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★梅雨、台風、局地的な豪雨
　日本では、毎年のように全国で広範囲に渡る水
害が発生しています。
　今年も７月の豪雨により、熊本県を流れる球磨
川水系では、13 か所が氾濫し、多くの方が犠牲
になりました。近年の豪雨を検証しながら水害に
ついて一緒に考えていきましょう。そして、あな
たの命、大切な人の命を守るために正しく恐れて、
備えていただきたいと思います。

　昨年の台風 19 号は、10 月 12 日に 大型で強い
勢力を保ったまま伊豆半島に上陸すると、関東地
方を通過し、東北地方までも暴風雨に巻き込み
ました。箱根では総雨量 1000 ｍｍ、17 地点では
500 ｍｍを超える記録的な大雨となり、71 の河川
の 140 か所以上の堤防が決壊して延べ 300 以上の
河川が氾濫しました。

　平成 25 年 、IPCC（国連気候変動に関する政府
間パネル）は第５次報告書で、気候システムの温
暖化は疑う余地がないと公表しました。これによ
ると今後 21 世紀末までに、世界平均気温が 0.3 ～
4.8℃上昇し、世界平均海面水位は 0.26 ～ 0.82m 上
昇する可能性が高く、中緯度の陸域のほとんどで
極端な降水がより強く、頻繁になる可能性が非常
に高いと予測されています。

　国土交通省の試算では、気温が４度上昇すれば、
降雨量が 1.3 倍、河川の流量は 1.4 倍になってしま
います。１時間降雨量 50 ｍｍ以上の発生回数が２
倍以上に増加する予測です。
　試算では、地球温暖化で降雨量が増えることに
より、堤防やダムが現在のままなら、洪水が起き
る確率は、今世紀末には平均で４倍になるとの結
果が出ています。

熊本県　球磨川の氾濫、写真提供：国土地理院

（公財）リバーフロント研究所技術審議役　土屋　信行

　土屋さんには、令和２年３月に開催を予定していた「区民環境行動講演会」の講師をお願いしていまし
たが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止となりました。そこで、講演会のテーマとしていた

「環境から考える防災対策」について、寄稿していただきました。
　講演会を楽しみにしていた方々をはじめ、多くの皆様に、ぜひ読んでいただけたらと思います。

プロフィール
昭和50年東京都へ入庁。江戸川区
区画整理推進課長、江戸川区土木
部長などを歴任し、現在、公益財団
法人リバーフロント研究所技術審議
役。「首都水没」、「水害列島」の
著者。

あなたは、水害から家族や地域を守れますか！？
～ 環 境 か ら 考 え る 防 災 対 策 ～

寄稿
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★最新の治水対策の状況
　日本は、全国の河川を 109 水系に分けて治水対
策を行っています。しかしながら、今後増大する
と予測される降雨量に対して、安全だと言いきれ
る治水対策が完了している河川は１本もないのが
実情です。

　平成 30 年に甚大な被害をもたらした西日本豪
雨や、昨年の台風 19 号の教訓を踏まえ、政府は、
新たな洪水対策を打ち出し、治水対策の転換をし
ました。具体的には、新たなダムを一つも造らず、
現在使用中のダムを活用して治水を強化しました。

★豪雨の最中に行われた「緊急放流」
　台風 19 号の襲来当時、各地のダムは貯水機能が
上限に達する “ 満杯 ” に近い状態となり、緊急放
流を余儀なくされました。このことが、河川の氾
濫や堤防決壊の要因ともなりました。

　緊急放流を行ったダムの一つに神奈川県にある
城山ダムがあります。当時、城山ダムは、下流の
増水を抑えるために、流入した水を貯水する洪水
調節容量が総容量の半分しかありませんでした。
そのため、ダムが満杯になってしまい、ダム自体
の決壊を防ぐため、豪雨の最中に緊急放流せざる
を得なくなりました。放流先の相模川は、一気に
増水し、氾濫の危険が生じたのです。

　こうした豪雨の最中の緊急放流は各地で行われ、
被害拡大を招く要因にもなったのでした。
　台風接近前に事前放流ができなかった理由は、
水道用水、発電用水、農業用水など、縦割りの水
管理の構造があったのです。これが水利権といわ
れるものです。多目的ダムは貯水の目的に合わせ
てそれぞれの利用者が建設費用を分担します。こ
の分担割合の貯水容量しか治水目的に使えなかっ
たのです。

★緊急放流を免れた八ッ場ダム
　台風 19 号の際に洪水調節が有効に機能したため
緊急放流を免れ、水害抑止に役立ったとされるダ
ムがありました。それが群馬県の八ッ場ダムでし
た。八ッ場ダムは令和２年３月末に完成したばか
りで、台風 19 号が襲った当時は、10 月１日から
のダムの安全性を確認する試

し け ん

験湛
た ん す い

水が始まったば
かりで、ほぼ空の状態でした。

　そのため台風の豪雨を満杯状態まで貯水した結
果、緊急放流に迫られることはありませんでした。
国土交通省によると利根川では観測史上最高水位
を記録したものの、八ッ場ダムを含む上流の複数
のダムの効果で利根川の下流の水位は１ｍ程度下
げることができました。

　しかし、昭和 22 年カスリーン台風の際に、堤防
が決壊して東京まで洪水氾濫を引き起こした栗橋
付近では洪水氾濫警戒水位を 10 時間以上超えると
いう危険な状態でした。まさに利根川は危機一髪
の状態だったのです。

　緊急放流を行った城山ダムと、緊急放流をせず
に済んだ八ッ場ダムから見えたのは、大雨の際に
実際に貯水できるダムの容量が河川氾濫の危険性
を左右する大きな要素だということです。

神奈川県　城山ダム　写真提供：国土交通省

群馬県　八ッ場ダム（満水時）　写真提供：国土交通省

埼玉県  利根川  栗橋付近（台風19号）  写真提供：国土交通省

寄稿 あなたは、水害から家族や地域を守れますか！？
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★新たな取組「予備放流」と「事前放流」
　政府は今年１月から、まず１級河川を管轄す
るダム（農業用ダム、治水・利水ダム、発電用
ダム）を対象に、現在の洪水調節容量を追加で
どれだけ確保できるのか、事前放流の条件など
を各ダム管理者や利水者などと協議し、協定を
締結し、河川を管理する国土交通省が責任を持
ち、事前放流を一元管理することにしたのです。
加えて、事前放流が空振りとなり水不足が生じ
た場合などには利水者への補償を行うことも決
めたのです。

　これにより、城山ダムの洪水調節の容量（事
前放流できる容量）は 50.3％から 86.7％と９割
近くにまで増やすことができるなど、相模川水
系全体では 25.5％から 53.7％へ。東京ドーム 69
個分増えました。神奈川県によると台風 19 号と
同様の降雨に対しては、水位を 65cm 低下させる
ことができ、緊急放流の回避が可能だとしてい
ます。

　この結果を全国の１級河川水系全体で見ると、
これまでの 46 億㎥から 91 億㎥と、水害対策に
使える容量が全体の３割から６割に倍増しまし
た。これは大規模ダムの象徴である 5000 億円以
上かけた八ッ場ダムの 50 個分、東京ドーム 3664
個に相当します。新たなダム建設費を１円もか
けずに、約 25 兆円の節約しながら、ダムの洪水
対応能力を倍増させることができたのです。こ
れは画期的です。

　事前放流は約３日前から行われる予定ですが、
周辺住民への周知をはじめとした情報伝達など、
自治体と協力した安全対策も不可欠です。また、
大雨を予測して洪水調節を行ったにも関わらず、
予測通りの雨が降らなければ、ダムが干上がり
水不足を引き起こすリスクもあります。気象庁
では、スーパーコンピュータを使った数値予測
に力を入れ、異常気象毎年が相次ぐなかで寄り
確度の高い予測を目指しています。

　ダムの貯水容量強化は有効な策ですが、全国で
稼働するダムは約 1460 あり、洪水対策はまだ十
分とは言えません。災害はいつどこで起きてもお
かしくありません。
　多くの尊い命が失われた水害を教訓に私たち
自身も自治体任せではなく自ら命を守る行動を
改めて見直したいものです。

★大切なのは私たちの防災意識・命を守る行動
　自分の命を自分で守るために身近にできること
はたくさんあります。まずハザードマップを確認
してください。想定する降雨量によって色が塗ら
れています。科学的に恐れてください。知識を身
に着けておくことが、大切です。
　最後に、洪水から避難するために知っておきた
いポイントを６つ紹介します。

❶長靴を履いてはいけません。
長靴の中に水が入るとたちま
ち歩行困難になってしまいます。
長靴は水中では浮力があるため
水の中を歩くのは危険です。ト
レッキングシューズやスニー
カーなどを履きましょう。

❷泥水の中を歩いて避難すると、
マンホールや U 字側溝、水路
などが全く分からなくなりま
す。杖や長い傘などを使って障
害物を探りながらゆっくり歩き
ましょう。

❸体を濡らすと、体力を消耗するため大変危険です。
傘をさすのではなくカッパを着て行動しましょう。

❹発泡スチロールのライフジャ
ケットを常備しましょう。空気
を注入する方式のジャケットは
洪水時のがれきなどで破損する
可能性があるので避けてくだ
さい。浮き輪なども簡単に破裂
するので使い物になりません。
リュックサックに発泡スチロールを詰め込んで前
に抱えるのも有効です。

❺流された時、無理に泳ぐよりも浮いていること
を心がけましょう。泳いで体力を消耗するより生
存の確率が高いことが実証されています。

❻最後の手段は、垂直避難です。
鉄筋コンクリートの建物は流さ
れないため、近くのマンション
など高い建物を目指してくださ
い。また避難ができない場合は、
ご自宅の２階など、少しでも高
い場所に移動しましょう。

寄稿 あなたは、水害から家族や地域を守れますか！？
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《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。
　「巻頭インタビュー」で取り上げて欲しい方や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、本誌
に掲載させていただきます。
	 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

《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
　密を避け、少人数
での活動を心がけて
います。
　武蔵大学では、新
型コロナウイルス感染
症拡大に伴い、学生
会員が学校に来られな
いため、それ以外 の
会員で活動しています。
　大泉では、ウガンダの方が参加しました。技術
を国に持って帰りたいと活動に積極的に取り組ん
でいます。

●公園の自然を楽しむプロジェクト
　新型コロナウイルス感
染症の拡大により、光が
丘公園バードサンクチュ
アリが閉鎖になりました。
　閉鎖中には、オオコノ
ハズクがやってきたりし
ました。
　現在は再開し、バンと
カイツブリの親子が来園
者を楽しませてくれています。

●練馬まち環境倶楽部
　清掃活動は、新型コロナウイルス感染症予防の
ため、自主的な活動をしています。

●ねりま・ごみフォーラム
　新型コロナウイルス感染症拡大により、生ごみ
回収は、６月３日まで回収できませんでした。
　また、活動場所が閉鎖になり、生ごみに入れる「ぼ
かし」が、調達できませんでした。これまで参加
していた各種イベントが中止になりました。

主な機能
〇資源・ごみ分別辞典
キーワードを入力するだけでごみ・資源等の種別
を検索できます。
〇資源・ごみの出し方
　資源・ごみの種類ごとに出し方をご案内しています。
〇粗大ごみの申込み
　粗大ごみの出す手順もご案内しています。

　以下の二次元バーコードからダウンロードできま
す。ぜひご利用ください。

お住まいの
地域の収集日が

分かります。

iPhone Android

カイツブリの親子
（転載：光が丘バードサンクチュアリブログ）

アプリのアイコン

【練馬区資源・ごみ分別アプリ配信中】
　スマートフォンから資源・ごみの分け方や地域別
の収集日の検索などができます。
　他にも出し忘れを防止するアラート機能など、便
利な機能が盛りだくさんです。

ミツバチの内検作業


