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（ 4 ）避難計画を立てよう

はじめに
災害は明日来るかもしれないし、10年後、30年後かもしれません。
災害に対する意識は日がたつにつれて薄まっていく、それは当たり前です。
被災の過程をイメージして、自分自身で避難計画を立てられるように学びましょう。

河川の構造と洪水のしくみ
大和川を流れる水
• 流域
（りゅういき）
とは、
そこに降った雨が河川に集まってくる範囲のこと
• 大和川の流域はほとんどが奈良と大阪の南東部にある
• 日本の河川の特徴：河状係数
（最大流量と最小流量の比）
が大きい
セーヌ川（フランスのパリ）
：34
テムズ川（イギリスのロンドン） ：8
エルベ川（ドイツのハンブルク）：113
ミシシッピ川（米国のメンフィス）
：119

大和川（大阪）
：300-680
淀川（大阪） ：105
信濃川（長野）
：110
利根川（千葉）
：1753

大和川河川事務所

水位は遅れて上昇する
• 河川の流量と時間の関係を表すグラフをハイドログラフという
• 雨量と時間の関係を表すグラフをハイエトグラフという
• 降った雨が河道に流れ込むまでの時間差があるということと、地
下を通じて河川に入ってくる水量もあるので、雨のピークと洪水
のピークは一致しない
• 雨が止んだからといって安心、というわけではない
• 特に海外の長大河川の洪水は何日間にもおよぶことがある

河川工学 篠原謹爾 共立出版
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河川の構造
• 堤防によって守られた区間
（堤内地）
とその外側
（堤外地）
に
分けられる
• 堤外地には流量が少ないときに流れる低水路と洪水期に流
れる高水敷がある
• 日本の都市河川には砂の堆積と堤防によって河床がどんど
ん高くなった天井川が見られる
（約半分が関西にある）
2019年台風19号による河川被害

河川工学 篠原謹爾 共立出版

典型的な日本の都市河川（天井川）

海外の河川

日本学術会議公開シンポジウム資料より

破堤の原因
越水型…堤防の設計条件を超えた破壊

2019年 阿武隈川上流左岸10.9k
噴砂は地下浸透流の存在を示すもの

浸透型…水面下で進む見えない脅威

日本学術会議公開シンポジウム資料より

洗掘型…長時間の繰り返し作用による破壊

洗掘被害
2012 熊本 白川

公立大学防災センター連携 地区防災教室ワークブック
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なぜ対策が難しいのか
上下流一体の整備の難しさ
• 河川は上流から下流までひとつながりであり、
上流であふれないように対策をすれば下流の洪水リスクは高まる
→ 下流の洪水対策が進んでからでないと、上流の氾濫は防げない
• こうした問題は都市の発展の順序に起因するもので、流域における上流と下流の不公平感を生み出している
（全国、全世界で共通の問題）
• 下流域の市街地を守るために上流側で洪水のピークカットをすることが進められてきた →「総合治水対策」

大和川ジャーナル，奈良県，2018

洪水を防ぐ方法
• 拡幅、掘削
• 浚渫（溜まった土砂を取り除く）
• 築堤
拡幅

• 分水路

浚渫

坪井川遊水地

• 付け替え
• 洪水調節（遊水地、地下放水路）
• 輪中、住宅地のかさ上げ
• 宅地の移転

信濃川分水路

寝屋川放水路
（毎日新聞）

雨の降り方
雨量
• 雨量 mm
• 雨量強度 mm/h
• 大阪は全国的に見ても平均降雨
は多くはない

1971年〜2000年の平年的な年降水量
鹿児島
熊本
福岡
広島
高松
高知

：2279mm
：1993 mm
：1632 mm
：1540 mm
：1124 mm
：2627 mm

神戸
大阪
潮岬
京都
奈良
東京

：1264mm
：1306 mm
：2534 mm
：1545 mm
：1333 mm
：1466 mm

2002年理科年表
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わが国の年降水量分布１）

かさ上げ
（我妻組HP）
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雨量の表現と発生する事象

気象庁

降雨強度
（mm/h）

予報用語

イメージ

10〜20

やや強い雨

ザーザーと降る

20〜30

強い雨

どしゃ降り

30〜50

激しい雨

バケツをひっくり
返したように降る

50〜80

非常に激しい雨

滝のように降る

80〜

猛烈な雨

恐怖で息苦しくなる

・雨の音で話し声が聞こえにくくなる

・傘をさしても濡れる
・ワイパーが役に立たない
・ブレーキが効きにくくなる
・危険地域では避難を開始
・市内では雨水があふれ出す

・水しぶきで一面白っぽく視界が悪くなる
・大規模な災害が発生する

雨の形態

前線性降雨
前線と温帯低気圧の発達
Atmospheric science, AP

低気圧性降雨
（台風）
2017年
台風によるレインバンド

地形性降雨
2017年7月5日 九州北部豪雨
脊振山地による地形性の
バックビルディング現象２）

ゲリラ豪雨３）

200年に1度の大雨とは
洪水予測で想定されている大雨とは？
• 備えるべき災害は、
「まだ発生していない」
「しかし起こる可能性のある」低頻度大災害
• めったに起こらない事の確率を評価するための方法として「極値分布」
という数学モデルがある
• 年最大の日降雨量などの観測値をその確率分布に当てはめると、その
年に発生する確率が1/100の事例が推計できる → 100年に1度の大雨
誕生日のパラドックス
30人のクラスの中で誕生日が同じ人がいる確率は？

反直観の数学パズル，ジュリアン・ハヴィル，2010

200年に1度の大雨が今後30年間に起こる確率

1/100のイベントであれば約26%
仮に火災になる確率が0.024%†だとすると、30年間の間に火災にあう確率は0.72%
†ビジネスジャーナルHP記事より https://biz-journal.jp/2015/12/post̲12706.html

確率分布を推定するグラフの例４）

公立大学防災センター連携 地区防災教室ワークブック
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皆さんができること 〜避難計画〜
避難計画のポイント１
【 長期的な視点 】 これまでは安全であったから、今後も大丈夫という保証はない！
• 上流での整備状況／土地利用が変化した場合には災害リスクが変化する
• 雨の観測は歴史の長い地点でも約100年程度しかない
→ 気候変動でこれまでの雨の降り方が今後も続くとは限らない
• 100年に1度、200年に1度の災害は明日にでも起きるかもしれないと考えよう
【 災害のメカニズムを知り、必要な情報を集める 】 事前にできることをおろそかにしない！
• 平時にまち歩きをして危険個所を調べておこう → 川を身近な存在にしよう
・ 身近な堤防のまわりを歩いていつもと違う点はないか気を付けよう（噴砂、洗堀）
・ 側溝が詰まっていないか、日頃から掃除をしよう
・ 浸水時に見えなくなる危険（マンホールや用水路など）を見つけておこう

信頼できる情報源は増やそう

国土交通省 XRAIN （降雨レーダー）
気象庁 高解像度ナウキャスト
予測の精度
2019年台風19号の際の降雨予測誤差
（1時間前予測） 青は過小評価、
赤は過大評価
mm/h

台風が遠くにあるとき
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mm/h

台風が接近したとき
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河川水位モニタリング

大阪府 河川カメラ

国土交通省 川の防災情報

ハザードマップを見る
200年に1度の雨で大和川の氾濫によって浸水が予想されるエリア

まち歩きをする
• ハザードマップでは地域ごとの特徴はわからない
• 土地利用や住む人が変わると被災形態も変わる
• 地域の目で見直して地域版ハザードマップを作ってこそ意味がある
• 与えられた情報だけで満足するのではなく、自分の足で調べることを
おろそかにしない
【 地域を実際に歩いて… 】
写真を撮る
地域の人に話をきく
気がついたことを書きとめる
あなたが考える避難経路は本当に安全ですか？
周りの人も全員が助かりますか？

公立大学防災センター連携 地区防災教室ワークブック
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【 ハザードマップの価値 】

• 災害の様子をイメージし、現状の問題点を認識して心に留めること
→ 発表会を通じてみんなで情報を共有する
• 機会が来たらまちづくりに反映させる

「断面図」を選択

身の回りの高低差を知ろう

国土地理院 電子国土Web

洪水だけでない備えるべき水害

津波と高潮

津波
• 防潮堤（海からの浸水を食い止める堤防）が地震に
よって沈下した場合を想定
• 洪水予測と比較すると主に北側の被害が大きい
• 洪水と違って災害を検知してから避難までの時間が短
い、地震の被害もある中での避難という点が異なる
高潮
• 高潮とは、台風の接近によって生じる海面の上昇
• 強風の吹く中での避難は危険をともなう
• 台風は豪雨ももたらすので河川氾濫と合わせて生じる
可能性も高い
• 大阪は日本でも有数の高潮危険地帯（リスクは津波以
上？）
• 2018年台風21号ではなんとか大阪市内の大浸水を食
い止めた
大阪大規模都市水害対策検討会 H29
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高潮が発生した場合
・ 第2室戸台風や伊勢湾台風の勢力や移動速度
などから、最悪の高潮をもたらす台風を想定。安
治川、尻無川、木津川にある「三大水門」と呼ば
れるアーチ型水門や堤防30カ所以上が壊れる
ことを前提にした。
・ 台風が四国に上陸してから4時間後には梅田、5
時間後には心斎橋や難波で地下への浸水が始
まる。上陸から8時間後には心斎橋、11時間後
には梅田の地下街が水没する。浸水域は17時
間後まで拡大。住之江区では、浸水深（地面から
水面までの高さ）が13.7mにも達する。
・ 地下街や地下の鉄道の利用者が地上に避難で
きた場合でも死者は約380人。市内の排水ポン
プがすべて順調に動いても、排水が完全に終わ
るのは上陸の92時間後となる。
・ 市営地下鉄や近鉄、京阪電鉄、阪急電鉄など23
路線の地上駅も含めた計141駅が浸水。鉄道の
復旧には約3カ月かかると予測する。

大阪府港湾局作成 2020年8月

内水氾濫
• 内水氾濫とは、下水道の管の容量を超えて雨水が流れ
込むことで、排水しきれなくなった水がマンホールなど
からあふれ出すことによる氾濫
• 川や海から離れた場所でも浸水することがある
避難計画のポイント２
【 災害のメカニズムを知り、必要な情報を集める 】
事前にできることをおろそかにしない！

都市の地下には第２の河川が流れている

• 河川の水位は雨よりも遅れて上昇する
• HPやアプリで上流側の水位増加を確認できるようにしておこう
• ハザードマップで災害のイメージを膨らませる
• 複数の災害を想定する、複合災害を想定する（余震、強風、停電）
【 災害の危険性が高まったら 】
危険がせまったらできることは限られている！
• 信頼できる情報源をたくさん持っておこう（ラジオ、インターネット、アプリ、地域の防災リーダー）
• 雨の予測は難しいので不確実性を踏まえて最悪の状況に備えよう（台風の経路や強さの予測も同じ）
• 洪水のピークが過ぎた後も被災は続く → 生き残るのに必要なものは何か考える

１）土木学会編，
「新体系土木工学 26 水文学」技報堂出版
２）防災科学技術研究所「2017年7月5日から6日における福岡県・大分県の大雨について
https://mizu.bosai.go.jp/wiki2/wiki.cgi?page=2017%C7%AF7%B7%EE5%C6%FC%A4%AB%A4%E96%C6%FC%A4%CB
%A4%AA%A4%B1%A4%EB%CA%A1%B2%AC%B8%A9%A1%A6%C2%E7%CA%AC%B8%A9%A4%CE%C2%E7%B1%A
B%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6
３）大阪でゲリラ豪雨をもたらす巨大雨柱 局地的な激しい雨に（ウェザーニュース）- Yahoo！ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/b10cb08aca01bd5ca912924a7622f96bdefcd1ac/images/000
４）篠原謹爾，
「河川工学」，共立出版
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