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第１章　河川防災の変遷と現状
1-1 河川防災の変遷

２-１河川氾濫に関する危険な都市要素

　災害大国日本の河川氾濫は深刻な状況である。河川は
水運の場として都市の発展に貢献してきた反面、常に危
険と隣り合っている。元々は、田畑が広がっていた河川周
辺に、堤防を作り都市化することで人や財産が集まり、被
害規模が莫大に増えている。近隣住人は住んではいけな
い危険な地域に自覚なく住んでしまっている。さらに、台
風などの増加により河川氾濫のリスクが高まっている。

　建築・都市分野での河川防災は広域・事前避難が主流
であるが、本研究では氾濫後の建築・都市に着目をし、河
川氾濫後に意味を持つ建築を作る。また、洪水ハザードマ
ップや避難所など現状の河川防災に足りていないソフト
面の改善もするのが目的となる。
0-3　研究対象
　河川氾濫時に日本で被害が最も大きいと考えられる、
荒川下流（荒川下流河川事務所管轄）浸水領域の最大浸水
想定深さ３ｍ以上（一般住宅の二階で浸水してしまう高
さ）になる 597 町丁目を対象とする。（fig.1）

0-4　論文構成
　本研究は荒川氾濫に対して網羅的に危険な地域の調査
をして、その中からより危険な場所を詳細に調査してい
く。本論は４章構成で１章で網羅的な調査をし、2、3 章で
都市・避難要素によって危険な場所へとフォーカスして
いく調査をし、４章で設計について述べる。

　日本の河川防災は主に、ダムと堤防、洪水ハザードマッ
プによって行われ、更新され続けている。中でも洪水ハザ
ードマップは近年の河川災害頻発を受けて「1000 年に１
回」起きる「想定しうる最大規模の降雨」に更新されるな
ど、日々変化している。
1-2 河川災害の経験
　河川防災とは過去から学び行うものであり、この章で
は過去に起きた災害経験を学ぶ。特に、2019 年 / 令和元
年東日本台風（台風 19 号）について詳しく調査する。そこ
から、荒川下流が氾濫するような「1000 年に一回」の大雨
が最近 40 年で 10 回以上は起きていることがわかる。荒
川下流が今まで氾濫せずに無事なのは偶然なのである。

２-２建築密集度と高齢者人口と氾濫水到達時間

　河川氾濫時に危険になる都市的な要素がある。建築密
集性、人口構成性、立地性の３つである。避難できる可能
性のある高層建築の数を相対的に表す建築密集度、避難
困難者の人数の指標となる高齢者人口、立地によって変
化し避難時間の長さの指標となる氾濫水到達時間の３つ
である。この３つの指標を使うことで都市的な視点から
の危険な地域を発見する。

1-3 河川防災の現状
　現在の洪水ハザードマップは正確で、重要な役割を担
っているが、地図範囲広すぎることや避難に関する具体
性に乏しいなどの問題点がある。広域・事前避難には有
効であるが、逼迫した状況では、より詳細な調査や情報提
供が必要である。また、堤防は整備も更新もままならず、
鉄道橋梁との交差部分で部分的に低くなるなど欠陥部分
が多い。さらに、避難所は指定条件が厳しいため全く足り
ていない。避難先での環境が悪いことも一般的に言われ
ているが、河川災害時の避難所は全体数が足りていない。
このように、現状では広域・事前避難しないと生き残る
すべが残されていない。

　２ -１であげた３要素によって危険な地域に焦点を当て
る。建築密集度の高い全体の 20％にあたる 120 町丁目、そ
の中で高齢者の多い 50％にあたる 60 町丁目、その中の氾
濫水到達時間が 60 分以内である、より危険な 597 町丁目
中 32 町丁目に焦点を当てる。避難可能建築 ( 避難すれば、
一時的ではあるが生き延びることのできる建築 ) のプロッ
トや避難可能面積（避難可能建築の避難スペース）などの避
難時に必要になる情報を追加した地図を作成し、洪水ハザ
ードマップの改善を行う (fig.4)。避難可能建築は、32 町丁
目地図範囲内でプロットを行った結果（fig.3）、集合住宅が
選定されることが多く、一棟当たりの避難可能面積では商
業施設が有効であることがわかる。

fig.2 足立区洪水ハザードマップ（原寸、一部切り抜き）

fig.3 避難可能建築棟数・総面積

fig.1 研究対象マップ

第２章　都市要素から見る危険
東京都

千葉県

埼玉県

対象町丁目

棟数（棟） 避難可能総面積（ｍ²） 面積/棟数（ｍ²/棟）
公共 88 279,987 3,182
商業 22 76,436 3,474
事務所 30 4,463 149
集住 327 77,171 236
個人 14 252 18



建築密集度　　　：44.1％

避難人口　　　　：2,697 人

高齢者数　　　　：824 人

氾濫水到達時間　：0分

避難可能面積　　：8,559ｍ²

合計：8,559ｍ²

最高浸水深さ　　：4.5ｍ

避難可能建築数　：21棟

　　公共施設　　：2 棟

　　商業施設　　：2棟

　　事務所　　　：0棟

　　集合住宅　　：17棟

　　個人住宅　　：0棟
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[ 避難可能建築凡例 ]

[ 避難可能面積 ]

・①.②.③がそれぞれ 2,000ｍ² 以上の
避難可能面積がある
・商業施設は駐車場になる

[ 地図情報 ]
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[ 避難可能建築凡例 ]

[ 概要 ]

・避難可能建築はばらついて分布して
いるが、南東部分にはないため、その
周辺に避難に時間がかかってしまう地
域が広がっている

最大避難時間　　　：17 分

収容可能範囲率　　：24%

建築棟数　　　　　：2356 棟

避難可能面積　　　：3390ｍ²

氾濫水到達時間　　：4分

最大浸水深さ　　　：3.9ｍ

避難可能建築数　　：5棟

　　公共施設　　　：1棟

　　商業施設　　　：0棟

　　事務所　　　　：1棟

　　集合住宅　　　：3棟

　　個人住宅　　　：0棟

[ 避難可能建築情報 ]

東京都足立関原 2丁目 S：1/2500
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[ 避難可能建築凡例 ]
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避難可能面積　　　：3390ｍ²

氾濫水到達時間　　：4分

最大浸水深さ　　　：3.9ｍ

避難可能建築数　　：5棟

　　公共施設　　　：1棟

　　商業施設　　　：0棟

　　事務所　　　　：1棟

　　集合住宅　　　：3棟

　　個人住宅　　　：0棟

[ 避難可能建築情報 ]

[ 概要 ]

・大きな避難可能面積を持つ公共施設
が地図の端に分布しているため、避難
可能範囲に偏りがみられる

S：1/2500東京都足立関原 2丁目
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第３章　避難要素から見る危険性
３-１避難可能面積と避難人口
　第２章で明らかになった危険な 32 町丁目の中から、１
人当たりの避難可能面積が少ない地域に焦点を当てる。
１人当たりの避難可能面積が１ｍ² に満たない厳しい状
況に置かれてる２町丁目は、東京都足立区関原２丁目と
東京都江東区北砂４丁目である。どちらの地域も１人１
ｍ² では避難したくても避難できない人が出てしまう。こ
の２町丁目に対して避難可能道路を考慮した避難時間（『
災害から命を守る「逃げ地図」づくり』を参考）や避難可能
面積を可視化した避難可能範囲を作成する（fig.5、6)。避
難時間は避難所までの最短時間、避難可能範囲は避難可
能面積の分布やばらつきを可視化し、地図範囲内での危
険性の差を表示できる。本来は全浸水地域で作成、広報す
ることで避難時の役に立てる地図にしたい。ここまで詳
細にすることが洪水ハザードマップには必要なのだ。

３-２避難困難範囲
　３-１で作成した地図によって、地図内のより危険な範
囲を発見する。縁に余白を残した地図範囲をグリッドに
よって分割し、各グリッド内の避難要素（避難時間・避難
範囲・建築棟数など）を比較することで、より危険なグリ
ッド・範囲を発見する。

第４章　ケーススタディ
４-１構想
　荒川氾濫に対する広域計画として（fig.7）を立てる。２
種類の建築を日常生活エリアごとに分散配置する。広域
避難拠点建築は備蓄と救助拠点の役割を持ち、避難可能
建築で避難先の確保と避難生活の役割を果たす。広域避
難拠点建築に関しては筆者卒業設計や葛飾区による浸水
対応型拠点建築物などで計画されているため、本研究で
は避難可能建築のケーススタディを行う。

第５章　終章
　壊滅的な状況の荒川浸水地区にソフト面の改善（避難
可能建築や避難可能面積）とハード面の設計手法の開発
を試みた。これからの河川氾濫浸水領域の状況が少しで
も変わることを願う。

　・『新河川堤防学』吉川勝秀（2011）・『水害ハザードマップの手引き』国土交通省水管理・
国土保全局（2015）・『洪水浸水想定区域図作成マニュアル』国土交通省水管理・国土保全局（
2014）・『指定緊急避難場所の指定に関する手引き』内閣府（2016）・『災害から命を守る「
逃げ地図」づくり』逃げ地図作りプロジェクトチーム（2019）・各区ハザードマップ

４-２計画
　第３章までで発見した、河川氾濫に対して日本におい
て最も危険な地域に対して避難可能建築の提案を行う。
敷地は日常の動線や周辺環境を考慮して商店街の駐車場

（fig.8）とする。非常時の収容人数は浸水開始時間と周辺
人口を考慮して 50 人とする。プログラムは街によくある
プログラムである集合住宅やオフィス、周辺環境から商
店を追加する。非常時はそれぞれの共有・余白スペース
が避難生活スペースに代わることで避難可能建築の役割
を果たす。また、普段から周辺の人に使ってもらえるよう
に広場を設け、市民の交流の場となるプログラムも挿入
することで、近隣住民の憩いの場を目指す。

４-３本設計
　浸水・避難を考慮し、通常時も近隣住人・利用者にと
ってのいい場所になる設計をする。外部動線を最大浸水
深さより高い５ｍまでもっていき、非浸水プログラムは
そこから上に作る。避難生活スペースは通常時の共有部
分が上手に切り替わり、それぞれのプライバシーを守る
設計をすることで避難生活が改善され、通常時のプログ
ラムにもいい影響を与える。

fig.4 葛飾区新小岩1丁目を中心にした新地図

fig.5 避難時間を可視化した新地図

fig.6 避難可能範囲を可視化した新地図

fig.7 広域計画構想図

fig.8 敷地周辺図
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