
佐波川水系流域治水プロジェクト公表

「佐波川水系流域治水プロジェクト」では、流域内の関係機関（流域治水
協議会※1）と協働し、流域全体で行う治水対策「流域治水」を推進するため、
実施すべき対策の全体像をとりまとめたもので、以下の３つの区分を軸に上
下流の氾濫特性をふまえ流域内の関係機関の水災害に備える取組をまとめま
した。
①河川整備、下水道整備や森林の整備・保全などの
『氾濫を出来るだけ防ぐ・減らす対策』
②立地適正化計画に基づく水害リスクの低い地域への居住誘導などの
『被害対象を減少させるための対策』
③水害リスクを考慮した防災拠点の整備などの
『被害の軽減早期復旧・復興のための対策』
今後も流域内の事前防災に繋がる取組について協議会を開催しプロジェク
トのブラッシュアップを行い水災害対策を推進していくこととしております。
なお、中国地方整備局管内のその他の河川の策定・公表については、別添
資料のとおりとなっております。

令和３年３月３０日
国土交通省中国地方整備局

山口河川国道事務所

山口河川国道事務所ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/

～幸せますのまちの母なる川と共存、命を守る流域治水対策の推進～
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【広報担当】 計画課長 和田 康正
わだ やすまさ

※１流域治水協議会とは、「国土交通省防災・減災対策本部」による「総力戦で臨む防災・減災プロジェ
クト」のとりまとめ（令和２年７月６日）を踏まえ、流域内の関係機関で設置する協議会で、佐波川流域治
水協議会は、山口市、防府市、周南市、山口県、山口森林管理事務所、森林整備センター山口水源林
整備事務所及び山口河川国道事務所を構成機関として協議会を開催しています。

詳しくは、山口河川国道事務所webサイト
「http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/river/ryuiki_chisui/index.html」に掲載しております。



【参 考】

○佐波川流域治水協議会 経緯及び今後の予定
令和２年 ８月２７日：佐波川流域治水協議会 発足
令和２年 ９月１７日：第１回 佐波川流域治水協議会（書面開催）
令和２年１０月２６日：第２回 佐波川流域治水協議会（web会議）
令和３年 １月１２日：規約改定（参画機関追加）
令和３年 ２月１６日：第３回 佐波川流域治水協議会（web会議【プロジェクト策定】）
令和３年 ３月３０日：佐波川水系流域治水プロジェクト【公表】
令和３年度以降：フォローアップ【適宜】

○佐波川流域治水協議会 構成機関
（委 員）
山口市長
防府市長
周南市長
山口県土木建築部長
農林水産省林野庁近畿中国森林管理局山口森林管理事務所長
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター山口水源林整備事務所長
国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所長

（幹 事）
山口市都市整備部道路河川建設課長
山口市上下水道局下水道整備課長
山口市徳地総合支所土木課長
山口市徳地総合支所農林課長
防府市土木都市建設部河川港湾課長
防府市土木都市建設部都市計画課長
防府市産業振興部農林漁港整備課長
防府市上下水道局下水道課長
周南市建設部河川港湾課長
周南市産業振興部農林課長
周南市都市整備部都市政策課長
周南市総務部防災危機管理課長
山口県土木建築部河川課長
山口県土木建築部砂防課長
山口県土木建築部都市計画課長
農林水産省林野庁近畿中国森林管理局山口森林管理事務所調整官
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター山口水源林整備事務所主幹
国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所副所長

（オブザーバー）
山口県農林水産部農村整備課計画調整班長
山口県農林水産部森林整備課治山林道班長
農林水産省中国四国農政局地方参事官（特命・事業計画）
農林水産省中国四国農政局農村振興部設計課水利計画官



広域防災広場・道路整備
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※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。

佐波川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～幸せますのまちの母なる川と共存、命を守る流域治水対策の推進～

○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、佐波川水系においても流域全体で事前
防災対策を進めることとし、以下の取り組みを実施していく。国管理区間の下流区間においては、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26年7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。
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■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・防災拠点や医療拠点を繋ぐ道路ネットワークの整備
・災害復旧拠点となる徳地総合支所の建替

・土のう等の備蓄資材の配備
・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域を
掲載したハザードマップの配布及び住民説明会の実施
・タイムラインに基づく情報伝達訓練の実施

■被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画に基づき水害リスクの低い地域へ居住誘導
・災害リスクの低い場所での支所等整備

防潮堤
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■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、支川処理、橋梁架替 固定堰の改築、防潮堤 等
・砂防堰堤の整備

・下水道等の排水施設の整備
・準用河川及び普通河川の浚渫
・農業水利施設の整備、水田貯留機能の向上
・中関地区周辺の排水施設・排水機場の整備
・雨水流出抑制施設設置補助制度の利用促進
・既存ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（国、山口県）
・治山事業の推進及び森林の整備・保全（山口森林管理事務所、森林整備セン
ター、山口市、周南市）

凡例

浸水想定範囲（昭和26年7月洪水と同規模想定）
大臣管理区間

国、県、市河川等整備

森林整備・保全（国有林、市有林、私有林）

市庁舎等建替・移転

防府市公共下水道事業計画区域(雨水)

佐波川ダム【山口県】

島地川ダム

排水機場整備

【山口県・防府市】
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【防府市】

排水施設整備

【防府市】

防災広場

【防府市】
農道整備

【山口県・防府市】

災害復旧拠点整備

災害リスクの低い場所での支所等整備

【山口市】

【周南市】

災害復旧拠点となる山口市
新徳地総合支所ｲﾒｰｼﾞ図

排水施設整備

【防府市】



短期 中期 中長期

下流区間の防府市街地を守る河道掘
削、支川処理

山口河川国道事務所

上流区間の家屋浸水を防ぐ河道掘
削、堤防整備、固定堰の改築等

山口河川国道事務所

横曽根川下流区間等の防潮堤整備、
橋梁架替、河道掘削

山口県

砂防堰堤の整備 山口県

雨水流出抑制施設設置補助制度の利
用促進

山口市

下水道等の排水施設の整備 防府市

準用河川及び普通河川の浚渫 防府市

治山事業の推進 山口森林管理事務所

立地適正化計画に基づき水害リスク
の低い地域への居住誘導

防府市

災害リスクの低い場所での支所等整
備

周南市（地元との連携により）

防災拠点や医療拠点を繋ぐ道路ネッ
トワークの整備

山口県・防府市

災害復旧拠点となる徳地総合支所の
建替

山口市

対策工程

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

区分 対策内容 事業主体

被害対象を減少
させるための対策

山口森林管理事務所
森林整備センター
山口市・周南市

森林の整備・保全

防府市佐野～小野地区

立地適正化計画
の策定（R3）

山口市岸見～徳地地区

ハザード情報の共有 土地利用誘導等

団平川排水区の整備 清水川排水区等の整備

緊急浚渫推進事業の活用
（片山川・塚原川・三谷川等） 継続的な浚渫の推進

気候変動を踏まえた

更なる対策の推進

徳地総合支所建替

継続的な制度の利用促進

山口市徳地地区・周南市巣山地区

次期計画

次期計画

山口森林計画区

山口森林計画区

周南市和田地区

砂防堰堤の整備 砂防堰堤の整備の推進

防災広場・道路・農道の整備等

防潮堤整備、河道掘削、橋梁架替県道横曽根橋付近の整備

佐波川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～幸せますのまちの母なる川と共存、命を守る流域治水対策の推進～

●佐波川では、上下流本支川の流域全体を俯瞰的にとらえ、流域に関連する機関が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】下流区間（防府市街地）の浸水被害を解消するため河道掘削や支川処理の整備を実施。
【中期・中長期】佐波川の上流区間の家屋浸水被害を防ぐため河道掘削、堤防整備、固定堰の改築等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。
●あわせて、逃げ遅れゼロを目指した、立地適正化計画に基づく水害リスクの低い地域への居住誘導やハザードマップ改訂周知・関係機関と
の実践的な訓練などソフト対策を継続的に実施するとともに、水害リスクを考慮した防災拠点等の整備を実施する。

県道横曽根橋 完成

防府市街地の浸水被害解消

次期計画策定

上流区間の家屋浸水被害解消

次期計画策定

洪水・浸水に対応出来る支所・市民センターの整備

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進






