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霧島市役所 上下水道部 下水道工務課 雨水グループ



まえがき
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本市は、鹿児島県のほぼ中央部に位置し、平成17年11月7日、国分市と姶良郡溝辺
町・横川町・牧園町・霧島町・隼人町・福山町の1市6町が合併し誕生した人口125,000人、
総面積603.17㎢と鹿児島県内2番目の人口規模を有する都市になります。
本市の中心市街地は、天降川、手篭川、検校川等の河川に囲まれた低平地に形成さ
れていることから浸水被害が頻発しており、抜本的な治水対策を実施することが重要か
つ緊急課題となっています。
近年、農地の宅地化など土地利用の変化によって、従来保有していた遊水機能が低減
し、新たな浸水被害の発生が懸念され、さらに、局地的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）に
よる浸水被害や、これまでに経験したことのないような大雨による河川の氾濫被害など
従来の想定を超える降雨の発生も懸念されています。
こうした状況を受け、「選択と集中」の観点から浸水対策を実施すべき区域を検討した
上で、下水道による浸水対策を計画的に進めることを目的として、霧島市雨水管理総合
計画を策定しました。
現在、本計画に基づいて事業に着手し、浸水被害の軽減を図る取組を進めています。
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浸水対策の現状

本市では、平成５年以降、旧国分市・旧隼人町の市街地における浸水被害への対応を図るため、湛水防除
事業等による８箇所の排水機場の整備や水戸川の改修を実施しています。
しかしながら、近年においても浸水被害は解消されておらず、今後の浸水対策をどのように行っていくかが
課題となっています。

国の法改正等

平成27年 下水道法改正に伴い雨水公共下水道制度創設される。（雨水排除に特化した公共下水道
を実施することができる制度）

平成28年 効率的雨水管理支援事業創設される。（雨水管理総合計画を支援する事業）
平成29年 7月 雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）制定される。
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１ 浸水対策の現状と取組

本市の浸水被害の現状を踏まえ、雨水公共下水道制度を活用した雨水事業により対策を行うこととし、
平成29年12月から当該事業について、県と協議を開始しました。
平成30年２月からは、下水道による浸水対策を実施すべき区域や対策目標等を定めた「霧島市雨水管
理総合計画」に着手し、平成31年３月に策定したところです。
その後、本計画に基づき、令和元年から令和２年にかけて、下水道の事業計画を策定し、都市計画決定
や事業認可の手続きを行い、令和２年度には、単独事業による設計を一部進め、令和３年度から交付金事
業による本格的な事業実施に着手しました。

平成29年12月 国、県と雨水事業協議開始
平成30年 2月 「霧島市雨水管理総合計画」事業着手
平成31年 3月 「霧島市雨水管理総合計画」策定

市の取組



２ 浸水被害について
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浸水被害について

本市の浸水被害は、天降川、手篭川、検校川等の河川に囲まれた低平地に市街地が
形成されていることにより、地区内を流下する水路の氾濫及び内水によるものが主たる
ものになります。

本市の近年の浸水実績として平成5年と平成17年と平成22年と平成28年と令和元年に
発生しており、その中で特に被害実績が大きかった水害を次頁以降に示しています。



２ 浸水被害について（平成５年８月）

霧島市役所
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２ 浸水被害について（平成２８年７月）

― 6 ―H28.7 西郷どん湯周辺 H28.7 姫城地区周辺



R1.7.1 連続雨量２２３ｍｍ 時間雨量６３ｍｍ（4：00-5：00）国分観測所
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２ 浸水被害について（令和元年７月）

R1.7 姫城地区周辺

R1.7 西瓜川原地区周辺



３ 浸水対策について
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浸水対策について

本市の隼人地区では、平成５年の浸水被害を受け、天降川沿線に６つのポンプ場
整備と国分地区では鹿児島県が農林水産省所管事業により、水戸川の水路改修と
府中地区排水機場の整備を行いました。
その他の対策を含め次頁に示しています。



３ 浸水対策について（ポンプ整備）
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３ 浸水対策について（排水路等）
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国分地区



４ 霧島市雨水管理総合計画の目的について
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霧島市雨水管理総合計画の目的

市街地の進展による雨水流出量の増大や降雨の局所化･集中化・激甚化による降
水量の増加に伴い、浸水被害は増大傾向にあります。

また、都市部への資産の集中等といった都市機能の高度化が進むことにより、浸水
に対する被害ポテンシャルが増大しています。

そこで、「選択と集中」の観点から浸水対策を実施すべき区域を検討した上で、下水
道による浸水対策を計画的に進めることを目的とするものです。



５ 雨水管理総合計画の考え方：国資料参照
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６ 雨水管理総合計画の概要：国資料参照



７ 霧島市雨水管理総合計画の区域・面積・業務フロー
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８ 霧島市雨水管理総合計画基礎事項の検討、対策施設の検討

基本事項の検討
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①流出係数：土地利用の現状より対象排水区の現況流出係数を、用途地域の指定状況や区画整理等の
開発計画より計画流出係数を設定し、その比較より、現状で宅地化が進んだ排水区では計画流出係数を
調整しました。

②検討対象降雨：計画降雨は、近年も含む市の観測雨量より降雨強度式を作成し、それが県計画降雨と
同等となったことから県強度式を採用します。
照査降雨は、近年で最も大きな浸水が生じた平成５年８月１日の降雨とします。

◇下水道計画降雨：I＝1,459.6／（t2/3＋6.324）） 時間最大降雨強度：67.4mm/hr（10年確率降雨）
◇照査降雨（対策検討）：H5.8.1降雨（既往最大降雨） 時間最大降雨強度：76.5mm/hr（17年確率相当）

・全体計画施設の検討：水路やポンプ場等、現況施設に流下能力、排水能力を合理式（10年確率）で評価し、
能力不足箇所を確認しました。
それを基に対策案を抽出し、事業費や早期実施の視点より最適案を選定しました。
・主な成果：現況・計画の区画割施設平面図、管渠縦断図、流量計算書、既設・計画のポンプ場容量計算書
・段階的対策計画の検討：浸水シミュレーションにより実績浸水の再現、浸水原因の分析を行い、ソフト対策
も含めて、迅速な効果発現の視点から当面(概ね5年)・中期(概ね10年)に実施する対策手段を選定しました。

対策施設の検討



９ 霧島市雨水管理総合計画の段階的対策計画
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段階的対策計画

①排水区のモデル化
・浸水シミュレーションを行うため、対象排水区の水路、ポンプ場、地表面をモデル化しました。

②浸水実績を再現し、浸水要因を分析しました。

浸水要因

農業用水
流入

外水位
（河川）

施設能力
・地形

国分中央 ○ ○

天降川右岸
（見次）

○

姫城 ○ ○

日当山 ○ ○ ○

ブロック

表２ 各ブロックの浸水要因

農用水流入は現地確認より、放流先河川水位は解析により設定

③対策検討、効果の確認

日当山橋

図３ 対策効果の確認（日当山ブロックの例）

・懸案地域の浸水は河川水位が大きく影響している
ことから、下水道計画降雨（10年確率降雨67.4mm/hr）
を対象として対策計画を策定します。
・併せて、既往最大降雨（H5.8.1降雨76.5mm/hr）を照査
降雨として、対策効果を確認しました。

図２ 浸水実績の再現（日当山ブロックの例）

段階的対策目標  

 当面対策：計画降雨に対して概ね床上浸水解消  

 中期対策：計画降雨に対してさらなる浸水被害軽減  

 長期対策：計画降雨に対して浸水解消  

日当山橋



１０ 霧島市雨水管理総合計画 段階的対策計画（総括表）

※段階的対策については、当面対策
整備後の状況を踏まえて、随時、
中・長期対策の実施に向けて取り
組みます。
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霧島市雨水管理総合計画（段階的対策計画）　総括表
対策 排水区

ランク 対策 対策施設 種別 当面 中期 長期

ブロック 幹線系統 （５年間） （５年間） （10年間）

重点対策 国分中央 国分中央 長期 水路改修 改修

地区 排水区面積 第1雨水 当面 ポンプ場・調整池への導水路 新設

452.5ha 幹線系統 長期 雨水ポンプ場 新設

長期 雨水調整池 新設

国分中央 長期 水路改修 改修

第4,5雨水 中期 バイパス水路 新設

幹線系統 当面 流向変更 新設

当面 雨水調整池（運動公園）への導水路 新設

当面 雨水調整池（運動公園） 新設

長期 雨水調整池（国分小学校） 新設

長期 雨水調整池（国分高校第２グラウンド）への導水路 新設

長期 雨水調整池（国分高校第２グラウンド） 新設

天降川右岸 中・長期 水路改修 改修

（見次） 長期 バイパス水路 新設

排水区面積 当面 簡易ポンプ（低圧受電相当） 新設

126.8ha 当面 県道横断圧送管 新設

姫城 姫城第1 長期 水路改修 改修

排水区面積 長期 雨水ポンプ場 新設

123.7ha 長期 雨水調整池 新設

姫城第2 長期 水路改修 改修

当面 管渠（圧力管） 新設

中期 管渠（圧力管） 新設

長期 雨水ポンプ場 新設

姫城第3 中・長期 水路改修 改修

中期 雨水ポンプ場 新設

中期 雨水調整池 新設

日当山 日当山第3 長期 水路改修 改修

排水区面積 当面・長期 雨水ポンプ場　増強 増強

日当山第4 長期 水路改修 改修

中期 雨水ポンプ場　増強 増強

当面 雨水調整池 新設

当面 低地部への止水板設置 新設

事業着手時期



１１ 霧島市雨水管理総合計画 段階的対策計画図
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※段階的対策については、当面対策
整備後の状況を踏まえて随時、中・
長期対策の実施に向けて取り組み
ます。



１２ 霧島市雨水管理総合計画に伴う霧島市下水道（雨水）計画 スケジュール
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・平成３０年度 霧島市 雨水管理総合計画策定

・令和 ２年度 都市計画決定

・令和 ２年度 下水道事業 事業計画策定

・令和 ２年度 都市計画事業認可

・令和 ３年度 雨水事業開始



１３ 霧島市雨水管理総合計画に基づく下水道事業計画図
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霧島市公共下水道事業計画

雨 水 計 画 区 域

凡　　　　　例

図４ 下水道計画区域（雨水）


