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内容

02

１．はじめに ～最近の異常な豪雨災害を経験して～

２．今後の河川堤防はどうあるべきか

３．今後の洪水HMはどうあるべきか

４．おわりに（今後の治水）

令和元年台風19号（東日本台風）による被害

被害
死者：96名
行方不明者：4名
住家の全半壊等：

27,684棟
住家浸水：

59,716棟
国交省資料：※消防庁「令和元年台風第１９号及び前線による大雨による被
害及び 消防機関等の対応状況（第52報） 」（令和元年11月13日 7:00現在）

10月6日03時
南鳥島近海で

台風第19号発生

6日09時
7日09時

8日09時

9日09時

10日09時

11日09時

12日09時

12日19時前
伊豆半島に上陸

13日09時

13日12時
温帯低気圧に変わる

気象庁

降水量：
6時間降水量は89地点、
12時間降水量は120地点、
24時間降水量は103地点、
48時間降水量 は72地点
で観測史上1位を更新した。

10 日から13 日までの総
降水量が、神奈川県箱根
で1000 ミリに達 し、東日本
を中心に17 地点 で500 ミリ
を超えた。

１．はじめに ～最近の異常な豪雨災害を経験して～
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１．はじめに ～最近の異常な豪雨災害を経験して～
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令和元年台風19号による堤防決壊箇所

＜国管理河川 ６水系７河川１２箇所＞
・鳴瀬 川水系吉田川（宮城県黒川郡大郷町粕川地先）
・阿武隈川水系阿武隈川（福島県須賀川市浜尾地先）
・信濃川水系千曲川（長野県長野市穂保地先）
・久慈川水系久慈川（茨城県常陸大宮市富岡地先、同塩原地先、同下町）
・荒川水系越辺川（お っ ぺ が わ）（埼玉県川越市平塚新田地先、東松山市正代地先）
・荒川水系都幾川（と き が わ）（ 埼玉県東松山市早俣地先
・那珂川水系那珂川（茨城県常陸大宮市野口地先、同下伊勢畑地先、 那珂市下江戸地先）

＜宮城県管理河川 ４水系１８河川３６箇所＞
＜福島県管理河川 １１水系２３河川４９箇所＞
＜茨城県管理河川 ２水系４河川６箇所＞
＜栃木県管理河川 ２水系１３河川２７箇所＞
＜埼玉県管理河川 １水系２河川２箇所＞
＜新潟県管理河川 ２水系２河川２箇所＞
＜長野県管理河川 １水系５河川６箇所＞

国管理河川 6水系 7河川 12ヵ所
都道府県管理河川 20水系 67河川 128ヵ所

合計 20水系 71河川 140ヵ所

（令和元年10月29日4:30時点）

現在調査中



国管理河川決壊箇所

都道府県管理河川決壊箇所
国管理河川

国交省資料（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001317859.pdf）
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五福谷川流域からの土砂流出による

このような状況になることをハザードマップは示せているか
（令和元年台風19号による丸森町の被害）
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平成30年の水害は

平成30年7月豪雨
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岡山県倉敷市真備町での水害

出典︓神⼾新聞

内山谷川 高馬川

小田川

高
梁
川

末政川

09
出典：https://www.theatlantic.com/photo/2018/07/photos-death-toll-reaches-200-in-devastating-japan-floods/565055/ 10

岡山県倉敷市真備町での水害

出典：内閣府資料

・真備町で亡くなった５１人のうち、８割以上の４３人が住宅内
で遺体となって発見

・４２人は１階で、１人が２階で死亡

・２１人が平屋で、21人が２階建以上の建屋で死亡

・４２人のうち３６人が６５歳以上の高齢者

・足が不自由だったり杖を使ったりする人らが多く、避難が困難
だったために自宅で亡くなるケースが大部分を占めていた。垂直
避難もできなかったかも

・なぜ、（7月6日22時に）避難勧告が出たのに避難しなかった
のか（助かった人も含めて）？
・なぜ、共助、公助による事前避難ができなかった？

原因を究明し、今後の教訓に
資料︓朝⽇新聞

11

平成29年7月九州北部豪雨災害での期間降水分布
（7 月 5 日 0時
～7 月 6 日 24 時）

福岡県 朝倉市

586.0mm

福岡県 添田町

314.0mm

大分県 日田市

402.5mm

50 100 200 300 400 (mm)

朝倉地点：既往第 2位 の
2 倍を超過

再現期間：
朝倉9時間：4500 万年
日田6時間：31,000年
非常に稀な事象
（京大防災研：田中教授）

福岡県 朝倉市

朝倉 586.00mm

出典：日本気象協会
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このような状況になることをハザードマップは示せているか
（平成29年九州北部豪雨）
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平成29年の筑後川水系での水害が意味すること

●国土交通省直轄管理区間の河川では？

●県管理区間の河川では？

県管理区間
国土交通省直轄管理区間

市町村管理区間

河道断面大

河床変動小
ほぼ流水のみ

河道断面中～小

河床変動大（堆積）
流水・土砂・流木（堆積）

河道断面小、堀込

河床変動大（侵食・崩壊による堆積）
流水・土砂・流木（流下）

流水のみが流れる河道断面で計画➡河床変動を考慮せず

中流部では土砂や流木が堆積、場合によっては侵食

想定し得る最大規模の外力が作用すると

14

洪水ハザードマップは正しい情報を提供しているか？

中山間地を含む河川ではNO
理由：１．想定し得る最大規模の降雨があると土砂崩れや土石流が生じて、水

だけでなく水と土砂と流木が襲ってくる。水だけの氾濫を対象としてい
る現在の洪水ハザードマップは限界がある

２．実際は土砂が堆積して川底や周辺地盤が高くなる

３．その上を洪水や流木が流れるのでハザードマップよりも水嵩は高くなる

４．家屋流失などの被害が生じ、避難せず家の中にいると生命が危うい

５．実際、九州北部豪雨災害では、避難行動をとらずに家の中で亡くなっ
た方が全死者41名中36名

６．中山間地では山地部や谷出口にため池もよく見かける。昭和28年の南
山城水害では、大正池や二ノ谷池が決壊し、玉川流域で105名の死者
が出た。このような、ため池決壊によるハザードについて、平成30年7
月豪雨による広島でのため池の被災を契機に、整備が検討され京都
府も「ため池決壊浸水想定区域図」を作成中である 15

堤防で守ら
れている

堤防で守ら
れている

平成2年：全国総資産1,143兆円
洪水氾濫区域内資産813兆円

平成2年：全国総人口122,750千人
洪水氾濫区域内人口68,110千人

我が国においては、国土面積の約１割に過ぎない洪水氾濫区域に、５割の人口、４
分の３の資産が集中。ひとたび破堤氾濫が発生すれば被害は甚大なものとなる。

私たちの生命と財産の多くは堤防で守られている
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２．今後の河川堤防はどうあるべきか



河川堤防の特徴

土堤を原則とする（経済性、材料取得の容易さ、復旧の容易さ、基礎地盤
との馴染み易さ、改良の容易さ、環境、その他）→台湾ではコンクリートで
カバー

破堤の要因と分類
破堤要因 破堤の要因 破壊形態

越流 ・異常出水
・橋脚, 堰による水位上昇
・堤高不足

裏法尻・裏法肩
侵食

法すべり ・雨水の堤体浸透
・外水位の

法面崩壊

洗掘 ・水衝部
・急勾配河川

表法面・表法尻
の侵食

漏水 ・堤体および堤防地盤の止水
性不足
・水みちの存在

パイピング破壊
ボイリング

http://www.zina‐studio.com/p489212137/
h1834C228#h1834c228

Illustration by Zina Deretsky/National Science 
Foundation 17

被災形態 越水 非越水 計

破堤 183 62 245

表決壊 26 184 210

裏法崩壊 19 37 56

軽・無被害 78 0 78

計 306 283 589

被災形態別分類 (村本,1986)

昭和40年以降の河川堤防の被災原因の調査（災害調査報告書や現地踏査から）

(75%) (25%)
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淀川水系木津川下流堤防強化進捗状況（浸透対策）

中
川
家

（平成２６年３月末現在）

（国土交通省資料） 19

（平成２7年度末）

（国土交通省資料）
20

京
奈

和
道



淀川水系木津川下流堤防強化進捗状況（浸透対策）
（平成３０年３月末現在）

平成26年３月末 平成３０年３月末

未整備区間12.4km

（木津川下流）

未整備区間21.6km 21

河川堤防の超過洪水対策（国交省）

具体的な工法については検討中

堤防裏法尻をブロック等で補強

22

上津屋

（国土交通省資料） 23

台風１９号を経験して

レジリエンシー：被災してもそこから回復できる強さ
➡浸水被害を受けても壊滅的な被害にならない
➡越水してもできるだけ破堤はしないような堤防

（破堤しなければ越水しても壊滅的な被害にならない？）

現在の堤防強化では越水したらほぼ破堤する。
理由：土堤防である。天端を舗装しても裏法が侵食される

法尻ブロック（堤防にとっては異物）を敷設しても洗堀は発生

避難の時間稼ぎはできても破堤は免れず壊滅的な被害が発生

破堤しない堤防➡今はスーパー堤防しかない？（L2対応？）

HWL 余裕高

DL

L1（基本方針の整備レベル）達成➡HWLまでは堤防健全

L1達成にも時間がかかる。

堤防強化により破堤しない堤防
（スーパー堤防ではない）を目指
せないか（L1とL2の間） 24



とくに
木津川

現状、越水す
れば壊れる堤
防に生命と財
産を託してい
るではないか

淀川水系流域委員会第78回委員会（平成20年5月13日）
審議資料１－１－２ 河川管理者提供資料より抜粋 25

できるだけ破堤しない堤防を目指す（高規格堤防ではない）

２．裏法面に侵食防止シートを敷設による「L1+α」
（<L2)対応（高規格化堤防よりはるかに実現性が高い
し、高規格化指定河川・区間以外でも実施可能）

１．余裕高の補強。ただし、余裕高部分で計画高水流量
を持たさない（治水の根本は水位を下げること）。
ダム不要論やHWL絶対論（裁判）に固執しない。
きちんとした論理的な説明必要（理論武装）。

26

３．高規格堤防の整備は時間がかかり、気候変動に
よる外力の増大化は待ったなし。このような状況に
あっては「L1+α」対応の堤防強化（完成堤防断面で
の裏法面等の強化による破堤しない堤防）は必須

（石崎勝義 岩波「科学」令和元年12月号）

（＊）淀川水系淀川、淀川水系木津川、 淀川水系宇治川、淀川水系桂川、
淀川水系桂川支川鴨川、淀川水系木津川支川玉川など（国、県でそれぞれ指
定）

近年、集中豪雨等による水害が頻発

被害を最小限にするためには：平時より水害リスクを認識

氾濫時の危険箇所・避難場所等について
正確な情報を知っておくことが重要

国・京都府：洪水浸水想定区域図作成・公表（水防法）

城陽市等、市町村：洪水ハザードマップ作成・公表

洪水予報河川・水位周知河川（＊）に指定した河川について想定し得る最大
規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を指定し、
指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を示したもの

これをもと
に市町村
が作成公

表

27

３．今後の洪水ハザードマップはどうあるべきか 木
津
川
の
浸
水
想
定
区
域
図

想定する雨量：
加茂地点上流域の 12 
時間総雨量３５８ｍｍ
（淀川合流点～島ヶ原
地点）

中川家

城陽市域の浸水想定区域図

城陽市役所

新消防署

3～5m

3～5m

0.5～3m

長谷川

青谷川

木津川

青谷地区

富野地区
長池地区

寺田地区

久津川地区

28



市町村：洪水ハザードマップ作成・公表

洪水浸水想定区域を含む市町村の長は、洪水ハザード
マップを作成し、各世帯に提供（水防法）

洪水浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法、避難場
所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた
めの必要な事項などを記載したもの

水位周知河川：国土交通大臣は、 洪水の恐れがあるとき、指定した河川に

ついて、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、
その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知。知
事は、洪水の恐れがあるとき、指定した河川について、洪水特別警戒水位
を定め一般に周知しなければならない。

洪水予報河川：国土交通大臣は、洪水の恐れがあるとき、指定した河川に
ついて、水位又は流量、はん濫により浸水する区域及びその水深を示し、知
事に通知。都道府県知事は、指定した河川について、水位又は流量を示し
て直ちに水防管理者等に通知するとともに、これを一般に周知させなければ
ならない。

（参考）
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平成31年３月「避難勧告等に関するガイドライン①」
（避難行動・情報伝達編）

（内閣府）
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避難スイッチ
避難勧告・指示等の発令だけでは住民は避難しなかった（真備町）

１．避難勧告・指示等の発令

避難スイッチを入れるためには

２．環境の異変を知る（におい、雨、浸水、・・・）

３．他者の行動（お隣さんが避難し始めた等）・働きかけ（電話、出迎え・・・）

ただし、危険が迫った段階でスイッチを入れて行動するのはかえって危険

レベル４で全員避難
（高齢者、要介護者はレベル３で避難）

・情報の共有化とその見える化（理解しやすい表示など）

・バーチャルリアリティーで防災教育（学校）

重要な取り組み

「あなたの避難スイッチは何？」（土砂災害と洪水災害で違う）

・水位計を設置し、インターネットで全員が見ることができる

川水位情報
https://k.river.go.jp/
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洪水ハザードマップ：
●設定外力は？計画高水流量➡想定し得る最大の外力（H27年）

➡洪水だけの氾濫ではだめ

土砂災害ハザードマップ：

●いまだに浸水想定区域図程度の内容のもの多し

●洪水・土砂・流木などの流出・氾濫・堆積も示さないと過小評価

●早期の立ち退き避難区域における避難計画は？

●内水氾濫を対象としたハザードマップも必要では？
➡内水氾濫、高潮氾濫のHMも作成（H27年5月水防法改正）

●土砂災害特別警戒区域，警戒区域の公表と対策
●砂防ダム等のハード対策の効果をハザードマップにどのよ
うに反映するのか。

●今のような簡易な線引き方法で良いか？ 水+土砂＋流木

●洪水災害も土砂災害も対策はまず土地利用規制

ハザードマップについて

32
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早期の立ち退き避難区域
（指定の避難地は無い）➡どこに逃げればいいの？

城陽市危機防災対策課：☎０７７４－５６－４０４５

城陽市水害マップ、防災ブック（外水氾濫）（南部地区）
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青少年野外活動総合センター

南城陽中学校 府立心身障害者
福祉センター

城陽市水害マップ、防災ブック（内水氾濫）

35

外水氾濫：早期立ち退き避難区域の住民
が３つの避難所にうまく避難できるとは思
えない。各町内会レベルで地区防災計画
をたてて、私有のビル（３階以上のアパー
トなど）と緊急時の協力体制を取り決めて
おくことが重要ではないか。

城陽市の避難所マップ

36

（2019.6 防災タウンページ NTTタウンページ）



避難所マップ
城陽市のマップとの違いは？

37

福祉避難所

城陽市の洪水ハザードマップのできは？

改善すべき点

良いところ

１．ハザードマップが自分の家が特定できるスケールではない

３．校区ごとの図になっていない（地区防災計画の必要性）
４．早期の立ち退き避難区域：避難場所が遠い。避難方法は？

高齢者が多い市としては再考が必要。
・一次避難所として小中学校の３回や近隣の民間のアパート
・地区防災計画を立てて、一次避難所を定義
・現在の指定避難所を二次避難所（最終避難所）と定義し、

一次避難所からの救助を想定してはどうか

１．内水氾濫と外水氾濫を分けている点

５．外国人への配慮が無い。最低でも英語版の作成を

６．アンダーパスなど、危険個所の記載がない

２．土石流危険渓流・氾濫区域など、土砂災害危険情報も記載

２．マップを拡大すると文字や図が不鮮明
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１．地球の温暖化による気候変動で、災害外力は今後益々大きくなってくる（第

４次、５次IPCC報告書等）。第一段階の河川整備が終わったとしても，それ

が完了する２０～30年後には外力の増大化により治水安全度は決して高く

なっていない。

２．ハード対策には限界があるが、治水計画上の水準を明確に設定し、可及的
速やかにその水準に達するよう河川整備を進める努力が必要である（L1対
応）。

３．そして、ハード対策によって生命と財産を守ることが第一義的に重要である。

４．しかしながら、河川整備の途上であったり、整備が完了しても、超過外力、い
わゆる想定外の外力（計画を上回る外力）により被災することもある。

５．そのような外力には減災対策としてのソフト対策で対応するしかない。「命だ
けは絶対に守る」けれども、それ以外は被災すると考えざるを得ない（L2対
応）。

４．おわりに（1/2）
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６．現状では「命だけは絶対に守る」ソフト対策が整っているだろうか。ソフト対
策の内容を吟味し、魂を入れて、成熟したものにする必要がある。

７．流木と土砂の流出により被害が拡大している（H２３年和歌山那智川、H２４年
京都南部、H２９年福岡朝倉市）。山麓部では河道が土砂で埋まり、流木と土
砂と洪水が溢れて道路を流下した。河床変動を考慮した新たな治水の考えを。

９．今後の治水：もちろん河川整備を進め、河道、ダム、遊水地、放水路といっ
た従来の対策も重要だが、これとともに流域貯留対策や土地利用規制・耐
水化、防災教育など水害リスクを踏まえた総合的な治水（流域治水）が必
要（土木学会の提言：台風19号災害を踏まえた今後の防災・減災に関する
提言 ～河川、水防、地域・都市が一体となった流域治水への転換～
（2020年1月23日））

８．超過洪水対策としての堤防強化は必須である。越水しても破堤しない堤防
としてスーパー堤防事業は粛々として進めつつ、それ以外でも完成堤防断
面を強化することで越水しても破堤しない堤防を。気候変動による外力の
増大化は待ったなし。

４．おわりに（2/2）

40http://www.jsce.or.jp/strategy/files/hagibis_20200123.pdf



ご清聴いただきありがとうございました

オグラノオノオ
巨椋池ビオトープの蓮（京大防災研）

オグラノアケボノ
巨椋池ビオトープの蓮（京大防災研）

オグラコウホネ
巨椋池ビオトープ （京大防災研）
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【メモ】
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