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練馬区民環境行動

連絡会ニュース 第30号
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令和２（2020）年２月
○編集・発行
　練馬区民環境行動連絡会
　練馬区石神井町2-14-1
　石神井公園区民交流センター
　団体活動室内
　http://nerima-kankyo.tokyo/
　会長　大島　いずみ
○協力
　練馬区環境部環境課
　練馬区豊玉北6-12-1
　電話　03-5984-4702

★東京都内の川の流れ
　東京都は、東西に長く、東は東京湾を臨む江
東区や江戸川区などの低地、それから練馬区の
ある台地を経て、多摩の丘陵や山地へと連なっ
た地形になっています。台地部の川は主に西か
ら東に流れます。
　練馬区には、隅田川に合流する石神井川、新
河岸川に合流する白子川という２本の川が流
れています。練馬区役所付近に降った雨は、神
田川、隅田川を通って東京湾に流れています。
石神井川流域だと思っている方も多いと思い
ますが、実は神田川流域なのです。
★１時間75ミリを超える降雨への対応
　東京都では昭和40年代より、１時間あたり
50ミリの降雨に対応できるよう河川の整備を
行ってきました。
　しかし、近年、50ミリを超える降雨数が増加
するようになり、それに伴う水害が増加してい
るため、平成24（2012）年に目標整備水準の見直
しを行いました。東京都内の観測所の降雨デー
タから降雨特性を解析して、区部は１時間に75
ミリ、多摩は65ミリを計画降雨としました。

　さらに、平成26（2014）年に東京都豪雨対策
基本方針を改定し、洪水被害や降雨の特性を踏
まえ、対策を優先的に整備する９つの対策強化
流域を設定しています。この中に白子川、石神
井川も位置づけられています。
　河川は道路と異なり、スポット的に拡げて効
果を発揮できるものではありません。上流のみ
拡幅すると、その下流であふれてしまいます。
そのため、河

か

道
どう

は下流から整備しています。そ
の中で75ミリに計画変更となりましたので、
まずその進め方を決めました。
　50ミリ対応の川を更に拡げると、再度下流か
ら整備しなくてはならないため、河

か

道
どう

はそのま
まで、15ミリ分を調節池で対応し、各区市に協
力いただき、流域対策として川に流さない浸透
施設や貯留施設で10ミリ分を対応していただ
くこととしました。
★川をあふれさせないために
　川をあふれさせないために河川としては、河

か

道
どう

と調節池の整備を進めています。
　石神井川では、現在、城北中央公園の地下に

　地球温暖化の影響と考えられる異常気象が増えて
います。昨年の台風 19 号は記録的豪雨となり、各地
に大きな被害をもたらしました。
　練馬区では、これまで豪雨による氾濫が起きていた
石神井川が、昨年の台風 19 号では、大きな被害を出
しませんでした。それには「谷原交差点の下にある白
子川地下調節池の効果があったのでは」と思い、東京
都建設局を訪ね、話をお聞きしました。

プロフィール
昭和49（1974）年埼玉県生ま
れ、練馬区育ち。
大学卒業後、建設会社に勤務。
平成21年度より、練馬区に入区
し、練馬区の土木行政に従事。
平成30年度より、東京都建設
局河川部計画課に派遣。石神
井川・白子川・新河岸川の計画
を担当している。

川、人の環境を守る、都の河川整備
求めるのは「あふれさせない」、「親しみある」川

巻頭インタビュー「この人に聞く！」

東京都建設局河川部計画課課長代理　吾妻　雄一さん
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約30メートルの地下神殿のような箱をつくっ
て、25万立方メートルの洪水を貯留できるよう
に整備を進めています。
　白子川では、比丘尼橋上流、下流、目白通り
の地下の白子川地下調節池などを整備しまし
た。これにより、下流部の安全を確保し、上流
への護岸改修を進めています。また、白子川地
下調節池は、石神井川にも接続し、２つの川か
ら取水することが可能となっています。
　また、神田川・環状七号線地下調節池と白子
川地下調節池を繋ぐことにより、広域調節池と
して各河川の流域間で貯留容量を相互融通で
きるようにしていく整備も進めています。この
広域調節池は、完成すると143万立方メートル
（学校のプール約4,800杯分）を貯留すること
ができるようになります。
　神田川・環状七号線地下調節池は、見学もでき
ますので、実際に見ていただけたらと思います。

　川で一番大事なことは「あふれさせない」こ
とですが、もう一つ「親しみやすい川」という
ことも大切です。これまで、親水性の高い緩傾
斜護岸など、自然環境の保全・回復や水辺利用
に配慮した整備を進めてきました。石神井川で
は、南田中団地に緩傾斜護岸を整備しています。
　また、白子川の比丘尼橋上流調節池のような
堀込式の調節池に設置された公園は、水害等が
ないときは、テニスやボール遊びができたりす
るので、知らない方もいらっしゃいます。大雨
が降ると突然雨水が溜まって、使えなくなりま
す。水害から都民を守るためである調節池であ
ることを理解していただければと思います。
★激甚化する豪雨に備える
　１時間に75ミリを超える降雨は、１年間に
20分の1の確率で起こることを想定しています。
これを年超過確率と言い、20年に１回降るとい
うことではなく、毎年起こる可能性があります。
これは、流域全体に降ることを想定しているた
め、局所的集中豪雨のような短時間降雨には対

応できるものとなっています。
　また、仮に整備水準以上の雨が降った場合、
川があふれてしまうことが予想されます。そ
こで浸水予想区域図という浸水をシミュレー
ションしたものをつくっています。これまでは、
平成12（2000）年の東海豪雨（１時間114ミリ）
をもとに作成していましたが、水防法の改正に
伴い、今年度、石神井川及び白子川流域で想定
しうる最大の降雨（１時間153ミリ）をもとに
した浸水予想区域図に改定しました。練馬区
の水害ハザードマップはこの新しい浸水予想区
域図をもとに改定されています。
　意外なことに川から遠いところでも色がつ
いています。これは、内水被害（下水道の処理
能力以上の降雨によりマンホール等からあふ
れ、低い地形に水が溜まる現象）が想定されて
いるためです。
　昨年の台風19号では、白子川地下調節池（貯
留量21 . 2万立方メートル）に石神井川から貯
留量の約９割を貯留しました。調節池がなけ
れば、その約20万立方メートルが川を流下し、
さらに水位が上昇したことが予想されます。貯
留した水は、次の降る雨に備えるためにポンプ
を使い、満杯でも48時間で全て排水できる能
力があります。
　今後も、都民の皆さまの安全を守るために河
川整備を進めてまいりますので、引き続き東京
都の河川事業にご協力をお願いいたします。
★私たちができること
　ハザードマップで「我が家は大丈夫か」を確か
めるだけでなく、マイ・タイムライン（避難に備
えた行動を一人ひとりが決めておく）を決め、確
認しておくことが大事です。東京都では、マイ・
タイムラインを作成するためのガイドを用意し、
都ホームページなどで、公開しています。

（聞き手：大島いずみ）

都内の川を監視する防災対策室：台風 19 号では、約 30
名の職員により、川の監視や区市町村との連絡調整を行
いました。

川、人の環境を守る、都の河川整備巻頭インタビュー「この人に聞く！」
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プラスチックで作られた使い捨てコンタクト
レンズの空ケースを回収するエコ活動！

東京女子学院高等学校保健委員会
３年・相澤　ゆずかさん、川上　楓華さん
２年・山田　なつめさん、堀田　莉央さん

電気自動車等を活用した
災害時の緊急電源の充実

練馬区環境部環境課
瀧　真人さん

●保健委員会の活動
　生徒の健康
を考えて、毎
月「保健だよ
り」を発行し
ています。健
康に関する目
標を立て、風邪の季節は「手洗い、うがいをしよ
う！」といったように、全校生徒に伝え、達成に
向けて取り組んでいます。

●使い捨てコンタクトレンズの空ケース回収
　「健康に関する活動にとどまらず、健康に関
わる環境の保全や貢献活動をしたい」と平成29
（2017）年から始めました。最近では、プラス
チックの海ごみも問題となっています。使い捨て
コンタクトレンズの空ケースは、リサイクルに適
しています。生徒には、各クラスに設置した回収
箱に入れてもらいます。学期末ごとに保健委員会
のみんなで空ケースを集計し、回収先に届けてい
ます。回収した空ケースは、リサイクル業者に売
却され、収益は日本アイバンク協会に寄付されま
す。寄付金は病気により失明された方のための角
膜移植の研究等に使われます。学校での回収量は
順調に増えており、令和元（2019）年９月までの回
収量は、35.1kg（空ケース35,100個分）になります。
　この運動を行っているコンタクトレンズ販売事
業者のアイシティから感謝状を頂きました。

●今後の展望
　委員会活動を通して、自分の健康だけでなく、
友達の体調変化にも気がつくようになりました。
　空ケースを数えることは大変だけど、リサイク
ルされて新しい製品に生まれ変わることやアイバ
ンクに寄付されて
いることにやりが
いを感じています。
　今後も保健委員
会で様々な活動に
積極的に取り組ん
でいきます。

（聞き手：大島いずみ）

●環境にやさしい自動車の導入
　練馬区では、地球温暖化対策の取組の一環と
して、電気自動車や燃料電池自動車（水素自動
車）の導入を進めています。これらの車両は、
走行中に温室効果ガスを全く排出しない、静粛
性に優れるといった特徴があります。
　こうした車両は、日常業務で多く活用されて
います。区民の身近なところでは、電気自動車
の「安全・安心パ
トロールカー」で
す。練馬区内を24
時間365日巡回し
ながら、振り込め
詐欺の被害防止な
どの防犯に関する
広報活動も行って
います。

●全国の先駆け！電気自動車等の災害時活用
　練馬区では導入した電気自動車等を、災害時
の緊急電源としても活用することとしています。
　練馬区の避難拠点となる区立小中学校には、ガ
ソリンを使った発電機が配備されています。し
かし、消防法の関係で、備蓄できるガソリンの量
に限りがあります。
そこで、電気自動車
等からの給電に着目
しました。電気自動
車等の電気を家庭用
の電気に変換する
「外部給電器」も導
入し、医療救護所を
併設する10の避難拠点に配備しています。
　さらに、より多くの電気自動車等を確保するた
め、自動車メーカーや自動車販売会社と協定を結
んだほか、区民の電気自動車等を活用させて頂く
ボランティア制度「災害時協力登録車制度」を全
国で初めて創設するなど、取組を進めています。
　昨今の災害被害を受け、電気自動車等を活用
した電源確保の充実が全国の自治体から注目さ
れています。練馬区は、全国の先駆けとして、
区民・事業者の皆さんと共に取組を一層進めて
まいります。� （文：本人寄稿）

保健委員会の皆さん
（左は旧制服、右は新制服）

回収箱と感謝状

電気自動車の安全・安心パトロールカー

外部給電器と接続

私たちが取り組むエコ活動
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講 演 名 　あなたは、水害から家や地域を守れますか!?
　　　　　 ～環境から考える防災対策～
講　　師 　土屋　信行 氏（工学博士）
　　　　　 元江戸川区土木部長
　　　　　 （公財）リバーフロント
　　　　　 研究所　技術参与
日　　時 　令和２（2020）年
　　　　 　３月15日（日）
　　　　　 午後３時～午後５時
場　　所 　練馬区役所アトリウム
　　　　　 地下多目的会議室
定　　員 　100名（先着順）
主　　催 　練馬区民環境行動連絡会
　　　　　 練馬区環境課
申込方法 　�ハガキ、FAX、または電子メールで、

①講演名、②住所、③氏名（ふりが
な）、④電話番号を明記のうえ、令和
２年３月６日（金）（必着）までにお申
し込みください。

申 込 先 　〒176-8501
　　　　　 練馬区豊玉北６丁目12番１号
　　　　　 練馬区環境課環境計画推進係
　　　　　 電　話：5984-4702
　　　　　 ＦＡＸ：5984-1227
　　　　　 メール：kankyou02@city.nerima.tokyo.jp

《お願い》－「もっと！青い空」の充実にご協力を！－
　「練馬区民環境行動連絡会」は区民・事業者が策定した「練馬区民環境行動方針」に提案さ
れたプロジェクトを具体化するため、平成17年４月に結成された組織です。練馬区の支援を
受け、環境にやさしい取り組みや環境に配慮した生活を進めるために活動しています。
　当会の活動報告と皆さんが身近でできる環境行動について、年２回発行の機関紙「もっと！
青い空」で提言しています。さらに充実した内容とするため、下記のご協力をお願いします。
　①「巻頭インタビュー」で取り上げて欲しい方　②練馬区内で先駆的な環境活動や実践をさ
れている個人、企業、団体のご紹介、または情報をお知らせください。編集会議で検討のう
え、取材に伺います。
	 連絡先：練馬区石神井町 2-14-1
	 　　　　石神井公園区民交流センター団体活動室内・練馬区民環境行動連絡会
	 電話・FAX：03-3996-6351

≪区民環境行動講演会のお知らせ≫

あなたは、水害から家や地域を守れますか！？
～環境から考える防災対策～

令和元（2019）年、東日本を中心に大きな被害
をもたらした台風19号。記録的豪雨が、被害を
拡大した大きな要因となりました。23区でも懸
念されるのは、川が氾濫する外水氾濫だけでな
く、川に排水しきれなくなる内水氾濫もあること
を、あなたは知っていますか？『首都水没』、『水
害列島』の著者で、行政経験も豊富な講師に
環境を視点にした防災対策を学びます。

《プロジェクト報告》
（環境行動連絡会の各プロジェクトの活動状況を

お知らせしています）
●江古田ミツバチ・プロジェクト
①　講演会（参加無料）
　　講演：ハチの種類と生態
　　　　　～もっとハチをくわしく知ろう！～
　　講師：�山崎　和久�氏（東京大学大学院農学生命科学

研究科附属生態調和農学機構・農学博士・特任研究員）
　　日時：令和２（2020）年２月22日（土）
　　　　　午後２時00分～午後３時30分
　　場所：武蔵大学３号館3212教室
②　ミツバチとハチミツの親子実習教室
　　内容：＊ミツバチの大きな働きのお話
　　　　　＊ハチミツお菓子づくりの実習
　　日時：令和２（2020）年３月28日（土）
　　　　　午後２時～午後４時
　　場所：勤労福祉会館

●公園の自然を楽しむプロジェクト
　光が丘公園のバードサンクチュアリへの来場者
が22,900人（4月～11月）。ただいま、池の水を抜き
取り中。かいぼりの情報は認定ＮＰＯ法人生態工
房のホームページをご覧ください。

●練馬まち環境倶楽部
　令和元（2019）年11月24日（日）は、７団体が参
加して石神井公園駅でポイ捨て防止キャンペーン
を行ったほか、日常の活動を継続。

●ねりま・ごみフォーラム
　農業祭に参加。子どもの参加多く、親の啓発に
もなりました。生ごみの回収量が減少。高齢化、
独居、食材を使わなくなった等、原因はいろいろ
考えられますが、対策が必要。堆肥の講座を豊玉
リサイクルセンターで開催。令和２年度の消費生
活展参加予定。


