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1. 計画の概要
1.1.

目的
本県では、地球温暖化に伴う局地的な集中豪雨の増加や、河川内の経年的な堆積土と支障
木の増加に伴う河積阻害の拡大等により、治水安全度が年々低下している。
このような中、平成 24 年度からは、５ヶ年計画で経年的な堆積土の撤去と支障木の伐採を
集中的に行うため、河積回復減災対策事業を創設し対策を実施してきたが、平成 25 年から４
年連続の豪雨により多量の堆積土が発生し、河川の流下能力が未だ十分確保されていない状
況にある。
このような状況を踏まえ、平成 29 年 3 月に「河川流下能力向上計画（以下、
「現計画」と
いう。
）
」を策定し、経年的な堆積土の撤去と支障木の伐採を推進することとした。
しかし、平成 30 年 8 月の豪雨により、最上・庄内地域を中心に甚大な被害が発生し、河川
の堆積土砂・支障木に起因して発生した浸水被害個所を調査したところ、現計画では対応で
きない新たな課題が確認された。
この課題に対応するために、経年的な堆積土の撤去と支障木の伐採が必要な箇所の対策に
加えて、
「主要道路が並行する箇所」や「本川合流部」などの堆積土砂・支障木対策、上流部
からの土砂流出防止対策を実施し、減災に向けた取組みを推進するため、本計画を定めるも
のである。

1.2.

位置付け
『山形県河川維持管理計画（平成 28 年５月改定）
』では、河道流下断面の確保に関し、
「①
これまでの河川改修等により確保された現況の流下能力を維持する。
」
「②未改修の河川につい
ては、現況の流下能力を維持する。」ことを目標としており、また堆積土の撤去及び支障木の
伐採等の対策は、流下断面の阻害の度合いや背後地の利用状況等から見た緊急度や重要度に応
じて実施することとしている。
河川流下能力向上緊急対策計画は、この維持管理計画に定めた対策を、より効率的かつ計
画的に実施するため、平成 30 年 8 月の豪雨災害の実態を踏まえ具体的な対策内容を定めたも
のである。

1.3.
(1)

基本事項
平成 31 年度から平成 33 年度までの３年間を対
象とした本計画を策定し、沿川区分や配慮すべき

河川流下能力向上緊急対策計画

状況、地域要望および平成 30 年 8 月の豪雨におけ

(2)

る課題等に対応するため、早期に対策が必要な河

堆積土・

川の一定区間において、集中的に対策を実施する。

支障木対策

実施にあたっては、平成 29 年度に作成した『河

マニュアル

川堆積土・支障木対策マニュアル(案)』により、
対策箇所でのモニタリングを実施して、より効率
的な方策を検討し、維持管理の更なる効率化に向
けて最終的なマニュアルを作成する。
(3)

最終的な『河川堆積土・支障木対策マニュアル』
の作成と担当職員の技術力の向上を図るため、
『河
川堆積土・支障木対策マニュアル検討会』を組織
する。
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堆積土・
支障木対策
検討会

計画実施

(評価・検証)

（H31～33）

箇所

2. 現状と課題
これまでの取り組み

2.1.

(1) 河川の状況把握
○ 山形県河川維持管理計画に基づく、計画的かつ定期的な河川巡視及び点検により、目視
で堆積土や支障木の状況を把握。
(2) 堆積土対策
○ 閉塞率が高い一連区間において、従前の河川断面を回復させるよう、画一的に浚渫を実施。
○ 対策は、河川背後地の状況等から判断し、優先度の高いところから実施。
○ 良質な河砂利が採取できる箇所では、公募型河床掘削も実施。
(3) 支障木対策
○ 伐採については、樹木密度が高く、対策要望の高いところから優先して実施。
○ 中州等で支障木が非常に繁茂している箇所では除根を実施。
○ 利用価値の高い伐採木が得られる箇所では、公募型支障木伐採も実施。
取組効果
事例
立谷川
(山形市)
施工前(H24.7.10)

施工後(H25.3.22)

2.2. 堆積土・支障木の状況（平成 30 年 10 月調査）
(1)

堆積土及び支障木により河道閉塞率が概ね
５％以上の区間は、県管理河川延長（2,820 ㎞）
の約 1.5 割（381km）におよぶ。

(2)

堆積・繁茂区間（518km）のうち、堆積土と
支障木の双方が河道を閉塞している区間は約
４割（158km）におよび、堆積土と支障木の一
体的な対策が必要になっている。

(3)

河道閉塞率は、10％を超える区間が堆積・繁
茂区間の約８割におよび、対策による河川の流
下能力の確保が必要である。

(4)

堆積・繁茂区間のうち、平成 30 年 8 月洪水
を踏まえた要対策箇所が約４割となっており、
対策が急務となっている。また、これを除いた
背後地の利用状況は、それぞれ市街地 15km、
市街地近郊 16 ㎞、
その他 198km となっており、
特に、家屋や商業施設が密集する市街地での対
策を急ぐ必要がある。
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現在(H28.10.5)

【参考】河道閉塞率は以下の考えにより算出
河川幅

河道閉塞率
支障木幅

河川断面Ａ

＝(B/A)×100

HWL

閉塞した面積(斜線部)Ｂ
支障木部分は
50％で算定

堆積土

2.3. 課題
(1) より効率的・計画的な対策手法の確立
昭和 42 年の羽越水害の発生以来、中小河川改修を活発に実施してきたが、多くの河川で経
年的な堆積土や支障木が目立ち始めている。
このため、数十年毎の抜本的な対策と同時に、日常管理においても、ＰＤＣＡサイクルに
基づき、持続可能な効率的かつ計画的な手法の確立が必要になっている。
(2) 突発的に発生する堆積土への対策
豪雨等で突発的に異常堆積土が生じた場合は、別途、状況に応じてその都度の対応が必要
である。
(3) 平成 30 年 8 月洪水を受けての対応
これまで屈曲部や橋梁部等に対策範囲を限定して対策土・支障木の除去を推進してきたが、
その上流部や下流部で浸水被害が発生しており、流域全体として一定区間の対策が必要であ
る。

3. 実施方針
3.1. 計画の対象
河川区分や配慮すべき箇所に応じ、早期に対策が必要な河川の一定区間。
対象とする堆積土は、経年的に堆積した土砂であり、平成 29 年度以降の豪雨等により突発
的に堆積した土砂は、本計画の対象に含まない。
3.2. 計画対象期間
平成 31 年度～平成 33 年度（３年間）
3.3. 基本的な考え方
(1)

河川の流下能力の向上のため、上下流の河川断面と比較しボトルネックとなっている箇
所、家屋の浸水被害のおそれのある箇所および避難路の確保が必要な箇所を含む一定区間
について、その是正を図るとともに、支障木の除去により洪水時における流木の発生抑制
を図る。

(2)

渓流からの土砂流出を抑制し、下流部の堆積土・支障木撤去の効果を十分に発揮するた
めに、渓流保全対策を実施する。

(3)

対策を円滑に推進するために、土砂の搬出先（ストックヤード）を確保するとともに、
ドローンを活用して河川状況を把握する。
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(4)

単に支障となる堆積土や樹木を除去する従前のやり方だけでなく、対策後の土砂堆積や
支障木の繁茂を抑制する工夫により、対策効果をできるだけ維持する。

(5)

５年間の集中的な対策実施を通じ、公募型の対策の活用も含め効率的な対策方法を確立
させることにより、その後当分の間、通常の河川維持管理予算の範囲内で、堆積土・支障
木対策を継続できることを目標とする。

3.4. 選定基準と目標
(1) 沿川区分
治水上の影響度合いに応じて、沿川区分を下記のとおり設定する。
沿川区分
市

街 地(Ａ)

設定の考え方
家屋や商業施設、工業施設等が密集し、河川の氾濫により甚大な被
害が想定される地域

市街地近郊(Ｂ)

家屋等が点在し、河川の氾濫により大きな被害が想定される地域

そ

上記以外の地域

の 他(Ｃ)

(2) 配慮すべき箇所
①流下能力向上対策箇所
洪水時において浸水が発生しやすい箇所、氾濫が発生した場合、重大な影響を及ぼす箇所
や治水上のネック箇所として、対策において配慮すべき箇所を下記のとおり設定する。
配慮すべき箇所
要配慮者利用施設に
影響のある箇所

設定の考え方
河道内の堆積土や支障木により流下能力が著しく低下しており、洪
水時に越水や溢水等が発生した場合、下流に位置する要配慮者利用
施設に影響を及ぼす箇所

洪水被害を受けやす

内岸側の堆積土や支障木により流下能力が上下流に比べ著しく低

い屈曲部

下しており、洪水時に越水や溢水、河岸侵食等の危険性がある箇所

流木が引っかかりや

橋梁付近の堆積土や支障木が河積を阻害しているため、洪水時に流

すい橋梁部

木等が集積しやすく、越水や溢水等の危険性がある箇所

上流部の氾濫により

集落上流部において、堆積土や支障木により流下能力が低い箇所か

下流集落が浸水する

ら越水や溢水等が発生した場合に、氾濫流が堤内地を流下し、集落

箇所

の浸水の危険性がある箇所

主要道路が河川に並
行する箇所

本川合流箇所

堆積土や支障木により流下能力が低い箇所から越水や溢水等が発
生した場合に、河川に並行する主要道路の浸水を防止し、孤立集落
の発生を防止することや避難路の確保が必要な箇所
洪水時に土砂が堆積しやすい本川合流箇所
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②渓流保全対策箇所
流下能力向上対策を実施する箇所の上流部において、土砂流出抑制を必要とする箇所を渓
流保全対策箇所として選定する。
(3) 選定基準と目標
上記(1)(2)の区分に応じ、選定基準と目標を下記のとおり設定する。
沿川区分・配慮すべき箇所

選定基準

目

標

市街地(Ａ)
要配慮者利用施設に影響のある箇所
上流部の氾濫により下流集落が浸水する箇所

河道閉塞率 10％超

主要道路が並行する箇所

河道閉塞率を
5％以下とする

本川合流箇所
市街地近郊(Ｂ)
洪水被害を受けやすい屈曲部

〃

20％超

〃

30％超

流木が引っかかりやすい橋梁部
その他(Ｃ)

【参考】配慮すべき箇所での対策範囲

※上記を参考に、現地の状況に応じて対策範囲を箇所毎に検討する。

6

河道閉塞率を
5％以下とする
河道閉塞率を
15％以下とする

【参考】浸水被害が想定される箇所を含む一定区間を選定

①の発生状況
下流部 土砂堆積

上流部 渓岸洗掘

土砂堆積前

②の発生状況
下流部集落

氾濫

③の発生状況

④の発生状況
堆積土砂

(4) 対策実施延長等
① 流下能力向上対策
選定基準に基づき、堆積・繁茂区間381㎞のうち、約220㎞（約240箇所）で対策を実施す
る。〔県管理河川延長の7.8％〕
② 渓流保全対策
上流部からの土砂流出を抑制するための渓流保全対策を44箇所で実施する。
③ ストックヤードの確保
各総合支庁（分庁舎）で管内市町村と調整しながら、流下能力向上対策を実施する箇所
の近隣で、各１箇所以上のストックヤードを確保する。
④ 河川状況把握へのドローンの活用
一定区間の土砂の堆積状況・支障木の繁茂状況を短期間かつ広範囲に把握するためにドロ
ーンを活用し、これまでの対策箇所を含む約310kmで河川の状況把握を実施する。
3.5. 対策の考え方
(1) 河川性質の把握
対策の検討に際しては、先ず始めに、河川全体或いは河川区間毎に土砂堆積と河床低下の
どちらの状況の河川であるかを把握する。
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また、堆積箇所・区間だけに注目するのではなく、上下流を含めた長い区間、或いは河川
全体で対策工を検討する。
(2) 自然環境や親水利用への配慮
堆積土の撤去にあたっては、定規断面での掘削は行わず、『多自然川づくり』の考え方
（http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/tashizen/ ）を参考に、自然環境や親
水利用にも配慮した掘削断面を検討する。
(3) 阻害要因別の対策パターン
①主に小規模河川で堆積土と支障木が河積を阻害している箇所
堆積土の撤去に併せて支障木の除根も行う。

堆積土撤去

支障木伐採・除根

②主に中規模河川で高水敷等の支障木が河積を阻害している箇所
支障木の伐採のみでは根が残り、５年程度で樹木が再生するため、対策が困難な中州や、
河川の構造上、弱点となる屈曲部、橋梁部では、併せて除根も行う。

支障木伐採

③主に中規模河川で低水路の堆積土が河積を阻害している箇所
堆積土の撤去にあたっては、全量の掘削は行わず、自然環境や浸水利用にも配慮する。

④上記②③の要因が合わさり河積を阻害している箇所
②③の対策を組み合わせて実施する。
【工夫事例】中州の発生・発達の抑制対策（馬見ヶ崎川：山形市小白川町地内）
天端幅 3ｍ、高さ 0.5ｍ
法勾配 1:10 寄せ土

掘削

盛土

中州

・中州が発生している河川では、緩い勾配で寄せ土を行うことによ
り、大きな中州が形成され難くなる。
・同時に、護岸保護と親水性の向上効果も期待できる。
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(4) 渓流保全対策の実施例
上流からの土砂流出防止対策が必要な箇所における渓流保全対策の実施例を下記に示す。

た

対策後

対
策

渓岸洗掘・河床
低下

後流 保 全 工
渓

3.6. 実施における留意事項
(1) 状況把握（モニタリング）
土砂堆積や支障木繁茂のリバウンド（再堆積及び再繁茂）状況等について、ドローンやオ
ンライン地図情報サービス等のＩＣＴを活用しながら、対策箇所の経年変化を対策前も含め
継続的に把握する。
(2) 堆積土・支障木対策検討会
各総合支庁の河川維持管理担当者等による検討会を組織し、対策手法の検討及び評価・検
証を行うとともに、担当職員の河川管理技術の向上を図る。
(3) 堆積土・支障木対策マニュアルの作成
平成 29 年度に作成した「河川堆積土・支障木対策マニュアル(案)」を基に、対策箇所での
モニタリングによる対策効果の評価・検証を通じて、平成 33 年度に最終的なマニュアルを作
成し、その後の河川の効率的な維持管理に活用していく。
また、地形や地質等により、河川特性が大きく異なるため、対策マニュアルの検討にあた
っては、特性毎に評価対象の代表河川を定め、その河川を中心に評価を行うこととする。
(4) 残土処分を円滑に行うための方策
対策を推進するために、対策期間の初年度に土砂のストックヤードを確保する。
管理河川全体の状況を把握し、河川に適した粒径であることを確認しつつ、同一河川内又
は他河川の河床低下区間への敷き均しを推進していく。
また、他工事へ流用を図る際の時期的な調整、曝気等による土質の改善、葦の根等の処理
の面から、市町村とも連携し、必要に応じてストックヤードを確保し活用する。
(5) 工事発注の単位
小規模な箇所は複数箇所をまとめて発注するなど、コストの縮減に努める。
(6) 工事の発注時期
工事は、河川利用や残土搬出先等の調査を十分行ったうえで、漁協や市町村等と調整し、
発注時期の検討を行う。
(7) 進捗管理
計画の進捗状況を把握するため、別途、進捗管理表（河川名、箇所名、内容、数量等）を
作成する。
(8) 公募型の河床掘削・支障木伐採の活用
民間が参入しやすい条件に恵まれた箇所は減少しているものの、流下能力向上対策として、
引き続き、この事業も活用し、対策実施延長の１割以上を公募型で実施することを目標とする。
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【施工事例】公募型支障木伐採（村山野川）

伐 採 後

伐 採 前

3.7. 期待される効果
計画期間（平成 31 年度～平成 33 年度）において、河道閉塞率５％以上の対象区間におけ
る、沿川区分別の対策前後の平均河道閉塞率の変化見込は、下表のとおりである。
の対策前後の平均河道閉塞率の変化見込は、下表のとおりである。
延長・閉塞率
沿川区分

H30.8 洪水を踏ま
えた要対策箇所
市街地
市街地近郊
その他
計

延

平均河道閉塞率（％）

長

(km)

対策前

対策後

増減

152

17.9

5.0

▲12.9

15
16
198
381

18.3
18.6
18.8
18.4

6.8
8.5
14.2
10.0

▲11.5
▲10.1
▲4.6
▲8.4

【効果事例】須川：山形市片谷地

対策前：河道閉塞率 35％、治水安全度 1/5

対策後：河道閉塞率 0％、治水安全度 1/9

4. 対策スケジュール
下記スケジュールに基づき、平成 31 年度から平成 33 年度までの３ヶ年で対策を実施する。
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5. 参考
平成 30 年 10 月調査における選定箇所は下図のとおりである。
なお、実施にあたっては、地域の要望や河川の状況を見ながら、年度毎に緊急性の高い箇所
を選定し対策を実施する。
河川流下能力向上緊急対策計画 選定箇所分布図（H30.10 調査時点）

凡
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例

●

流下能力向上対策箇所

■

渓流保全対策箇所

