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宇都宮市姿川・田川洪水ハザードマップの改訂について 

 

１ 概要 

  洪水ハザードマップの目的 

   姿川・田川の洪水に対して市民の円滑な避難行動を促し，人的被害を出さないようにするため，浸

水想定区域や避難所などを洪水ハザードマップによりあらかじめ市民に周知するもの 

 

  改訂の理由 

   近年，洪水等により従来の想定を超える浸水被害が多発していることを受け，国は想定し得る最

大規模の洪水に対する避難体制等の充実・強化を図るため，平成２７年に水防法を改正した。これに

伴い，平成２９年１２月に栃木県が姿川・田川における新たな浸水想定区域等の指定・公表をしたこ

とから，これらを基とし本市の洪水ハザードマップの改訂を行うもの。 

 

２ ハザードマップの改訂 別紙１参照 

  県の浸水想定区域等の公表内容 

・浸水想定区域の設定条件 

 降雨量について想定し得る最大規模の降雨量に見直した。 

（１００年に１回程度の降雨量から１，０００年に１回程度を超える降雨量に見直し） 

  ・浸水想定区域を表す地図のメッシュを細密化 

    （２５０ｍメッシュから２５ｍメッシュに見直し） 

  

   本市のハザードマップの改訂点 

   県の浸水想定区域の改訂に基づき改訂 

・浸水想定区域面積  

姿川：約０．４３  ⇒約１．００ （約７００戸） 

田川：約１２．６０ ⇒約１９．９ （約２０，０００戸） 

・家屋倒壊等氾濫想定区域の新設 

姿川：約０．１１５ （約１０戸） 田川：約０．５９２ （約６３０戸） 

・避難所利用の見直し 

 洪水時には浸水想定区域内の指定避難所は使用せず，浸水想定区域外の指定避難所で避難者

全てを収容することとした。 
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３ 今後の対応 

  市民等への対応 

ア 周知方法 

・ 浸水想定区域内の住民に対して周知を図るため，全戸に洪水ハザードマップとその活用を促

すチラシを配布する。 

・ 改訂されたハザードマップの内容や，避難所等の変更に伴い，安全な避難について周知を図る

必要があるため，浸水想定区域がある地域の連合自治会に対して地区別説明会を実施する。 

・ 要配慮者利用施設の所有者等に対し，災害時に支援を必要とする要配慮者の安全な避難方法

等について定める避難確保計画作成の支援を行う。 

・ 公表後の２月及び，出水期前の６月の広報紙において，活用を促す記事を掲載する。 

・ 浸水想定区域の地域などに対して積極的に出前講座を実施する。 

イ 市民による活用 

・ ハザードマップの地図面では近隣の指定避難所を確認し，安全な避難ルートの検討に役立つ

ほか，学習面では水害への備蓄や避難情報等について理解することが出来る。 

こうしたハザードマップの活用により，浸水想定区域に居住する方々の防災意識の醸成を図

る。 

ウ 非常時の市からの情報 

・ ハザードマップの活用促進のほか，これまでと同様に，避難を促すための避難情報等につい

ては，市登録制メールや緊急速報メール，データ放送，ラジオ，ホームページ，ツイッターなど

の様々な手法により市民に伝達するとともに，状況に応じて広報車や消防団による臨戸訪問等

を実施し，逃げ遅れを防止する。 

 

  地域防災計画への反映 

 浸水想定区域内にある避難所等や要配慮者利用施設について，宇都宮市地域防災計画に反映さ

せる。 

 

４ 今後のスケジュール 

   平成３１年 ２月～  浸水想定区域内の全戸に洪水ハザードマップ等を配布 

              広報紙に掲載 

               本市ホームページに公表 

              各地区市民センター等に設置（配布） 

         ≪洪水ハザードマップ配布後≫  

          ・浸水想定区域がある地域の連合自治会に対する説明会の実施 

           【対象地区】 

             田川：豊郷，東，錦，簗瀬，中央，宮の原，横川，雀宮 

             姿川：姿川，雀宮 

               ※下線は浸水想定区域に新規追加された地区 



 
 

  県の浸水想定区域等の公表内容について                        宇都宮市姿川・田川洪水ハザードマップの改訂点について 

 

 

項目 現行 改訂（下線が変更点）     

想定降雨量 

姿川
219mm/1 日間 

（1 回/100 年程度） 

634mm/1 日間 

（1 回/1000 年程度を超える最大規模の降雨） 

     

   

田川
163mm/6 時間 

（1 回/100 年程度） 

365mm/6 時間 

（1 回/1000 年程度を超える最大規模の降雨） 

   
 

浸水想定区域の表示 
250m メッシュ 

縮尺 1／25，000 

25m メッシュ 

縮尺 1／21,000 

  

浸水想定区域 
姿川 約 0.43   約 1.00     

田川 約 12.60   約 19.9     

           

           

           

         

浸水想定深さの見直し 5 段階 

0.5m 未満 

0.5m～1.0m 未満 

1.0m～2.0m 未満 

2.0m～5.0m 未満 

5.0m 以上 

6 段階 

(※3) 

0.5m 未満 

0.5m～3.0m 未満 

3.0m～5.0m 未満 

5.0m～10.0m 未満 

10.0m～20.0m 未満 

20.0m 以上 

 

浸水想定深さの表示 
4 段階 

表示 

0.5m 未満 

0.5m～1.0m 未満 

1.0m～2.0m 未満 

2.0m～5.0m 未満 

4 段階 

を表示 

 田川 姿川 

0.5m 未満 7.3   0.19   

0.5m～3.0m 未満 12.4   0.8   

 

3.0m～5.0m 未満 0.2   0.03   

5.0m～10.0m 未満 0.04   0.00   

          

浸水継続時間の新設 ― 

6 段階(※2) 

 

浸水継続時間の表示 ― 
3 段階 

を表示 

 田川 姿川 

12 時間 
12 時間 13.8   0.84   

24 時間(1日間) 

72 時間(3日間) 
24 時間（1日間） 4.7   0.084  

168 時間(1週間)  

336 時間(2週間)  
72 時間（3日間） 1.3   0.04   

672 時間(3週間)  

          

家屋倒壊等氾濫想定区

域（※1）の新設 
― 

河岸浸食  
家屋倒壊等氾濫想定区域内の

家屋数 

姿川 ― 約 10 戸 0.59   0.045  

洪水氾濫 
 田川 ― 約 630 戸 0.002  0.07   

別紙 1 

（※1）家屋倒壊のおそれがあることから早期の避難が必要な区域 

（※2）宇都宮における浸水継続時間は 12 時間，24 時間，72時間の 3段階のみ該当 

（※3）姿川・田川については，10m 以上の浸水想定深さについては該当がないため，4 段階のみ 

項目 現行 改訂（下線が変更点） 

洪水浸水想定区域内の家屋数
姿川 約 10 戸 約 700 戸 

田川 約 1,500 戸 約 20,000 戸 

浸水想定区域内の避難所数 3 箇所 12 箇所（新たに 9か所の指定避難所が該当）（※4） 

避難確保計画の作成が義務と

なる要配慮者利用施設数 
14 箇所 65 箇所 

 

（参考）浸水想定区域内に該当する地区 

河川名 
浸水想定区域内に該当する地区 

現行 追加 

姿川 姿川，雀宮 － 

田川 簗瀬，宮の原，横川，雀宮 豊郷，東，錦，中央 

（※4）田川の洪水浸水想定区域内にある 12か所の避難所 

   ①雀宮東小学校②横川中央小学校③サンアビリティーズ④横川地区市民センター 

⑤東小学校⑥簗瀬小学校⑦錦小学校⑧旭中学校⑨横川中学校⑩東地域コミュニティセンター 

⑪簗瀬地域コミュニティセンター⑫錦地域コミュニティセンター 

    下線は新規に田川の浸水想定区域に該当することになった避難所 














