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水帯」が長時間，関東・東北地方に居座るこ
ととなった。栃木，茨城，宮城3県の104市
町村に大雨特別警報が出された。

降り始めの7日から5日間の各地の総降水量
は，栃木県日光市の今市で647.5ミリ，同市
五
い か り

十里で627ミリ，宮城県丸森町筆
ひっ ぽ 

甫で536ミ
リに達し，いずれも9月1か月間の降水量（平
年値）の2倍以上となった 1）。

栃木県の鬼怒川流域（石井基準地点上流
域）では，10日午前4時までの24時間で流域
平均雨量が402ミリを記録し，国土交通省が
100年に1度とする統計上の確率値を大幅に
超えた。この豪雨を気象庁は「平成27年9月
関東・東北豪雨」と命名した（本稿では以下，
関東・東北豪雨）。

河川の「氾濫」とは川の水が溢れ広がるこ

 Ⅰ  はじめに

2015年9月9日から11日にかけて，関東地
方と東北地方では，記録的な大雨が降った。
大雨となったのは，積乱雲が次々と発生して
帯状に連なる「線状降水帯」に覆われたため
である。

当時の気圧配置を見ると，日本海には台風
18号から変わった温帯低気圧が，日本列島東
方の太平洋には台風17号がある。温帯低気圧
に向かって南方から流れ込む湿った空気と台
風17号から吹き込む湿った空気が関東・東北
地方の上空でぶつかり合って，ひっきりなし
に積乱雲を発達させていた。温帯低気圧は，
気圧の谷に行く手を阻まれて北上するスピー
ドが遅かったから，大雨をもたらす「線状降

2015年9月10日，茨城県常総市を流れる鬼怒川は堤防が決壊し，氾濫した。堤防を乗り越えた濁流が土手
をえぐり崩す「越水破堤」が起きた。近年は，豪雨により大河川でもしばしば越水による堤防決壊が起きてい
る。本稿の目的は，越水による堤防決壊への危機感が自治体やメディア，住民の間で共有されていたのか，決
壊発生の第1報がメディアで迅速に伝えられたかどうかを検証し，情報伝達の課題を提示することにある。調
査の結果は以下の通りである。
■氾濫の前や氾濫初期の段階では，越水による堤防決壊のおそれは共有されていなかった。指定河川の洪水

予報や自治体の避難情報で，越水による決壊の危険性が強調されていなかった。上流域で記録的な大雨が
降り続いている場合には，氾濫の前から越水による決壊の危険性を住民に周知し，避難を促す必要がある。

■堤防決壊の 50 分前には越水による破壊のプロセスが始まったことが目撃されていたが，自治体やメディア，
住民に伝わっていなかった。河川巡視員や水防団員による現場の情報が生かされ，確実に周知される仕組
みが必要である。

■堤防決壊の発生が，メディアで迅速に伝えられたとは言い難い。決壊発生の確認後に発表された「はん濫発
生情報」の見出しと主文には，「堤防決壊」という言葉はなかった。発表文の見直しも含め，メディアによる
決壊発生の第 1 報をより迅速なものとすることも課題である。

堤防決壊と緊急時コミュニケーション
～越水破堤の危険性は伝わっていたか～

メディア研究部  福長秀彦
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とを言う。氾濫は，堤防の無い場所から水が
溢れ出る「溢

いっすい

水」，水が堤防を乗り越えて溢
れ出す「越水」，そして「堤防決壊（破堤）」
によって起きる 2）。

関東・東北豪雨では，河川の氾濫が相次い
だ。このうち，国土交通大臣が指定した一級
河川では，栃木県と茨城県を流れる鬼怒川を
はじめ19河川で堤防が決壊した。また，溢
水と越水による氾濫は67河川に及んだ 3）。国
土交通省によると，1度の水害でこれほど多
くの河川堤防が決壊したことは，近年では例
が無いという。

鬼怒川は，下流域の常総市上三坂地区で
越水した濁流が土手を削り取り，（川の下流
に向かって）左岸の堤防が幅200メートルに
亘って決壊した。堤防の決壊などによる氾濫
で，常総市では鬼怒川東岸の東西4キロ，南
北18キロの約40平方キロメートルが浸水し
た 4）。氾濫による常総市の被害は死者2人，
けが人44人，住宅の全壊53件，大規模半壊
1,462件，半壊3,524件，床上・床下浸水は3,228
件に上った。常総市を中心に多数の住民が濁
流の中に取り残され，自衛隊などのヘリで
1,343人が，警察や消防などのゴムボートで
2,919人が救助された 5）。

鬼怒川の堤防が決壊したのは1949年8月の
キティ台風（決壊地点は中流部の栃木県内）
以来66年ぶり，茨城県常総市内で決壊したの
は1938年9月の台風による豪雨以来，実に77
年ぶりのことであった 6）。

堤防決壊は河川氾濫の中で最悪の事態であ
る。決壊は越水や溢水による氾濫と比べ水の
勢いが強いからブロック塀が倒され，家屋や
自動車が流されたりする。越水よりも水量が
格段に多くなるから，浸水の範囲も広大なも

のとなる。越水が起きれば，堤防が決壊する
危険性が増す。堤防を乗り越えた氾濫流が土
手をえぐり崩すのである。今回の鬼怒川の堤
防決壊も越水によるものであった。

関東・東北豪雨では，鬼怒川上流で記録的
な大雨が降り続き，指定河川の洪水予報をは
じめ氾濫の危険性を伝える様々な情報が出さ
れた。指定河川洪水予報とは，治水上重要な
河川を対象に国土交通省と気象台，ないしは
都道府県と気象台が共同で発表する情報だ。
河川が「はん濫危険水位」に到達すると「は
ん濫危険情報」，氾濫が発生すれば「はん濫
発生情報」が出される。内閣府は，市町村に
対してはん濫危険情報で避難勧告を，はん濫
発生情報で避難指示を出すことを基本として
推奨している。図1に指定河川洪水予報の概

図 1　指定河川洪水予報の概略
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避難判断水位に達した場合，または
一定時間後にはん濫危険水位に到
達することが見込まれる場合
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略を示しておく 7）。
今回の鬼怒川氾濫で，越水が起きれば堤防

決壊のおそれがあるという情報は自治体やメ
ディア，住民に事前に伝わっていたのだろう
か。危機感として共有されていたのだろうか。
越水が実際に起きた時に，決壊の危険性は果
たして伝わっていたのだろうか。さらに，堤
防決壊の発生は，多様な伝達手段で一刻も早
く周知されなければならない筈だが，放送メ
ディアの速報時間はどうであったのか。

これらの問いを検証し，危機が切迫してい
る時のコミュニケーションの在り方を考察する
のが本稿の目的である。最初に断っておくが，
筆者は関係者の個々の判断・対応の善し悪し
をあげつらうつもりは無い。収集した事実の
中から情報伝達の課題と考えられる部分を提
示することによって，今後の防災に少しでも資
することができればと思い，調査を行った。

  Ⅱ  越水による大河川の堤防決壊は
　　 どの程度起きているのか

今回のように1度の水害で多数の河川堤防
が決壊したのは異例のことであるが，実は近
年の豪雨によって大河川でも堤防の決壊がし
ばしば起きている。一級
河川の中でも国土交通省
が直轄管理している，治
水上重要な河川で起きた
堤防決壊は，この10年
間で今回の鬼怒川を含め
9 河川10件となっている

（表1）。表にある水系と
は，本流の河川を中心と
してそれにつながる支

流や湖沼などをまとめた水の流れの系統を言
う。鬼怒川は利根川の支流であるから利根川
水系の河川であり，矢部川は矢部川水系の本
流である。

決壊の原因を見ると，9河川10件中，6河
川6件までが越水である。堤防の決壊を引き
起こす主な原因としては，❶越水，❷侵食，
❸浸透，の3種類がある。このうち，❶の越
水による決壊とは，堤防を乗り越えた濁流が
河川と反対側の堤防下部を削り取り，最終的
に堤防が崩れることを言う。❷の侵食による
決壊は，増水した川の激しい流れによって河
川側の堤防がえぐり取られ，決壊に至る現象
のことである。❸の浸透による決壊は，降雨
や増水した河川の水が堤防の内部に多量に浸
み込むことで土手の斜面が崩れ出し，決壊に
至ることを指す。浸透による堤防決壊には，
もう1種類，「パイピング破壊」と呼ばれるも
のがある。これは堤防下部に浸み込んだ水が
パイプ状の流れを作り，土手の外側に水や土
砂を次々と噴出することでついには堤防を崩
落させる現象を言う。鬼怒川のケースは❶の
越水が主な原因であるが，❸のパイピングが
決壊を助長した可能性もあるとされている 8）。
図2に堤防決壊のイメージ図を示す。

発生年月日 水系 河川名 決壊地点 決壊幅 原因
2004.7.17 最上川 鮭川　 （右岸） 山形県鮭川村佐渡 25 ｍ ❶ 越水
2004.10.20 円山川 円山川（右岸） 兵庫県豊岡市立野 120 ｍ ❶ 越水
2004.10.20 円山川 出石川（左岸） 兵庫県豊岡市鳥居 100 ｍ ❶ 越水
2006.7.19 天竜川 天竜川（右岸） 長野県箕輪町松島北島 160 ｍ ❷ 侵食
2011.6.24 子吉川 子吉川（右岸） 秋田県由利本荘市荒町 72 ｍ ❶ 越水
2011.6.24 子吉川 石沢川（左岸） 秋田県由利本荘市鮎瀬 70 ｍ ❶ 越水
2012.7.3 筑後川 花月川（左岸） 大分県日田市坂井 160 ｍ ❷ 侵食
2012.7.3 筑後川 花月川（右岸） 大分県日田市住吉 200 ｍ ❷ 侵食　　
2012.7.14 矢部川 矢部川（右岸） 福岡県柳川市六合 50 ｍ ❸ 浸透（パイピング）
2015.9.10 利根川 鬼怒川（左岸） 常総市三坂町 200 ｍ ❶ 越水

国土交通省の記録を基に調査作成

表 1　近年の堤防決壊事例（国管理の一級河川）
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木・茨城の両県を流
れ，茨城県西部の守
谷市で利根川に合流
する。延長は約177
キ ロ， 流 域 面 積 は
1,760平 方 キ ロ メ ー
トルに及ぶ。上流域
の殆どは急峻な山岳
地帯が連なる深い渓
谷で，国立公園内に
位置する。中流域は
扇状地で河岸段丘が
発達し，東北自動車
道や東北新幹線など

の基幹交通網が横断している。下流域は沖積
平野の田園地帯を流れるが，近年はつくばエ
クスプレスの開業などに伴って宅地開発が進
み，流域の中では人口・資産が集積している。
常総市は下流部に位置している（図3）。

国土交通省関東地方整備局では，2006年に
策定した利根川水系河川整備基本方針に基づ
いて鬼怒川の河川改修を進めてきた。

この基本方針では，鬼怒川流域に100年に
1度の大雨が降った場合に，ダムなどの洪水
調節を経て河道に流れる水量のピーク値 10）を
推計している。堤防の設計に際しては，こ
のピーク流量を安全に流すことができる水
位（計画高水位）をそれぞれ地点ごとに先ず
求め，その水位よりも高く，余裕を持たせる
形で堤防に必要な高さを定めている。堤防の
高さから計画高水位を差し引いた余裕分の高
さ（余裕高）や堤防最上部の幅は，ピーク流
量ごとに基準値が決められている 11）。100年
に1度の大雨による鬼怒川のピーク流量は毎
秒5,000立方メートル以上であるので 12），堤

大河川の堤防決壊が近年でも稀な現象では
ないことを示すために，この10年間の事例を
示したが，古くは戦後最悪の氾濫とされ，埼
玉県から東京都にかけての広範な地域が浸水
した1947年の利根川右岸（埼玉県東村・現在
は加

か ぞ

須市大利根）の決壊や1986年の小貝川左
岸（茨城県明野町・現在は筑西市）の決壊も
越水によるものであった 9）。堤防決壊の原因
は，いつの時代にあっても越水が圧倒的に多
いとされている。

越水による決壊は，低くて幅の狭い堤防ほ
ど起きやすい。越水したからといって，必ず
しも堤防が決壊するとは限らないが，越水が
起きれば，堤防決壊の危険性が増すことは河
川工学の専門家にとっては常識であるという。

  Ⅲ  越水による堤防決壊は
       予期できたか

鬼怒川は栃木県北部の日光市の鬼怒沼（標
高2,040メートル）を水源とする一級河川で栃

図 2　堤防決壊のメカニズム

国土交通省資料

❶ 越水破壊

❷ 侵食破壊

❸ 浸透破壊

（パイピング破壊）
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要とされる区間192.5キロ 13）のう
ち82.9キロと43.1％である（堤防
整備率）。残りの56.9％は高さと
幅のいずれか，または両方が不足
している区間であり，堤防のない
箇所も含まれている（2015年3月
末時点）。茨城県内に限ると堤防
整備率は17.4％であり，下流部で
整備率が低い。

堤防の高さや幅が不足していた
り，漏水対策が不十分だったりし
て氾濫・決壊の危険性があると重
要水防箇所に指定され，重点的な
巡視・点検の対象となる。決壊地
点の堤防も重要水防箇所に含まれ
ていた。

鬼怒川の治水上重要な区間の殆
どは，国土交通省関東地方整備局
下館河川事務所（以下，下館河川
事務所）が管理している 14）。下館
河川事務所が指定している重要水
防箇所は，2015年度現在で411箇
所であるが，このうち73％の302
箇所は利根川との合流地点から

遡って4 ～ 45キロの下流域にある。この区
間で堤防の高さや幅が不足している重要水防
箇所は233箇所に上る 15）。

関東地方整備局では，人口と資産が集中し
ている下流域のうち，先ず鬼怒川と利根川の
合流地点から3 ～ 20キロの区間を対象に，7
年間かけて堤防に土を盛ってかさ上げした
り，拡幅したりするなどの改修を進めてい
た。また，20 ～ 45キロ区間についても，概ね
20 ～ 30年かけて堤防などの改修を行うこと
にしていた。これによって，当面は30年に

防の基準値は余裕高が1.5メートル，最上部
の幅が6メートルとなる。

200メートルに亘って決壊した常総市上三
坂地区の左岸堤防は，高さが概ね4メートル
であったが，余裕高は基準値1.5メートルに
対して，決壊部分の少ないところでは6セン
チしかなかった。また，堤防最上端の幅は3
～ 4メートルと基準値6メートルを下回って
いた。

国土交通省によると，鬼怒川の場合，高さ
と幅の基準を満たしている堤防は，堤防が必

図 3　鬼怒川流域図

国土交通省資料に加筆。水位観測所等は本稿記述のみ

石井基準地点

川島水位観測所

決壊地点の上三坂

鬼怒川水海道
水位観測所
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1度の大雨によるピーク流量でも氾濫・決壊
することなく安全に河道に流すことを目指し
ていた 16）。決壊した堤防も改修事業の対象と
なっていた。

鬼怒川の治水の目標は，利根川水系河川整
備基本方針に基づき，100年に1度の大雨に
よるピーク流量でも越水や決壊による氾濫を
起こさないようにすることである。では，基
本方針に示されている100年に1度の大雨と
は何か。これは，流量の観測地点である石井
基準地点（宇都宮市石井町）17）の上流域で，
3日間の流域平均雨量 18）が362ミリとなるこ
とを指す。362ミリという値は1966年までの
44年間に記録された100ミリ以上の流域平均
3日間雨量の統計から確率として推計したも
のだ 19）。

今回の関東・東北豪雨では，石井基準地
点上流の流域平均雨量は，9月10日午前4時
までの24時間で410ミリに達し，基本方針が
100年に1度の大雨とする3日間362ミリを1
日で上回った。さらに，9月9日からの3日間
では，501ミリと大幅に超過している。

下館河川事務所は，2005年3月，鬼怒川氾
濫のシミュレーションによる浸水想定区域図
を作成した 20）。シミュレーションは100年に1
度の大雨で堤防決壊による氾濫が発生すると
いう想定であった。堤防が無い箇所について
は，上流から運ばれた土砂が堆積した小高い
地形 21）を堤防に見立てて決壊を想定した。想
定したケースは右岸90箇所，左岸72箇所で，
想定した決壊箇所の中には，実際の決壊地点
に近い箇所（750メートル川下）もあった。

国土交通省は今回，堤防が決壊した後で
近傍箇所の浸水想定区域図に現実の決壊地点
を手書きした図を公表した。図4がそれだ。

図中の上の×が実際の決壊地点，下の×が
事前に想定した決壊地点である。脇にある
20.25Kとは，利根川との合流地点から20.25
キロ上流であることを指す。実際の決壊地点
はそこから750メートル川上の21K，つまり
合流地点から21キロ上流であった。

シミュレーションが想定した100年に1度
の大雨とは，石井上流域の3日間流域平均雨
量が402.4ミリに達することを意味する。今
回の関東・東北豪雨で同流域の流域平均雨量
は，前述のように10日午前4時までの24時
間で410ミリであったから，このシミュレー
ションの前提も超えている。10日午前4時と
いえば，上三坂で越水が確認される7時間10
分前，堤防が決壊する8時間50分前である。

国土交通省発表資料

図 4　決壊後に発表された浸水想定区域図

FEBRUARY 2016



8 　FEBRUARY 2016

異常な大雨が降り続いて河道を流れる水量
が著しく増大していること，高さや幅が不足
している堤防が多数あることを考え合わせる
と，鬼怒川のどこかで越水による堤防決壊が
起きたとしても不思議ではなかった。

  Ⅳ  越水による堤防決壊のおそれは
　　 共有されていたか

Ⅳでは，氾濫前→氾濫の初期→上三坂の越
水確認の時系列で検証を行う。表2に情報伝
達の時系列を，図5に2つの観測所の水位を
示しておく。

1　決壊13 時間 30 分前（はん濫危険水位超）～

9月9日午後11時20分頃，鬼怒川は下流域
の川島水位観測所で2メートル30センチのは
ん濫危険水位を超えた。常総市上三坂地区の
堤防が決壊する13時間30分前である。川島
水位観測所の受け持ちは，右岸が観測所のあ
る筑西市下川島から川下の常総市古

ふる ま  ぎ 

間木ま
で，左岸が観測所対岸の筑西市下

しも え づれ

江連から川
下の常総市新石下までの区間である。この区
間には筑西市，結城市，下妻市，八千代町，
常総市の5つの市町がある。川島水位観測所
ではん濫危険水位を超えたということは，こ
の区間で越水や溢水による氾濫の危険性が

非常に高まっている
ことを意味する。氾
濫すれば，この区間
の周辺地域に浸水被
害が拡がることにな
る。

10日午前0時15分，
下館河川事務所と，
水戸・宇都宮の両地
方気象台は共同で指
定河川洪水予報のは
ん濫危険情報を発表
し，直ちに自治体や
マスメディアなどに
伝達した。

発表文には，氾濫
への警戒呼びかけや
水位，雨量の実況と
予測が記載されてい
た。以下に発表文の
見出しと主文を示す

（下線は筆者）。

日 日時 河川の情報

9 日 23：20 頃 川島水位がはん濫危険水位 2.3 ｍ超
10 日 00：15 はん濫危険情報

01：23 ホットライン「水位上昇中。避難勧告を行ってください」
01：40 常総市　避難準備情報（若宮戸など玉地区・石下地区）
02：00 川島の水位 4.13 ｍに

常総市　災害対策本部設置

02：06 ホットライン「水位上昇中。避難指示を出してください」
若宮戸から氾濫した場合の浸水想定区域図送付

02：20 常総市　避難指示（若宮戸など玉地区・石下地区）
04：00 常総市　避難勧告（新石下・大房地区など）
04：48 ホットライン「万が一の場合，浸水想定区域図を活用してください」
05：58 ホットライン「若宮戸地点で越水が始まります」
06：00 頃 若宮戸で溢水始まる
06：30 はん濫発生情報
07：00 鬼怒川水海道の水位 5.62 ｍに（はん濫危険水位超）
07：11 ホットライン「下流部の危険箇所からの越水も予想されます」
08：00 はん濫発生情報続報（筑西市の船玉・伊佐山でも溢水）
08：30 常総市　避難勧告（坂手地区など）←土のう積み依頼

常総市長　茨城県知事に自衛隊の災害派遣要請
（結城市　山王地区などに避難指示←堤防決壊の危険性指摘）

09：25 ～ 10：30 常総市　避難指示（岡田地区・水海道地区・三妻地区）
11：00 鬼怒川水海道の水位 7.67 ｍに（計画高水位超）
11：10 上三坂で越水を確認（国交省職員）
11：40 常総市　避難指示（大花羽地区）
11：42 ホットライン「21K 付近で越水。避難してください」
11：55 常総市　避難指示（坂手地区など）

　　　　←土のう積み督促・越水による堤防決壊の危険性指摘
12：00 鬼怒川水海道の水位 7.91 ｍに
12：00 頃 国交省状況把握員が越水による堤防下部の損傷を目撃
12：50 上三坂で堤防決壊
13：08 常総市　避難指示（鬼怒川東側）

表 2　情報伝達の時系列一覧（常総市関連）
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発表文では，下線部のように，溢水や越水
による氾濫のおそれを伝えているが，越水に
よる堤防決壊の危険性については触れていな
い。そもそも指定河川洪水予報は，水位や水

量，雨量のデータによって越水や溢水による
氾濫の可能性と氾濫の発生による浸水エリア
を予測するものである。堤防という構造物の
破壊現象を予測するものではない 22）。水位や
雨量などのデータによって堤防のどの箇所が
決壊するのかを予測することは困難である。

しかし，越水すれば堤防決壊の危険性が増
し，決壊すれば氾濫が起きる。今回の関東・東
北豪雨のように，上流域で豪雨が降り続き23），
河道を流れ下る水量が著しく増大することが
予想される場合には，はん濫危険情報の中で
越水の最悪のケースとして，堤防決壊の危険
性を呼びかけてもよいのではないか。

鬼怒川のはん濫危険情報は，各マスメディ
アによってテレビやラジオ，ウェブサイトな

図 5　観測所水位（川島・鬼怒川水海道）

鬼怒川はん濫危険情報

（見出し）鬼怒川では，はん濫危険水位（レ
ベル 4）に到達 はん濫のおそれあり

（主文）（前略）川島水位観測所（筑西市）で
は，9 日 23 時 30 分頃に，はん濫危険水位（レ
ベル 4）に到達しました。川沿いの筑西市，
結城市，下妻市，結城郡八千代町，常総市
のうち，堤防の無い，または堤防の低い箇
所などでははん濫するおそれがありますの
で，各自安全確保を図るとともに，市町村
からの避難情報に注意して下さい。

06:00 頃
若宮戸の溢水始まる（25.35k 付近）

00:50
上三坂の堤防決壊（21k 付近）

国土交通省資料（抜粋）に加筆

FEBRUARY 2016
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どで速報されたが，筆者が確認した限りで
は，速報はいずれも発表文の表現に沿ったも
のが殆どで，ことさら堤防決壊のおそれを強
調する内容にはなっていなかった。越水によ
る決壊のおそれがメディア関係者の間で共有
されていたとは言い難い。

自治体はどうであったろうか。9日午後10
時54分，下館河川事務所長から常総市長に
電話連絡（ホットライン）が入った。ホット
ラインの内容は「若

わかみや ど 

宮戸で越水の可能性が高
い。避難勧告，避難所の準備をしてください」
というものだった 24）。左岸の若宮戸地区には
堤防が無い箇所があり，5箇所（延長約1.5キ
ロ）が重要水防箇所に指定されている。常総
市でも予

かね

てから若宮戸を警戒していた。常総
市は，はん濫危険情報が発表された後の午前
1時40分，若宮戸を含む北西部の玉地区〈原
宿・小

お ぼ

保川・若宮戸〉と石下地区〈本石下・
県道土浦境線より北の新石下〉の2,448世帯，
7,229人に避難準備情報を出した。

川島水位観測所の水位は，はん濫危険水
位の2メートル30センチを超えた後も，急激
な上昇を続けていた。午前2時には4メート
ル13センチに達し，過去の最高水位3メート
ル4センチより1メートル以上も高くなった。
水位が下がる気配はない。午前2時6分，下
館河川事務所はホットラインで「水位上昇
中。避難指示を出してください」と連絡した。
同時に，若宮戸の堤防の無い箇所から氾濫し
た場合の浸水想定区域図を常総市にファック
スで送った。この浸水想定区域図は，Ⅲで述
べた氾濫シミュレーションによるものであ
る。14分後の午前2時20分，常総市は避難準
備情報を避難指示に切り替えた。

常総市の地域防災計画を見ると，防災行政

無線で住民に避難勧告・指示を呼びかける文
章のひな型が掲載されている 25）。以下が呼び
かけ文のひな型である（下線は筆者）。

　　　

　

いずれの呼びかけ文も，「堤防が決壊」とい
う言葉が使われ，決壊を意識したものとなっ
ている。では，午前2時20分の避難指示は防
災行政無線でどのように呼びかけられたので
あろうか（表題と下線部は筆者）。

　

【避難勧告の例文】

こちらは，常総市です。ただ今，○○時○
○分に○○地区に対して避難勧告を発令し
ました。直ちに○○の避難所（又は○○方
面）へ避難を開始してください。なお，浸水
により，○○道（○○方面）は通行できませ
ん。
　昨夜からの大雨により，○○時間後には
○○川の水位が危険水位に達する恐れがあ
り，堤防が決壊した場合，家屋が浸水する
恐れがあります。できるだけ近所の方にも
声をかけ，一緒に避難してください。

【避難指示の例文】

こちらは常総市です。ただ今，○○時○○
分に○○地区に対して避難指示を発令しま
した。○○川の○○付近の堤防が決壊して

（○○川が危険水位を突破して）大変危険な
状況です。避難中の方は直ちに○○避難所

（又は○○方面）へ避難を完了してください。
十分な時間がない方は近くの高い建物の上
層階（○階以上）に避難してください。なお，
浸水により，○○道（○○方面）は通行でき
ません。

【避難指示（10 日午前 2 時 20 分）】

こちらは防災常総です　玉地区，本石下と
新石下の一部に避難指示が発令されました
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この時の避難指示の呼びかけ文には，堤防
決壊という言葉は出てこない。常総市による
と，堤防が無い若宮戸からの氾濫を念頭に置
いた避難指示であったので，決壊のおそれを
呼びかけることはしなかったという。

筆者は常総市のほかに，鬼怒川下流域の筑
西市，結城市，下妻市の防災関係部局に聴き
取り調査を行ったが，いずれの自治体も，こ
の段階では，はん濫危険情報の主文にある堤
防の無い箇所や低い箇所からの氾濫（溢水・
越水による氾濫）を専ら警戒していた。越水
による堤防決壊のおそれを自治体の防災担当
者や住民が共有するまでには至っていなかっ
た。

2　決壊 6時間 50分前（はん濫初期）～

10日午前6時頃，鬼怒川が溢水し始めた。
堤防決壊の約6時間50分前である。

溢れた地点は若宮戸の堤防の無い箇所で
あった。午前6時30分，指定河川洪水予報の
はん濫発生情報が発表された。

午前7時時点の川島水位観測所の水位は5
メートル36センチで上昇を続けている。若宮
戸で溢水したが，川下の水位は下がらない。
下がらないどころか，水位はぐんぐん上昇し
ていた。若宮戸より川下にある鬼怒川水

みつかいどう

海道
観測所（常総市本町）の水位は，午前7時の
段階で5メートル62センチとはん濫危険水位

を超えていた。鬼怒川水海道の受け持ち区間
は，右岸が常総市花島町から，左岸が常総市
三坂町から利根川の合流地点までで，堤防が
決壊した上三坂は左岸の三坂町にある。

石井上流域に降った記録的な豪雨が濁流
となって鬼怒川の河道を流れ下り，下流域に
押し寄せていた。事態は一段と深刻化してい
た。はん濫発生情報は，越水による堤防決壊
の危険性を伝えていたのだろうか。以下に見
出しと主文を示す（下線は筆者）。

若宮戸の氾濫は堤防の無い箇所から水が
溢れ出す溢水によるものであったが，発表文
では，水が堤防を乗り越える越水となってい
る。堤防の決壊については，「※」以下に浸
水想定の但し書きとして記されているが，越
水による決壊の危険性を強調したものとは読
み取れない。

はん濫発生情報も，各マスメディアによっ
てテレビやラジオ，ウェブサイトなどで速報
された。しかし，但し書き中の堤防決壊の部
分を伝えた速報は見当たらなかった。

NHKの総合テレビは，はん濫発生情報が

鬼怒川がはん濫のおそれがあります　避難
所は豊田小学校，豊田幼稚園，豊田文化セ
ンターを開設しました　また下妻市の千代
川小学校，宗道小学校も避難所として開設
しています　避難をはじめてください
くり返しお知らせします

鬼怒川はん濫発生情報

（見出し）鬼怒川では，越水が発生（レベル 5）
（主文）鬼怒川では，常総市若宮戸地先（左
岸）25.35K付近より越水しました。（レベル5）

はん濫による浸水が想定される地区 ※
茨城県常総市 

※はん濫による浸水が想定される地区につ
いては，一定の条件下に基づく計算結果で
の推定です。気象条件や堤防の決壊の状況
によっては，この地区以外でもはん濫によ
る浸水がおこる可能性があります。

FEBRUARY 2016
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発表されてから14分後の午前6時44分，字
幕で「茨城県常総市若宮戸付近で鬼怒川の
水あふれる」と第1報を伝えた。続いて，午
前6時45分にＬ字のスクロール画面で速報し
た。その直後には増水した鬼怒川の中継映
像（国土交通省監視カメラ・若宮戸より下
流の地点）を使いながら，スタジオのアナウ
ンサーが「国土交通省によりますと，茨城県
内を流れる利根川水系の鬼怒川は常総市若宮
戸付近で堤防から水が溢れる越水が発生した
ということです。国土交通省は川から離れる
か，できるだけ高いところで身の安全を確保
するよう呼びかけています 」と繰り返し伝え
たが，但し書きの堤防決壊の部分は伝えてい
なかった。

はん濫発生情報から決壊地点の上三坂付近
で越水が確認されるまでの間，自治体は越水
による堤防決壊の危険性をどの程度意識して
いたのだろうか。

常総市内には，若宮戸の溢水箇所から濁流
が流れ込み続けていた。午前10時を過ぎた
頃には，若宮戸とその周辺の広範な地域が浸
水し，車の上や塀の上に取り残された住民か
ら警察署や市役所に救助の要請が殺到してい
た。大人の腰から胸辺りまで水かさが増し，
流れが速いため機動隊のゴムボートが近づ

けない場所もあった。常総市長は午前8時30
分，茨城県知事に対して自衛隊の災害派遣の
要請を行った。

午前7時，鬼怒川水海道の水位は5メート
ル62センチまで上がり，はん濫危険水位の5
メートル30センチを超えた。午前7時11分，
下館河川事務所長は常総市長にホットライン
で「下流部の危険箇所からの越水も予想され
ます」と連絡した。午前9時以降，常総市に
は下流部の住民から「川の水が溢れている」
という通報がひっきりなしに入ってきた。市
の災害対策本部は住民や下館河川事務所から
の情報を基に，浸水のおそれがあるエリアを
線引きしては次々と避難の勧告や指示を出し
ていった。表3に常総市が出した避難準備情
報・避難勧告・避難指示の一覧を示す。

表中で⑦の避難指示は，決壊地点の上三坂
に隣接した地域である。④の避難勧告は，下
館河川事務所から右岸・坂手地区の一部堤防
が低くて危険なので，土のうを積むよう依頼
されたことを受けて出したものだ。

表3の下の文書は，④の避難勧告を防災行
政無線で呼びかけた際の伝達文である（表題
と「繰り返し」の表記，下線は筆者）。

はん濫発生情報の速報（NHK 総合テレビ）

若宮戸の中継映像（NHK 総合テレビ）
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この避難勧告の伝達文も，前述のひな型と
違って，堤防決壊のおそれを呼びかけるもの
とはなっていない。冠水などの通報，浸水被
害の把握，住民からの救助要請，避難の勧告
や指示を出す対象地域の決定，避難場所の開
設と避難誘導の検討，住民への周知…。常総
市の災害対策本部はこれらの対応に忙殺さ
れ，職員の多くは越水が起きれば堤防決壊の
危険性が増すことを明確に意識する余裕が無
かった。

他の自治体はどうであったろうか。鬼怒川

右岸にある結城市が堤防決壊の危険性を強く
意識したのは午前8時頃，下館河川事務所長
からのホットラインであった。結城市による
と，ホットラインの内容は，▽市南部の山王
地区の堤防で数箇所から漏水し，堤防が決壊
するおそれがある，▽かなり危険な状態であ
り，すぐに住民の避難が必要である，という
ものだった。

結城市の災害対策本部は，ガレージの隅
の，倉庫を改装した災害対策室に設置されて
いた。そこには，市長，副市長，各部の部長，
消防署長，防災交通課長ら約20人が詰めて
いたが，堤防決壊の危険性がある山王地区な
ど周辺4地区の約5,000世帯，1万2,000人に
避難指示を出すことを即決し，午前8時30分
に避難指示を出した。

対象地区の選定は，国土交通省の浸水想定
区域図を使った訳ではない。ハザードマップ
も見た訳ではない。地形や標高差から氾濫流
が向かう方向を判断し決めた。浸水想定区域

表 3　常総市が出した避難情報（9月10日）

発表時刻 種別 対象地区 発表事由

① 01：40 避難準備 玉〈原宿・小保川・若宮戸〉 ・ホットライン
・はん濫危険情報石下〈本石下・新石下（県道土浦境線以北）〉

② 02：20 避難指示 玉〈原宿・小保川・若宮戸〉 ・ホットライン
・若宮戸からの浸水想定図石下〈本石下・新石下（県道土浦境線以北）〉

③ 04：00 避難勧告 新石下（県道土浦境線以南）・大房・東野原・山口・平内・収納谷 ・若宮戸からの浸水想定図

④ 08：30 避難勧告 坂手〈坂手町〉・菅生〈菅生町・大塚戸町〉
低い堤防に土のう積み依頼

内守谷〈内守谷町・内守谷町きぬの里 1 ～ 3 丁目〉

⑤ 09：25 避難指示 岡田〈向石下・篠山〉 住民からの越水通報

⑥ 09：50 避難指示 水海道
〈水海道元町（国道 354 号線以南）・水海道亀岡町・水海道栄町
水海道高野町・水海道天満町・水海道宝町・水海道川又町
水海道淵頭町・水海道諏訪町・水海道山田町〉

住民からの越水通報

⑦ 10：30 避難指示 三妻〈三坂町の中三坂 上・中三坂 下〉 住民からの越水通報

⑧ 11：40 避難指示 大花羽〈羽生町・大輪町〉 住民からの越水通報

⑨ 11：55 避難指示 坂手〈坂手町〉  内守谷〈内守谷町・内守谷町きぬの里 1 ～ 3 丁目〉
菅生〈菅生町・大塚戸町〉 堤防決壊のおそれ

⑩ 13：08 避難指示 鬼怒川東側の住民 上三坂で堤防決壊

【坂手地区等への避難勧告】

こちらは防災常総です　小谷沼周辺の坂手
地区 内守谷地区 菅生地区に避難勧告が発令
されました　鬼怒川がはん濫するおそれが
あります　避難所は水海道総合体育館　あ
すなろの里 豊岡小学校 菅生公民館 坂手公
民館を開設しています　避難を始めてくだ
さい

繰り返し

FEBRUARY 2016
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図などを見ながら地区の線引きをしている余
裕は無かったという。筆者は，常総市の堤防
決壊から2か月近くが経った11月4日に結城
市を訪れたが，災害対策室のホワイトボード
には，当時の緊迫した雰囲気を窺わせる走り
書きが残されていた。

避難指示は，防災行政無線，消防団ポンプ
車の広報，消防団員の各戸訪問，登録メール，
ケーブルテレビで伝えた。ただし，防災行政
無線の伝達文は，堤防決壊の危険性を呼びか
ける文章にはなっていなかった。以下はその
時の伝達文である（表題と下線は筆者）。

Ⅱで述べたように，堤防決壊の主な原因に
は越水と侵食，浸透がある。漏水は浸透によ

る堤防決壊の危険性を見定める目安である。
結城市は，越水による決壊を意識した訳では
なかったが，「堤防決壊のおそれ」という情
報に敏感に反応していた。

3　決壊1時間40分前（上三坂の越水確認）～

午前11時，鬼怒川水海道の水位は7メート
ル67センチに達し，過去の最高水位5メート
ル57センチを大幅に上回っていた。

それどころか，ピーク流量を河道に安全に
流すことができるよう定められた「計画高水
位」の7メートル33センチも超えてしまった。

午前11時10分頃，排水ポンプ車で河川巡
視をしていた下館河川事務所の職員が上三坂
地区の越水を確認した。堤防決壊の約1時間
40分前である。この後，この職員は下館河川
事務所の鎌庭出張所に立ち寄り，越水の確認
を報告した 26）。

午前11時42分，下館河川事務所長は，ホッ
トラインで常総市長に「21K付近で越水。避
難してください」と伝えた 27）。21K付近とは，
利根川との合流地点から21キロ上流の上三
坂付近を指す。しかし，常総市ではこのホッ
トラインの後も，上三坂に避難指示を出さな
かった。上三坂など三坂町の8地区のうち，
避難指示を出したのは，表3中の⑦に示した
2地区だけだった。この点について，常総市
では「ホットラインによる連絡があったと思
われるが，当時は情報が輻

ふくそう

輳し，上三坂とい
う地名を聞いたかどうかはっきりしない」と
している。

正午頃，下館河川事務所から増水時の河川
巡視を委託されている状況把握員の一人は，
上三坂の堤防上をライトバンで走っていた。
越水が始まったばかりと思っていたが，徐々

【山王地区等への避難指示】

はがさき はまのべ みつかいどう さんのう
地区につきましては きぬ川水艦上流右岸の
土手が漏水したため 避難指示を発令します
山川小学校へ避難して下さい

繰り返し

結城市の災害対策室に残されていた走り書き
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に水かさが増し，不安になった。越水の深さ
（越水深）は，車の底部に届く位と感じた。こ
の時の越水深は，地上から車体底部までの高
さを後日計測した結果，約20センチと推定
された。

さらに，状況把握員は，住宅地側の堤防下
部が，溢れた濁流によって削り取られ始めて
いるのを目撃した 28）。越水による決壊は，堤
防を乗り越えた濁流が河川と反対側の堤防下
部を次々とえぐり取ってゆくことで起きる。
上三坂の堤防は，越水による破壊のプロセス
が進行していた。

はん濫発生情報は，午前6時30分に若宮戸
からの溢水を伝えた後，午前8時にも筑西市
左岸の船玉と伊佐山の両地区で溢水したこと
を伝える続報が発表されている。しかし，上
三坂の越水は続報が出されなかった。

NHKの場合，この時点の鬼怒川の取材は，
浸水し，多数の住民が取り残されている常総
市の若宮戸とその周辺地区，2箇所で溢水し
た筑西市に集中していた。午前11時30分過
ぎ，NHK水戸放送局の記者はたまたま三坂
町内の道路が冠水している様子を撮影してい
たが，上三坂から越水しているという情報は
つかんでいなかった。午後0時30分を過ぎて
も，NHKの水戸放送局や報道局には上三坂
で越水によって土手が削り取られ，決壊の危
険性が増しているという情報は入っていな
かった。

下館河川事務所の状況把握員が見た状況は
常総市の災害対策本部に伝わっていたのだろ
うか。災害対策本部に詰めていた職員や消防
署の幹部にこの点を尋ねたが，いずれも「記
憶にない」と言う。

上三坂の越水で堤防決壊のおそれが生じて

いることは，常総市やメディアに伝わってい
なかった。まして住民は知る由もなかった。

しかし，この段階で，常総市が越水による
堤防決壊をまったく警戒していなかったとい
う訳ではない。

表3に示した④の避難勧告は，下館河川事
務所から坂手地区の堤防が低い箇所に土のう
を積むよう依頼されたことから出したもので
あった。常総市はこの箇所の土のう積みに
は手が回っていなかったのだが，午前11時
30分前頃，下館河川事務所から督促の電話
が入った。電話の内容は，▽この箇所は堤防
が低くて200メートルに亘って土のうを積む
必要がある，▽このままだと越水によって堤
防が決壊する可能性がある，というものだっ
た。常総市の災害対策本部が堤防決壊の危険
性に直面していることをはっきりと認識した
のは，この時であったという。

午前11時55分，常総市は坂手・守谷・菅
生の各地区に出していた避難の勧告を指示に
切り上げた（表3中の⑨）。避難指示は防災
行政無線の屋外スピーカーで該当の各地区に
放送した。またホームページや携帯端末への
メールも使って周知した。以下に防災行政無
線の伝達文を示す（表題と下線は筆者）。

常総市の災害対策本部が防災行政無線の呼

　【坂手地区等への避難指示】

こちらは防災常総です　小谷沼周辺の坂手，
内守谷地区，菅生地区に避難指示が発令さ
れました　鬼怒川の決壊のおそれがありま
す　避難所は水海道総合体育館 あすなろの
里 豊岡小学校 豊岡公民館 菅生公民館 坂手
公民館を開設しています。

くり返しお伝えします

FEBRUARY 2016
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びかけで「決壊のおそれ」という言葉を使っ
たのは，今回の鬼怒川氾濫では，この時が初
めてである。常総市も結城市と同様に「堤防
決壊のおそれ」という情報に敏感に反応して
いた。下館河川事務所から「21キロ付近で越
水。避難してください」とのホットラインが
入ったのは，この頃であった。

正午過ぎ，鬼怒川水海道観測所の水位は7
メートル91センチまで上昇し，さらに上が
り続けていた。上三坂の堤防に決壊の危機が
迫っていた。

　

  Ⅴ  堤防決壊の発生は
　　 どう伝えられたか

1　堤防決壊の瞬間

堤防決壊の瞬間はどうであったか。以下は
筆者が聞いた住民の証言である。
・上三坂の住民の一人は，正午頃から自宅
1 階の家財を 2 階に運んでいた。2 時間ほ
ど前から川の水が溢れ続けているためだ。
堤防から溢れ出した水は，庭から道路，さ
らに道路を越えて向かい側の住宅の方へと
流れていた。水の深さは 4 ～ 5 センチだっ
たが，次第に水かさが増しているようだっ
た。家財を運ぶ手を休め，1 階で昼食をとっ
ていると，ザーザーというような強い雨音
が聞こえてきた。外を見ると，それは雨音
ではなく，濁流が家のすぐ傍を流れる音
だった。
　午後 0 時 30 分頃，濁流は波打ち，渦を
巻いたような形になっていた。庭のブロッ
ク塀も根元から引きちぎられ倒れた。恐ろ
しくなって 2 階に上がった。車が流された。

2階からは，近くに住む息子の家が見え

る。息子夫婦一家が2階のベランダでヘリ
コプターに向かって懸命に手を振ってい
た。気が気ではなかった。

この住民は午後3時頃，ヘリコプターで
救助された。倉庫の屋根に登っていた隣家
の男性が流されて死亡したことを後になっ
て知った。
・午後 1 時前，上三坂の区長は堤防の上に
いた。区長として気がかりで，午前中から
度々川の様子を見に来ていた。突然，ゴォー
という物音がし，衝撃を感じた。見ると，
自分の立っているところから 50 メートル
ほど離れた土手がえぐり取られていた。濁
流が凄まじい勢いで押し寄せていた。慌て
て堤防を降りて，道路の向こう側にある自
宅に戻ろうとした。氾濫流を避けて迂回し
たつもりだったが，たちまち濁流に呑み込
まれてしまった。

流されるうちに3畳ほどの板切れが浮い
ているのに気付いて，必死でしがみついた。
流れから何とか頭は出していた。足が地面
につかなかったから，水深は背丈よりも深
いと感じた。1.5～2キロは流されたと思う。
小高い農業用水路の橋に行き着いた。

濁流に呑み込まれてから約1時間後，区
長はヘリコプターで救助された。自宅は流
されてしまっていた。区長は「板がなけれ
ば助からなかったかもしれない。この辺り
は災害がない。まさか，ここが決壊すると
は思ってもみなかった」と語った。
・別の住民は，近所の家のトタン屋根の小
屋が転がりながら流されてゆくのを目撃し
た。「消防の人が『決壊したから避難してく
ださい』と呼びかけていた。車で20～30メー
トル離れた安全なところまで逃げた」と話し
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ている。
・午後 0 時 50 分頃，常総市の災害対策本
部に，上三坂選出の市議会議員から電話が
入った。堤防決壊の連絡だった。災害対策
本部の誰もが，上三坂で決壊するとは思っ
ていなかった。「本当なんだよな」，災害対
策本部に詰めていた安全安心課長が下館河
川事務所に確認の電話をした。下館河川事
務所の担当者は「監視カメラでも確認した
ので，そこが決壊したのは間違いありませ
ん」と答えた。下館河川事務所では，状況
把握員や河川巡視員からの報告を基に，監
視カメラで上三坂付近の映像をモニターし
ていたが，午後 0 時 50 分に堤防が決壊し
たことを確認した。

・水海道消防署の副署長は，市庁舎 2 階の
安全安心課で決壊の情報を聞いた。上三坂
で堤防が決壊して一人が流されたというも
のだった。一刻を争う救助活動だ。出動す
る場所を間違えてはまずい。咄嗟に，決壊
現場近くにいた消防団員に携帯電話で場所
を確認した。消防団員は「間違いありませ
ん。上三坂で決壊しています」と答えた。
副署長からの連絡で消防署からレスキュー
隊と消防車が出動した。署長が陣頭指揮を
した。
堤防決壊の通報から18分後の午後1時8

分，常総市の災害対策本部は鬼怒川左岸，川
の東側の住民1万1,168世帯，3万1,212人に避
難指示を出した。以下は防災行政無線の呼び
かけ文である（表題・下線は筆者）。

2　はん濫発生情報とNHKの速報

決壊の確認から30分後の午後1時20分，下
館河川事務所と水戸・宇都宮の両地方気象台
は，はん濫発生情報の続報を発表した。堤防
決壊による氾濫の発生を初めて周知する情報
である。この時の発表文では発生地点21K付
近の地先名が新石下となっているが，翌日11
日午前8時に三坂町に訂正された。21K地先は
三坂町の上三坂であり，新石下との境にある。
以下にはん濫発生情報の見出しと主文を示す

（下線は筆者）。

【堤防決壊による避難指示】

こちらは防災常総です　鬼怒川が三坂町内に
おいて決壊しました　鬼怒川東側の市民の方
は早急に鬼怒川西側に避難してください
　　　　くり返しお伝えします

国土交通省の監視カメラの映像

決壊した上三坂の堤防（国土交通省撮影）

FEBRUARY 2016
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見出し，主文とも「堤防の決壊によるはん
濫」ではなく，単に「はん濫」という表現が
使われている。「堤防の決壊」という言葉は，

「※」以下に浸水想定の但し書きとして記さ
れているだけである。但し書きの形式・文章
は若宮戸が溢水した時に出されたはん濫発生
情報とまったく同じである。

2012年7月の九州北部豪雨で矢部川が決壊
した際も，はん濫発生情報の見出しと主文
は，「堤防決壊によるはん濫」ではなく，単
に「はん濫」と記されていた。

これは，はん濫発生情報の目的が氾濫の発
生とそれによる浸水エリアを周知することに
置かれ，構造物の破壊を伝えるものではない
ことによる 29）。「越水」は堤防から水が溢れる
という氾濫の一形態であるので使用されてい
るという。

はん濫発生情報の後，関東地方整備局は午
後2時から，国土交通省本省は午後2時30分
前から記者会見を行った。記者会見で「鬼怒
川左岸21K付近の堤防が決壊」と書かれた発
表資料が配付された。同時にシミュレーショ

ンによる浸水想定区域図に実際の決壊地点を
手書きした，前述の図4を公表した。

NHKは，はん濫発生情報や記者会見によっ
て堤防の決壊の情報をつかんだ訳ではない。
午後1時過ぎ，国土交通省を担当している記
者が堤防決壊の情報をキャッチした。NHKの
ラジオ第1では決壊発生から41分後の午後1
時31分，決壊の第1報を伝えた。総合テレビ
では発生から46分後の午後1時36分，第1報
を字幕で速報した。ラジオ第1，総合テレビ
とも豪雨災害の特設ニュース中であった。総
合テレビの字幕は「鬼怒川 茨城常総市新石下
付近 堤防が決壊し氾濫」となっていた。

午後1時40分，総合テレビの画面は鬼怒川
上空のヘリコプターからの中継映像に切り替
わった。溢水した若宮戸の上空だ。付近の住
宅地が湖のようになっていた。

アナウンサーが緊迫した口調で「国土交通
省によりますと，茨城県内を流れる利根川水系
の鬼怒川は常総市の新石下付近で堤防が決壊し，
氾濫しています」と伝えた。

中継映像は川下へと移っていく。午後1時
46分，堤防が決壊し，濁流が滝のようになっ
て流れ込む上三坂が映し出された。アナウン
サーは「家の中や車の中に取り残されている皆
さんにお伝えします。携帯電話などで助けを呼

鬼怒川はん濫発生情報

（見出し）鬼怒川では，はん濫が発生（レベ
ル 5）

（主文）鬼怒川では，常総市新石下地先（左岸）
21K 付近よりはん濫しました。（レベル 5）

はん濫による浸水が想定される地区 ※
茨城県常総市 

※はん濫による浸水が想定される地区につ
いては，一定の条件下に基づく計算結果で
の推定です。気象条件や堤防の決壊の状況
によっては，この地区以外でもはん濫によ
る浸水がおこる可能性があります。

若宮戸上空からの中継映像（NHK 総合テレビ）
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ぶ，あるいは窓の外に向かって大声を発するな
どして助けを呼んでください。救助がくるまで
安全な場所で避難しておいてください。決して
あきらめないでください」と呼びかけた。ま
た，「常総市三坂町の鬼怒川で堤防が決壊し，
堤防の上にいた一人が流されたということで
す」と伝えた。この後，濁流の中に取り残さ
れた人たちがヘリコプターで次々と救助され
る様子が中継された。

在京の民放キー局がテレビで決壊を速報し
た時間は午後1時54分以降で，いずれも決壊
発生から1時間以上が経過していた。

堤防決壊の発生は，その破壊力と氾濫流量
からして，テレビでも迅速に伝える必要があ
る。しかし，今回のケースでは，一番早かっ
たNHKでも決壊発生の46分後であった。メ
ディアが強く反応した言葉は，はん濫発生情
報の「はん濫」ではなく「堤防決壊」であっ
た。

  Ⅵ  おわりに

本稿の目的は，越水による堤防決壊への危
機感が自治体やメディア，住民の間で事前に
どの程度共有されていたのか，また決壊の発
生が放送メディアで迅速に速報されたかどう

かを検証し，重大な危険が切迫している時の
情報伝達の課題を提示することであった。検
証の結果と課題は以下の通りである。

■はん濫危険水位を超えた段階で，越水によ
る堤防決壊への危機感は共有されていな
かった。はん濫危険情報や避難の呼びかけ
は，越水による決壊の危険性を伝えていな
かった。河川整備基本方針に示されている
最大ピーク流量を上回るような大雨が上流
域で降り続いている場合には，越水のおそ
れがある段階から堤防決壊の危険性を住民
に周知し，避難を促す必要があると考える。

■堤防の無い箇所から溢水が始まった氾濫初
期にも，はん濫発生情報や避難の呼びかけ
で越水による決壊の危険性が強調されるこ
とはなかった。依然として越水による決壊
へのおそれが共有されていなかった。越水
ではなく浸透による堤防決壊の危険性を指
摘され，敏感に反応した自治体もあった。

「堤防決壊」という言葉には自治体に対応
を促す強いインパクトがあった。

■堤防決壊の 1 時間 40 分前に，決壊地点の
越水が確認されたが，はん濫発生情報は発
表されなかった。決壊 50 分前には越水に
よる破壊のプロセスが始まったことが目撃
されたが，自治体やメディア，住民に伝
わっていなかった。河川巡視員や水防団員
による現場の情報が指定河川洪水予報など
に反映され，確実に周知される仕組みが必
要ではないか。

■堤防決壊は破壊力と氾濫流量が圧倒的であ

上三坂上空からの中継映像（NHK 総合テレビ）
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るから，その発生は一刻も早く周知されな
ければならない。しかし，メディアで迅速
に速報されたとは言い難い。堤防決壊後に
出されたはん濫発生情報の見出しと主文
には，「堤防決壊」という言葉は無かった。
発表文の見直しも含め，メディアによる決
壊発生の第 1 報をより迅速なものとするこ
とも課題である。

本稿は，堤防決壊による河川の大規模氾濫
を緊急時のコミュニケーションという視点か
ら考察したものである。コミュニケーション
の結果として，越水による堤防決壊のおそれ
が的確に伝わっていなかった実情を一定程度
は明らかにすることはできたと思うが，解明
できなかった点も多い。

例えば，越水破壊のプロセスが始まった
という現場情報が，はん濫発生情報に反映さ
れず，自治体やメディアに伝わらなかったの
は何故か。常総市が決壊地点の上三坂に避難
指示を出し遅れた真の原因は何であったのか
…。これらの疑問を解くためには，関係者の
間で一体どのようなコミュニケーションがな
されていたのか，さらに詳細な記録と証言を
収集する必要がある。しかし，それらは常総
市の検証作業がこれから始まろうとし，関東
地方整備局による住民への説明が続けられて
いる現段階（2015年12月中旬）では，ほとん
ど明らかにされていない。そうした記録や証
言を今後も粘り強く掘り起こしてゆきたい。
国土交通省は今回の大規模氾濫を契機に，防
災対策の見直しをハード・ソフトの両面から
進めている。河川の防災情報がどのように変
わっていくのかも引き続きフォローしたいと
考えている。

2015年12月現在，NHK放送文化研究所で
は，常総市の住民1,000人を対象に鬼怒川氾
濫についての世論調査を進めている。防災情
報が住民に行き届いていたのか，命を守る行
動につながっていたのかなどを明らかにする
ためである。世論調査の結果は，今後，本誌
などで報告する予定である。 

（ふくなが ひでひこ）

注：
 1） 気象庁「台風第 18 号等による大雨について」

（2015 年 9 月 14 日）。
 2） 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務

所「用語解説」。
 3） 国土交通省「台風第 18 及び第 17 号による大雨

（平成 27 年 9 月関東・東北豪雨）等に係る被害
状況等について」（2015 年 10 月 1 日 15 時時点），
国土交通省水管理・国土保全局「平成 27 年 9
月関東・東北豪雨に係る被害及び復旧状況等に
ついて」（2015 年 10 月 5 日午前 9 時時点）。

 4） 国土地理院「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨に
係る茨城県常総地区推定浸水範囲」（9 月 12 日
15：30 分時点）。

 5） 茨城県災害対策本部 2015 年 12 月 28 日 16 時時
点以前の発表資料より抜粋。

 6） 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所など
の記録による。

 7） 内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作
成ガイドライン」（2015 年 8 月改定版）。

 8） 国土交通省関東地方整備局「第 2 回鬼怒川堤防
調査委員会議事要旨」（2015 年 10 月 5 日）。

 9） 吉川勝秀編著『河川堤防学』（2008年 技報堂出
版）。1986 年 8 月，小貝川は茨城県明野町と茨
城県結城郡石下町本豊田地区（現在は常総市石
下町）の左岸の 2 箇所が決壊した。このうち，
明野町は越水破壊，石下町本豊田は樋管周りの
漏水による浸透破壊であった。

 10） 河川工学で言う「計画高水流量」のこと。
 11） 河川法に基づく河川管理施設等構造令による。

同構造令はダムや堤防などの構造について河川
管理上必要とされる一般的技術的基準を定めた
ものである。
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 12） 利根川水系河川整備基本方針によると，ピーク
流量（計画高水流量）は宇都宮市石井で毎秒
5,400 立方メートル，常総市水海道で 5,000 立
方メートル。

 13） 国が管理している区間で，左右両岸のキロ数。
 14） 鬼怒川の幹線流路延長 177 キロの中で治水上重

要な 102.6 キロは，国土交通大臣管理区間であ
るが，下館河川事務所はこのうち 99.6 キロを
管理している。

 15） 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所「平
成 27 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表」より。

 16） 国土交通省関東地方整備局事業評価監視委員会
資料「鬼怒川直轄河川改修事業」（2012 年 1 月
11 日版及び 2014 年 10 月 10 日版）による。今
回の鬼怒川氾濫の後，関東地方整備局は「鬼怒
川緊急対策プロジェクト」を立ち上げ，鬼怒川
下流域の治水機能を大幅に強化する方針を打ち
出している。

 17） 基準地点は，基本高水流量（大雨時にダムなど
の施設で洪水調節が行われていない状態での最
大ピーク流量）を求める，洪水対策上の要とな
る地点である。河川が山地から平野部に出てく
るところが基準地点とされることが多い。

 18） 流域平均雨量は，流域の雨量を面積平均で算出
したもので，流域の複数の観測所の雨量データ
を使う。

 19） 国土交通省水管理・国土保全局「利根川水系河
川整備基本方針」の「基本高水等に関する資料」
による。

 20） この氾濫シミュレーションは国土交通省関東地
方整備局下館河川事務所のホームページに公表
されている。

 21） 自然堤防と呼ばれる。自然堤防とは，上流から
運ばれる土砂のうち，一定の粒度のものが洪水
の度に河道の両側に堆積してできた小高い地形

（微高地）のこと。
 22） 水防法第 10 条及び第 11 条。
 23） 栃木県には 9 月 10 日午前 0 時 20 分に大雨特別

警報が出された。
 24） 国土交通省関東地方整備局「出水時における下

館河川事務所から常総市への情報提供について
（速報版）」。ホットラインは下館河川事務所長
から常総市長への電話連絡。本稿ではホットラ
インの内容は正確を期すためカッコ内に原文を
引用した。

 25） 常総市防災会議「常総市地域防災計画・風水害
対策計画編」（2013 年 3 月）。

 26） 国土交通省関東地方整備局「第 2 回鬼怒川堤防
調査委員会資料」（2015 年 10 月 5 日）。

 27） 前掲 24。
 28） 前掲 26。
 29） 前掲 22。
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