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要  旨

建設省では壊滅的な水害を発生させないために,ス ーパー堤防やフロンティア堤防など
の整備を進めつつある。これらの治水手法は越水するが,破堤させない, または破堤する

までの時間を長 くする対策であり,破堤災害と比較すれば,水害被害は格段に少なくなる。
しかし,こ れらの治水施設の建設にあたっては越水災害を受忍できる地域性,対応措置,

氾濫水の誘導などの検討が必要であり,こ れらの方策を同時に実施しなければ,施設建設

は困難になる場合も想定される。本報告では,こ れらのうち,社会 。経済的方策について,

氾濫許容型治水方式の典型例 とも言えるいくつかの事例を中心に収集し,分析を行った結

果をとりまとめたものである。
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■

第 1章 氾濫許容型治水方式

7E,璧奎言午・二在子と メ司トリ虻ヌキ苦Fl罐肇

壊滅的な水害を発生させないために、スーパー堤防やフロンティア堤防などの整備が進められたとしても、

破堤はしないが、計画高水位を超えた洪水 (超過洪水)は堤防を超えて堤内地に浸水被害をおよぼす。これ

までの河川審議会答申においては、こうした超過洪水への対応が唱われ、また平成 9年 6月 に公布された新

河川法では、氾濫被害軽減のための河畔林、あるいは住民参加が明文化された (図 -1)。

住民参加 ―――― 公聴会等

河畔林

フロンティア堤防

スーパー堤防 ―

氾濫流制御  ―

耐水性建築物 ―

警戒避難体制

新河川法の公布 (S9.6)

河り|1審議会答申 (S62.3)
「超過洪水対策及びその推進方策について」

危機管理対策 ―」―――_)河川審議会答申 (H3.12)
「今後の河川整備は、いかにあるべきか」について

図-1 新河川法、河川審議会答申に示された対応策

越水災害は破堤災害に比べれば、被災程度は格段に少なくなるものの、果たしてこうした越水災害を許容

できる土地利用・地域性はあるのであろうか。また住民参加が実施された場合は対処できるのであろうか。

本報告ではこうした氾濫許容型治水方式を実践してきた、又はこの方式に頼らざるをえなかった地域の事例

を収集し、分析を行っている。氾濫許容型治水方式に関する最近の主要な研究としては、

<氾濫の許容>

。1983年 建設省土木研究所総合治水研究室 :洪水防御による受益と負担の調整に関する調査―総合的な

治水対策のために一、総合治水研究室資料

。1996年 大熊孝 :川 を考える⑥―水害防備林について一、雨水技術資料

<氾濫の受忍>

。1993年 田中修司 :下水道―雨水排水整備目標の高水準化に向けて、下水道協会誌

。1996年 栗城稔・末次忠司 :都市低平地における氾濫の精神的影響の評価、下水道協会誌

などの研究結果が見られる。総合治水研究室は総合治水の観点から見た治水に関する利害調整論について、

大熊教授は水害防備林を題材にとった超過洪水論 (著者は氾濫受容型治水と称している)について、田中ら

は都市域における浸水許容レベルについて研究した結果をとりまとめている。しかし、氾濫を受忍すること

に配慮した対応措置 (土地利用、建築様式など)については、詳しく言及されておらず、本報告ではこの点

まで踏み込んだ考察を行っている。

歴史的に見ると、堤防やダムなどの治水施設が十分整備されていなかった時代においては、農村域、上流

域、場合によっては城下町の対岸などにおいて、ある程度の氾濫が許容されていた。氾濫は故意に堤防高を

変えたり、受け堤・二線堤 。自然遊水地などにより行われた。氾濫に対しては、近世には年貢の取立量が減
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買収方式 渡良瀬遊水地

補償方式¬[菫li[[[~~[III][RI三
二]曾KII

る補償 ――一代替措置 一――芦田川 (河川敷利用)

その他の方式 川内り||(棲 み分け)

吉野川 (産業振興優先)

図-2 対応措置事例の分類

免されたり、賦役が免除されたりした。近年においては、図-2に示したように、遊水地において被害を金

銭で補償したり、浸水に対する代替措置を講じるなどの対応措置の事例が見られる。

この事例のなかで、特に注目すべき事例は川内川の事例である。詳細については、第 3章の「 3.2 川

内川菱刈盆地における土地利用Jにおいて詳述しているが、氾濫許容のための様々な知恵が伺える。川内川
上流域の菱刈盆地は浸水常襲地帯であったが、水田を主体としながら、水害軽減の高度な土地利用を展開し

ていた。例えば、住宅や幹線道路は標高の高い土地に設けるなどして棲み分けを行い、稲の栽培は早期 。普
通・晩期栽培の 3時期に分けるなど、水害被害の分散を図っていたc一方、農業共済組合は平地での畑作の

抑制を指導 したり、水害被害が発生した場合には迅速に共済金の支払決定を行った。この地域で、こうした

氾濫許容のための水害被害軽減策がとられたのは、浸水が度々発生しただけではなく、氾濫を許容できる地

域性が元々あったためである。この方式は今後の氾濫許容型治水方式を考えるうえでの一つの試金石になる
と考えられる。

■ 2  7巳 温請キ 堪再(わ 多Ь リ ラケ

前述した許容方式は一連の対応措置とタイアップした手法であり、住民の権利が高揚 して、わずかな水害

被害に対しても被害意識を裁判などで主張する昨今では、これらの方式の思想は受け継がれても、方式その

ものが通用するとは限らないと考えられる。また、今後越水被害は発生しても、破堤被害は発生させないと

するスーパー堤防や破堤被害を軽減するフロンティア堤防などが、長い河川区間にわたって整備されること

を考えると、対応措置に頼らない (大幅な予算措置を伴わない)氾濫許容方式についても考えていかなけれ
ばならない。

例えば、「流域全体の被害額を最小限にするために、この区間にフロンティア堤防を建設したい」と、堤
防建設地先の住民に事業内容を説明した場合、住民は素直に納得するであろうか。事業に関する情報を透明
化し、説明会や公聴会を懇切丁寧に行えば、納得する住民もいるであろうし、そうしたやり方は建設推進に
あたつて最適であると言える。しかし、多くの住民は水害発生可能性のある治水手法に対して否定的であろ
う。建設にあたっては、水害被害を救済できないにしても、何らかの形で損失を補填 (被害を最小限に軽減)

できるよぅにする必要がある。被害軽減措置としては以下のような措置が考えられる。
1)水害基金のell設

これまで、水資源関係の基金 (受益者負担)と して、①水没関係者の生活再建のための水源地域対策基金
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第 4章 まとめと今後の課題

今回の調査では、これまでの氾濫許容の事例を中心に分析し、氾濫許容のあり方について検討を行った。

事例としては、一定規模以上の洪水に対して氾濫させる事例 (芦 田川)、 水害に強い土地利用形態 (川 内川)、

遊水地 (北上川)、 人為破堤 (渋海川)である。川内川を除く事例は、氾濫被害に対して何らかの担保 (対

応措置、補償、協定など)がある場合であり、一連の対応措置等により氾濫が許されている。今回の調査結

果をまとめると、以下の通りである。

<芦田川 >。 砂土手の決壊により、洪水が支川流域に氾濫 し、城下町を守る

。砂土手の決壊で村が対峙→七分水で定杭を抜く

。浸水地域の住民が嘆願→水害に対する代替措置として、河川敷を放牧場やゴルフ場として使用

させる

。改修期成同盟会による治水運動→砂土手が取り払われ、堤防改修

<川 内川 >。 度重なる浸水被害→"水害に強い土地利用"

棲み分け、分散栽培、高い防災意識

。ダム、堤防改修→"水害に強い土地利用"が変化

く吉野川 >・ 度重なる浸水被害→石垣を用いた耐水性建築物

・特に母屋の屋根は氾濫時に浮いて船となる構造

<南谷地遊水地 >・ 氾濫により下流域の浸水被害が防止された→氾濫域に遊水地計画

。災害補償管理組合が基金積立額を基金として水害を補償

。基金不足により補償額が満足していないとして洪水が遊水地へ流入するのが阻止された

。災害補償管理組合の意義が薄らいできた

<蕪栗沼遊水地 >。 一連の改修に取り残された浸水地域を遊水地により防御

。改修により浸水被害が集中する可能性のある地域に対して、移転完了前に補償

・基金制より有利な地役権補償を実施

今後、フロンティア堤防等に伴う氾濫を許容させる方式を考える場合は、こうした対応措置以外に、社会

経済的に受け入れられる措置を検討する必要があり、そうした方面への論理の展開が必要である。本レポー

トでは、これらに代わる大幅な予算措置を伴わない方式として水害基金、洪水保険、建築物の耐水化への補

助を例示した。このような方式には、まだ様々な課題があるものの、有望な手法になることが想定されるの

で、今後具体的な対応手法を検討し、実際の施策に結び付けられるよう、研究を継続的に実施していく予定

である。

一方、氾濫させる場合、氾濫水を誘導する方策も同時に考えなくてはいけない。すなわち、二線堤、受け

堤、 (7巳濫原)ポ ンプ、緊急導水路などによる氾濫流制御手法の検討である。これまでは氾濫解析手法の応

用事例として、一般論として検討されてきたが、今後は具体的な流域 。外力を対象に研究を行う必要があり、

社会 。経済的検討に水理的検討を加味した研究の遂行が望まれる。
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お わ り に

治水施設の整備は治水安全度を向上させる一方で、水害に脆弱な土地利用を生んだり、水害に脆弱な住民

意識を醸造させることが分かった。すなわち、これからも漸次治水施設が整備されていくことを考えると、

経年的に水害を許容しなくなる、もっと言うならば河川管理者に対 して水害発生の責任のみを追求する (河

川管理者を原因者と錯覚する)と いう事態が発生することが予想される。こうした住民の治水事業に対する

誤解をといていくためには、これまでの治水事業の経緯、時代的な展開、社会 。経済的背景、現在求められ

ている状況、今後の治水施策の展望、治水事業のビジョンなどを地域住民に理解 してもらうとともに、遊水

地における補償に類する氾濫許容者への対応 (生活再建)策まで含めて、今後検討していく必要があると考

えられる。そのためにも、今回のような事例調査結果は有効に活用できると思われる。

今回の調査では、氾濫許容型治水方式を導入する場合、その方式を許容できる社会 。経済特性 (社会的背

景、地域特性)だけでなく、浸水に強い建築様式を採用し、また浸水被害に対する対応措置をとる必要があ

ることが分かった。しかし、現実的には浸水区域は (浸水深は大きくないが)広い範囲におよぶことが考え

られ、地役権や減収損失補償などの対応措置をとることは難しいかもしれない。洪水の越水により多少の浸

水被害は被るが、壊滅的な破堤被害は回避できるという「水害に対する危機管理の意識」が地域住民に芽生

えることが重要となってくる。そのためには、常日頃から住民と河川との接点があり、川が身近な存在とな

っている必要がある、すなわち「川の365日 」を地域住民に認識してもらうことが必要であると言える。

最後に、本レポー トを執筆するにあたって、関東学院大学土木工学科の宮村忠教授には、氾濫許容型治水

に関する貴重な資料の提供及びさまざまな助言を頂いた。また、(財)水利科学研究所の今村清光理事長には、

氾濫原許容型治水に関する多方面からの助言を頂いた。紙面を借りて、両氏に謝意を表します。
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