇籠 
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 （６）月の輪 

    目的  川裏の漏水を、土俵堤を築造して漏水圧を弱める。 

    作成法 漏水口の周囲に土俵を半月状（半径１．２ｍ～２．０ｍ）に積上げ、この中

に漏水を淀ませて上透水を堤内の水路等に放流させる。土俵積の高さは水圧を

弱める程度とする。土俵堤の安定をよしとするため柱を打つ。透水は樋を作り

土俵堤から放水させ流水口には莚をあて洗掘を防ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏水 

杭 

あんこ 

（中詰真土） 

樋 

むしろ 

（断面図） 

樋 のり尻 

漏水口 

１～２ｍ むしろ 

（平面図） 
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