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１１１１．．．．河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋局所改修案局所改修案局所改修案局所改修案のののの６６６６降雨降雨降雨降雨パターンパターンパターンパターンでのでのでのでの検証結果検証結果検証結果検証結果
～～～～シミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデルのののの破堤条件破堤条件破堤条件破堤条件についてについてについてについて～～～～

 

流出解析モデル 

河道モデル 

破堤モデル 

氾濫源モデル 

シミュレーション結果 

・雨量をもとに流出量を算出 

「「「「雨量雨量雨量雨量データデータデータデータ」」」」→→→→「「「「流量流量流量流量データデータデータデータ」」」」    

・河道内の流量、水位を算出 

 「「「「流量流量流量流量データデータデータデータ」」」」→→→→「「「「河川水位河川水位河川水位河川水位データデータデータデータ」」」」    

・河道内水位が一定以上となれば、破堤 

・破堤幅、水深から堤内地への流出量を算出 

 「「「「河川水位河川水位河川水位河川水位データデータデータデータ」」」」→→→→「「「「氾濫量氾濫量氾濫量氾濫量データデータデータデータ」」」」    

・流出量より堤内地への氾濫を算出 

 「「「「氾濫量氾濫量氾濫量氾濫量データデータデータデータ」」」」→→→→「「「「氾濫形態氾濫形態氾濫形態氾濫形態データデータデータデータ」」」」    

入力 出力 

入力 出力 

入力 出力 

入力 出力 

HWL

水位変動

①

③

②

掘込河道 築堤河道

HWL
(A)

(B)

○

水位＞背後地盤高

（上図Ａのケース）

⇒ 破堤する

水位＜背後地盤高
（水位②,地盤Ｂのｹｰｽ）

⇒ 破堤しない

―○②ＨＷＬ≦水位

―――×①水位＜ＨＷＬ

築
堤
河
道

○○―③堤防天端高＜水位

――×―②ＨＷＬ≦水位＜堤防天端高

――×―①水位＜ＨＷＬ

掘
込
河
道

氾濫原

モデル
破堤判断越水

破
堤

水位条件

氾濫原モデル
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○○○○50ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ対策後対策後対策後対策後、、、、65ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ降雨時降雨時降雨時降雨時のののの氾濫域氾濫域氾濫域氾濫域をををを表示表示表示表示

■■■■50505050ミリミリミリミリ対策後対策後対策後対策後、、、、65656565ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ降雨降雨降雨降雨でのでのでのでのシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション結果結果結果結果でででで発生発生発生発生したしたしたした破堤箇所破堤箇所破堤箇所破堤箇所にににに対対対対しししし、、、、局所的局所的局所的局所的にににに改修改修改修改修をををを実施実施実施実施

中下流部中下流部中下流部中下流部のののの郷荘橋上流部郷荘橋上流部郷荘橋上流部郷荘橋上流部

破堤箇所

(年確率）

Ⅲ Ⅱ Ⅰ

Ⅲ Ⅱ Ⅰ
0.27km2 0.06km2 被害なし

Ⅲ Ⅱ Ⅰ
1.64km2 0.63km2 被害なし

Ⅲ Ⅱ Ⅰ
2.29km2 1.03km2 被害なし

床下浸水 床上浸水
(0.5m以上)

　壊滅的な被害
（浸水深3.0m以上）
(家屋流出指数
　　　　2.5m3/s2以上)

50ﾐﾘ程度
(1/10)

65ﾐﾘ程度
(1/30)

80ﾐﾘ程度
(1/100)

90ﾐﾘ程度
(1/200)

(被害の程度）

（
発
生
頻
度

）

大小

小

大

＜50ﾐﾘ対策後＞

危険度危険度危険度危険度ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢ

被害被害被害被害なしなしなしなし被害被害被害被害なしなしなしなし被害被害被害被害なしなしなしなし

被害被害被害被害なしなしなしなし

78.58ha
5,377人
(900人)

36,905百万円

315.4ha
26,837人
(4,839人)
50,513百万円

被害被害被害被害なしなしなしなし

16.73ha
986人
(170人)
6,205百万円

153.19ha
12,696人
(2,164人)
22,441百万円

被害被害被害被害なしなしなしなし

0.53ha
4人
(1人)
45百万円

3.72ha
114人
(27人)
207百万円

凡例

面積（ha）

人数（人）

高齢者人数（人）

被害額（百万円）

１１１１．．．．河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋局所改修案局所改修案局所改修案局所改修案のののの６６６６降雨降雨降雨降雨パターンパターンパターンパターンでのでのでのでの検証結果検証結果検証結果検証結果
～～～～河川改修河川改修河川改修河川改修（（（（５０５０５０５０ミリミリミリミリ対策対策対策対策）＋）＋）＋）＋局所改修局所改修局所改修局所改修～～～～

モデルモデルモデルモデル降雨降雨降雨降雨

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ
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国道170号

（外環）

東槇尾川

大
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川

牛
滝
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和泉市

泉大津市

中中中中 下下下下 流流流流 部部部部

上流部上流部上流部上流部

郷
荘
橋

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

局所改修箇所

○○○○５０５０５０５０ミリミリミリミリ対策後対策後対策後対策後、、、、６５６５６５６５ミリミリミリミリ降雨降雨降雨降雨（（（（モデルモデルモデルモデル降雨降雨降雨降雨））））でででで危険度危険度危険度危険度ⅡⅡⅡⅡがががが発生発生発生発生するするするする
破堤箇所破堤箇所破堤箇所破堤箇所にににに対対対対してしてしてして、、、、改修改修改修改修をををを実施実施実施実施

郷
荘
橋

○○○○郷荘橋上流郷荘橋上流郷荘橋上流郷荘橋上流にてにてにてにて、、、、局所改修局所改修局所改修局所改修をををを実施実施実施実施

槇尾川

１１１１．．．．河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋局所改修案局所改修案局所改修案局所改修案のののの６６６６降雨降雨降雨降雨パターンパターンパターンパターンでのでのでのでの検証結果検証結果検証結果検証結果
～～～～河川改修河川改修河川改修河川改修（（（（５０５０５０５０ミリミリミリミリ対策対策対策対策）＋）＋）＋）＋局所改修局所改修局所改修局所改修～～～～
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凡例

計画雨量

実績降雨

局所改修実施後局所改修実施後局所改修実施後局所改修実施後、、、、下記下記下記下記のののの６６６６降雨降雨降雨降雨によりによりによりにより新新新新たなたなたなたな被害箇所被害箇所被害箇所被害箇所がががが発生発生発生発生しないかしないかしないかしないか確認確認確認確認したしたしたした。。。。

SSSS31313131....9999降雨降雨降雨降雨 SSSS51515151....9999降雨降雨降雨降雨 SSSS57575757....8888降雨降雨降雨降雨

HHHH1111....9999降雨降雨降雨降雨 HHHH7777....7777降雨降雨降雨降雨 モデルモデルモデルモデル降雨降雨降雨降雨

7/3日雨量

６６６６降雨波形降雨波形降雨波形降雨波形でででで確認確認確認確認

１１１１．．．．河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋局所改修案局所改修案局所改修案局所改修案のののの６６６６降雨降雨降雨降雨パターンパターンパターンパターンでのでのでのでの検証結果検証結果検証結果検証結果

9/19 日雨量
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SSSS31313131....9999降雨降雨降雨降雨 SSSS51515151....9999降雨降雨降雨降雨 SSSS57575757....8888降雨降雨降雨降雨

HHHH1111....9999降雨降雨降雨降雨 HHHH7777....7777降雨降雨降雨降雨 モデルモデルモデルモデル降雨降雨降雨降雨

Ｈ７．７降雨で危険度Ⅱが発生した破堤箇所に対して改修を実施。

６６６６降雨降雨降雨降雨でのでのでのでの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果

被害なし 被害なし 被害なし

被害なし 被害被害被害被害（（（（危険度危険度危険度危険度ⅡⅡⅡⅡ））））発生発生発生発生 被害なし

１１１１．．．．河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋局所改修案局所改修案局所改修案局所改修案のののの６６６６降雨降雨降雨降雨パターンパターンパターンパターンでのでのでのでの検証結果検証結果検証結果検証結果
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川

槇尾川ダム

国道170号

（外環）

東槇尾川

大
津
川

牛
滝
川

和泉市

泉大津市

中中中中 下下下下 流流流流 部部部部

上流部上流部上流部上流部

郷
荘
橋

○○○○大川橋上下流大川橋上下流大川橋上下流大川橋上下流にてにてにてにて、、、、局所改修局所改修局所改修局所改修をををを実施実施実施実施

大
川
橋

父
鬼
川

槇
尾
川危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

局所改修箇所

○○○○ＨＨＨＨ７７７７．．．．７７７７降雨降雨降雨降雨でででで発生発生発生発生するするするする被害箇所被害箇所被害箇所被害箇所にににに対対対対してしてしてして、、、、改修改修改修改修をををを実施実施実施実施

１１１１．．．．河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋局所改修案局所改修案局所改修案局所改修案のののの６６６６降雨降雨降雨降雨パターンパターンパターンパターンでのでのでのでの検証結果検証結果検証結果検証結果
～～～～河川改修河川改修河川改修河川改修（（（（５０５０５０５０ミリミリミリミリ対策対策対策対策）＋）＋）＋）＋局所改修局所改修局所改修局所改修～～～～
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SSSS31313131....9999降雨降雨降雨降雨 SSSS51515151....9999降雨降雨降雨降雨 SSSS57575757....8888降雨降雨降雨降雨

HHHH1111....9999降雨降雨降雨降雨 HHHH7777....7777降雨降雨降雨降雨 モデルモデルモデルモデル降雨降雨降雨降雨

１１１１．．．．河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋局所改修案局所改修案局所改修案局所改修案のののの６６６６降雨降雨降雨降雨パターンパターンパターンパターンでのでのでのでの検証結果検証結果検証結果検証結果

新たな被害が発生しないことを確認

６６６６降雨降雨降雨降雨でのでのでのでの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果

被害なし 被害なし 被害なし

被害なし 被害なし 被害なし

モデル降雨、H7.7降雨での破堤区間を改修したものを

局所改修案としてB（効果）、C（費用）を算出
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■■■■50505050ミリミリミリミリ対策後対策後対策後対策後、、、、65656565ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ降雨降雨降雨降雨（（（（モデルモデルモデルモデル降雨降雨降雨降雨、、、、H7.7H7.7H7.7H7.7降雨降雨降雨降雨））））でのでのでのでのシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション結果結果結果結果でででで発生発生発生発生したしたしたした破破破破
堤箇所堤箇所堤箇所堤箇所にににに対対対対しししし、、、、局所的局所的局所的局所的にににに改修改修改修改修をををを実施実施実施実施

中下流部中下流部中下流部中下流部のののの郷荘橋上流部郷荘橋上流部郷荘橋上流部郷荘橋上流部

破堤箇所

凡例

面積（ha）

人数（人）

高齢者人数（人）

被害額（百万円）

１１１１．．．．河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋局所改修案局所改修案局所改修案局所改修案のののの６６６６降雨降雨降雨降雨パターンパターンパターンパターンでのでのでのでの検証結果検証結果検証結果検証結果
～～～～河川改修河川改修河川改修河川改修（（（（５０５０５０５０ミリミリミリミリ対策対策対策対策）＋）＋）＋）＋局所改修局所改修局所改修局所改修～～～～

(年確率）

Ⅲ Ⅱ Ⅰ

Ⅲ Ⅱ Ⅰ
0.27km2 0.06km2 被害なし

Ⅲ Ⅱ Ⅰ
1.64km2 0.63km2 被害なし

Ⅲ Ⅱ Ⅰ
2.29km2 1.03km2 被害なし

床下浸水 床上浸水
(0.5m以上)

　壊滅的な被害
（浸水深3.0m以上）
(家屋流出指数
　　　　2.5m3/s2以上)

50ﾐﾘ程度
(1/10)

65ﾐﾘ程度
(1/30)

80ﾐﾘ程度
(1/100)

90ﾐﾘ程度
(1/200)

(被害の程度）

（
発
生
頻
度

）

大小

小

大

被害なし

78.05ha78.05ha78.05ha78.05ha
5,568人人人人
(928人人人人)

38,032百万円百万円百万円百万円

307.43ha307.43ha307.43ha307.43ha
26,579人人人人
(4,797人人人人)
49,890百万円百万円百万円百万円

被害なし

14.07ha14.07ha14.07ha14.07ha
919人人人人
(156人人人人)

5,696百万円百万円百万円百万円

152.39ha152.39ha152.39ha152.39ha
13,092人人人人
(2,231人人人人)
23,338百万円百万円百万円百万円

被害なし被害なし

1.06ha1.06ha1.06ha1.06ha
38人人人人
(10人人人人)
68百万円百万円百万円百万円

被害なし被害なし被害なし

被害なし

78.05ha78.05ha78.05ha78.05ha
5,568人人人人
(928人人人人)

38,032百万円百万円百万円百万円

307.43ha307.43ha307.43ha307.43ha
26,579人人人人
(4,797人人人人)
49,890百万円百万円百万円百万円

被害なし

14.07ha14.07ha14.07ha14.07ha
919人人人人
(156人人人人)

5,696百万円百万円百万円百万円

152.39ha152.39ha152.39ha152.39ha
13,092人人人人
(2,231人人人人)
23,338百万円百万円百万円百万円

被害なし被害なし

1.06ha1.06ha1.06ha1.06ha
38人人人人
(10人人人人)
68百万円百万円百万円百万円

被害なし被害なし被害なし

危険度危険度危険度危険度ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢ

上流部上流部上流部上流部のののの大川橋付近大川橋付近大川橋付近大川橋付近
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②②②② どのどのどのどの治水手法治水手法治水手法治水手法をををを選択選択選択選択するかするかするかするか？？？？

（（（（治水手法治水手法治水手法治水手法によりによりによりにより効果効果効果効果がががが異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合））））

２２２２．．．．槇尾川槇尾川槇尾川槇尾川のののの氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析によるによるによるによるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用））））についてについてについてについて
①①①①「「「「事業効率事業効率事業効率事業効率のののの相対化指標相対化指標相対化指標相対化指標」」」」とととと「「「「事業妥当性事業妥当性事業妥当性事業妥当性のののの指標指標指標指標」」」」

Ｂ／Ｃ＝Ｂ／Ｃ＝Ｂ／Ｃ＝Ｂ／Ｃ＝８８８８．．．．６７６７６７６７

Ｂ／Ｃ＝Ｂ／Ｃ＝Ｂ／Ｃ＝Ｂ／Ｃ＝１１１１．．．．５０５０５０５０

『『『『当面当面当面当面のののの治水目標治水目標治水目標治水目標のののの設定設定設定設定フローフローフローフロー』』』』
「「「「当面当面当面当面のののの治水目標治水目標治水目標治水目標」」」」のののの設定設定設定設定

「「「「相対化指標相対化指標相対化指標相対化指標」」」」Ｂ－ＣＢ－ＣＢ－ＣＢ－Ｃなどなどなどなど 「「「「事業妥当性事業妥当性事業妥当性事業妥当性のののの指標指標指標指標」」」」Ｂ／ＣＢ／ＣＢ／ＣＢ／Ｃ

●●●●ワンフローワンフローワンフローワンフロー（（（（１１１１洪水洪水洪水洪水））））解析解析解析解析

〔〔〔〔事業効率事業効率事業効率事業効率によるによるによるによる相対化評価相対化評価相対化評価相対化評価〕〕〕〕

①①①① 65ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ、、、、80ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘのののの

いずれのいずれのいずれのいずれの目標目標目標目標をををを選択選択選択選択するのかするのかするのかするのか？？？？

●●●●（（（（例例例例））））治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））

〔〔〔〔治水事業治水事業治水事業治水事業のののの経済性経済性経済性経済性のののの評価評価評価評価〕〕〕〕

Ｈ11年度 氾濫解析

B／Ｃ＝２．０５

Ｈ16年度

B／Ｃ＝１．４６

Ｈ21年度

B／Ｃ＝１．２７

ＨＨＨＨ22年度年度年度年度

B／Ｃ＝／Ｃ＝／Ｃ＝／Ｃ＝１１１１．．．．９９９９９９９９治水手法治水手法治水手法治水手法のののの決定決定決定決定

河道改修河道改修河道改修河道改修＋＋＋＋ダムダムダムダム

のののの効果効果効果効果をををを評価評価評価評価

ダムダムダムダムのみのみのみのみ

のののの効果効果効果効果をををを評価評価評価評価

河川整備委員会河川整備委員会河川整備委員会河川整備委員会

仮仮仮仮
にににに
試
算
試
算
試
算
試
算

治水手法治水手法治水手法治水手法のののの検討検討検討検討
時点修正時点修正時点修正時点修正

時点修正時点修正時点修正時点修正

新新新新モデルモデルモデルモデル

65ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ対策対策対策対策
80ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ対策対策対策対策

事業評価委員会事業評価委員会事業評価委員会事業評価委員会

着手前着手前着手前着手前 現時点現時点現時点現時点 完成後完成後完成後完成後

着手前着手前着手前着手前～～～～完成後完成後完成後完成後

着手前着手前着手前着手前～～～～完成後完成後完成後完成後

現時点現時点現時点現時点～～～～完成後完成後完成後完成後
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■■■■「「「「当面当面当面当面のののの治水目標治水目標治水目標治水目標のののの設定設定設定設定」」」」のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて

①①①① 簡便簡便簡便簡便なななな方法方法方法方法としてとしてとしてとして１１１１洪水洪水洪水洪水によるによるによるによる氾濫氾濫氾濫氾濫シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションをををを実施実施実施実施しししし、、、、

事業効率等事業効率等事業効率等事業効率等をををを考慮考慮考慮考慮しししし治水目標治水目標治水目標治水目標をををを選択選択選択選択するするするする。。。。

②②②② 事業効率評価指標事業効率評価指標事業効率評価指標事業効率評価指標はははは、、、、相対化指標相対化指標相対化指標相対化指標としてとしてとしてとして「「「「経済的内部収益率経済的内部収益率経済的内部収益率経済的内部収益率」「」「」「」「効果効果効果効果－－－－費用費用費用費用（（（（単純和単純和単純和単純和）」）」）」）」

のいずれかをのいずれかをのいずれかをのいずれかを使用使用使用使用するするするする。。。。

⇒⇒⇒⇒（（（（河川整備委員会河川整備委員会河川整備委員会河川整備委員会のののの意見意見意見意見））））

「「「「効果効果効果効果－－－－費用費用費用費用」」」」についてはについてはについてはについては、、、、現在価値化現在価値化現在価値化現在価値化がががが必要必要必要必要。。。。

現時点現時点現時点現時点でででで確立確立確立確立されているされているされているされている事業妥当性事業妥当性事業妥当性事業妥当性のののの評価手法評価手法評価手法評価手法であるであるであるである治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル

（（（（案案案案））））をををを参考参考参考参考にににに、、、、現在価値化現在価値化現在価値化現在価値化したしたしたした「「「「効果効果効果効果（（（（B）－）－）－）－費用費用費用費用（（（（C）」）」）」）」等等等等をををを算出算出算出算出しししし比較比較比較比較するするするする。。。。

③③③③ 現時点現時点現時点現時点からのからのからのからの評価評価評価評価のののの相対化指標相対化指標相対化指標相対化指標でありでありでありであり、、、、事業事業事業事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況によればによればによればによればマイナスマイナスマイナスマイナスもありうるもありうるもありうるもありうる。。。。

⇒⇒⇒⇒ 相対化指標相対化指標相対化指標相対化指標ががががマイナスマイナスマイナスマイナスとなることについてとなることについてとなることについてとなることについて、、、、他他他他のののの事業妥当性事業妥当性事業妥当性事業妥当性のののの評価手法評価手法評価手法評価手法によりによりによりにより

「「「「効果効果効果効果」」」」がががが「「「「費用費用費用費用」」」」よりよりよりより大大大大きいことのきいことのきいことのきいことの確認確認確認確認がががが必要必要必要必要。。。。

二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川におけるにおけるにおけるにおけるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用））））についてについてについてについて

（第３回河川整備委員会 7月10日開催）

２２２２．．．．槇尾川槇尾川槇尾川槇尾川のののの氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析によるによるによるによるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用））））についてについてについてについて
②②②② １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析
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【【【【手手手手 法法法法】】】】

○○○○治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））〔〔〔〔平成平成平成平成17171717年年年年4444月月月月 国土交通省河川局国土交通省河川局国土交通省河川局国土交通省河川局〕〕〕〕によるによるによるによる。。。。

○○○○効果効果効果効果はははは、、、、現時点現時点現時点現時点またはまたはまたはまたは事業着手前事業着手前事業着手前事業着手前からのからのからのからの時間雨量時間雨量時間雨量時間雨量６５６５６５６５ミリミリミリミリ対策完成後対策完成後対策完成後対策完成後におけるにおけるにおけるにおける被害軽減期待額被害軽減期待額被害軽減期待額被害軽減期待額よりよりよりより算出算出算出算出。。。。

○○○○対象対象対象対象とするとするとするとする洪水規模洪水規模洪水規模洪水規模はははは、、、、時間雨量時間雨量時間雨量時間雨量９０９０９０９０ミリミリミリミリ程度程度程度程度（（（（1/2001/2001/2001/200））））までまでまでまで。。。。

「「「「河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋ダムダムダムダム」」」」 （（（（６５６５６５６５ミリミリミリミリ対策対策対策対策））））のののの １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果とととと

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によりによりによりにより現在価値化現在価値化現在価値化現在価値化したしたしたした「「「「効果効果効果効果－－－－費用費用費用費用」」」」等等等等をををを比較比較比較比較したしたしたした。。。。

８８８８．．．．６７６７６７６７１１１１．．．．５０５０５０５０費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（（（（B／／／／C））））

２７４億円１０８億円１０８億円事事事事 業業業業 費費費費

事業着手前～完成後５０年

（事業全体での効率性）

現時点～完成後５０年

（残事業での効率性）

現時点～完成後５０年

（残事業での効率性）
評価対象期間評価対象期間評価対象期間評価対象期間

被害軽減効果被害軽減効果被害軽減効果被害軽減効果とととと投資額投資額投資額投資額によりによりによりにより事業事業事業事業のののの妥当性妥当性妥当性妥当性をををを評価評価評価評価
当面当面当面当面のののの目標目標目標目標（（（（65ミリミリミリミリ、、、、80ミリミリミリミリ））））をををを

選択選択選択選択するためのするためのするためのするための相対化指標相対化指標相対化指標相対化指標
目目目目 的的的的

６６６６．．．．３３３３％％％％ ※※※※

５３５３５３５３億円億円億円億円 ※※※※

６８ケース

（ブロック数１７ × 流量規模４）

各ブロック毎に被害が最大となる地点を１ヶ所選定

１７ブロックに分割

治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））

１２１２１２１２．．．．７７７７％％％％

２２２２，，，，７４９７４９７４９７４９億円億円億円億円△△△△２７２７２７２７億円億円億円億円
効果効果効果効果－－－－費用費用費用費用
（（（（現在価値化現在価値化現在価値化現在価値化））））

２２２２．．．．７７７７％％％％経済的内部収益率経済的内部収益率経済的内部収益率経済的内部収益率

氾濫計算氾濫計算氾濫計算氾濫計算
ケースケースケースケース

破堤地点破堤地点破堤地点破堤地点

氾濫氾濫氾濫氾濫ブロックブロックブロックブロック ブロックの設定なし

解解解解
析析析析
手手手手
法法法法

全ての築堤区間で計算水位が
Ｈ.W.Lに達する地点（複数ヶ所）

４ケース

（流量規模４）

１１１１洪水洪水洪水洪水のののの氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析によるによるによるによる算出算出算出算出

■維持管理費は、他の補助ダムにおける実績等を踏まえ6000万円／年とした。（H21.12月の第1回有識者会議資料より）

【【【【比較表比較表比較表比較表】】】】

②②②② １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析

※第５回整備委員会参考資料から精査した結果、「効果－費用」は５２億から５３億に「経済的内部収益率」は６．２％から６．３％に修正した。
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■■■■事業期間事業期間事業期間事業期間 平成平成平成平成28282828年度末年度末年度末年度末とととと仮定仮定仮定仮定

■■■■効効効効 果果果果 各氾濫解析手法各氾濫解析手法各氾濫解析手法各氾濫解析手法にににに基基基基づくづくづくづく年平均被害軽減期待額年平均被害軽減期待額年平均被害軽減期待額年平均被害軽減期待額によりによりによりにより算出算出算出算出されたされたされたされた便益便益便益便益からからからから算出算出算出算出

■■■■費費費費 用用用用 建設費建設費建設費建設費（（（（残事業費又残事業費又残事業費又残事業費又はははは全体事業費全体事業費全体事業費全体事業費））））およびおよびおよびおよび維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費（（（（完成後完成後完成後完成後50505050年間年間年間年間））））によりによりによりにより算出算出算出算出

■■■■現在価値化現在価値化現在価値化現在価値化したしたしたしたＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用））））のののの算出算出算出算出

○○○○ 各年各年各年各年のののの便益便益便益便益（（（（効果額効果額効果額効果額））））およびおよびおよびおよび費用費用費用費用についてについてについてについて、、、、基準年基準年基準年基準年にににに対対対対しししし現在価値化現在価値化現在価値化現在価値化をををを行行行行いいいい、、、、

完成後完成後完成後完成後50505050年間年間年間年間のののの総和総和総和総和によりによりによりにより算出算出算出算出。。。。

○○○○ 社会的割引率社会的割引率社会的割引率社会的割引率はははは年年年年４４４４％。（％。（％。（％。（治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルにににに基基基基づくづくづくづく））））

○○○○ 便益算出便益算出便益算出便益算出にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、施設施設施設施設のののの残存価値残存価値残存価値残存価値をををを加算加算加算加算。。。。

■■■■経済的内部収益率経済的内部収益率経済的内部収益率経済的内部収益率のののの算出算出算出算出

○○○○ 便益算出便益算出便益算出便益算出にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、施設施設施設施設のののの残存価値残存価値残存価値残存価値をををを加算加算加算加算。。。。

■■■■「「「「効果効果効果効果」」」」とととと「「「「費用費用費用費用」」」」算出算出算出算出のののの前提条件前提条件前提条件前提条件
（（（（治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案）、）、）、）、ワンフローワンフローワンフローワンフロー 共通部分共通部分共通部分共通部分））））

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用）））） 等等等等のののの算出算出算出算出２２２２．．．．１１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））②②②② １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析
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■■■■対象氾濫原対象氾濫原対象氾濫原対象氾濫原のののの分割分割分割分割についてについてについてについて

流域規模流域規模流域規模流域規模のののの違違違違いによるいによるいによるいによる氾濫区域氾濫区域氾濫区域氾濫区域のののの差異等差異等差異等差異等
をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、対象氾濫原対象氾濫原対象氾濫原対象氾濫原をををを一連一連一連一連のののの氾濫区域氾濫区域氾濫区域氾濫区域とととと
みなせるみなせるみなせるみなせる区域区域区域区域（（（（氾濫氾濫氾濫氾濫ブロックブロックブロックブロック））））にににに分割分割分割分割するするするする
ことことことこと。。。。

（（（（治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルｐｐｐｐ17171717よりよりよりより））））

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案）））） 【【【【氾濫氾濫氾濫氾濫ブロックブロックブロックブロックのののの設定設定設定設定】】】】

ブロック図を添付

１７１７１７１７ブロックブロックブロックブロックにににに分割分割分割分割

（（（（以下以下以下以下のののの点点点点をををを考慮考慮考慮考慮しししし分割分割分割分割をををを行行行行うううう））））

１１１１））））氾濫形態氾濫形態氾濫形態氾濫形態

（（（（流下型流下型流下型流下型、、、、貯留型貯留型貯留型貯留型、、、、拡散型拡散型拡散型拡散型にににに大別大別大別大別））））

２２２２））））左右岸左右岸左右岸左右岸

３３３３））））合流合流合流合流するするするする支川支川支川支川

４４４４））））山付山付山付山付きききき

５５５５））））洪水規模洪水規模洪水規模洪水規模とととと破堤地点破堤地点破堤地点破堤地点ごとのごとのごとのごとの浸水区域浸水区域浸水区域浸水区域

（（（（洪水規模洪水規模洪水規模洪水規模によりによりによりにより氾濫区域氾濫区域氾濫区域氾濫区域がががが複数複数複数複数になるになるになるになる場合場合場合場合

はそれぞれにはそれぞれにはそれぞれにはそれぞれに分割分割分割分割））））

６６６６））））連続盛土等連続盛土等連続盛土等連続盛土等のののの構造物構造物構造物構造物

７７７７））））浸水実績浸水実績浸水実績浸水実績

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用）））） 等等等等のののの算出算出算出算出２２２２．．．．１１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））②②②② １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析
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＜＜＜＜治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案）＞）＞）＞）＞

「「「「河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋ダムダムダムダム」（」（」（」（案案案案）（）（）（）（ 65ミリミリミリミリ対策対策対策対策））））完成後完成後完成後完成後についてについてについてについて、、、、治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））

によるによるによるによる場合場合場合場合とととと１１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析によるによるによるによる場合場合場合場合のののの被害規模被害規模被害規模被害規模をををを比較比較比較比較するするするする。。。。

＜＜＜＜ワンフローワンフローワンフローワンフロー（（（（１１１１洪水洪水洪水洪水）＞）＞）＞）＞

■■■■ 完成後完成後完成後完成後のののの時間雨量時間雨量時間雨量時間雨量８０８０８０８０ミリミリミリミリ降雨降雨降雨降雨でのでのでのでの浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 208.2208.2208.2208.2 hahahaha浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 25.725.725.725.7 hahahaha

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用）））） 等等等等のののの算出算出算出算出２２２２．．．．１１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））②②②② １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析
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■■■■ 完成後完成後完成後完成後のののの時間雨量時間雨量時間雨量時間雨量９０９０９０９０ミリミリミリミリ降雨降雨降雨降雨でのでのでのでの浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 370.6370.6370.6370.6 hahahaha浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 324.9324.9324.9324.9 hahahaha

＜＜＜＜治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案）＞）＞）＞）＞＜＜＜＜ワンフローワンフローワンフローワンフロー（（（（１１１１洪水洪水洪水洪水）＞）＞）＞）＞

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用）））） 等等等等のののの算出算出算出算出

「「「「河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋ダムダムダムダム」（」（」（」（案案案案）（）（）（）（ 65ミリミリミリミリ対策対策対策対策））））完成後完成後完成後完成後についてについてについてについて、、、、治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））

によるによるによるによる場合場合場合場合とととと１１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析によるによるによるによる場合場合場合場合のののの被害規模被害規模被害規模被害規模をををを比較比較比較比較するするするする。。。。

２２２２．．．．１１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））②②②② １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析
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＜＜＜＜ 現時点現時点現時点現時点 ＞＞＞＞

■■■■時間雨量時間雨量時間雨量時間雨量８０８０８０８０ミリミリミリミリ降雨降雨降雨降雨でのでのでのでの浸水面積及浸水面積及浸水面積及浸水面積及びびびび被害額被害額被害額被害額

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 407.7407.7407.7407.7 hahahaha浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 643.0643.0643.0643.0 hahahaha 浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 208.1 ha208.1 ha208.1 ha208.1 ha

＜＜＜＜ 事業着手前事業着手前事業着手前事業着手前 ＞＞＞＞ ＜＜＜＜完成後完成後完成後完成後＞＞＞＞

＞＞＞＞ ＞＞＞＞

被害額被害額被害額被害額 2,6092,6092,6092,609 億円億円億円億円 被害額被害額被害額被害額 385385385385 億円億円億円億円被害額被害額被害額被害額 816816816816 億円億円億円億円

作業中作業中作業中作業中
作業中作業中作業中作業中

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用）））） 等等等等のののの算出算出算出算出

「「「「河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋ダムダムダムダム」（」（」（」（案案案案）（）（）（）（ 65ミリミリミリミリ対策対策対策対策））））についてについてについてについて、、、、治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる

氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析のののの浸水面積及浸水面積及浸水面積及浸水面積及びびびび被害額被害額被害額被害額をををを示示示示すすすす。（。（。（。（着手前着手前着手前着手前、、、、現時点現時点現時点現時点、、、、完成後完成後完成後完成後をををを比較比較比較比較））））

２２２２．．．．１１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））②②②② １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析
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■■■■時間雨量時間雨量時間雨量時間雨量９０９０９０９０ミリミリミリミリ降雨降雨降雨降雨でのでのでのでの浸水面積及浸水面積及浸水面積及浸水面積及びびびび被害額被害額被害額被害額

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 563.3 563.3 563.3 563.3 hahahaha浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 782.4782.4782.4782.4 hahahaha 浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 370.6 ha370.6 ha370.6 ha370.6 ha

作業中作業中作業中作業中

＜＜＜＜ 現時点現時点現時点現時点 ＞＞＞＞＜＜＜＜ 事業着手前事業着手前事業着手前事業着手前 ＞＞＞＞ ＜＜＜＜完成後完成後完成後完成後＞＞＞＞

＞＞＞＞ ＞＞＞＞

被害額被害額被害額被害額 4,0534,0534,0534,053 億円億円億円億円 被害額被害額被害額被害額 790790790790 億円億円億円億円

作業中作業中作業中作業中

被害額被害額被害額被害額 1,4391,4391,4391,439 億円億円億円億円

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））ととととＣ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（費用費用費用費用）））） 等等等等のののの算出算出算出算出

「「「「河川改修河川改修河川改修河川改修＋＋＋＋ダムダムダムダム」（」（」（」（案案案案）（）（）（）（ 65ミリミリミリミリ対策対策対策対策））））についてについてについてについて、、、、治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる

氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析のののの浸水面積及浸水面積及浸水面積及浸水面積及びびびび被害額被害額被害額被害額をををを示示示示すすすす。（。（。（。（着手前着手前着手前着手前、、、、現時点現時点現時点現時点、、、、完成後完成後完成後完成後をををを比較比較比較比較））））

２２２２．．．．１１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））のののの氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果氾濫解析結果とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））②②②② １１１１洪水洪水洪水洪水（（（（ワンフローワンフローワンフローワンフロー））））とととと治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））によるによるによるによる氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析
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【【【【手手手手 法法法法】】】】

○○○○治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案））））〔〔〔〔平成平成平成平成17171717年年年年4444月月月月 国土交通省河川局国土交通省河川局国土交通省河川局国土交通省河川局〕〕〕〕によるによるによるによる。。。。

○○○○効果効果効果効果はははは、、、、ダムダムダムダム事業事業事業事業のののの着手前着手前着手前着手前とととと完成後完成後完成後完成後のののの氾濫氾濫氾濫氾濫シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション結果結果結果結果にににに基基基基づきづきづきづき、、、、計算計算計算計算したしたしたした被害軽減期待額被害軽減期待額被害軽減期待額被害軽減期待額

によりによりによりにより算出算出算出算出。。。。

○○○○対象対象対象対象とするとするとするとする洪水規模洪水規模洪水規模洪水規模はははは、、、、時間雨量時間雨量時間雨量時間雨量８０８０８０８０ミリミリミリミリ程度程度程度程度（（（（1/1/1/1/111100000000）。）。）。）。

平成平成平成平成２１２１２１２１年度建設事業評価年度建設事業評価年度建設事業評価年度建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）についてについてについてについて、、、、新新新新たなたなたなたな氾濫解析氾濫解析氾濫解析氾濫解析モデルモデルモデルモデル

によりによりによりにより算出算出算出算出しししし、、、、従来従来従来従来モデルモデルモデルモデルとのとのとのとの比較比較比較比較をををを行行行行ったったったった。。。。

③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）

１１１１．．．．９９９９９９９９

１４０１４０１４０１４０ （（（（億円億円億円億円））））

１１１１．．．．２７２７２７２７

３８３８３８３８ （（（（億円億円億円億円））））

費用対効果（Ｂ／Ｃ）

〔効果－費用〕

ＢＢＢＢ ＝＝＝＝ ２８２２８２２８２２８２ （（（（億円億円億円億円））））

ＣＣＣＣ ＝＝＝＝ １４２１４２１４２１４２ （（（（億円億円億円億円））））

ＢＢＢＢ ＝＝＝＝ １８０１８０１８０１８０ （（（（億円億円億円億円））））

ＣＣＣＣ ＝＝＝＝ １４２１４２１４２１４２ （（（（億円億円億円億円））））

効果（Ｂ）

費用（Ｃ）

新新新新モデルモデルモデルモデル（（（（今回今回今回今回））））旧旧旧旧モデルモデルモデルモデル（（（（従来従来従来従来））））

【【【【算出結果算出結果算出結果算出結果】】】】

【【【【算出条件算出条件算出条件算出条件】】】】

○○○○５０５０５０５０ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ対策実施前対策実施前対策実施前対策実施前のののの河道条件河道条件河道条件河道条件にににに対対対対しししし、、、、１１１１／／／／１００１００１００１００規模規模規模規模ののののダムダムダムダムのみののみののみののみの費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果をををを算出算出算出算出。。。。

【【【【前提条件前提条件前提条件前提条件】】】】

◆◆◆◆事業期間事業期間事業期間事業期間：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度

◆◆◆◆費費費費 用用用用：：：：建設費及建設費及建設費及建設費及びびびび維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費（（（（完成後完成後完成後完成後５０５０５０５０年年年年））））よりよりよりより算出算出算出算出

◆◆◆◆現在価値化現在価値化現在価値化現在価値化したしたしたした「「「「費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）」」」」のののの算出算出算出算出

○○○○各年各年各年各年のののの便益便益便益便益（（（（効果額効果額効果額効果額））））およびおよびおよびおよび費用費用費用費用についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年をををを評価基準年評価基準年評価基準年評価基準年としてとしてとしてとして現在価値化現在価値化現在価値化現在価値化をををを行行行行いいいい

完成後完成後完成後完成後50年間年間年間年間のののの総和総和総和総和によりによりによりにより算出算出算出算出

○○○○社会的割引率社会的割引率社会的割引率社会的割引率はははは年年年年４４４４％。（％。（％。（％。（治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルにににに基基基基づくづくづくづく

○○○○便益算出便益算出便益算出便益算出にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、施設施設施設施設のののの残存価値残存価値残存価値残存価値をををを加算加算加算加算。。。。
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＜＜＜＜ダムダムダムダム完成後完成後完成後完成後＞＞＞＞

従来従来従来従来モデルモデルモデルモデルとととと新新新新モデルモデルモデルモデルとでとでとでとでダムダムダムダム事業前事業前事業前事業前とととと完成後完成後完成後完成後でのでのでのでの浸水面積及浸水面積及浸水面積及浸水面積及びびびび被害額被害額被害額被害額をををを比較比較比較比較するするするする。。。。

＜＜＜＜ダムダムダムダム着手前着手前着手前着手前＞＞＞＞

■■■■従来従来従来従来モデルモデルモデルモデル（（（（80808080ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ降雨降雨降雨降雨））））

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 898898898898 hahahaha

被害額被害額被害額被害額 2,2422,2422,2422,242 億円億円億円億円

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 931931931931 hahahaha

被害額被害額被害額被害額 2,3862,3862,3862,386 億円億円億円億円

凡例

破堤箇所
凡例

破堤箇所

二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川におけるにおけるにおけるにおけるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））とととと（（（（費用費用費用費用））））についてについてについてについて３３３３．．．．建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）
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＜＜＜＜ダムダムダムダム完成後完成後完成後完成後＞＞＞＞＜＜＜＜ダムダムダムダム着手前着手前着手前着手前＞＞＞＞

■■■■新新新新モデルモデルモデルモデル（（（（80808080ﾐﾘﾐﾘﾐﾘﾐﾘ降雨降雨降雨降雨））））

従来従来従来従来モデルモデルモデルモデルとととと新新新新モデルモデルモデルモデルとでとでとでとでダムダムダムダム事業前事業前事業前事業前とととと完成後完成後完成後完成後でのでのでのでの浸水面積及浸水面積及浸水面積及浸水面積及びびびび被害額被害額被害額被害額をををを比較比較比較比較するするするする。。。。

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 643643643643 hahahaha

被害額被害額被害額被害額 2,6092,6092,6092,609 億円億円億円億円

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積 589589589589 hahahaha

被害額被害額被害額被害額 2,2562,2562,2562,256 億円億円億円億円

凡例

破堤箇所
凡例

破堤箇所

二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川におけるにおけるにおけるにおけるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））とととと（（（（費用費用費用費用））））についてについてについてについて３３３３．．．．建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）
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▲▲▲▲３５３３５３３５３３５３２２２２，，，，２５６２５６２５６２５６２２２２，，，，６０９６０９６０９６０９新モデル

▲▲▲▲１４４１４４１４４１４４２２２２，，，，２４２２４２２４２２４２２２２２，，，，３８６３８６３８６３８６旧モデル

被害額

（億円）

▲▲▲▲５４５４５４５４５８９５８９５８９５８９６４３６４３６４３６４３新モデル

▲▲▲▲３３３３３３３３８９８８９８８９８８９８９３９３９３９３1111旧モデル

浸水面積

（ha）

差
(完成後－着手前)

ダム完成後ダム着手前使用モデル

◆浸水面積と被害額の比較

旧旧旧旧モデルモデルモデルモデルとととと新新新新モデルモデルモデルモデルをををを比較比較比較比較するとするとするとすると、、、、
浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積についてはについてはについてはについては減少減少減少減少しているがしているがしているがしているが被害額被害額被害額被害額についてはについてはについてはについては、、、、同程度同程度同程度同程度
となっているのはなぜかとなっているのはなぜかとなっているのはなぜかとなっているのはなぜか？？？？ ＜＜＜＜前回委員意見前回委員意見前回委員意見前回委員意見＞＞＞＞

③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）
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③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）
～～～～シミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデルのののの構成構成構成構成についてについてについてについて～～～～

 

流出解析モデル 

河道モデル 

破堤モデル 

氾濫源モデル 

シミュレーション結果 

・雨量をもとに流出量を算出 

「「「「雨量雨量雨量雨量データデータデータデータ」」」」→→→→「「「「流量流量流量流量データデータデータデータ」」」」    

・河道内の流量、水位を算出 

 「「「「流量流量流量流量データデータデータデータ」」」」→→→→「「「「河川水位河川水位河川水位河川水位データデータデータデータ」」」」    

・河道内水位が一定以上となれば、破堤 

・破堤幅、水深から堤内地への流出量を算出 

 「「「「河川水位河川水位河川水位河川水位データデータデータデータ」」」」→→→→「「「「氾濫量氾濫量氾濫量氾濫量データデータデータデータ」」」」    

・流出量より堤内地への氾濫を算出 

 「「「「氾濫量氾濫量氾濫量氾濫量データデータデータデータ」」」」→→→→「「「「氾濫形態氾濫形態氾濫形態氾濫形態データデータデータデータ」」」」    

入力 出力 

入力 出力 

入力 出力 

入力 出力 

・二次元不定流解析モデル
・ﾌﾞﾛｯｸ分割を行わず、1フロー

の破堤箇所での氾濫流量を
算出
・河道と一体で計算を行ってお
り、氾濫流の堤外地への戻し
を考慮する
・ﾒｯｼｭ単位：50m×50m 

・二次元不定流解析モデル
・各ﾌﾞﾛｯｸ毎で氾濫流量を算出
・河道と一体で計算を行っており、
氾濫流の堤外地への戻しを考
慮する
・ﾒｯｼｭ単位：50m×50m 

・二次元不定流解析モデル
・各ﾌﾞﾛｯｸ毎で氾濫流量を算出
・河道とは別で計算を行ってお
り、氾濫流の堤外地への戻し
は考慮しない
・ﾒｯｼｭ単位：125m×125m 

複数同時破堤・ﾌﾞﾛｯｸ破堤

・17ﾌﾞﾛｯｸ

・ﾌﾞﾛｯｸ破堤

・14ﾌﾞﾛｯｸ

・不定流計算により流量・水位

を算出

始点水位や粗度係数等の水理
条件から不等流計算でH―Q式

を作成
・不定流計算から算出される流
量をもとに、H－Q式より水位を
算出

・始点水位や粗度係数等の水
理条件から不等流計算で
H―Q式を作成

・流出解析モデルから算出され
る流量をもとに、H－Q式より
水位を算出（放流での溢水等
考慮できない）

一次元不定流計算ﾓﾃﾞﾙ一次元不定流計算ﾓﾃﾞﾙ―

・モデル降雨

１フロー新モデル旧モデル

（イメージ）
(雨量mm) (流量m3/S)

(時間) (時間)

氾濫原モデル
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○○○○ 河道河道河道河道モデルモデルモデルモデル（（（（河道河道河道河道・・・・氾濫原一体氾濫原一体氾濫原一体氾濫原一体））））

○○○○ 氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原モデルモデルモデルモデル（（（（二次元不定流二次元不定流二次元不定流二次元不定流））））

河道河道河道河道、、、、氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原をををを一括一括一括一括してしてしてして河道河道河道河道としてとしてとしてとして
扱扱扱扱いいいい、、、、１１１１次元不等流次元不等流次元不等流次元不等流でででで算定算定算定算定

①①①①河道内河道内河道内河道内のののの洪水流下洪水流下洪水流下洪水流下をををを１１１１次元不定流次元不定流次元不定流次元不定流
モデルモデルモデルモデルによりによりによりにより再現再現再現再現するするするする。。。。

③③③③氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原でのでのでのでの氾濫水氾濫水氾濫水氾濫水のののの挙動挙動挙動挙動をををを平面平面平面平面２２２２
次元不定流次元不定流次元不定流次元不定流モデルモデルモデルモデルによりによりによりにより再現再現再現再現。。。。連続連続連続連続
盛土盛土盛土盛土やややや排水施設排水施設排水施設排水施設のののの影響影響影響影響もももも反映反映反映反映するするするする。。。。

②②②②HHHH----QQQQ式式式式によりによりによりにより

河道河道河道河道からのからのからのからの氾濫氾濫氾濫氾濫

流量流量流量流量をををを算定算定算定算定

氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原
河道河道河道河道

氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原

河道河道河道河道

盛土盛土盛土盛土

③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）
～～～～シミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデルのののの構成構成構成構成についてについてについてについて～～～～
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氾濫氾濫氾濫氾濫シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションにかかるにかかるにかかるにかかる従来従来従来従来モデルモデルモデルモデルとととと新新新新しいしいしいしいモデルモデルモデルモデルのののの変更点変更点変更点変更点についてについてについてについて（（（（１１１１／／／／２２２２））））

５０５０５０５０ｍｍｍｍメッシュメッシュメッシュメッシュ１２５１２５１２５１２５ｍｍｍｍメッシュメッシュメッシュメッシュメッシュメッシュメッシュメッシュ単位単位単位単位

モデルモデルモデルモデル降雨降雨降雨降雨降雨波形降雨波形降雨波形降雨波形

３３３３ブロックブロックブロックブロック

※※※※右岸右岸右岸右岸とととと左岸左岸左岸左岸にににに分分分分けてけてけてけてブロックブロックブロックブロックをををを設定設定設定設定

２２２２ブロックブロックブロックブロック

※※※※両岸併両岸併両岸併両岸併せてせてせてせて１１１１ブロックブロックブロックブロックとしてとしてとしてとして設定設定設定設定
上流部上流部上流部上流部

８８８８ブロックブロックブロックブロック

※※※※中流部全体中流部全体中流部全体中流部全体ででででブロックブロックブロックブロック分分分分けけけけ。。。。山付部山付部山付部山付部をををを境界境界境界境界としてとしてとしてとして

設定設定設定設定

１０１０１０１０ブロックブロックブロックブロック

※※※※流下能力不足区間流下能力不足区間流下能力不足区間流下能力不足区間についてについてについてについて、、、、各各各各ブロックブロックブロックブロックとととと

してしてしてして設定設定設定設定

中流部中流部中流部中流部

６６６６ブロックブロックブロックブロック

※※※※ＪＲＪＲＪＲＪＲ阪和線阪和線阪和線阪和線、、、、国道国道国道国道２６２６２６２６号線号線号線号線、、、、阪南線阪南線阪南線阪南線ののののバンクバンクバンクバンクをををを設定設定設定設定

２２２２ブロックブロックブロックブロック

※※※※左右岸左右岸左右岸左右岸それぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれを１１１１ブロックブロックブロックブロックでででで設定設定設定設定
下流下流下流下流

全体全体全体全体

治水経済調査治水経済調査治水経済調査治水経済調査マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（案案案案）））） 【【【【H17.4】】】】適用基準適用基準適用基準適用基準

１７１７１７１７ブロックブロックブロックブロック１４１４１４１４ブロックブロックブロックブロック

氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原

のののの分割分割分割分割

氾濫流氾濫流氾濫流氾濫流のののの堤外堤外堤外堤外へのへのへのへの戻戻戻戻しをしをしをしを考慮考慮考慮考慮氾濫流氾濫流氾濫流氾濫流のののの堤外堤外堤外堤外へのへのへのへの戻戻戻戻しはしはしはしは、、、、考慮考慮考慮考慮せずせずせずせず氾濫戻氾濫戻氾濫戻氾濫戻しししし流量流量流量流量

○○○○河道河道河道河道・・・・氾濫原一体型氾濫原一体型氾濫原一体型氾濫原一体型

・・・・河河河河 道道道道：：：：一次元不定流一次元不定流一次元不定流一次元不定流モデルモデルモデルモデル

・・・・氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原：：：：二次元不定流二次元不定流二次元不定流二次元不定流モデルモデルモデルモデル

新新新新モデルモデルモデルモデル（（（（今回今回今回今回））））

中上流部中上流部中上流部中上流部

下流部下流部下流部下流部
・・・・河河河河 道道道道：：：：不等流計算不等流計算不等流計算不等流計算モデルモデルモデルモデル

・・・・氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原：：：：二次元不定流計算二次元不定流計算二次元不定流計算二次元不定流計算モデルモデルモデルモデル
解解解解
析析析析
手手手手
法法法法 一次元不等流計算一次元不等流計算一次元不等流計算一次元不等流計算モデルモデルモデルモデル （（（（河道河道河道河道＋＋＋＋氾濫原氾濫原氾濫原氾濫原））））

旧旧旧旧モデルモデルモデルモデル（（（（従来従来従来従来））））

二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川におけるにおけるにおけるにおけるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））とととと（（（（費用費用費用費用））））についてについてについてについて３３３３．．．．建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）
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氾濫氾濫氾濫氾濫シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションにかかるにかかるにかかるにかかる従来従来従来従来モデルモデルモデルモデルとととと新新新新しいしいしいしいモデルモデルモデルモデルのののの変更点変更点変更点変更点についてについてについてについて（（（（２２２２／／／／２２２２））））

総便益及総便益及総便益及総便益及びびびび総費用総費用総費用総費用でででで評価評価評価評価

・・・・評価対象期間評価対象期間評価対象期間評価対象期間：：：：整備期間整備期間整備期間整備期間＋＋＋＋５０５０５０５０年年年年

・・・・現在価値価現在価値価現在価値価現在価値価（（（（社会的割引率社会的割引率社会的割引率社会的割引率４４４４％）％）％）％）

・・・・残存価値残存価値残存価値残存価値をををを考慮考慮考慮考慮（（（（総便益総便益総便益総便益にににに加算加算加算加算））））

費用費用費用費用・・・・便益便益便益便益のののの

算定手法算定手法算定手法算定手法

平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度完成年度完成年度完成年度完成年度

６４６４６４６４百万円百万円百万円百万円／／／／年年年年（（（（但但但但しししし１１１１フローフローフローフローではではではでは６０６０６０６０百万円百万円百万円百万円／／／／年年年年））））６４６４６４６４百万円百万円百万円百万円／／／／年年年年維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費

１１１１／／／／５５５５ 、、、、 １１１１／／／／１０１０１０１０ 、、、、 １１１１／／／／３０３０３０３０

１１１１／／／／５０５０５０５０ 、、、、 １１１１／／／／１００１００１００１００

※※※※今回今回今回今回１１１１／／／／５５５５をををを無害流量無害流量無害流量無害流量としてとしてとしてとして試算試算試算試算

１１１１／／／／３３３３．．．．３３３３ 、、、、 １１１１／／／／５５５５ 、、、、 １１１１／／／／１０１０１０１０ 、、、、 １１１１／／／／３０３０３０３０

１１１１／／／／５０５０５０５０ 、、、、 １１１１／／／／１００１００１００１００
流量規模流量規模流量規模流量規模

基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料：：：：平成平成平成平成１７１７１７１７年国勢調査年国勢調査年国勢調査年国勢調査

平成平成平成平成１８１８１８１８年事業所年事業所年事業所年事業所・・・・企業統計調査企業統計調査企業統計調査企業統計調査

資産評価単価資産評価単価資産評価単価資産評価単価：：：：治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル各種各種各種各種

資産評価単価及資産評価単価及資産評価単価及資産評価単価及びびびびデフレータデフレータデフレータデフレータＨＨＨＨ２２２２２２２２．．．．２２２２

基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料：：：：平成平成平成平成１２１２１２１２年国勢調査年国勢調査年国勢調査年国勢調査

平成平成平成平成１３１３１３１３年事業所年事業所年事業所年事業所・・・・企業統計調査企業統計調査企業統計調査企業統計調査

資産評価単価資産評価単価資産評価単価資産評価単価：：：：治水経済治水経済治水経済治水経済マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル各種各種各種各種

資産評価単価及資産評価単価及資産評価単価及資産評価単価及びびびびデフレータデフレータデフレータデフレータＨＨＨＨ１９１９１９１９．．．．２２２２

資産資産資産資産データデータデータデータ

・・・・ＪＲＪＲＪＲＪＲ阪和線阪和線阪和線阪和線ののののバンクバンクバンクバンク及及及及びびびびカルバートカルバートカルバートカルバート、、、、南海本線南海本線南海本線南海本線

・・・・国道国道国道国道２６２６２６２６号号号号、、、、阪南線阪南線阪南線阪南線２０４２０４２０４２０４号号号号

・・・・防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤、、、、大津川大津川大津川大津川、、、、牛滝川堤防牛滝川堤防牛滝川堤防牛滝川堤防

・・・・国道国道国道国道２６２６２６２６号線号線号線号線ののののバンクバンクバンクバンク及及及及びびびびカルバートカルバートカルバートカルバート

・・・・牛滝川堤防牛滝川堤防牛滝川堤防牛滝川堤防
境界条件境界条件境界条件境界条件

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度評価時点評価時点評価時点評価時点

新新新新モデルモデルモデルモデル（（（（今回今回今回今回））））旧旧旧旧モデルモデルモデルモデル（（（（従来従来従来従来））））

二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川におけるにおけるにおけるにおけるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））とととと（（（（費用費用費用費用））））についてについてについてについて３３３３．．．．建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）
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旧旧旧旧モデルモデルモデルモデル（（（（従来従来従来従来））））とととと新新新新モデルモデルモデルモデル（（（（今回今回今回今回））））ののののブロックブロックブロックブロック分割図分割図分割図分割図

ブロック図を添付

１７１７１７１７ブロックブロックブロックブロックにににに分割分割分割分割

＜＜＜＜新新新新モデルモデルモデルモデル＞＞＞＞ ＜＜＜＜旧旧旧旧モデルモデルモデルモデル＞＞＞＞

１４１４１４１４ブロックブロックブロックブロックにににに分割分割分割分割

二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川二級河川槇尾川におけるにおけるにおけるにおけるＢ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（効果効果効果効果））））とととと（（（（費用費用費用費用））））についてについてについてについて３３３３．．．．建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）③③③③ 建設事業評価建設事業評価建設事業評価建設事業評価におけるにおけるにおけるにおける費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）（Ｂ／Ｃ）
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新旧新旧新旧新旧モデルモデルモデルモデルでのでのでのでの浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積とととと被害額被害額被害額被害額についてのについてのについてのについての分析分析分析分析

・旧モデルと新モデルで、どのような違いが生じているのか、詳細に比較を実施 （「ダム完成後」で比較）

・浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積、、、、世帯世帯世帯世帯ともにともにともにともに2/3～～～～3/4にににに減少減少減少減少しているがしているがしているがしているが、、、、被害額被害額被害額被害額についてはあまりについてはあまりについてはあまりについてはあまり変化変化変化変化はないはないはないはない

１４１４１４１４差（新－旧）

２２２２，，，，２５６２５６２５６２５６新モデル

２２２２，，，，２４２２４２２４２２４２旧モデル

被害額

（億円）

※

▲▲▲▲５５５５，，，，００９００９００９００９差（新－旧）

１５１５１５１５，，，，７８９７８９７８９７８９新モデル

２０２０２０２０，，，，７９８７９８７９８７９８旧モデル

浸水世帯

（世帯）

※

▲▲▲▲３０９３０９３０９３０９差（新－旧）

５８９５８９５８９５８９新モデル

８９８８９８８９８８９８旧モデル

浸水面積

（ha）

※

新モデルによる浸水面積の減少分はほぼ床下であり、浸水浸水浸水浸水のののの深深深深いいいい箇所箇所箇所箇所はははは逆逆逆逆にににに増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向

－－－－▲▲▲▲17▲▲▲▲50▲▲▲▲13▲▲▲▲229新新新新－－－－旧旧旧旧

25861159310新モデル

275111172539旧モデル

床上
(2～3m)

床上
(1～2m)

床上
(0.5～1m)

床上
(～0.5m)

床下

30▲▲▲▲821101,258▲▲▲▲6,327新新新新－－－－旧旧旧旧

461,0441,7184,4478,533新モデル

161,1261,6083,18914,860旧モデル

床上
(2～3m)

床上
(1～2m)

床上
(0.5～1m)

床上
(～0.5m)

床下

◆浸水面積（ha）

◆浸水世帯（世帯）

※「ダム完成後」で比較
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３３０３３０３３０３３０％％％％66億円20億円家屋被害額

353億円

216億円

54ha

新モデル

２４８２４８２４８２４８％％％％87億円公共土木被害額

２４５２４５２４５２４５％％％％144億円総被害額

１６４１６４１６４１６４％％％％33ha浸水面積

備考

（新／旧）
旧モデル

ダムダムダムダム完成完成完成完成によるによるによるによる軽減効果軽減効果軽減効果軽減効果

新旧新旧新旧新旧モデルモデルモデルモデルでのでのでのでの浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積とととと被害額被害額被害額被害額についてのについてのについてのについての分析分析分析分析

※「ダム完成後」 － 「ダム着手前」で比較

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積のののの増率増率増率増率にににに対対対対してしてしてして、、、、家屋被害額家屋被害額家屋被害額家屋被害額やややや公共土木被害額公共土木被害額公共土木被害額公共土木被害額のののの増率増率増率増率がががが大大大大きいきいきいきい

浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積のののの差差差差はははは21haであるがであるがであるがであるが、、、、
被害額被害額被害額被害額のののの差差差差はははは209億円億円億円億円
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旧モデル ダム完成後80ﾐﾘ 新モデル ダム完成後80ﾐﾘ

新旧新旧新旧新旧モデルモデルモデルモデルのののの浸水図比較浸水図比較浸水図比較浸水図比較
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旧モデル ダム完成後80ﾐﾘ降雨

新モデル ダム完成後80ﾐﾘ降雨

資産分布図

新旧新旧新旧新旧モデルモデルモデルモデルのののの浸水図比較浸水図比較浸水図比較浸水図比較

旧モデルでは“浅い浸水”箇所が、
新モデルでは”浸水していない”
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旧モデル ダム完成後80ﾐﾘ降雨

新モデル ダム完成後80ﾐﾘ降雨

資産分布図

新旧新旧新旧新旧モデルモデルモデルモデルのののの浸水図比較浸水図比較浸水図比較浸水図比較

旧モデルでは“浸水していない”箇所が、
新モデルでは“浸水している”

旧モデルでは“浅い浸水”箇所が、
新モデルでは“深い浸水”になっている


