越水破堤のタイムラグと
緊急時コミュニケーション
～鬼怒川決壊後，緊急情報はどう変わるか～

メディア研究部

福長秀彦

近年は豪雨が多発し，川の水が堤防を乗り越えることで起きる「越水破堤」の危険性が増している。2015 年
9 月の関東・東北豪雨の後，国土交通省は，越水しても決壊しにくい構造に堤防を補強し，越水～決壊のタイ
ムラグを引き延ばす「危機管理型ハード対策」の導入を決めた。本稿では，越水破堤のタイムラグはどの程度
あるのか，過去の大水害でタイムラグが生かされていたのかを検証し，タイムラグを生かす情報の課題を提
示した。検証結果と課題は以下の通りである。
■越水破堤のタイムラグを予測するのは難しく，
近年の事例では約 30 分～ 5 時間 20 分とばらつきが見られた。
故に，安全を見越しタイムラグは常に短いものと考えてかからなければならない。危機管理型ハード対策
の引き延ばしの効果は未知数であるが，これを減災に生かす情報が必要である。
■タイムラグを生かすには，普段から越水破堤の危険性を住民に周知し，越水発生後にそのリスクが高まっ
ていることを伝える必要があるが，円山川と鬼怒川の越水破堤では，そうした情報が伝えられていなかった。
■タイムラグを生かすためには，越水発生時の「氾濫発生情報」で決壊のリスクが増していることを明確に伝
える必要があるのではないか。
■想定最大規模降雨による家屋倒壊危険区域は，最悪のリスクを住民に知らせるものだが，想定の浸水が深
すぎるためにハザードマップに使用できなかった自治体があった。

すい。関東・東北豪雨では，茨城県常総市

Ⅰ はじめに

を流れる鬼怒川の堤防が決壊し，同市の約

近年は豪雨によって河川が氾濫し，堤防が
決壊する危険性が確実に増している。2015

堤防決壊はどのようにして起きるのか。決壊

年 9 月の関東・東北豪雨では，国ないしは都

の原因には，大別すると①越水，②侵食，③

道府県が管理する 19 河川で，2016年 8月の

浸透の 3 種類がある。①は川の水が堤防を乗

1）

台風 10 号では 8 河川で堤防が決壊した 。
堤防決壊は河川の氾濫中，最悪の事態であ

り越え
（越水），住宅地側の堤防斜面を削り取
ることによるもの，②は激しい川の流れによっ

る。河川の「氾濫」とは川の水が溢れ出るこ

て河川側の堤防が浸食されることによるもの，

とを言う。氾濫には，堤防の無い場所から水

③は降雨や川の水が堤防の内部に多量に浸透

が溢れ出る「溢 水」
，水が堤防を乗り越えて

して堤防斜面を崩すことによるものである。

いっすい

溢れ出す「越水」
，そして「堤防決壊（破堤）」

2

1/3，40平方キロメートルが浸水した。

堤防の決壊は，①の越水破堤が一番多い。

の 3 つの様相がある。堤防決壊は溢水や越水

国が直轄管理している一級河川では 2004 年

に比べて水の勢いが強く，家屋や自動車が流

からの 11年間で，9 河川 10 件の堤防決壊が

されたりする。越水よりも水量が格段に多く

起きているが，このうち 6 河川 6 件は越 水破

なるから，浸水の範囲も広大なものとなりや

堤である。2015 年の鬼怒川の堤防決壊も越
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水によるものであった。堤防決壊の 80％が越

型ハード対策によって，どの位引き延ばせる

水によるものであったという調査結果もある 。

のだろうか。過去の大水害ではタイムラグが

越水は低い堤防ほど起きやすい。越水した

生かされていたのか。これらの問いを検証し，

2）

からといって，必ずしも堤防が決壊するとは

タイムラグを生かす情報の課題を提示するの

限らないが，決壊の危険性が増す。従って，

が本稿の目的である。

川沿いで浸水が想定される地域の住民は，越

論考の対象とするのは，流域が広く，上流

水が発生する前に立ち退き避難をすることが

域の大雨によって中・下流が増水するまで一

基本であり，最重要である。

定の時間差がある河川である。治水上，特に

しかし，現実には，越水が起きた後も近く

重要な河川は，国土交通省と気象庁，ないし

に水が迫ってくるまで逃げない人が多い。そ

は都道府県と気象庁が共同で指定河川の洪水

れ故，越水から決壊までの切迫した状況の中

予報を発表する（図 1）
。河川の水位が「氾濫

で，決壊の危険性が増していることを人びと

危険水位」に到達すると「氾濫危険情報」が，

に繰り返し伝え，適切な危険回避行動をとる

氾濫が発生すれば「氾濫発生情報」が出され

よう呼びかけ続けることが重要である。避け

る。内閣府は市町村に対して氾濫危険情報で

るべきは，堤防が決壊するまで人びとがその

避難勧告を，氾濫発生情報で避難指示を発表

危険に気づかないことだ。

することを基本として推奨している。

関東・東北豪雨の後，国は早期改修が困難
図1

な堤防を「越水しても決壊しにくい」構造に
補強する「危機管理型ハード対策」の導入を
決めた。豪雨の多発によって，国管理の大河
川でも越水破堤のおそれが強まっているため
置いてきた従来のハード対策からすると，発
想の転換と言える。
ら決壊までの時間差＝タイムラグを引き延ば
すことを意味する。タイムラグが長くなれば，

5
4

（警戒）

「越水しても決壊しにくい」とは，越水か

レベル

（危険）

である。氾濫の発生を防ぐことに専ら重点を

指定河川洪水予報の概略

3

越水後も川沿いにとどまっている人たちに決
離れた地域の住民に氾濫流の到達予想時刻を
伝えたりする余裕も出てくる。

（注意）

壊の危険性を周知する時間が増える。川から

2

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

本稿は，越水破堤のタイムラグを緊急時の
コミュニケーションという視点から考察した

1

ものである。そもそも越水発生から決壊まで
のタイムラグはどの程度あるのか。危機管理

（注）国土交通省資料より抜粋
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Ⅱ タイムラグはどの程度あるのか
1. 越水破提のメカニズムとタイムラグ

反対側の堤防斜面は，降雨が大量に浸み
込んで強度が低くなっている。

越水破堤はどのようにして起きるのか，越
水から決壊に至る破壊のプロセスは図 2の通
3）

❷ 越水が始まる。
❸ 堤防を乗り越えた水が，強度が低くなっ
ている堤防斜面のうち最下部をえぐり取

りである 。
図2

❶ 越水が始まる直前の状態である。河道と

る（洗掘）。

越水破堤のメカニズム

❹ 斜面最下部から上部にかけて，所々が越
水によってえぐり取られ，土手の損壊が

❶

進む。
❺ 堤防のてっぺん（天端）がほとんど削り

❷

ひさし

取られて，土手はてっぺんが残った 庇 状
の形状となる。
❻ 天端の崩落が始まる。天端全体が崩れて，

❸

ついには堤防が決壊する。
越水破提が起きやすいかどうかは，降雨に

❹

よる堤防斜面の湿潤の度合い，越水の深さ・
継続時間，堤防の形状（高さ・幅・勾配等），
堤防本体の土の成分・地質構造・締め固め具

❺

合，地盤などが関係している。越水破堤のタ
イムラグを予測することは，このように要因
が複雑であるため難しい。

❻

2. 先行研究による知見
（注）中島秀雄
『図説 河川堤防』
（2003 年，
技報堂出版）を基に作成。

図3

越流水深
（m）

タイムラグに関する知見としては，建設省土

越水の深さと継続時間の関係（決壊に至らなかった事例）
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（注）建設省土木研究所河川研究室『越水堤防調査最終報告書−解説編−』
（1984 年，土木研究所資料第 2074 号）
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越水時間（hour）

木研究所が行った先行研究がある 4）。この研

ずれも河川管理者の国や県の調査で越水が主

究は，1967～1976 年の 9 年間に起きた越水事

な原因と特定されたものである。

例のうち，決壊に至らなかった 90事例について，

表の越水時刻Ⓐと決壊時刻Ⓑは，発見時刻

越水の深さと越水継続時間の関係について分

ないし発見時刻と水理計算などによって導き

析したものである
（図 3）。

出された推定時刻である。これに対して破壊

図の縦軸は越水の深さ
（最大値），横軸は越

プロセスの損壊時刻は，発見時刻である。

水の継続時間である。図中の○は越水しても

越水や決壊の発生は，住宅地に近く氾濫リ

被害が無かったか軽微であったもの，●は破

スクの大きな場所であれば，河川事務所や消

損したが決壊に至らなかったものを示す。これ

防団の監視活動によって比較的早く発見され

を見ると，越 水の深さが 60cm 以下で，越 水

る。逆に住宅から離れた場所であれば，発見

継続時間 3 時間以内であれば，越水しても決

が遅くなる傾向がある。

壊に至らなかったケースが圧倒的に多い。越

⑦子吉川の場合，越水の発見時刻は 2011

水の深さ 60 ㎝で 3 時間持ちこたえることが，

年 6月 24日午前 6時 17分で，決壊発見はそ

越水破堤を考える上での一つの目安になるとさ

の 25時間 10分後であった。国土交通省秋田

れている。

河川国道事務所によると，決壊した場所は人
家から離れた場所で，実際には発見時刻の以

3. 近年の越水破堤事例とタイムラグ

前に決壊していた可能性が大きいという。⑧

近年起きた越水破提ではタイムラグはど

石沢川のケースでは，越水と損壊が同時に発

の程度あったのだろうか。表 1は 2004年から

見され，その 9分後に決壊が目撃された。同

2015年までの 11年間に一級河川で起きた 9事

事務所では損壊の進行状況からして，越水の

例のタイムラグを示したものだ。9事例はい

発見が遅れた可能性が強いとしている。

表1
発生年月日

水系

河川名

① 2004.7.13

信濃川

五十嵐川 新潟県三条市諏訪

② 2004.7.13

信濃川

刈谷田川

越水破堤のタイムラグ

決壊地点（地先名） 決壊幅
117m

新潟県中之島町
中之島

50m

越水深

越水時刻Ⓐ

50cm ❶ 10：00 前後
12：50 頃
（右欄❷）❷ 12：00 頃～
40cm

12：30 前後

③ 2004.7.17

最上川

鮭川

山形県鮭川村佐渡

25m

―

④ 2004.7.18

九頭竜川

足羽川

福井県福井市
春日1丁目

54m

32cm

12：15 頃

⑤ 2004.10.20

円山川

円山川

兵庫県豊岡市立野

120m

40cm

21：00 頃
18：00 前

⑥ 2004.10.20

円山川

出石川

⑦ 2011.6.24

子吉川

子吉川

⑧ 2011.6.24

子吉川

石沢川

⑨ 2015.9.10

利根川

鬼怒川

兵庫県豊岡市鳥居
秋田県由利本荘市
荒町
秋田県由利本荘市
鮎瀬
茨城県常総市三坂町
上三坂

100m
72m

損壊時刻

50cm

―

10cm
06：17
（発見時）

70m

不明

06：24

200m

20cm

11：10 ～

12：20 頃
―

決壊時刻Ⓑ

タイムラグ
（Ⓑ－Ⓐ）

13：00 頃

約 60 分

13：00 前

約 30 分

―

―

13：35 ～
13：45 頃

約 80 ～
90 分

22：00 頃

23：15

約 135 分

19：00 ～
19：30 頃

23：20 頃

約 320 分

―

―

25 日
07：27 以前

―

06：24
06：33
（法尻～法面）
12：00 頃

12：50

―
約 100 分

（注）―は不明など。①②「7.13 新潟豪雨洪水災害調査委員会報告書」
（2005 年 5 月）
，④「足羽川洪水災害調査対策検討報告書」
（2005 年 3 月）
，⑤⑥「円
山川堤防調査委員会報告書」
（2005 年 3 月）
，⑦⑧東北地方整備局秋田河川国道事務所調べ，⑨「鬼怒川堤防調査委員会報告書」
（2016 年 3 月）
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越水発生時の適切な危険回避行動は，個々

実際の発生時刻とは誤差がある。しかし，少

の状況によって異なるが， 川沿いで住宅が

なくとも①五十嵐川，②刈谷田川，④足羽川，

倒壊するおそれがあるエリアでは，自宅ない

⑤円山川，⑥出石川，⑨鬼怒川の 6例につい

しは近隣の頑丈な建物の 2階以上に垂直避難

ては，発生と発見の時刻に著しい誤差がない

する，

ことが解析で裏づけられている。

くなったり，長期化したりするおそれがある

上記の 6 事例のうち，越水から決壊までの
タイムラグが一番短いのは②刈谷田川で約 30

▼

このように越水や損壊，決壊の発見時刻は

▼

川から離れていても浸水が比較的深

エリアで，自宅が平屋の場合には，立ち退き
避難する，などである。

分，最長は⑥出石川の 5時間 20分前後である。

タイムラグが長ければ，その分，危険回避

①五十嵐川，④足羽川，⑤円山川，⑨鬼怒川

行動の呼びかけと周知が行き届くことになる。

の 4事例は 1時間～2時間 15分である。損壊
（破

川から離れた地域の住民に氾濫流の到達予想

壊プロセス）の発見から決壊までのタイムラグ

時刻を伝えたりする余裕も出てくる。

をみると，⑤円山川，⑥出石川，⑨鬼怒川で

タイムラグを生かすために，情報はどうあ

は 50 分～4 時間 20 分となっている。タイムラ

るべきなのか。水害で大勢の人びとが濁流の

グは河川によって大きなばらつきがある。

中に取り残されるたびに，「住民に切迫性を
伝え切れなかった」という反省が繰り返され

Ⅲ タイムラグを生かす情報が
      発信されてきたのか

てきた。「切迫性を伝え切る」とは何か。そ

1. タイムラグを生かす情報を考える

意思決定を促すことであろう。

越水の発見が遅れれば，タイムラグは短く

る実相を理解してもらい，㋺危険回避行動の
㋑のためには，最悪の事態が何であるのか，

なる。越水からどの位の時間で決壊するのか

それが発生する可能性がどのように高まって

は見当がつかないのだから，安全を見越して，

きているのかを具体的に明示する必要がある。

常にタイムラグは非常に短いものと考えてか

㋺の意思決定に際して，ヒトは危険回避行動

からなければならない。従って，市町村は，

の効果とコスト（労力や不利益など）を考慮

越水が発生するおそれが出てきた段階から，

するから，㋑が不十分であればヒトは危険回

浸水想定区域の住民にいち早く立ち退き避難

避の行動モードに移行しにくくなる。最悪の

を促すことが最重要である。

事態が発生する確率は往々にして正確な予測

しかし，越水が起きた後も近くに水が迫っ

が難しく，情報の送り手にとっては明示しに

てくるまで逃げない人が多いのが現実だ。中

くいものだが，筆者は発災前の緊急情報の伝

には越水した川の様子を見に行ったりする人

達は，説得的コミュニケーションの範疇に属

もいる。それ故，越水から決壊までの限られ

すると考える。「説得とは証明ではなく，心

た時間内に，人びとに適切な危険回避行動を

証を高める作業」である（藤沢，2015）5）。

促すことが緊急時のコミュニケーションとし
て非常に重要である。

6

れは，情報の受け手に㋑危機が深刻化してい
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㋑を本稿の論考に当てはめると，最悪の事
態とは堤防の決壊である。その可能性の高ま

りは氾濫危険水位到達→越水→破壊プロセス

20日正午からの 12時間で 206ミリに達し，ほ

進行（図 2 の❸～❻）となる。危機への対処

ぼ 80年に 1度の降水量となった。

には身構えることが必要だ。最悪の事態が決

この豪雨により，円山川は 14か所で越水

壊であることを予め知らせておくことは，氾

が起き，1か所で堤防が決壊した。円山川が

濫前の立ち退き避難を促す効果があるだけで

中央部を流れる旧豊岡市では，決壊や越水，

なく，越水後の切迫時にも垂直避難などの行

円山川に支流の水を排出できなくなったこと

動につながりやすい。避けるべきは，堤防が

による内水氾濫などで甚大な被害を被った。

決壊するまで人びとがその危険に気づかない

旧豊岡市の被害は，死者 1人，負傷者 46人，

ことだ。最悪の事態とその可能性の高まりが

住宅の全壊 231棟，大規模半壊 849棟，半壊

人びとに正確に伝えられ，理解されることに

2,081棟，一部損壊 200棟，床上浸水 278棟，

よって適切な危険回避行動が促され，越水破

床下浸水 2,208棟に上った 7）。

堤のタイムラグが生かされると考える。
過去の大水害では，タイムラグを生かすよ
うな情報が発信されてきたのだろうか。表 1
のうち，⑤円山川と⑨鬼怒川の 2事例を対象
に，この点について調べてみた。
この 2事例を選んだのは，

▼

国が管理する

一級河川で，被災当時から洪水予報の対象河
▼

川であった， 防災行政無線の放送文など詳
災害対応に当

▼

細な記録が残されている，

たった職員が，現在も引き続き災害担当部局
に配属され，記録データについての確認が容

浸水した旧豊岡市街地〈兵庫県消防防災航空隊撮影〉

易である，などの理由による。
越水破堤の危険性は氾濫危険水位到達→越

2. 事例研究・円山川の越水破提
（ 2004 年10 月）
6）

（1）円山川氾濫と旧豊岡市 の被害
円山川は，兵庫県北部の但馬地方を流れ，

水発生→破壊プロセス進行の順で高まってい
く。タイムラグを生かすためには，決壊のリ
スクを早めに予期し，住民に周知することが
重要である。円山川の場合はどうであったか。

日本海に注ぎ込む円山川水系の本流で，流路

氾濫危険水位に到達する越水前に遡って見て

延長 68キロメートル，流域面積 1,300平方キ

いくことにする。

ロメートルの一級河川である。
2004年10月19日から 20日にかけて，円山
川の流域には台風 23号と秋雨前線の影響で

（2）越水破提のおそれは
伝えられていたか（越水前）

記録的な大雨が降った。豊岡市立野町の立野

立野水位観測所では 20日夕方から水位が

水位観測所の上流域では，流域平均雨量が

急激に上がり始めた。午後 4 時からの 1 時間
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表2
日
20

時刻

昇した。円山川を管理して

情報

16：10

災害対策本部設置

16：15

ホットライン「午後 9 時には計画高水位超のおそれ 」

17：00

警戒水位 4.50 ｍ超

川国道事務所である。同事

17：15

防災行政無線の内容に注意呼びかけ

17：40

ホットライン「午後 7 時には計画高水位を超えてしまう 」

務所の所長は午後 4 時 15分，

17：45

円山川洪水予報第 2 号

18：05

2 地区を除く市内全域に避難勧告（18：30 に再放送）

るホットラインで「今のまま

18：48

宮井地区に避難勧告

19：00 前

危険水位 6.5 ｍ超（立野）

雨が降り続ければ，午後 9

いるのは国土交通省豊岡河

豊岡市長に対して電話によ

時には計画高水位を超えて

左岸 7 地区に避難指示
（梶原・本庄境・中庄境・上庄境・百合地・河合・中谷）

19：13
19：20

しまう」，午後 5時 40分には

国交省から排水ポンプ停止依頼

「午後 7時には計画高水位

左岸 5 地区に避難指示
（大篠岡・木内・駄坂・今森・江本）

19：24

21

で 1メートル 50センチも上

円山川・堤防決壊までの時系列

を超えてしまう」と連絡し

19：27

六方排水機場ポンプ停止（20 日 19：59 までに八条・六方川・豊岡
の各排水機場ポンプ停止）

19：45

2 地区を除く市内全域に避難指示（20：10 に再放送）

20：00 過ぎ

計画高水位 8.16m 超（立野）

想定する大雨のピーク流量

20：30 頃

市内各所で越水氾濫

20：35

早急な避難呼びかけ

を河道に安全に流すために

20：40

森津地区裏山崩壊の危険に係わる避難の呼びかけ

21：00

最高水位 8.29m で堤防高超

22：00 ～
23：00 頃

円山川右岸 13.2K 地点付近で堤防の損壊目撃

22：55

引き続き厳重な警戒呼びかけ

23：15

円山川右岸堤防 13.2K 地点が決壊

23：45

直ちに 2 階以上の高いところへの避難呼びかけ

00：15

外に避難せず自宅の 2 階に避難することの呼びかけ

た（表 2）。計画高水位とは，

設定される，堤防設計上の
最高水位である（図 4）。
円山川が増水すると，支
流へと逆流しないよう水門
が閉じられ，支流の水を 4つ
の排水機場のポンプで円山

（注）豊岡市記録，豊岡消防本部記録，国土交通省豊岡河川国道事務所『円山川堤防調査委
員会報告書』などを基に作成。ホットラインは豊岡河川国道事務所長から豊岡市長へ
の電話連絡。水位は立野水位観測所。

図4

（m）
10

立野観測所の水位の変化

最高水位
8.29m
10月20日 21時00分

9

8.13

8

7.97

7.58

6.96

7
6.35

6

堤防決壊確認

5

2

3.08

5.78

5.46

③ 危険水位
（6.500m）
5.24 5.15 5.09
5.03 4.94

4.85

10月20日 19時27分〜
各ポンプ停止

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00

10 月 20 日

10 月 21 日

（注）国土交通省水管理・国土保全局資料

8

6.25

4.59

4
3

右岸（8.26m）
左岸（8.24m）
① 堤防高
② 計画高水位
（8.160m）

8.29 8.17
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川に流す操作が行われる。排水機場は豊岡河
川国道事務所が所有し，豊岡市が管理を委
託されている。同事務所のマニュアルでは，
立野水位観測所の実況水位が計画高水位の 8
メートル 16センチまであと 1メートルに迫る
と，排水ポンプを止めなくてはならない。そ

予想文 この雨は当分この状態が続くで
しょう。
（略）
円山川の水位は 20 日 18 時には，
次のように見込まれます。
（1 ）立野水位観測所で 7.00m 程度
（注）参考資料として，立野水位観測所の危
険水位 6.50m，警戒水位 4.50m などと記さ
れている。

のまま支流の水を排水ポンプで流し続けると，
円山川の堤防から濁流が溢れ出し，越水破堤
のおそれがあるからだ。

発表文の危険水位とは，現在の氾濫危険水
位のことだ。主文中，下線を引いた「危険水

排水ポンプを止めれば，支流が溢れ出して

位を大幅に超える出水となる見込み」，現況

内水氾濫が起きてしまうが，破壊力が格段に

文の（急上昇中）という表現で切迫性を伝え

大きい本流の越水破堤を防ぐための，いわば

ようとしている。出水とは川の水量が増大す

非常手段としてポンプを止めざるを得なくな

ることを意味する。

る。計画高水位を超えるというのは，まさに
非常事態である。

発表文にある立野水位観測所の受け持ち区
間は左岸・右岸とも豊岡市日高町から海に注

ホットライン後の午後 5時 45分，豊岡河

ぐ河口までである。立野水位観測所の実況水

川国道事務所は神戸海洋気象台と共同で指

位が危険水位を超えるということは，この区

定河川の洪水予報である円山川洪水警報を

間で越水による氾濫の危険性が非常に高まっ

発表し，直ちに自治体や報道機関に伝達し

ていることを意味する。危険水位は受け持ち

た。この円山川洪水警報は指定河川洪水予報

区間中，一番低い堤防の高さを観測所での水

が 2007年に大幅に改訂される以前のもので，

位に換算したものだ。立野水位観測所の危険

情報や水位の名称，発表文の形式は現行の洪

水位は 6メートル 50センチで，計画高水位よ

水予報とは異なる。以下に発表文を示す（抜

り 1メートル 66センチ低く設定されていた。

粋。下線と注は筆者）。

危険水位を超えるのと計画高水位を超えるの
とでは，深刻さのレベルが異なる。

円山川洪水警報発表
主文 円山川洪水注意報を洪水警報に切換
えます。円山川の立野水位観測所では，危
険水位を大幅に超える出水となる見込みで
すので，各地とも厳重な警戒をして下さい。
現況文 （略）
20 日 5 時から 20 日 17 時まで
の円山川流域の流域平均雨量は，138 ミリと
なっています。また，所により 1 時間に 60
ミリの雨が降っています。円山川の水位は
20 日 17 時現在，次の通りになっています。
（1 ）立野水位観測所で 4.59m（急上昇中）

発表文の表現からは，実況水位が計画高水
位を超えることが予想され，排水機場のポン
プ停止という非常手段を検討せざるを得なく
なりつつある切迫感や危機感が伝わってこな
い。最悪のケースである越水破堤の可能性に
ついては全く触れられていない。
NHK 神戸放送局は，様々な台風情報の一
つとして円山川洪水警報を速報したが，放送
原稿は発表文の表現に沿ったもので，計画高
水位を超えそうだというホットラインの内容
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までは伝えていなかった。
豊岡市の情報発信はどうであったか。豊岡
市の災害対策本部は 1回目のホットラインの

る重い決断をした。
「本当に止めるのですか」。
動揺して市長に問い返す幹部もいた。ポンプ
は次々と止められた。

後，避難場所のリストアップに取りかかった。

午後 7時 45分，災害対策本部は，2地区を

国土交通省が作成した浸水想定区域図では，

除く市内全域に避難指示を拡大した。避難指

円山川の堤防決壊を想定し，豊岡市の街中で

示の対象は，1万 5,119世帯の 4万 2,794人であ

は，住宅の 2階まで浸水することになっていた。

る 8）。以下に防災行政無線（戸別受信機・屋

このため，川から離れた 3階建て以上の頑丈

外スピーカー）で放送された避難指示の呼び

な建物を避難場所に選ぶとともに，老人ホー

かけ文を示す（冒頭の時刻と下線は筆者）。

ムや病院などには「避難勧告を出す可能性が
あり，入所者のお年寄りや病人を少しでも高
い場所に移すように」と連絡した。
災害対策本部に詰めていた職員の多くは避
難場所の選定などをしつつも，
「そんなに早く
水位が上がることがあるものだろうか」とホッ
トラインの情報に半信半疑であった。まして，

午後 7 時 45 分
こちらは豊岡市役所です。10 月 20 日，午
後 7 時 45 分の放送です。円山川及び奈佐川
本流増水のため，排水ポンプを停止しなけ
ればならない状態になりました。宮井を除
く奈佐地区と港地区以外の全地区に避難指
示を発令しました。避難所に避難して下さ
い。

国土交通省の浸水想定区域図にあるような堤
防決壊は，にわかに信じられるものではなかっ
た。

この避難指示の呼びかけ文では，排水ポン
プの停止が「本流増水のため」とだけ書かれて

2回目のホットライン直後の午後 5時 45分，

いる。しかし，並みの増水ではなく排水ポン

災害対策本部は避難勧告を出すことを決め，

プを止めなければ，円山川が越水破堤するお

午後 6時 5分，2地区を除く旧市内全域に避

それがある増水なのだ。堤防決壊を食い止め

難勧告を出した。

るために，内水氾濫を覚悟せざるを得ない事

立野の水位は，引き続き急激な上昇を続け

態の深刻さ，切迫性が住民に伝わっただろうか。

ていた。午後 6時 50分頃に危険水位の 6メー

程なくして，ポンプ停止による内水氾濫が

トル 50センチを超えた。左岸の 12地区は増

始まった。街の至るところが水浸しになって

水による床上浸水のおそれがあるとして，避

いった。

難の勧告が指示に切り換えられた。
午後 7時 20分頃になると，立野の水位は
計画高水位まであと 1メートルのところに到

（3）越水破堤の切迫性は
伝えられていたか（越水後）

達した。豊岡河川国道事務所は各排水機場の

午後 8時過ぎ，立野の水位は計画高水位を

ポンプを停止するよう豊岡市に要請した。当

超えた。水位の上昇は止まらず，午後 9時には，

然，災害対策本部で議論になった。ポンプを

堤防の高さ（右岸 8メートル 26センチ，左岸

止めれば内水氾濫が起き，街が水に浸かって

8メートル 24センチ）を上回る 8メートル 29

しまう。市長が，要請に応じてポンプを止め

センチに達し，立野で越水が始まった。実は，

10
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この 30分ほど前から旧豊岡市内の各所で円山

東詰付近の地点では，消防団員が道路（堤防

川の越水が始まっていた。午後 8時 35分，災

の天端）の 2/3が崩れているのを確認してい

害対策本部は住民に早急に避難するよう，防

た 11）。さらに，その 30分後には付近の住民が

災行政無線で呼びかけた（以下の呼びかけ文

堤防天端の損壊を目撃していた 12）。

のうち冒頭の時刻は筆者）
。
午後 8 時 35 分
こちらは豊岡市役所です。10 月 20 日，午
後 8 時 35 分の放送です。現在，円山川，出
石川，奈佐川の各河川では，危険水位を大
幅に超え，各所で堤防を超えて流れ込んで
います。今後も，内水は急激に増水します。
大変危険ですので，港地区と宮井地区を除
く奈佐地区以外の方で，まだ避難されてい
ない方は，直ちに避難していただき，安全
を確保してください。

呼びかけ文では越水破堤のおそれを伝え，
垂直避難を呼びかける表現にはなっていない。
この時点でも，災害対策本部には，円山川が

この堤防天端が損壊しているという目撃情
報は災害対策本部に入っていた。しかし，こ
の直前に決壊の誤報があったことから，慎重
を期して消防署員に状況の確認をしてもらう
ことにしていたという。結局，確認中のまま，
破壊のプロセスが進行している情報を住民や
メディアに周知することができなかった。
午後 11時 15分，円山川は決壊した。越水
後 2時間 15分が経っていた。決壊から 30分
後の午後 11時 45分，災害対策本部は防災行
政無線で住民に堤防の決壊を伝えた。
以下に放送文を示す（冒頭の時刻と下線は
筆者）。

決壊するという意識は基本的になかったとい
う。
消防団員の目撃証言によると，午後 9時頃，
立野水位観測所から 200メートル川上にある
右岸の堤防（後に決壊する地点）では，越水
は幅 30センチ，深さ 40センチで，土のうを
積んでも流されるほどの状態であった 9）。豊
岡市消防本部の記録には，
「21時 09分 立野
町の立野大橋東詰付近で堤防決壊の恐れ」と
記されている 10）。消防団員が目撃した地点は，
この立野大橋東詰付近である。

午後 11 時 45 分
こちらは豊岡市役所です。10 月 20 日，午
後 11 時 45 分の放送です。緊急にお知らせ
します。円山川本流右岸立野大橋上流 150m
付近の堤防が 50m にわたって破堤しました。
円山川から六法方面に大量の水が激流と
なって流れ込んでいます。六法方面の水位
が急上昇します。特に（以下 19 地区名は略）
に大きな影響があると考えられます。
大変危険ですので，直ちに 2 階以上の高い
ところへ避難して下さい。

この文章を作成するに当たって災害対策本

午後 9時半頃，立野大橋東詰付近よりも数

部では，「『決壊』というインパクトの強い言

キロメートル上流の土渕地区で堤防が決壊し

葉を使うべきか，それともある意味で穏やか

たとの情報が災害対策本部に入った。災害対

な語感をもつ『破堤』を使うべきか議論になっ

策本部は騒然となった。確認の結果，越水は

た」という 13）。結局，住民が落ち着いて行動

しているが，決壊には至っておらず，誤報と

するように，「破堤」を使うことにした。

分かった。
越水から 1時間後の午後 10時頃，立野大橋

堤防が決壊した立野町などでは，約 800 世
帯，1,000人を超える人たちが逃げ遅れ，消防

JANUARY 2017

11

3. 事例研究・鬼怒川の越水破提

のボートやヘリなどで次々と救助された 14）。

（2015 年 9 月）

災害対策本部は，決壊の 3 時間半前には旧
市内のほぼ全域，4万 2,794人に避難指示を出

（1）鬼怒川と常総市の被害

していた。しかし，指定された避難場所に立

鬼怒川は，栃木・茨城両県を流れる利根川

ち退き避難をした人は 3,753人と 8.8％であっ

水系の一級河川で，流路延長は 177キロメー

15）

トル，流域面積は 1,760平方キロメートルに

水害の翌年の 2005年 6月，豊岡河川国道事

及ぶ。

た 。
務所は，旧市内の 1,876世帯を対象にアンケー

2015年 9月 9日から10日にかけて，鬼怒川

ト調査を行った。
「行政の対応について不十

の流域には温帯低気圧と台風 17号の影響で

分だったと思うこと」を尋ねた質問では，
「川

記録的な大雨が降った。栃木県宇都宮市の石

の決壊や越水に関する情報が伝達されなかっ

井水位観測所の上流域では，10日午前 4 時ま

た」という回答が最も多く，他の回答を大幅

での 24時間で流域平均雨量が 410ミリに達し，

16）

国土交通省が 100年に 1 度とする確率値を大

に上回る結果となった 。

表3
日

鬼怒川・越水破提までの時系列

日時

9 23：20 頃
10 00：10
00：15
01：23
01：40
02：00
02：06
02：20
04：00
04：48
05：58
06：00 頃
06：30
07：00
07：11
08：30
09：25 ～
10：30
11：00
11：10
11：40
11：42
11：55
12：00 頃
12：00
12：50
13：08

情報
川島の水位がはん濫危険水位 2.3m 超
常総市災害対策本部設置
はん濫危険情報
ホットライン「水位上昇中。避難勧告を行ってください 」
常総市 避難準備情報（若宮戸など玉地区・本石下・新石下の一部地区）
川島の水位 4.13m に
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
常総市 避難指示（若宮戸など玉地区・本石下・新石下の一部地区）
常総市 避難勧告（新石下の一部と大房など 5 地区）
ホットライン「万が一の場合，浸水想定区域図を活用して下さい 」
ホットライン「若宮戸地点で越水が始まります 」
若宮戸で溢水始まる
はん濫発生情報
鬼怒川水海道の水位 5.62m に（はん濫危険水位超）
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 」
常総市 避難勧告（坂手町・内守谷町・菅生町の各一部地区）
住民から越水の通報相次ぐ→常総市 避難指示（向石下・篠山の一部地区・水海道 10 地区・中三坂上・中三
坂下地区）
鬼怒川水海道の水位 7.67m に（計画高水位超）
上三坂で越水を確認（国交省職員）
常総市 避難指示（大輪・羽生町）
ホットライン「21K 付近で越水。避難してください 」
常総市 避難指示（坂手町・内守谷町・菅生町の各一部地区）
国交省状況把握員が越水による堤防下部の損傷を目撃
鬼怒川水海道の水位 7.91m に
上三坂で堤防決壊
常総市 避難指示（鬼怒川東側）

（注）国土交通省資料『下館河川事務所から常総市への情報提供概要（速報版）』，常総市水害対策検証委員会『平成 27 年常総市
鬼怒川水害対応に関する検証報告書』などを基に作成。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。
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図5

観測所水位（川島・鬼怒川水海道）

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）

（注）国土交通省資料（抜粋）に加筆

有されていたのだろうか（表 3）（図 5）。

幅に上回った。
この豪雨により，鬼怒川は堤防の決壊が 1か

9日午後 11時 30分頃，鬼怒川は下流域の川

所で，堤防の無い場所からの溢水が 7か所で

島水位観測所で 2メートル 30センチの「はん濫

起きた。下流域の常総市では，決壊と溢水に

危険水位」19）を超えた。常総市で堤防が決壊

よる氾濫で，鬼怒川東岸の東西 4キロメートル，

する約 13時間前である。川島水位観測所の受

南北 18キロメートルの約 40 平方キロメートルが

け持ちは，
（上流から見て）右岸が観測所のあ

17）

浸水した 。常総市の被害は，死者 2人，負

る筑西市下川島から川下の常総市古間木まで，

傷者 44人，住宅の全壊 53件，大規模半壊 1,581

左岸が観測所対岸の筑西市下江連から川下の

件，半壊 3,491 件，床上浸 水 150 件，床下浸

常総市新石下までの区間である。

18）

水 3,066件に上った 。

10日午前 0時 15 分，鬼怒川を管理してい
る国土交通省下館河川事務所は水戸・宇都宮

（2）越水破提のおそれは
伝えられていたか（越水前）
鬼怒川が越水する前，堤防決壊の危機感は

の両地方気象台と共同で指定河川洪水予報の
はん濫危険情報を発表した。以下に発表文の
見出しと主文を示す（下線は筆者）。

情報として自治体やメディア，住民の間で共
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換え，防災行政無線で住民に周知した。以下
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。

はそのときの伝達文である（下線は筆者）。
【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 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

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

避難指示の呼びかけ文には，堤防決壊とい

よる堤防決壊の危険性については触れられて

う言葉は出てこない。常総市では地域防災計

いない。鬼怒川のはん濫危険情報は，テレビ

画で，堤防決壊の危険性を呼びかける伝達文

やラジオ，ネットのウェブサイトなどで速報

のひな型を用意していたのだが，このときは，

されたが，速報のほとんどは発表文の表現に

堤防が無い箇所からの氾濫を念頭に置いてい

沿ったもので，堤防決壊の可能性は伝えられ

たので，決壊のおそれを呼びかけることはし

ていなかった。

なかったという。

川島の水位ははん濫危険水位を超えた後も，

午前 4時，石井水位観測所上流域では，24

急激な上昇を続けていた。午前 2 時には 4メー

時間の流域平均雨量が 410ミリに達していた。

トル 13センチに達し，過去の最高水位を 1

鬼怒川の治水の目標は，利根川水系河川整備

メートル以上も上回った。午前 2 時 6分，下

基本方針に基づいて，100年に 1度の大雨に

館河川事務所長は常総市長に電話によるホッ

よるピーク流量でも河道内に安全に流して越

トラインで「水位上昇中。避難指示を出して

水や決壊による氾濫を起こさないようにす

20）

ください」と連絡した 。同時に若宮戸地区

ることである。この 100 年に 1度の大雨とは，

で氾濫した場合の浸水想定区域図を常総市に

同上流域で 3日間の流域平均雨量が 362ミリ

ファックスで送った。左岸の若宮戸地区には

となることを指す。つまり，この日は午前 4

堤防が無い箇所があり，下館河川事務所はは

時の時点で，基本方針が 100年に 1度の大雨

ん濫危険水位を超える前の 9日から，ホット

とする 3日間雨量を 1日で上回っていた訳だ。

ラインで氾濫の危険性を伝えていた。常総市
でもかねてから若宮戸を警戒していた。

上流域に降った記録的な豪雨は濁流となっ
て鬼怒川の河道を流れ下り，下流に押し寄

午前 2時 20分，常総市の災害対策本部は若

せていた。下流域の茨城県内の堤防整備率

宮戸を含む北西部の地区（2,448世帯・7,229人）

は，2015年度 3月末で 17.4％にとどまってい

に出していた避難準備情報を避難指示に切り

た。利根川との合流地点から遡って 4～45キ

14
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ロの下流域 21）には，堤防の高さや幅が不足し，

表されてから 14分後の午前 6 時 44分，字幕

決壊や氾濫のおそれがあるとして重要水防箇

で「茨城県常総市若宮戸付近で鬼怒川の水あ

22）

所に指定されている箇所が 233地点あった 。

ふれる」と第 1報を伝えた。続いて，午前 6

午前 6時頃，若宮戸の堤防の無い箇所から

時 45分に L 字のスクロール画面で速報した。

溢水が始まった。急激な水位の上昇は止まら

その直後には増水した鬼怒川の中継映像（国

ない。30分後，指定河川洪水予報のはん濫

土交通省監視カメラ・若宮戸より川下の地点）

発生情報が出された。その見出しと主文を以

を使いながら，スタジオのアナウンサーが「国

下に示す（下線は筆者）。

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

鬼怒川はん濫発生情報

から水が溢れる越水が発生したということです。

（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）

国土交通省は川から離れるか，できるだけ高

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。

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。但し書きの堤
防決壊の部分は伝えていなかった。
（3）越水破提の切迫性は
伝えられていたか（越水後）
川島水位観測所の川下にある鬼怒川水海道
水位観測所の水位は午前 7 時には 5メートル
62センチまで上がり，はん濫危険水位を超えた。

若宮戸の氾濫は，実際には堤防の無い箇所

鬼怒川水海道の受け持ち区間は，右岸が常総

から水が溢れ出す「溢水」によるものであっ

市花島町から，左岸が常総市三坂町から利根

た。しかし，発表文では，水が堤防を乗り越

川の合流地点までで，堤防が決壊したのは左

える「越水」という用語を使っている。上流

岸の三坂町上三坂である。決壊した区間の堤

域で記録された 100 年に 1度の想定を超える

防は，高さが概ね 4メートル，天端幅が 3～4

大雨は，堤防整備率が低い下流の水位を急速

メートルで高さ，幅とも基準値を満たしてい

に押し上げていた。下流のどこかで越水破堤

なかった 23）。そこは重要水防箇所中でも氾濫

が起きても不思議ではなかった。しかし，こ

の危険度が高い「重点」に指定されていた。

の発表文から，そうした事態の切迫性を読み

鬼怒川水海道の水位はその後もぐんぐん上

取ることができるだろうか。堤防の決壊の危

昇し，午前 9時以降になると，常総市には住

険性については，※以下に浸水想定の但し書

民から「川の水が溢れた」という通報がひっ

きとして記されているだけだ。

きりなしに寄せられた。市の災害対策本部は

若宮戸の溢水は，テレビやラジオ，ネット

住民と下館河川事務所の情報を基に，浸水の

のウェブサイトなどで速報された。このうち，

おそれがあるエリアに次々と避難の勧告や指

NHK の総合テレビは，はん濫発生情報が発

示を出していった。
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三坂町の上三坂については，中三坂上，中
三坂下の両地区とともに，午前 10時 15分に
避難指示の発表を決め，災害対策本部のホワ
イトボードにもその旨を書き出していた。し
かし，防災行政無線で放送する段階で上三坂
の地名が抜け落ちてしまっていた 24）。
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センチばかりか「計画高水位」の 7メー

決壊した上三坂の堤防（国土交通省撮影）

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監

約 20センチと推定されている。

視をしていた下館河川事務所の職員が上三坂

さらに，状況把握員は，住宅地側の堤防下

で越水を確認した。この後，この職員は下館

部が溢れた濁流によって削り取られる洗掘が

河川事務所の鎌庭出張所に立ち寄り，越水の

起きているのを目撃した 26）。上三坂の堤防は，

確認を報告した 25）。

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

決壊発生の 50分前であった。

戸からの溢水を伝えた後，午前 8時にも筑西

午前 11 時 30分過ぎ，NHK 水戸放送局の

市左岸の船玉と伊佐山の両地区で溢水したこ

記者はたまたま三坂町内の道路が冠水してい

とを伝える続報が発表されている。しかし，上

る様子を撮影していたが，上三坂から越水し

三坂の越水に関しては続報が出されなかった。

ているという情報はつかんでいなかった。午

午前 11 時 42 分，下館河川事務所長は，ホッ

後 0 時 30分を過ぎても，NHK の水戸放送局

トラインで常総市長に「21K 付近で越水。避

や報道局には上三坂で越水によって土手が削

難してください」と伝えた。21K 付近とは，

り取られ，決壊の危険性が増しているという

利根川との合流地点から 21キロメートル上

情報は入っていなかった。

流の地点で，同事務所の職員が越水を確認し

状況把握員が見た洗掘は，市の災害対策本

た上三坂のことだ。しかし，このホットライ

部に伝わっていたのだろうか。災害対策本部

ンによっても，上三坂が避難指示の対象地区

にいた職員や消防署の幹部にこの点を尋ねた

から漏れていることは見過ごされたままであっ

が，いずれも「記憶にない」という。まして

た。

住民は知る由もなかった。

正午頃，同事務所の状況把握員は，上三坂

しかし，この段階で，常総市が越水による

の堤防上をライトバンで走っていた。越水が

堤防決壊を全く警戒していなかったという訳

始まったばかりと思っていたが，徐々に水か

ではない。

さが増し，不安になった。越水の深さは，車

午前 11 時 55分，災害対策本部は坂手・内

の底部に届く位の高さと感じた。このときの

守谷・菅生の各地区に出していた避難の勧

越水深は，地上から車体底部までの高さから，

告を指示に切り上げたが，このとき，防災行

16
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政無線などによる呼びかけで「決壊のおそれ」
という言葉を初めて使っている。これは，右
岸の坂手地区の堤防が低く，土のう積みを急
がないと堤防が決壊する危険性があると下館
河川事務所から指摘されたことによるものだ。

Ⅳ 国交省のハード・ソフト対策は
     どう変わろうとしているか
1. 危機管理型ハード対策とタイムラグ
関東・東北豪雨の後，2015年 12月に国土

災害対策本部が堤防決壊の危険性をはっきり

交通省は，大規模氾濫が発生することを前提

と認識したのはこのときであったという。

として，地域社会全体でこれに備えようとい

上三坂で越水破堤特有の破壊が進行してい

う「水防災意識社会 再構築ビジョン」を策定

るという情報が入っていれば，災害対策本部

した。この「水防災意識社会 再構築ビジョン」

は，避難指示発表の再確認を含め，何らかの

は，国土交通省が管理する全河川（109水系）

対応をしていたのではないだろうか。

の各流域に，国，都道府県，市町村（河川沿

下館河川事務所では，上三坂の近傍地点

いの 730市町村）からなる協議会などを設置

（750メートル川下）で決壊した場合の浸水想

して，2015年度から概ね 5年間を目途に減災

定区域図や氾濫流の到達予想時刻を以前から

のためのハード・ソフト対策を一体的に進め

ウェブサイトで公開していた。しかし，災害

ようという取り組みである。

対策本部の誰もが，上三坂で決壊するとは

このうちハード対策では，大雨による増水

思ってもいなかったから，それが決壊の前に

を河道内に安全に流す対策として，氾濫や漏

活用されることはなかった。

水のおそれなどがある堤防区間約1,200キロ

正午には，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，午後 0 時 50 分，
上三坂の堤防が決壊した。越 水の確認から

メートル
（108水系）を対象に，堤防の嵩上げ
や護岸の設置などの工事を行う。
一方，氾濫のリスクが高い場所であっても，

決壊までのタイムラグは 1時間 40 分であった。

より大きな被害が予想される川下側の整備を

この間，越水を見に堤防に上がったり，土手

優先せざるを得ないなど，早期改修が困難な

に近づいたりする人もいた。決壊直後，濁流

1,753.5キロメートルの区間（97水系）では，堤

に呑み込まれた人もいた。ヘリやゴムボートで

防を越水しても決壊しにくい構造に補強する

救助された人は，常総市を中心に 4,262人に

「危機管理型ハード対策」を進める。危機管

27）

上った 。
円山川，鬼怒川の 2事例とも，上流域に記

理型ハード対策の工法は，ⓐ堤防天端の保護
と，ⓑ堤防斜面の最下部の補強の 2つである。

録的な大雨が降り，異常なピーク流量が予想

このうちⓐは，堤防の天端をアスファルト

されていたにもかかわらず，越水破提のおそ

などで保護することによって，堤防本体に浸

れが住民にしっかりと伝えられていなかった。

み込む雨水の量を減らし，越水した場合には

また，越水による破壊のプロセスが発見され

斜面上部の崩壊の進行を遅らせる。ⓑは河道

ていながら，住民に周知されていなかった。

と反対側の堤防斜面最下部をブロックなどで

2 事例とも，タイムラグを生かす情報が発信

補強し，氾濫流による洗掘の進行を遅らせる。

されていたとは言い難い。

危機管理型ハード対策は越水から決壊まで
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のタイムラグを少しでも引き延ばそうとする
ものだ。国土交通省によると，ⓐ，ⓑの工法
によって，タイムラグをどの位引き延ばせる
かは今のところ未知数であるという。
危機管理型ハード対策が導入されたのは，

2. ソフト対策の家屋倒壊危険区域と
洪水予報
「水防災意識社会 再構築ビジョン」では，
ハード対策と一体となって取り組むソフト対
策のメニューが示されている（図 6）。

豪雨が多発し，鬼怒川氾濫のような越水破提

国土交通省では，これらによって，
「住民

のおそれが一段と強まっているためだ。2015

が自らリスクを察知し主体的に避難できるよ

年 12月に社会資本整備審議会（国土交通大

う，より実効性のある『住民目線のソフト対

臣の諮問機関）が取りまとめた答申「大規模

策』へ転換」を図るとしている。

氾濫に対する減災のための治水対策のあり方
について」では，
「減災も対象とした河川整

図 6 「水防災意識社会 再構築ビジョン」の
ソフト対策

備計画への見直し」が必要であるとして次の
ように指摘している（以下は抜粋）28）。

・「氾濫を防止すること」だけでなく，「氾濫が
発生した場合においても被害の軽減を図るこ
と」も目的として追加し，
・流域における施設の能力を上回る洪水による
水害リスクを考慮した「危機管理型ハード対
策」を組み込んだ計画へと見直しを図ること。
従来の越水対策は大雨による増水を河道内
に安全に流す，つまり越水させないようにす
ることに専ら重点が置かれ，堤防の嵩上げや
しゅん せつ

拡幅，河道の掘削，浚渫などの改修工事が行
われてきた。越水を想定して対策を施した堤
防はごく一部の河川にとどまり，「標準仕様」
にはなっていなかった 29）。
従来の対策が氾濫を防ぐ防災型であるとす
ると，危機管理型ハード対策は氾濫が発生し

（注）国土交通省資料より抜粋

越水破堤のタイムラグを生かすためには，

ても堤防決壊の被害を軽減しようとするのだ

最悪の事態が何であるのか，それが発生する

から減災型であり，その意味で発想の転換と

可能性がどのように高まってきているのかを

言える。減災に危機管理型ハード対策を真に

明確に示す必要がある。その意味からいえば，

役立てようとするならば，単に堤防を壊れに

図 6の「住民等の行動につながるリスク情報

くくするというだけでなく，引き延ばしたタ

の周知」にリストアップされている家屋倒壊

イムラグを生かす情報（ソフト）が検討され

危険区域は，住民に最悪の事態を示すもので

る必要がある。

ある。
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家屋倒壊危険区域とは，想定し得る最大規

氾濫により，浸水するおそれがあります」な

模の降雨（以下，想定最大規模降雨）による

どとし，決壊のおそれが伝わるように文面を

越水破堤や河岸浸食で木造 2 階建ての家屋が

改めた。また，従来の氾濫発生情報は，決壊

流され，倒壊する危険性が高いエリアのこと

が確認されていても氾濫が決壊によるもので

だ 。この区域では，早期の立ち退き避難が

あることを伝えていなかったが，改訂後は見

必要となる。

出しと主文の表現を「堤防決壊による氾濫が

30）

想定最大規模降雨は日本全国を降雨特性が

発生」とし，決壊の発生を一刻も早く市町村

似ている 15の地域に分割し，その地域内で

や報道機関，住民に周知できるよう変更した。

過去に観測された最大の降雨量を指す。これ

一方，越水発生による氾濫発生情報には変

は概ね 1,000年に 1度程度の降雨量を上回る大

更はない。従来通り，主文の但し書きの中で，

31）

雨に相当する 。
河川管理者の国土交通省と都道府県は，こ
の想定最大規模降雨に基づいて，家屋倒壊危

堤防決壊の状況によっては浸水が広がる可能
性があると記述する。越水によって決壊の危
険性が増しているとは伝えない。

険区域とともに浸水想定区域と浸水の深さ・

氾濫危険情報の場合には，堤防決壊の可能

継続時間を公表する。国土交通省は 2017年

性を指摘していても，どこか特定の地点を指

の出水期までに，全国の 70水系，250余りの

している訳ではない。しかし，氾濫発生情報

河川を対象に，順次これらを公表してゆく方

では，越水した地先名を特定した上で浸水が

針だ。

予想される地区名を発表する。浸水範囲は決

また併せて，河川整備基本方針の想定降雨

壊するかしないかで大きく違ってくる。越水

（以下，計画降雨）による浸水想定区域と浸

発生の時点で堤防が決壊するかどうかを予測

水の深さも従来通り公表する。前述のように，

することは非常に困難であり，特定箇所につ

鬼怒川の計画降雨は 100年に 1度，円山川も

いて発生確率の不確かなリスク情報を伝える

100 年に 1度の大雨である。家屋倒壊危険区

ことには慎重にならざるを得ない。

域が設定されるのは，想定最大規模降雨のみ
である。
それらは，市町村のハザードマップに避難

国土交通省は，2016年 9月から洪水情報を
携帯キャリア事業者 4社のエリアメール / 緊
急速報メールでスマートフォンなどの携帯端

場所や洪水予報の伝達方法などとともに分か

末に提供する「洪水情報のプッシュ型配信」

りやすく掲載されることになっている。

の運用を始めた 32）。これによって洪水情報を

事態の切迫性を示すソフトの代表格は，指

迅速に，幅広く住民に周知しようというもの

定河川の洪水予報である。国土交通省は，

だ。鬼怒川と肱川の流域の常総市と愛媛県大

2016年の出水期を前に指定河川の洪水予報を

洲市で運用を開始し，他の河川にも配信エリ

改定し，予報文（ひな型）の見直しなどを行っ

アを拡げていく方針である。

た。このうち，氾濫危険情報はこれまで堤防

配信する情報は「河川氾濫のおそれがある

決壊の可能性について言及していなかったが，

情報」と「氾濫が発生した情報」の2 種類であ

新たな予報文では主文で「堤防決壊等による

る。これらは指定河川洪水予報の氾濫危険情
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2016年 6月，豊岡河川国道事務所は， 1,000

に文章表現を平易にし，視覚的にも読みやす

年に1度以上の想定最大規模降雨による浸水

くしたものだ。配信の文字数に制限があるこ

想定区域・浸水深・浸水継続時間・家屋倒壊

とから，件名と本文からなるシンプルな構成

危険区域， 河川整備基本方針の計画降雨に

となっている。
「氾濫が発生した情報」には越

よる浸水想定区域・浸水深をそれぞれ公表し，

水と堤防決壊による 2 つのバージョンがある。

豊岡市に通知した。

決壊についての伝え方は，洪水予報とほぼ

▼

▼

報と氾濫発生情報を，携帯端末ユーザー向け

豊岡市は山地に囲まれた盆地で，大規模な

同じである。
「河川氾濫のおそれがある情報」

氾濫が起きると，浸水が深くなる地形だ。豊

は「堤防が壊れるなどにより浸水のおそれが

岡市によると，想定最大規模降雨による浸水

あります」と伝える。
「氾濫が発生した情報」

は，市街地の多くで深さ 7メートル，最も深

のうち，越水バージョンには但し書きの部分

いところでは 10メートルを超える。

はなく，決壊という言葉は全く出てこない。

防災担当者は非常に困惑した。「これでは，

堤防決壊バージョンは「○○市○○地先付近

家屋の流失・倒壊どころか，多くの住宅が水

（○岸・○側）で堤防が壊れ，河川の水が大

没してしまう。避難場所を設定しようにも，

量に溢れ出しています」と伝える。

安全な場所がなかなか見当たらない。想定の
発生頻度も非常に低いし，一体住民はどう受

Ⅴ タイムラグを生かす
     情報の課題を考える

け止めるだろうか…」。
結局，豊岡市では，見直しを進めている新
しいハザードマップには，想定最大規模降雨

越水破堤のタイムラグを生かす上で，家屋

を使わないことにした。代わりに 100年に 1

倒壊危険区域や指定河川の洪水予報には，ど

度の大雨を想定した計画降雨による浸水想定

のような課題があるのだろうか。地域の取り

区域と浸水深をハザードマップに載せること

組みの中から考えてみたい。また，放送メディ

とした。しかし，家屋倒壊危険区域は想定最

アの対応についても考察する。

大規模降雨によるものしか公表されない。豊
岡市では，外部のコンサルタント企業に委託

1. 豊岡市の家屋倒壊危険区域と避難情報

して，計画降雨による家屋倒壊危険区域の

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づ

ゾーニングを独自に行った。ゾーニングの手

いて，円山川流域には大規模氾濫に備えて減

法は，想定最大規模降雨によるものと同一で

災対策を推進する「円山川大規模氾濫に関す

ある。

る減災対策協議会」が 2016年 5月に設置され

温暖化によって，発生確率は低いものの，

た。協議会は，流域自治体の豊岡市，豊岡河

計画降雨を上回るような豪雨が降る可能性が

川国道事務所，神戸地方気象台，兵庫県但馬

増しているのは確かである。しかし，豊岡市

県民局からなる。円山川では，右岸 10.4キロ

では，想定最大規模降雨による浸水が深すぎ

メートルの区間で危機管理型ハード対策が実

て，浸水想定区域や家屋倒壊危険区域をハ

施される。

ザードマップに示すことができなかった。最
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表4
観測所

立野

避難勧告等の発表基準（円山川）

避難準備情報

避難勧告

避難指示

・氾濫注意水位 4.50m 超でさらに上昇 ・氾濫危険水位 6.20m 超でさらに上昇 ・7.16m（計画高水位−1m ）に到達
のおそれ
のおそれ
・越水
・7.16m（計画高水位−1m ）超の予測
・堤防に大規模異常（亀裂・大きな漏
・堤防に漏水などの異常
水など ）
・決壊

（注）「円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会」第 2 回参考資料−6 より抜粋作成

岡河川国道事務所から計画高水位を超える予

うるもので，危険回避行動に効果があるとい

想が示された場合は，避難勧告を直ちに出し，

う心証を高める必要がある。発生確率が非常

円山川の越水破堤を防ぐためにポンプを止め

に低いと深刻に受け止めない人もいるだろう

る可能性があることを周知する。

し，想定するハザードが巨大だと危険から逃

避難指示を出すのは，さらに事態が切迫し，

れることを諦めてしまう人もいるだろう。河

▼

悪の事態に身構えるためには，それが起こり

立野の水位が計画高水位まであと 1メート

川によっては，たとえ 100年に 1度の計画降

ルの 7メートル 16センチに達したとき，

雨を下回る流域雨量であっても，堤防決壊で

防の越水，大規模な異常（亀裂や漏水など），

家屋が流失・倒壊する危険性のある場所があ

決壊を確認したときである。

▼

堤

る。想定最大規模降雨とともに，それよりは

避難指示を住民に周知する際には，堤防が

発生確率が高い計画降雨についても家屋倒壊

決壊する危険性があることを伝え，自宅ない

危険区域の設定を行ってはどうか。

しは近隣の頑丈な建物の 2 階以上に垂直避難
するなどの適切な危険回避行動をとるよう促

のだろうか。豊岡市が円山川流域に避難勧告

す。避難指示を出した後に，越水や堤防の損

を出すのは， 立野の水位が氾濫危険水位の

壊が確認された場合には，その都度，状況を

6メートル 20センチを超え，さらに上昇する

速やかに伝え，決壊の危険性を繰り返し伝え

おそれがあるとき， 立野の水位が計画高水

る。

▼

▼

豊岡市はどのように避難情報を出していく

位まであと 1メートルの 7メートル 16センチ
堤防の漏

▼

を超えることが予想されるとき，

2004年の水害時，豊岡市の防災行政無線は，
越水破堤が起きるまで堤防決壊の危険性を伝

水などの異常が確認されたとき，である（表4）
。

えていなかった。しかし，今では違う。決壊

避難勧告の発表を防災行政無線などで周知

の危険性と，その切迫性を的確に躊躇なく伝

する際には，堤防決壊のおそれがあることを

える方向へと緊急時コミュニケーションのあ

伝え，家屋倒壊危険区域の住民などには指定

り方を変えた。

避難場所への立ち退き避難を促す。
「立野の水位が計画高水位まであと 1メー

2. 常総市のタイムラインと避難情報

トル」とは，前述の排水機場のポンプを止め

鬼怒川下流域には，2016年 2月に「鬼怒川・

る水位である。2014年の水害時のように，豊

小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協
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議会」が設立された。協議会は，国土交通省

の決壊等による氾濫発生」の時点をゼロ・ア

（関東地方整備局・下館河川事務所）
，気象

ワー（表の 0時）とし，そこから遡った時点

庁（宇都宮・水戸地方気象台），国土地理院，

ごとに防災対応が示されている。

茨城県，常総市など下流域の 10市町で構成

避難勧告 / 指示を発表するのは，川島水位

されている。協議会では，各市町ごとに「避

観測所の水位が避難判断水位に達して氾濫警

難勧告の発令に着目したタイムライン」を作

戒情報が出されたときだ。川下の鬼怒川水海

成し，同年 5月末の出水期から運用を開始し

道水位観測所で避難判断水位に到達し，氾濫

た。

警戒情報が出された場合も避難勧告 / 指示を

国土交通省によると，タイムラインとは，
「い

発表するが，基本は川島の水位である。
氾濫警戒情報では，堤防決壊の可能性につ

つ」
「誰が」
「何をするか」をあらかじめ時系
列で整理した防災行動計画のことである。国，

いて言及されることはない。堤防決壊の可能

自治体，企業，住民などが連携してタイムラ

性が指摘されるのは，危険度がワンランク上

インを策定することによって，災害時に連携

の氾濫危険情報である。では，避難勧告 / 指

した対応を行うことができるようになるとし

示の発表に際して，防災行政無線で決壊のお

ている。

それを住民に伝えるのだろうか。この点につ

常総市のタイムライン（表 5）では，
「堤防

表5
時間
5 時間前

3 時間前

0時

気象・水象情報

いて，常総市では「検討中であるが，河川管

常総市のタイムライン（抜粋）
下館河川事務所

常総市

住民等

川島「避難判断水位」到達
（1.30m ）
水海道「避難判断水位」到達
（4.70m ）

洪水予報「氾濫警戒情報」発表
○危険箇所の水位監視
CCTV の監視強化
○HL
○災害対策機材 / 情報提供

非常体制
○テレビ・ネット等
○要支援者施設に洪水予報伝達
で洪水予報確認
○避難勧告 / 指示の対象区域を
検討
○ HL により助言・支援要請
避難勧告 / 指示を発令
避難開始

川島「氾濫危険水位」到達
（2.30m ）
水海道「氾濫危険水位」到達
（5.30m ）

洪水予報「氾濫危険情報」発表
○危険箇所の水位監視
○ CCTV の監視強化
○災害対策機材 / 情報提供

○要支援者施設に洪水予報伝達 ○テレビ・ネット等
で洪水予報確認

堤防天端に水位到達又は到達の
おそれ

○機材等の支援要請
洪水予報「氾濫危険情報」続報発表 ○要支援者施設に続報伝達
○HL
○氾濫想定結果等を確認し
避難指示を発令

堤防決壊等による氾濫が発生

洪水予報「氾濫発生情報」発表
○HL
○被害状況把握
○今後の氾濫予測
○復旧対策の検討

避難完了

○住民等に堤防決壊等を周知
○氾濫想定結果等を確認し，
必要に応じ知事に災害派遣
要請
○広域支援・連携要請

（注）常総市（鬼怒川・小貝川）
「台風による洪水を対象とした避難勧告発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）」
（2016年 6月版）
より抜粋作成。小貝川水位は略。HL は河川事務所長と市長間のホットライン，CCTV は監視カメラ。
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理者の国が指摘していないことを伝えるのは

たとしても市民には越水破堤の危険を伝える」

困難」としている。

としている。

避難勧告 / 指示の後に氾濫危険情報が発表

越水破堤のタイムラグを生かすためには，

されても，住民に周知する。その際には，堤

氾濫発生情報で決壊のリスクが増しているこ

防決壊の可能性を伝える。

とを明確に伝える必要があるのではないか。

堤防天端に水位が到達または到達のおそれ
がある場所が見つかったときには，氾濫危険

3. 越水発生と放送メディア

情報の続報が出される。これを受けて，常総

放送メディアは，越水発生時に堤防決壊の

市は浸水想定区域図などを確認し，避難勧告

危険性をどこまで伝えることができるのか。

/ 指示の範囲を拡大したり，避難の勧告を指

一般的に放送メディアは越水の発生を氾濫発

示に切り換えたりする。その際，その場所で

生情報によって伝えている。最初は字幕スー

越水破堤の危険性が高まっていることを伝え

パー，続いて L 字のスクロールで速報し，ア

るのか。常総市は「多分，越水破堤のおそれ

ナウンサーがスタジオから原稿を読み上げる。

があると呼びかけることになると思うが，個

その際，国土交通省の監視カメラの映像があ

別の箇所については，市独自の判断ではなか

れば，越水発生地点近くの川の様子を放送す

なか言い切れない。国が続報の中で決壊の危

る。氾濫発生情報の見出しや主文に越水破堤

険性を指摘してくれると言及しやすい」と回

の危険性が明確に記されていなければ，通常

答した。続報の表現はどうなるのか，これに

は越水破堤の危険性を伝えることはない。

ついて下館河川事務所は，「状況に応じて的
確な表現をする」としている。

越水の発生によって市町村が避難勧告 / 指
示などを出し，決壊の危険性を住民に呼びか

越水破堤の通常のパターンは，水位が堤防

ければ，「○○市は○○川で川の水が堤防か

天端に到達→越水→破壊プロセス→決壊とな

ら溢れ，堤防が決壊するおそれがあるとして

るのだが，このタイムライン上には越水発生

○○地区の○○世帯に避難勧告 / 指示を出し

時の氾濫発生情報や破壊プロセス確認時の対

ました。○○市では，川沿いの人は自宅ない

応は示されていない。タイムラインは今後，

しは近くの頑丈な建物の 2階以上に上がるな

適宜見直しが行われるが，越水〜決壊の対応

ど，直ちに身の安全を確保するよう呼びかけ

を詳しく書き込んでも良いのではないか。

ています」などと放送することができる。

越水発生時の氾濫発生情報では越水によっ

越水による氾濫発生情報と避難情報がセッ

て決壊の危険性が高まっているという表現は

トで放送されれば，越水破堤の切迫性を伝え

しない。プッシュ型配信の越水バージョンは

ることができるのだが，現実には，セットで

決壊に全く言及しない。しかし，常総市は「越

放送されることはそう多くない。これは，主

水というのはもはや緊急事態であって，何と

として発表時刻にズレがあるためだが，台風

しても市民には危険を避けてもらわなければ

や豪雨時には，災害情報が膨大な量になるた

ならない。たとえ，国が決壊の危険性を指摘

め，
「河川」
「避難」といったようにカテゴリー

しなくても，市は独自に言う。空振りであっ

別に整理して伝えざるを得なくなることも影
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響していると考える。
さらに，常総市のタイムラインのように，

水の発生時に決壊の危険性を伝え切れないこ
とが正しいとは見なされないであろう。では，

越水前に避難勧告 / 指示が出されることもあ

どうすれば良いのか。2 つ提案しておきたい。

る。台風などの緊急報道時には，越水によっ

その一つは，越水発生時に，一般論として，

て浸水範囲がよほど拡がらない限り，避難準

越水すると決壊が起きる場合があることを分

備情報 / 勧告 / 指示以外の市町村の個々の呼

かりやすく伝えることだ。氾濫発生情報を伝

びかけまで取材する余裕がないのが実情だ。

える本記に解説記事をつける。記者がスタジ

この場合には，越水発生時に決壊の危険性を

オで解説しても良い。その際，単に決壊のお

自治体のクレジットで伝えることができにく

それが増していることを指摘するだけでなく，

くなる。

越水から決壊に至る破壊進行のプロセスを説

市町村が決壊の危険性が増していることを

明すると説得力が増すと思う。越水を見に堤

伝えない場合には，越水破堤の切迫性を伝え

防の上にあがったり，土手に近づいたりする

る可能性はさらに低くなってしまう。

のは，そもそも越水するとなぜ危険なのか，

放送メディアとしては，河川管理者の国が

どのようにして越水破堤が起きるのかを知ら

決壊のおそれがあると明言しない限り，特定

ないからだ。また，コメントには市町村が推

の場所について越水破堤の危険があると伝え

奨する危険回避行動やハザードマップを確認

ることには躊躇があるだろう。越水の発生現

するよう書き込んでおく必要がある。危機管

場に記者が近づくのは危険を伴うし，破壊の

理型ハード対策が導入され，タイムラグが引

プロセスがどの程度進行しているかを見定め

き延ばされるのであれば，そうした解説を繰

るのも，プロでなければなかなか難しい。

り返し放送できる。

しかし，越水すれば決壊の危険が増すこと

もう一つは，越水発生後の破壊プロセスに

は紛れもない事実である。放送メディアがそ

着目し，洗掘などの情報をなるべく早くキャッ

の危険性を伝えることができず，結果的に越

チすることだ。越水が発生すると，河川事務

水破堤が起きて大水害となった場合には，
「最

所は発生地点の監視を強化する。監視カメラ

悪のリスクを伝えない国の情報をタレ流すだ

によっては堤防の住宅地側を映し出すものも

けだった」などと批判されるおそれがある。

ある。現場近くに出向いた状況把握員が GPS

現に鬼怒川の決壊の際にはネットに僅かだが

つきの携帯端末で映像を伝送し，河川事務所

そのような投稿が見られた。危険性を伝えた

のディスプレーに表示するシステムの運用も

ものの，越水破堤が起きなかった場合には，

検討されている。こうした情報と映像が入手

「大げさな報道で不安を煽った」などとそし

できれば，越水発生後に決壊の危険性が増し

りを受けるかもしれない。状況は異なるが，

ていることを事実をもって語らしめることが

2011年の福島第一原発事故のメディアの報

できる。取材のハードルは高いかもしれない

道をめぐっても類似の現象が見られた。

が，トライする価値はあるだろう。

どのみち批判は出るのだから，正しいと信
ずる報道をすれば良いのかもしれないが，越
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Ⅵ おわりに
本稿の目的は，越水発生から決壊までのタ
イムラグはどの程度あるのか，危機管理型ハー

あった。想定のハザードが発生確率の非常
に低い規模の大きなものであると，住民が
危険回避行動を諦めてしまったり，深刻に
受け止めなかったりするおそれがある。

ド対策によってどの位引き延ばせるのか，過
去の大水害でタイムラグが生かされていたの

鬼怒川氾濫から 2 か月近くが経った 2015年

かを検証し，タイムラグを生かす情報の課題

11月初旬，筆者は越水破堤が起きた常総市

を提示することであった。検証の結果と課題

の上三坂地区を訪れ，住民の方々から様々な

は以下の通りである。

話を聞いた。越水の流れがいつのまにか激し
く波打ち，渦を巻くような様相に変わってい

■越水破堤のタイムラグを予測することはパ

たこと，堤防上で決壊の瞬間を目撃し，慌て

ラメーターが複雑で困難である。近年の事

て逃げようとしたものの濁流に呑み込まれて

例では約 30 分 ～ 5 時間 20 分とばらつきが

しまったことなど，衝撃的な内容が多かった。

見られた。従って，安全を見越しタイムラ

筆者が抱いた素朴な疑問は「越水すれば決壊

グは常に短いものと考えてかからなければ

の危険性が増すことを住民は知らされてい

ならない。危機管理型ハード対策の引き延

なかったのか」であった。この疑問を出発点

ばし効果は未知数であるが，これを減災に

に最初に書いたのが本誌（2016年 2月号）に

生かす情報が必要である。

掲載された「堤防決壊と緊急時コミュニケー

■タイムラグを生かすためには，普段から越

ション」である。これは鬼怒川の越水破堤を

水破堤の危険性を住民に周知するととも

対象にした事例研究で，本稿はその続編と

に，越水発生を速やかにキャッチし，決壊

いって良い。

のリスクが高まっていることを明確に伝え

調査の過程でよく尋ねられたのは「決壊の

る必要がある。しかし，円山川と鬼怒川の

危険があると言えばヒトは逃げるのか」であっ

越水破堤では，そうした情報が伝えられて

た。決壊という言葉が人びとの意思決定にど

いなかった。

のように影響を及ぼすのか，筆者もぜひ調べ

■過酷な被災経験をした 2 つの市では，越水

てみたいと思う。ただ，筆者は人びとが危険

発生時に決壊の危険性を住民に呼びかける

回避行動について何らかの意思決定をする前

ことにした。 タイムラグを生かすために

に，リスク情報が正当に公開されているべき

は，越水発生時の「氾濫発生情報」でも決

だと考えている。それによって適切な意思決

壊のリスクが増していることを明確に伝え

定を促すのが本来の順序であろう。河川工学

る必要があるのではないか。

や災害の専門家にとっては，越水すれば決壊

■想定最大規模降雨による家屋倒壊危険区域

の危険性が増すのは当たり前のことかもしれ

は，最悪のリスクを住民に予め知らせるも

ないが，筆者を含め一般の人間にとっては常

のだが，想定の浸水が深すぎるためにハ

識ではない。

ザードマップに使用できなかった自治体が

本稿では，越水破堤のタイムラグを生かす
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上で，家屋倒壊危険区域や指定河川の洪水予

『円山川堤防調査委員会報告書』
（2005 年 3 月）
。

報にどのような課題があるのかを，過酷な被

10）豊岡市消防本部『台風 23 号 災害活動と記録』

災経験をした豊岡市と常総市の取り組みの中
から提示し，放送メディアの対応について考
察した。被災経験の無い市町村の取り組みか
らは，また違った課題が見えてきたかもしれ

（2008 年 3 月）
。
11）前掲 9。
12）第 2 回円山川堤防調査委員会資料（2004 年 11
月）。
13）国土交通省 第 3 回ユビキタス情報社会にむ

ない。今後はもっと多く市町村の取り組みを

けた次世代の河川管理のあり方検討小委員会

調べ，いかなる要因が課題に差異を生じさせ

（2007 年 12 月）資料「意志決定と河川情報」他。
14）前掲 10。

るのかを調べてみたい。
（ふくなが ひでひこ）

15）立ち退き避難の人数については，参議院会議録
情報「第 161 回国会 災害対策特別委員会第 4
号」。
16）豊岡河川国道事務所『円山川下流部の被害状況
等に関するアンケート調査』
（2005 年 6 月実施）
。
17）国土地理院推計「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」
。

注：
1）国土交通省「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨に

18）常総市水害対策検証委員会『平成 27 年常総市

係る被害及び復旧状況等について」（2015 年 10

鬼怒川水害対応に関する検証報告書─わがこと

月 5 日午前 9 時現在）及び同省「台風第 10 号

として災害に備えるために─』
（2016 年 6 月）
。

による被害状況等について（第 22 報）
」（2016

19）国土交通省では 2016 年度の出水期から表記を
「氾濫危険水位」「氾濫危険情報」に改めたが，

年 11 月 16 日午前 10 時現在）。
2）建設省土木研究所土質研究室「河川堤防の土質
工学的研究」
『土木研究所資料』No 688.（1971）。
3）中島秀雄『図説 河川堤防』（2003 年，技報堂出
4）建設省土木研究所河川研究室「越水堤防調査
最 終 報 告 書 ─ 解 説 編 ─ 」『 土 木 研 究 所 資 料 』

20）国土交通省関東地方整備局「下館河川事務所か
21）国土交通省関東地方整備局下館河川事務所の管
理区間。
22）下館河川事務所「平成 27 年度 直轄河川重要水

No 2074.（1984）。
必ず相手を納得

させる 14 の作戦』（2015 年，講談社ブルーバッ

防箇所一覧表」
。
23）河川法に基づく河川管理施設等構造令による基
準値。

クス）。
6）2005 年 4 月に豊岡市は城崎町，竹野町，日高町，
出石町，但東町の 5 町と合併し，新たな市制が

24）前掲 18。
25）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）
。

スタートした。
7）豊岡市「旧豊岡市の被害と対応（豊岡市台風
23 号災害報告 5）」。

26

ん濫危険情報」を使用。
ら常総市への情報提供概要（速報版）
」
。

版）を参考にした。

5）藤沢晃治『説得力を強くする

ここでは，
当時の表記の「はん濫危険水位」
「は
，

26）前掲 25。
27）国土交通省「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災

8）豊岡市資料「台風 23 号の被害と対応」。

害を踏まえた課題」
（2015 年 10 月 5 日）
。溢水

9）国土交通省近畿地方整備局豊岡河川国道事務所

による救助も含む。
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28）社会資本整備審議会答申「大規模氾濫に対する
減災のための治水対策のあり方について～社会
意識の変革による『水防災意識社会』の再構築
に向けて～」（2015 年 12 月）。
29）国が管理する一級河川のうち，加古川（兵庫県），
江の川（島根県），美瑛川（北海道），那珂川（茨
城県），雲出川（三重県）にはアーマー・レビー
ないしはフロンティア堤防と呼ばれる越水対策
を施した堤防がある。これらは，堤防天端と斜
面最下部の補強に加え，斜面を遮水シートなど
によって被覆した堤防であるが，国土交通省は
標準的な越水対策としては採用していない。
30）国土交通省・国土技術政策総合研究所「洪水浸
水想定区域図作成マニュアル（第 4 版）」（2015
年 7 月）
。
31）国土交通省「浸水想定（洪水，内水）の作成等
のための想定最大外力の設定手法」（2015 年 7
月）。1,000 年に 1 度とは「年超過確率 1/1,000」
を簡便に表現したもので，正確には 1 年間に発
生する確率が 1/1,000 であることを指す。計画
降雨の 1/100 も同様である。
32）携帯キャリア4 社とは，NTTドコモ，KDDI，沖
縄セルラー，ソフトバンク（ワイモバイル含む）。
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