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2019年：台風15号による災害

国土交通省によると、豪雨で川の堤防が壊れる決壊は７県、71
河川、140か所で発生。川の水が堤防を越える越水は16都県の延
べ285河川で発生した。

千葉県では甚大な被害。電柱が倒れ、電線はズタズタ、電力喪
失。台風による大規模停電は県内で約64万戸、断水は約８万９
０００戸に上った。

2019年：台風19号による災害

ハザードマップの作成・更新と土地利用の見直し
北陸新幹線⾧野新幹線車輌センター（⾧野市）
千曲川の河岸段丘を浅川が削り周囲より低い。地元の人は「水害常襲地」と言う。ハザードマップ

で４メートル以上の浸水が想定された。

障害者施設「初雁の家」、特別養護老人ホーム「川越キングス・ガーデン」（川越市）
入間川と越辺川の合流地点で、川越市のハザードマップでは４メートル以上の浸水想定。

学校、病院、福祉施設など
本来は開発ができない市街化調整区域に建てることが認められていて、そこが低地や後背低地（自

然堤防の背後にある湿地）のケース。

浄水場
浸水想定地域にある浄水場３１５２、うち２５５２施設が防水対策なし（厚生労働省調べ）

土地の利用法を考え直し、不動産業者に土地リスク開示の義務づけ、こうした土地には住宅等の着工を取りやめるべき。不動産取引時の重要事
項説明として義務化、法令化する動きが必要。
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⾧野市ハザードマップ：北陸新幹線⾧野新幹線車輌センター（⾧野市）

＋
新幹線車両基地

国土地理院地理院地図：北陸新幹線⾧野新幹線車輌センター（⾧野市）
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国土地理院地理院地図：北陸新幹線⾧野新幹線車輌センター（⾧野市）

宮城県丸森町役場の周辺

河川の合流地点：宮城県丸森町役場の周辺

阿武隈川に近く、流れ込む五福谷川との合流部の低地。すぐ先で阿武隈川がカーブして、水は流

れにくい。避難所が浸水指定地域にある。

Googlemap 丸森町ハザードマップ
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流域で見る：台風19号 多摩川流域の被害

<c>aqua-sphere&Junji Hashimoto

流域で見る：台風19号 那珂川流域の雨量
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水戸126ミリ笠間191.5ミリ

塩谷413.5ミリ

大田原298.5ミリ

常陸大宮216.0ミリ

那須烏山212.5ミリ

那須高原332.5ミリ

今年の台風発生数は26程度。
８月以降に台風発生域の対流活動が活発化

• 太平洋熱帯域でラニーニャ現象が発生する可能性があり、台風発生
域の対流活動が活発。

• ラニーニャ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸
にかけての海面水温が平年より低くなる現象。東風が平常時よりも
強く、太平洋赤道域の西部に暖かい海水がより厚く蓄積し、この影
響で台風発生域の海面水温は平年より高くなり、対流活動がより盛
んになる。

（出典：気象情報会社「ウェザーニューズ」
https://weathernews.jp/s/topics/202006/090085/ 最終確認2020年6月24日）



2020/6/29

避難場所・避難所を増やす

•目的１：コロナの感染者、感染が疑われる人、そうでない人を
分ける

•目的２：避難場所・避難所における１人当たりのスペースを広
くする（２メートルのソーシャルディスタンスを考えると一人
当たり４平方メール必要）

•方法：学校体育館や公民館に加え、学校の教室、企業の研修施
設、地元のホテルや旅館、福利厚生施設、お寺や神社なども避
難場所・避難所として検討。

新型コロナ
×

豪雨対策
自治体の
To Do

避難場所・避難所を区切る

• 目的：感染拡大を防止する

• 方法：段ボール性の簡易ベッドと間仕切りを組み合わせて活用する

＜段ボールベッド＞

①強度：三重構造のため、厚紙の５倍強度、断熱効果高い。

②軽量：持ち運び、取り扱いが簡単。

③高さ：高さが30センチ程度あり、ウイルスが集まる床から体を離す
ことができる。

④省スペース。空洞が多い構造のため、非常食や水などを保管できる。

＜段ボールベッド＋段ボール性間仕切り＞

• １人用のサイズは２メートル×２メートル、２人用のサイズは２メー
トル×４メートル程度。

• 間仕切りの高さを１メートル５０センチ程度にすることで、プライバ
シーを確保し、咳やくしゃみによる飛沫感染防止を図り、同時に医療
従事者が巡回する際に、目隠しにならないよう工夫。段ボールに付着
したウイルスの残存期間は２４時間とされ、使用後の処分も比較的容
易。

新型コロナ
×

豪雨対策
自治体の
To Do
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⾧野県上田市のケース

・2019年の台風19号の際、ファミリー
ルームを設置。
・材質はナイロン。低温でもなめらかで、
取り扱いやすい。
・自治体の担当者でも簡単に設営でき、ワ
ンタッチテントの要領で畳めば小さくなる。
・避難が終わった後、清掃、消毒したのち
に折り畳んでコンパクトに収納できリサイ
クル可能。

新型コロナ
×

豪雨対策
自治体の
To Do

ハザードマップ上に
自宅を書き込む

• ハザードマップは、浸水や土砂災害
が発生する恐れの高い区域を着色し
た地図。洪水浸水想定区域（想定し
得る最大規模の降雨により河川にお
いて氾濫した場合に浸水が想定され
る区域）、内水浸水想定区域（想定
し得る最大規模の降雨により下水道
において氾濫が発生した場合に浸水
が想定される区域）の浸水深度が色
分けされている。

新型コロナ
×

豪雨対策
一人ひとりの

To Do
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最新版を確認する
• ハザードマップは随時更新されてい
るので最新版を確認すること。かつ
ては５０年から１００年に一度の大
雨を想定して浸水する場所を示して
いたが、２０１５年に水防法が改正
され、想定を１０００年に一度の大
雨と改めることになった。その結果、
以前のマップでは浸水想定区域では
なかったが、最新のマップでは浸水
想定区域になっていることがある。

新型コロナ
×

豪雨対策
一人ひとりの

To Do

5m

3m

0.5m
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避難の例外
【例外１】ハザードマップで色が塗られていなくても周囲に比べて土地の低い場所、崖の
側に住んでいる場合は、自宅外へ避難。

【例外２】色が塗られていても、
• 洪水による家屋の倒壊や崩落の恐れがない
• ハザードマップで示されている浸水深度よりも高い場所に住んでいる（高層階など）
• 浸水しても水、食料などの備え、トイレや排水など衛生環境を確保ができる（何日分必
要かは「洪水浸水想定区域図」に記された浸水継続時間を参考にする）

• という３つの条件が揃えば、自宅避難。

【重要】例外１、例外２ともに、見極めることが難しいことも。事前に検討し、迷ったら
「避難する」と決めておく。雨の様子を見ながら避難するかどうかを決めるという態度は、
逃げ遅れにつながりやすく危険。

新型コロナ
×

豪雨対策
一人ひとりの

To Do

避難先と避難経路を
自分で歩いて確認する

【避難先の決定】
•避難場所・避難所の数が増加の可能性→自治体ＨＰで確認
•安全な場所に住む親戚・知人宅→あらかじめ打診し、水や食糧
などの備蓄品の購入や保管について相談。

【避難の演習】
•避難先を家族で共有し歩いてみる。
•ハザードマップを持参し、自宅から避難先までの道中に色が塗
られている場所、低い場所、崩れやすい場所がないかを確認。

新型コロナ
×

豪雨対策
一人ひとりの

To Do
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避難するタイミング

【内閣府・消防庁の「避難行動判定フロー」】
• 避難に時間がかかる場合は「警戒レベル３」で避難
• 時間がかからない場合は「警戒レベル４」で避難

【事前の演習が大事】
• 想定浸水地域が広域に渡る場合には、避難場所・避難所が遠くになる可能
性があり、より早めの避難が必要になる。

• 事前に自宅から避難先までの移動シミュレーションをしておくことが重要。

新型コロナ
×

豪雨対策
一人ひとりの

To Do

非常用品をリュックサックに入れておく
• 防水機能のある懐中電灯（ポケットにさせるタイプ、ヘッドライトだと両手があくので便利）

• 予備電池

• 着替え

• タオル

• マッチやライター

• 救急薬品

• 携帯ラジオ

• 貴重品（公衆電話に使える10円玉も）

• 飲料水と食べもの（飲料水、乾パンやクラッカー、レトルト食品、缶詰、粉ミルク、哺乳ビン、ナイフ、
缶切りなど）

• 太く書ける黒マジック（被災後、壁などに連絡先やメッセージを書いたり、自分の所有物に名前を書く）

• 丈夫な靴（底がしっかりしていて脱げにくいもの）

• 軍手

• 使い捨てカイロ

• マスク（土砂災害が起きたのち乾燥してくると埃が出る。ゴーグルもあるとよい）

• 紙おむつ、生理用品、厚手のごみ袋など。

• 杖

コロナ禍で重要
マスクなどの防護具、
アルコール製手指消毒剤、
ウエットティッシュ消毒薬、
専用の体温計、
記録用のノートと筆記具など
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避難所の運営 受付での対応

•避難者が避難場所・避難所に入る前に健康状態をチェック。入
り口で問診、検温、手指消毒を行う。

•感染している疑いがある人を振り分ける「トリアージ」を行い、
疑いがある人と健康な人の避難所を別々にする。

•発熱などの症状があれば医療機関と連携し別施設へ入ってもら
う。

•マスクをもっていない人に配布（避難してくる人はマスクを
持っていないことが多いに想定される）。

新型コロナ
×

豪雨対策
自治体の
To Do

避難所の運営 定期的な消毒

•定期的に、手すりやトイレなどを人が触りやすい場所の消毒を
行う。

•一般的には多くの人が共通で使う場所にウイルスの危険がある。
避難所のなかでは公衆電話スペース、携帯電話の充電エリア、
ドアノブや手すり、水道の蛇口、トイレ、更衣室などの共用部
で感染リスクが高くなる。

新型コロナ
×

豪雨対策
自治体の
To Do
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避難所の運営 定期的な換気

•避難場所・避難所は密閉性が高く、換気扇がない場合も多いか
ら、頻繁に空気を入れ替えることが必要。

•厚生労働省は、避難所の２方向の窓・ドアを開けて空気の流れ
を作ること、30分に１回以上、数分間窓を全開にすることを推
奨。

新型コロナ
×

豪雨対策
自治体の
To Do

まとめ 共助の精神を忘れずに

•避難所の運営については、自治体の担当者向けのことのように
思うかもしれないが、避難所利用者である市民も運営のポイン
トを知って、地域で協力大勢をつくる。

•コロナと豪雨という複合災害は、これまでの団結方法では対応
できない。

•避難場所・避難所で過ごす時間はただでさえストレスが高いが、
近くに感染者がいるかもしれないという疑いが不安感を募らせ、
肝心な協力体制を崩す可能性もある。

•ストレス軽減させるためにも、事前の準備は大切。
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1 生活にやさしそうな「水道料金の免除」が実は危険な２つの理由 2020/4/27 12:00

2 オリンピック水泳会場に砂を投入。「トイレのような臭さ」は解消されるのか 2020/2/14 12:00

3 手を洗った「つもり」の日本人 コロナ対策で国連「世界水の日に手洗いを」 2020/3/21 12:00

4 【検証】和歌山市が断水回避。よかった？悪かった？断水は全国で起きる？ 2020/1/22 12:00

5 東京オリンピック、２回目も渇水の可能性。スキー場の営業休止は水不足のサイン 2020/2/6 17:44

6 水道水の水質基準が変わる「水質管理目標」に発がん性が指摘される有機フッ素化合物 2020/3/30 12:00

7 意外と説明できない「つらら」が冷蔵庫の氷より透明な理由 2020/1/14 12:00

8 東京の水道原水から有機フッ素化合物 地下水汚染は時空を超える 2020/1/10 13:53

9 WHO年次総会。日本で報道されていない新型コロナ感染拡大防止策 2020/5/20 12:00

10 コロナ共生で登場するサプライチェーンの短い生活圏 2020/4/21 12:00

PV数の多い記事トップ１０（2020.1.1～5.31）

自治・防災・未来の〈まち〉をデザインしよう

案内人:橋本淳司
(水ジャーナリスト/

アクアスフィア・水教育研究所 代表)

【プログラム】
１．【奥多摩町】私たちの水はどこから? ―東京の水源地を歩く
２．【羽村市・立川市】浄水から下水までの流れを知ろう
３．【江東区・墨田区】 災害と自治(1) ―東京0メートル地帯を歩く
４．【東京都北区】災害と自治(2) ―荒川から考える都市と治水
５．【東京都国分寺市】雨のゆくえ―地下水、湧き水、川と暮らし
６．【東京都昭島市】地元住民が守ってきた「助けあいの水」

/22 2020年８月～11月 全６回
原則として土曜日 受講料:29,000円

自治の基本であり、人権でもある水。
地域の水や水道を知るため、現場を歩き、楽しく学びます。


