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資料－２－２ 

神田川流域の浸透能力の評価について 
 

神田川流域における浸透施設の設置面積 
平成 10 年度末 

土地利用面積 
公共施設・大規模民間施設等

の浸透施設の設置対象面積

宅地への浸透施設設置 

対象面積 

 

（ha） （％） （ha） （％） （ha） （％）

浸透域 900 9 0 0 0 0

不浸透域 9600 91 470 5 200 2

（※１）浸透域、不浸透域の分類は、「細密数値情報集約ファイル（平成元年作成）」におい

て農地、山林、公園、緑地、河川、湖沼、その他を浸透域に、宅地、道路用地、公

共公益施設用地、造成地（現況で完了していると考えた）を不浸透域とした。 
（※２）浸透施設の設置対象面積の割合は不浸透域面積に対する割合 
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神田川流域における浸透施設の設置面積及び浸透能力 
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（１） 総合治水における流域対策 

① 施設の敷地面積が 1,000m2以上の大規模民間施設・公共施設等において、600m3/ha の

対策量（貯留量）を確保することとされている。 

② 流域対策は貯留施設、浸透施設またはその併用で行われるので、両施設の能力を等

価に評価することが必要であるが、「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針（案） 平

成 3 年」では、標準危険度線の考え方を応用し、浸透施設の浸透量は貯留量と等価

に評価することできるとしている。なお、貯留量への換算式は以下の通りであり、

降雨継続時間（洪水到達時間）は河道の整備状況と計算の容易さを考慮し１時間と

している。 
 

S＝I・ｔ（I≦計画降雨強度） 

S：貯留換算量（m3）、I：浸透施設の浸透量（m3/hr）、ｔ：降雨継続時間（＝1hr） 
 

③ 「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針（案） 平成 3 年」では、別表のとおり、各

浸透施設の設計浸透能を設定しており、流域対策量 600m3/ha のうちの浸透分に対応

する量の浸透施設を選択配置することとしている。 
（ex．敷地面積 1ha、建坪率 30%の学校において、建築物の部分 30％を浸透施設、その

他校庭等の部分 70%を貯留施設で対策する場合、浸透施設において 600m3×30%＝180m3、

つまり 180m3/hr の浸透量が確保できる施設を配置する。） 

④ したがって、浸透施設の対象面積では、流出高に換算すると 60mm/hr の浸透能力を

有していることとなる。 
⑤ なお、平成 10年度末までの神田川流域の流域対策対象面積は約 920ha であり、対象

面積の 51.6%（東京都全体の浸透施設と貯留施設の実績対策面積率）が浸透施設に対

応するものとすると、浸透施設対策の対象面積は 470ha となる。この値は、神田川

の流域面積 10,500ha に対して約４％に過ぎない。 
 

※東京都全体の浸透施設・貯留施設の対策面積比を算出する際に、透水性舗装は浸透能力が

低く、貯留効果しか期待できないことから、道路の浸透施設としては道路浸透ますのみを

計上している。 
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東京都雨水貯留・浸透施設技術指針（案） 
浸透施設の浸透量 

 

施設名 
浸透層の 
地質 

設計浸透能 説明 
備
考

新期ローム 
黒ぼく 

1.8m3/（m・hr） 
道路浸透ます 

砂れき 2.3m3/（m・hr） 

横型（現在は横型のみ使用されている。）
浸透トレンチ（1m×1m）部分の値 
浸透トレンチ部分の延長 1m 当り 

A 

新期ローム 
黒ぼく 

0.7m3/（m・hr） 

浸透トレンチ 

砂れき 1.0ｍ3/(m・hr) 

浸透トレンチ（0.75m×0.75m）の標準 
寸法の値 
浸透トレンチ延長 1m 当り 
屋根の雨水を対象とすることが好ましい。

B 

新期ローム 
黒ぼく 

0.7m3/(m3・hr) 

浸透ます 

砂れき 1.0m3/(m3・hr) 

底面積（砕石部分）1m2当りの値 
ます内の水位を 1m とする。 
屋根の雨水を対象とすることが望ましい。 B 

透水性舗装 
20mm（歩道） 
 ：2m3/100m2 

貯留量とする。駐車場では 50mm の 
貯留量とする。：5m3/100m2 C 

透水性平板 
20mm（歩道） 
 ：2m3/100m2 

貯留量とする。 C 

浸透 U型溝 

新期ローム 
黒ぼく 

0.1m3/(m・hr) 延長 1m あたり B 

新期ローム 
黒ぼく 

1.00×10－4cm/sec 浸透井 
浸透池 

砂れき 1.0×1.0－2cm/sec 
透水係数に相当する B 

 
注） ・浸透施設の計画には、上記の浸透能力一覧表を参考とする。 

・ 注入試験等により、浸透能が確認できたものについては上記によらなくてもよい。 

・ 上記の値は目詰まり等の能力減を考慮した値である。 

・ 備考蘭の説明 

    A：ゴミ除去フィルターならびに分流施設をもつ。ピークカットを想定した値 

    B：ベースカットを想定した値 

 C：3～5 年に 1回の割合で洗浄をし、目詰まり等による能力減の回復を図るための維持 

管理を前提とした値 
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（２）各戸（宅地）における浸透対策 
② 宅地における浸透対策量については、各区の指導要綱により異なるが、概ね 1,000m2 以

下の民間施設、個人所有住宅に対し浸透トレンチ、浸透マスの設置費を 20 万円～40 万

円を限度に助成することとされている。 

③ 敷地面積当りの対策量についも、各区の指導要綱で異なり下表の用になっている。 

④ 下表に示す敷地面積当りの対策量から（１）と同様に浸透能力を換算すると、20mm/hr

～60mm/hr となる。 
⑤ なお、平成 10年度末までの神田川流域の宅地への浸透施設設置の対象（敷地）面積は約

200ha であり、神田川の流域面積 10,500ha に対して約２％に過ぎない。 

 
神田川流域関連区市の宅地における対策量 

区市名 指導要綱 対策量 

千代田区 千代田区雨水流出抑制施設

設置に関する指導要綱 

敷地面積 500m2 以上の民間施設、対策量

600m3/ha 

新宿区 東京都新宿区雨水流出抑制

施設に関する要項・実施項目

敷地面積 1000m2 以上の民間施設、対策量

600m3/ha 

文京区 東京都文京区宅地開発並び

に中高層建築物等の建設に

関する指導要綱 

流出係数0.6以下になるように流出抑制施設

を整備する。 

中野区 中野区雨水流出抑制施設設

置指導要綱 

敷地面積 300m2以上、500m2未満の民間施設は

対策量 200m3/ha。 

敷地面積 500m2以上、1000m2未満の民間施設

は対策量 300m3/ha 

杉並区 杉並区雨水流出抑制施設設

置指導要綱 

敷地面積 300m2 以上の民間施設は対策量

600m3/ha 

 

武蔵野市 武蔵野市雨水流出抑制施設

設置要項 

敷地面積 500m2 未満の民間施設は対策量

200m3/ha。 

敷地面積 500m2以上、1000m2未満の民間施設

は対策量 300m2/ha 

 

宅地への雨水浸透施設設置実績（平成 10 年度末） 
 助成件数 

（件） 

対象敷地面積 

（ha） 

助成１件当りの平均敷地面積

（m2/件） 

文京区 758 152 2,005 

渋谷区 １ 0.0225 225 

中野区 120 （2.8） ←（練馬区と武蔵野市の平均

敷地面積より算定） 

杉並区 256 （5.9） ←（練馬区と武蔵野市の平均

敷地面積より算定） 

練馬区 111 1.8 162 

武蔵野市 1,219 36.5 299 

三鷹市  4.9  

合計  203.9  

   


