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全国でこれまでに経験したことがないような大雨による洪水で甚大な被害が発生している．従来の河川

整備の規模を超える洪水から命を守り，壊滅的な被害を防ぐには住民自らが水害リスクを理解し，迅速で

安全な避難行動を促進する対策の充実が不可欠である．本研究では発生頻度の異なる洪水を想定して氾濫

解析を行い，浸水範囲や浸水深，浸水の広がり，家屋倒壊危険区域等を検討し，住民の避難行動を促進す

るため，地域を細分化した避難区域の設定や判断基準などを提案する．また，住民の水害リスクに対する

意識を高め迅速で安全な避難行動を促進するため，防災意識の啓発や情報を周知方法について検討を行う．

行政が住民との学習会や避難訓練等を通してリスクコミュニケーションを重ねることが地域の防災力向上

に寄与することを示す．

Key Words : flood disasters,numerical simulation,inundation depth,flow rate,required area of evacuation,
evacuation procedure，

1. はじめに

近年，気候変動による影響によりこれまで経験したこ

とのない大雨や堤防などの施設の能力を上回る洪水の発

生頻度が高まることが予想されている．河川管理者をは

じめとする行政機関や住民は，堤防などのハード整備の

能力は限界があり，防ぎきれない大洪水があるものと認

識し，氾濫の発生を前提として，社会全体で常にこれに

備える水防災意識社会1)の構築が求められている．この

ため，水害リスクを正しく評価して社会全体でその情報

を共有し，行政と住民が連携・協力して減災対策を実施

することが重要である．

国においては，米国のハリケーンサンディの事例を踏

まえ，関係者が主体的かつ相互に連携するタイムライン

の重要性が確認された2)．このため，三重県紀宝町など

で始められた避難勧告等の発令に着目したタイムライン

の整備が進められている．また，2015年5月の水防法改

正では，想定し得る最大規模の洪水に対する避難体制等

を充実・強化する方向性が示され，避難勧告等の判断や

伝達に関するガイドライン3)が一部改定された．しかし、

2015年9月関東・東北豪雨災害で鬼怒川の堤防が決壊し

家屋倒壊･流出する事態が発生した．市町村からの避難

勧告等の遅れや住民の主体的な避難が十分でなかったこ

とが指摘されている4)5)．また，安達ら6)の研究では住民

の正常化の偏見と認知的不協和が適切な避難の妨げにな

ると指摘されている．このため，避難勧告等の適切な発

令と住民による早めの避難行動の確保が課題である．

本研究では徳島県那賀町鷲敷地区を流れる一級河川那

賀川において，発生頻度の異なる 3種類の洪水を想定し

て氾濫解析を実施し，ケース毎に浸水範囲と浸水深，浸

水域の広がりや流速等を分析した．また，家屋の倒壊・

流出等の危険区域も検討し，屋内安全確保の適否の範囲

も分析した．その上で，那賀川の氾濫による浸水被害の

軽減を図るため，住民が自主的に迅速で安全な避難行動

ができるよう浸水の危険区域設定と判断基準を提案し

た．また，行政と住民等が正しく水害リスクを理解し，

互いに連携・協力できる地域づくりが被害軽減に繋がる

ため，防災意識の啓発や防災情報の周知方法も示した．
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２．対象地区

本研究の対象地区は，那賀町鷲敷地区の和食・土佐地

区とする（図-1）．和食・土佐地区は一級河川那賀川沿

いにあり那賀町役場や那賀警察署などが集積する那賀町

の中心部である．那賀川と支川の中山川の合流点では，

樋門やバック堤による背水処理がなされていないため，

那賀川の水位が上昇すると氾濫が発生している．徳島県

は那賀川の県管理区間で和食・土佐地区を含む区間を水

位周知河川に指定し，2008 年に浸水想定区域図を公表
している．

３．住民の避難行動の分析と課題の抽出

 (1) 過去の浸水被害の状況とタイムライン策定

この地区の浸水被害は表-１のように，昭和年代以降

も頻繁に発生している．1956 年に唯一の治水機能を有
する長安口ダム完成した後も 50戸を超える家屋が 1965
年，1971年，2004年，2014年及び 2015年に浸水してい
る．特に，2014 年台風 11 号による洪水では床上浸水
251戸，床下浸水 67戸の甚大な浸水被害が発生した．こ
の時は 8月 10日未明から雨が強くなり水位も急激に上
昇し，明け方に氾濫が始まったために，避難できずに逃

げ遅れた人が大勢いた．このため，住民に迅速で安全な

避難行動を促進するために，2015年 4月に徳島県や那賀
町等から水位だけでなく，ダムの放流量も考慮したタイ

ムライン 7)が公表された．

(2) タイムラインの検証と課題

タイムラインの策定後に襲来した 2015年台風 11号で
住民の避難行動を検証する．7月 16日 23時頃に高知県
室戸市に上陸し，ゆっくりと四国を横断して 17日 6時
頃に岡山県倉敷市付近に再上陸した 8)．那賀川流域では

16日夕方から 17日未明に強い雨が降り，17日 3時 40分
には和食下流水位局の水位は標高 52.43ｍを記録した 9)．

対象地区では床上浸水 45戸，床下浸水 21戸の被害があ
った．

タイムライン策定前の 2014 年台風 11 号と策定後の
2015年台風 11号での避難状況は表-2のとおりである．

2014年は 8月 10日 2時 10分の避難指示発表後に避難が
始まり，消防団等の声掛けや救助活動により避難所（地

域交流センター）に 74世帯 151名が避難した．2015年
は 7月 17日 0時の避難指示発表前に 4世帯 6名が避難
所に避難しており，避難指示の 1時間後には 28世帯 59
名，最終的には 30世帯 70名が避難した．しかし，避難
した人数は 2014年の半分以下であった．

2015 年に避難をした住民は，2014 年の被災経験とタ
イムラインの周知により，早めの避難を意識した結果が

伺える．一方で，避難をしなかった多くの住民は過去の

図-1 対象地区（那賀町鷲敷地区）

表-1 那賀町鷲敷地区における那賀川の氾濫による被害状況

番号 西暦 和暦 年 月 日
最大流量

（m
3
/s）

和食下流
最大水位

被害状況

1 1949 昭和 24 6 20
デラ台風　那賀川では約7m増水
田畑冠水 37町歩,流出家屋(非住家)3戸

2 1949 昭和 24 8 19 ジュディス台風

3 1950 昭和 25 9 3 (約9,000)

ジェーン台風

　那賀川のほか町内の各河川全て氾濫
　中山谷川に架かる橋は全部流出
　流出家屋 2戸，全壊家屋 2戸,
  半壊家屋 27戸
　床上浸水 113戸，床下浸水 403戸

4 1961 昭和 36 9 16 約6,200 第二室戸台風　床下浸水 3戸

5 1965 昭和 40 9 10 約3,600

10日台風23号，

17日の台風24号とこの間の集中豪雨
　全壊（非住家）1戸，
　半壊（非住家）3戸，
　床上浸水　5戸（うち非住家1戸），
　床下浸水　56戸（うち非住家3戸）

6 1971 昭和 46 8 30 約7,300
台風23号 18時20分鷲敷署前庭まで浸水
　床上浸水 92戸，床下浸水 36戸，
  農地冠水 90ha

7 1997 平成 9 9 17 約6,000
台風19号　東町，土佐で家屋浸水被害
　床上浸水 5戸，床下浸水 4戸，
  農地冠水 33ha

8 1998 平成 10 9 22 約4,100
台風7号　東町で浸水
　床下浸水 13戸

9 2003 平成 15 8 8 約6,900 50.63ｍ 台風10号　東町で床上・床下浸水発生

10 2004 平成 16 10 20 約8,100 52.25ｍ
台風23号　東町，八幡原，北地で浸水
被害発生
 床上浸水 38戸，床下浸水 14戸

11 2009 平成 21 8 10 約7,100 51.09ｍ 台風9号　＜家屋浸水の報告なし＞
12 2011 平成 23 9 3 約7,700 51.78ｍ 台風12号 ＜家屋浸水の報告なし＞

13 2014 平成 26 8 10 約9,500 53.96ｍ
台風11号
　床上浸水 251戸，床下浸水 67戸，

　浸水面積 99.7ha

14 2015 平成 27 7 17 約8,100 52.30ｍ
台風11号
　床上浸水 45戸，床下浸水 21戸，
　浸水面積 45.8ha

注１)最大流量は那賀川基準地点「古庄」における流量年表による
　　（ただし,昭和25年は「古毛」地点）．

注２)和食下流最大水位のデータは時刻水位月報（徳島県提供）による．
     高さは標高である．

注３)No１～No5は鷲敷町史，No6～No10は鷲敷町史続編，
　　 No11,12は水害統計，No13,14は徳島県調査.

表-2 2014年台風 11号と 2015年台風 11号の避難状況

発令等
時間

避難
人数
確認
時間

地域交流

センター※１

1,240人
481世帯

発令等
時間

避難
人数
確認
時間

地域交流

センター※２

1,239人
486世帯

準備情報 16:02 ０人 14:00 18:00
３人

２世帯
避難勧告
(土砂災害警戒情報)

0:50 ０人 20:20 22:00
６人

４世帯
避難指示
(和食・土佐地区)

2:10 2:50
避難者の
到着始まる

0:00 1:00
５９人

２８世帯
避難指示
(仁宇・阿井地区)

4:39 0:00 2:00
６６人

３０世帯

はん濫発生 5:10 1:40過 3:00
６６人

３０世帯

※1:地域交流センターへの避難対象者数・世帯は2014年7月31日現在である．
※2:地域交流センターへの避難対象者数・世帯は2015年6月30日現在である．

2014年8月台風第11号
(8月9日～10日)

2015年7月台風第11号
(7月16日～17日）

途中経過
不明

１５１人
（12.2%）
７４世帯
（15.4%）

７０人
（5.6%）
３０世帯
（6.2%）

最終避難者　計
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経験と台風情報や水位，ダムの放流量等から屋内安全確

保で十分と判断した結果であると思われる．今後，気候

変動の影響による総雨量千ミリ超の大雨の発生や台風の

激化等により，過去の洪水規模を越える浸水被害が発生

する恐れがある．住民が浸水被害に対するリスクを正し

く認識し，確実に避難行動につなげることが課題である．

タイムラインの周知方法として那賀町は公表にあわせ

て 2015年 4月 28日に消防団幹部役員 11名，5月 18日に
鷲敷地区駐在員（行政連絡員，自治会長）22 名に説明
を行った．住民に対しては 6 月 5 日にハザードマップ
（裏面にタイムラインのポイントを印刷）を各戸配布し

た．避難状況からはリーダー的存在の人達への事前説明

の効果の有無は判断できない．また，避難をした住民は

避難対象者の 5.6％，70名だったことから，配布だけで
は住民にはタイムラインに関する情報や意図が十分に理

解されていないと思われる．住民が防災関連情報につい

て理解し，行動できるように取り組む必要がある．

４．氾濫解析の概要

(1) 氾濫解析モデルの設定

氾濫解析モデルについては洪水浸水想定区域図作成マ

ニュアル 10)に基づき，表-3 のとおり実施した．鷲敷地

区の現況は，那賀川本川沿いに一部区間でコンクリート

護岸は整備されているが，締め切られていないため，破

堤や越水は考慮しない．また，既存のダム施設は現行の

ルールの下で運用されていると仮定する．

(2) 発生頻度の異なる洪水流量の設定

対象区間の氾濫解析は表-4のとおり，3ケースで実施
した．CASE1は頻繁に発生する規模の洪水として年超過
確率1／10の流量，CASE2は河川改修の対象としている
計画規模の洪水として年超過確率1／100の流量，CASE3
は想定 大規模の洪水として水防法で規定された年超過

確率1／1000の流量の3ケースとする．個々の流量につい
ては，国土交通省那賀川河川事務所が公表した下流の国

管理区間の浸水想定区域11)の検討に用いた流出解析を基

に，本研究の流域面積を考慮して算出する．そのハイド

ログラフは図-2のとおりである．

(3) 氾濫解析の結果

a) 浸水面積と最大浸水深
前述の手法によりそれぞれのケースで氾濫解析を行い

各ケースの 大浸水深図を作成した（図-3～図-5）．

CASE1 の 大浸水深は図-3 のとおりで，浸水面積は

41.6ha，浸水位は小川橋付近で概ね 51.6ｍであった．
2015年台風第 11号の浸水面積 42ha，浸水位 52.4ｍ程度
と比較すると，浸水面積は同程度だが，浸水位は約

表-3 氾濫解析モデル

項目

抗力係数

横流入

解析手法

粗度係数

メッシュサイズ

南北方向：２００メッシュ

内容

氾濫流：平面二次元不定流

氾濫流：土地利用に応じた粗度係数を設定

家屋による流体抗力を考慮（CD'＝0.383）

メッシュ長：１０ｍ

河　道：一次元不定流計算

河　道：０.０４

東西方向：３００メッシュ

不定流計算区間

那賀川

中山川と南川との接続を考慮

　下流端　27k000　H-Q式による換算水位

　上流端　30k200　本川流量ハイドロ

表-4 発生確率別の設定流量

年超過確率
和食(30k2)

流量（m3/s）

ハイドロ
モデル

<参考>古庄

流量（m3/s）

CASE1
頻繁に発生する
規模の洪水

1/10 6,205 S43.7洪水 6,283

CASE2
計画規模の洪水

1/100 10,173 S43.7洪水 10,336

CASE3
想定最大
規模の洪水

1/1,000 25,734 S45.8洪水 26,621

図-2 ハイドログラフ（和食30k200地点）

0.8m低い．CASE1は浸水面積の基準水位を 0.01ｍとし
て算出しているため，痕跡調査の結果よりも広く表され

ていると思われる．このため，CASE1は 2015年台風 11
号よりも規模の小さい洪水であるとわかる．

CASE2 の 大浸水深は図-4 のとおり，浸水面積は

95.2ha，浸水位は小川橋付近で概ね 56.4ｍであった．近
年で も被害が大きかった 2014年台風 11号の浸水面積
70ha，浸水位 54.0m程度を大きく上回っている．このた
め，CASE2 は住民が経験したことがない規模の洪水で
あるとわかる．なお，1918年に 364戸が被災した大正 7
年の大水 12)をも超えるような規模であると思われる．

CASE3 の 大浸水深は図-5 のとおり，浸水面積は

134.8ha，浸水位は小川橋付近で概ね 65.9ｍであった．こ
のため，全域が 5m以上 20m未満の浸水区域となる．

b) 浸水域の広がり
浸水域の広がりについては，いずれのケースも中山川

と南川の合流点の低い水田から浸水が始まり，河川沿い

の田畑へ広がる．図-6にCASE2の浸水域の広がりを時
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系列で示す．計算開始から約 2時間後に水田から浸水が
始まり，約 3時間後にはすり鉢状の田畑がほぼ浸水する．
約 4時間後には小川橋付近から西側に浸水域が広がり，
上流の土佐地区でも溢水が始まる．約 5時間後には那賀

警察署付近まで床上浸水が広がる．約 6時間後には鷲敷
郵便局付近まで床上浸水が広がり，約 7時間後にはピー
クに達する．なお，CASE3 ではさらに水位が上昇し，
終的には地区内の大半が10m以上浸水する．

図-5 CASE3（T=1/1000）の 大浸水深図

図-3 CASE1（T=1/10）の 大浸水深図

図-4 CASE2（T=1/100）の 大浸水深図

土木学会論文集F6（安全問題），Vol. 72, No. 2, I_131-I_138, 2016.

I_134



5

c) 氾濫流の流速
洪水時の家屋倒危険ゾーン検討のため，CASE2 の氾
濫流の流速は図-7 のとおりである．土佐地区では河岸

付近，和食地区では那賀川と中山川の合流点付近で流速

2.0m/s以上になる．

５．避難行動を促進する避難区域の設定

(1) 避難区域設定の考え方

和食・土佐地区は住宅の位置により，浸水の危険度は

大きく異なっている．

図-6 CASE2（T=1/100）浸水区域の広がり

図-7 CASE2（T=1/100） 大流速図（建物なし）
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水防法では想定 大規模の洪水（CASE3）に対する避
難計画についても検討する必要がある．しかし，この

CASE3 で避難計画を検討しても浸水面積や浸水深があ
まりにも大きいために，住民に現実問題として理解され

ず，活用されない恐れがある．本研究では住民の避難行

動の実効性を高めるためには，CASE1と CASE2の氾濫
解析結果を基に避難が必要となる区域を分類するととも

に，避難判断基準（案）を設定することとする．

なお，CASE2を越える洪水が予測される CASE3の洪
水を想定し，別途，地区外への避難を判断することが必

要である．

(2) 避難区域の分類

避難区域の分類については表-5 のとおり，浸水深に

よる 3区域と流速等による 1区域の 4区域に分類する．
浸水深による危険度の区域については，水害ハザード

マップ作成の手引き 13)を参考に，浸水深により危険度を

3 つの区域に分類する．災害危険区域は，CASE1 で 0.5
ｍ以上浸水し，かつ，CASE2で浸水深が 5m以上となる
区域とする．この区域は頻繁に床上浸水が発生し，

CASE2 では 2 階が水没するため，立ち退き避難が不可
欠である．また，住宅の建築を制限する区域とする．特

別避難区域は，CASE2で浸水深が 3m以上となり，2階
床下以上が浸水する区域とする．このため，早い段階で

の立ち退き避難が必要な区域である．避難区域は，

CASE2で浸水深が 0.5m以上 3.0m未満で床上浸水となる
区域とする．ここも立ち退き避難を基本とするが，逃げ

遅れた場合は屋内安全確保でも対応可能な区域である．

図-8 にはこれら 3 つの区域と土砂災害警戒区域，土砂
災害特別警戒区域を示す．

表-5 避難区域等の分類

分類 区域 設定条件 内容

災害危険
区域

・年超過確率1／10洪水
　浸水深が0.5m以上
・年超過確率1／100洪水
　浸水深が5.0m以上

・頻繁に床上浸水が発生する区域
・計画規模の洪水で２階が水没
・立ち退き避難が不可欠な区域
・住居の建築を制限する区域

特別避難
区域

・年超過確率1／100洪水
　浸水深3.0m以上

・計画規模の洪水で２階床上以上が浸水
・立ち退き避難が必要な区域
・避難勧告から氾濫発生までの間で
　避難完了

避難区域
・年超過確率1／100洪水
　浸水深0.5m以上
　　　　3.0m未満

・計画規模の洪水で床上浸水する区域
・立ち退き避難を基本とするが，
　逃げ遅れた場合は屋内安全確保

流
速
等

家屋倒壊
危険区域

・年超過確率1／100洪水
　家屋倒壊危険ゾーン

・氾濫流及び河岸浸食により
　家屋倒壊，流出の危険がある区域
・立ち退き避難が必要な区域

浸
水
深

図-8 避難区域等の設定

図-9 家屋倒壊危険区域の設定
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家屋倒壊危険区域は，この地域で一般的な木造 2階建
て家屋を想定し，洪水浸水想定区域図作成マニュアル 10)

に基づき， CASE2の洪水により倒壊や流出する危険区
域を検討する．氾濫による区域と河岸浸食による区域は

図-9 のとおりで，いずれも立ち退き避難が必要である．

 このことから，避難区域以外の住民は，屋内安全確保

では人的被害が発生する危険があることがわかる．避難

区域でも住宅の周辺の道路が浸水するまでに，立ち退き

避難をすることが望ましい．逃げ遅れた場合は一時的に

屋内安全確保に切り替えて対応することも必要である．

(3) 避難判断基準（案）の設定

現在のタイムラインは和食下流水位と長安口ダムの放

流量により，避難準備情報，避難勧告，避難指示と発令

される．ここでは氾濫発生後の浸水域の広がりと和食下

流水位に着目し，区域ごとに避難判断基準を検討し，判

断フローとして整理したものを図-10に示す．

・ 氾濫危険水位（和食下流水位で標高49.3m）到達か，
長安口ダム放流量3,000m3/s到達で避難勧告発令とな
り，避難対象地区の住民は立ち退き避難を開始する．

・ 特に，特別避難区域と家屋倒壊危険区域の住民は直

ちに避難を開始することが望ましい．

・ CASE2では避難勧告発令から氾濫発生（和食下流水
位で標高50.8m）まで約30分，これまでに特別避難

区域と家屋倒壊危険区域は立ち退き避難を完了する．

・ 小川橋付近で発生した浸水は西側の市街地へ広がる．

・ 那賀警察署の東側（和食下流水位で標高52.5m）に
到達し，さらに水位の上昇が想定される場合は危機

回避行動を開始する．

・ 特別避難区域と家屋倒壊危険区域で逃げ遅れた住民

は，危機回避行動として近隣の高い建物や強固な建

物への移動する．

・ 避難区域で逃げ遅れた住民は屋内安全確保とする．

・ ダムの放流量や降雨予測等により計画規模を上回る

洪水が予測された時は地区外の高台に避難する．

これは被害を 小化するための 低限度のラインであ

る．住民はこの判断基準を基に，自宅の位置や身体の具

合，台風情報や降雨の状況等を考慮して，自ら避難の時

期を判断することが可能となる．

６．住民の防災意識の向上に向けて

(1) 防災意識の啓発について

住民に想定される浸水被害を正しく認識していただく

必要がある．近年はこれまで経験したことがない大雨に

よる洪水の発生も懸念されているため，文献から地域に

おける過去の水害や他の地域の事例を学ぶことも大切で

ある．過去に浸水被害を経験している人も「経験以上の

図-10 避難判断基準フロー図
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水害の発生」を意識する必要がある．また，現地にどこ

が浸水するとかどこまで浸水するのか等の表示 14)をする

ことで浸水経験がない若い世代や転入者も意識しやすく

なる．これらにより住民は浸水被害をイメージしての避

難行動が可能となる．

(2) 住民への防災情報の周知方法について

ハザードマップやタイムラインなどの防災関連情報は

単なる資料配布にとどめずに，説明を加えることで住民

の理解が高まる．しかし，行政だけで対応するには時間

や人手の問題がある．消防団や自治会などにおいて地域

の防災活動のリーダー的存在になる人達と連携・協力し

て，自治会単位の学習会や訓練を通して住民に周知する

ことが効果的である．さらに，こうした取組を重ねるこ

とで，行政や防災関係者，住民の間で顔が見える関係が

構築されることが地域の防災力の強化に繋がると考える．

７．おわりに

本研究では，水害の発生時に住民の迅速で安全な避難

行動を促進し被害軽減を図るため，避難区域の設定や判

断基準（案）を提案した．また，住民の意識啓発や周知

方法についても示した．水害が発生する恐れがある地域

の住民は水害リスクを理解し，避難や被害軽減に対する

意識を高め，事前準備をすることが重要である．行政が

自治会活動を通して平時から住民と防災に関するコミュ

ニケーションを重ねることで，早めに避難することの重

要性が認識され，自助・共助の取組みが推進される．

今後，さらに高齢化が進展することが予想されるため，

増加する要配慮者の避難方法について検討する必要があ

る．また，当該地区においては想定最大クラスの洪水を

対象とした避難場所の検討・整備も課題である．
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DESIGNATION OF DANGEROUS AREAS DUE TO DIFFERENT FLOOD
FREQUENCY OF OCCURRENCE AND PROVISION OF INFORMATION TO THE

RESIDENTS

Masahiko TOKUNAGA, Susumu NAKANO and Seiji AMOU

 In order to produce no victim even when the flood that exceeds the target of river improvement, it is
important that the residents to evacuate quickly and safely. Flood disasters were analyzed using numerical
simulations for three different floods. From the calculated inundation depth and the flow rate, we pre-
sented the required area of evacuation and the high probability of houses completely destroyed area, and
suggested for the desired evacuation procedure.

土木学会論文集F6（安全問題），Vol. 72, No. 2, I_131-I_138, 2016.

I_138




