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水防法改正を巡る今後の動き
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※赤字：法令の一部改正、黒字：関連する事務連絡・マニュアル （時系列順）

・「洪水ハザードマップ作成の手引き」の改定について Ｈ２５．３．２９ 河川環境課
・「水防法の改正」Ｈ２５.６改正
・「災害対策基本法の改正」 Ｈ２５.６改正
・「浸水想定区域図作成マニュアル（改訂版）」 Ｈ２６．３．３１
・内閣府：「避難勧告などの判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）」Ｈ２６／４
・「危険水位及び氾濫危険水位等の設定要領」 Ｈ２６．４．８ 河川環境課長通知
・「漏水等に関する監視の強化について」 Ｈ２６.６.１６ 水防企画室長通知
・「水災害に関する防災・減災対策本部会議」 Ｈ２６．１．２６～現在も継続中
・「気候変動に適応した治水対策検討小委員会」
Ｈ２６．１．２０（再開：第１１回）～現在も継続中

・「河川管理者のための浸透・侵食に関する重点監視の手引き（案） 」Ｈ２７．２
・「水防法・下水道法の改正」Ｈ２７．７改正

近年の豪雨災害の激甚化を受け、平成２５年から平成２７年にかけて、防災に関する法律が一部改正されています。
これらの法令を受けた新たな防災スキームへの対応は、河川管理者と防災管理者である市町村が協働して、数年か
けて実施していく必要があります。



浸水想定区域図の見直しについて
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利根川上流河川事務所では、洪水ハザードマップの元なる「浸水想定区域図」の見直しを行っています。
現在の浸水想定区域は、改修計画の基本となる概ね200年又は100年に一度に発生する洪水を対象として作成されていますが
見直し後は、想定し得る最大規模の降雨（Ｌ２）を外力に変更すること、洪水流により家屋が倒壊する可能性がある区域を明示する予定で
す。（平成29年度出水期を目処に検討中）
防災管理者である市町村は、「浸水想定区域図（改訂版）」による新たなリスク情報と災対法により新たに位置づけられた垂直避難による
避難行動を勘案し、避難勧告発令基準や地域防災計画・洪水ハザードマップの再検討が必要となります。

水防法改正（H26.5）
・事業所等所有者に対して、「市町
村長から洪水予報等を直接伝達」

河川管理者

浸水想定区域図作成マニュアル（H26.3）

浸水想定区域図（高度化情報）
※ハイリスクゾーン（水平避難が必要
なゾーンの明示）
※家屋倒壊危険ゾーンの明示
※事業所等所有者への情報
（到達・継続時間、深さ）

・市町村長は、「屋内での退避等の
安全確保措置」を勧告・指示可能
に・・・（垂直避難・水平避難）

災対法改正（H26.5）

防災管理者（市町村）

洪水ＨＭ作成の手引き（H25/3）

河川管理者からの浸水情報の更新を
踏まえて、洪水ＨＭの見直し

避難勧告等判断伝達マニュアル（H26/4）

地域防災計画更新・洪水ＨＭ更新
※避難勧告発令基準、優先エリア設定
※情報伝達のあり方検討（リードタイム含）

避難勧告等判断基準の見直し
（反映）：避難行動の変更、浸水情報の高
度化を反映。

危険水位の設定要領等の改訂（H26/4）

・洪水版タイムライン：危険水位の見直し

・避難行動（避難勧告発令）と危険水位の関
係が見直し

・危険水位評価に新たに「流下時間・水位上
昇速度・避難に要する時間（リードタイム）が
追加
・H27/5出水期よりより危険水位（改訂案）で
運用

・事前行動型防災計画（タイムライ
ン）：水災害に関する防災・減災対
策本部会議

水防法改正（H27.7） ・浸水想定の対象外力をＬ２（想定
し得る最大規模の降雨）に変更

利根川、江戸川では、
H29年出水期を目処

H26年度に設定済

数年かけて実施



＜洪水ハザードマップ（江戸川区作成）＞

＜荒川浸水想定区域図（国交省作成）＞

＜浸水想定区域の指定＞
浸水が想定される区域
及びその水深
⇒官報等により公表
⇒関係市町村に通知

＜市町村地域防災計画＞
洪水予報及び水位到達情報の
伝達方法

避難場所その他洪水時の円滑
かつ迅速な避難の確保を図る
ために必要な事項

浸水想定区域内にある地下街
等、要配慮者利用施設、大規
模工場等の名称及び所在地

浸水想定区域図とハザードマップ

４

今後は、想定しうる最大規模降雨について
｢洪水浸水想定区域｣を作成・公表する
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・「浸水想定区域図作成マニュアル（改訂版）」 Ｈ２６．３．３１

浸水想定区域図作成マニュアル（改訂版） H26.3.31

５



6

○洪水時家屋倒壊危険ゾーンの設定
洪水時家屋倒壊危険ゾーンは、洪水時に家屋が流失・倒壊のおそれがある範囲を示すものであり、洪水時に
おける屋内安全確保（垂直避難）の適否や立ち退き避難（水平避難）のタイミングの判断等に有効な情報
氾濫による流体力の作用や河岸侵食による基礎の流出による危険性について評価

浸水想定区域図作成マニュアル（改訂版） H26.3.31

６



洪水ハザードマップ作成の手引き H25.3

従前のハザードマップ（水深の表示のみ）に加えて、
洪水時の流体力によって、家屋が倒壊する可能性のあるハイリスクゾーンの明示
水深の表示を、避難行動のあり方に合わせて簡素化。
浸水区域外避難を原則としているが、逃げ遅れた場合は、垂直避難（退避措置）を自己責任の上で許容

【避難行動の大原則】
避難勧告等が発令されたら速やかに避難

７



利根川上流氾濫シミュレーション
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利根川上流氾濫シミュレーション



利根川上流氾濫シミュレーション
利根川右岸 １１５ｋｐ 境町、坂東市境界付近
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TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣について

１１

一部抜粋



TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣について

１２



TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣について

１３



平成27年9月関東・東北豪雨における国土交通省の支援措置
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出典：『平成２７年９月関東・東北豪雨』に係る鬼怒川の洪水被害及び復旧状況等について』
平成27年10月13日国土交通省関東地方整備局



平成27年9月関東・東北豪雨における国土交通省の支援措置

15出典：『平成２７年９月関東・東北豪雨』に係る鬼怒川の洪水被害及び復旧状況等について』平成27年10月13日国土交通省関東地方整備局



平成27年9月関東・東北豪雨における国土交通省の支援措置
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国土交通省では、自治体からの応援要請時や大規模水害発生時に、リエゾンやＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣を行い、被害
最小化に向けた支援や情報共有・助言を行っています。平成27年9月豪雨においても、利根川上流管内や被害が甚大
であった鬼怒川の自治体を対象に、多くの人員・資機材を提供しています。

出典：『平成２７年９
月関東・東北豪雨』
に係る鬼怒川の洪
水被害及び復旧状
況等について』
平成27年10月13日
国土交通省関東地
方整備局



平成27年9月関東・東北豪雨における国土交通省の支援措置
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■与良川第１・第２排水機場 ■西前原排水機場



小山市 杣井木排水機

栃木市 西前原排水機場

小山市 荒川・新荒川排水機場

【リエゾンとは】
フランス後で「組織間の連絡、連携」を意味し、大規模な災害が発生したときに支援の窓口として職員を派遣する。

【リエゾンの目的】
「災害時の迅速かつ的確な実施」「市区町村への支援の適切な実施」に資することを目的として、関東地方整備局から市区町村の災害対策
本部等に情報連絡員を派遣する。

平成２７年９月関東・東北豪雨におけるリエゾン派遣実績
（利根川上流河川事務所管内）

・茨城県古河市
派遣期間：平成２７年９月１０日～９月１１日
・茨城県猿島郡境町
派遣期間：平成２７年９月１１日～９月１８日
・栃木県栃木市
派遣期間：平成２７年９月１０日～９月１２日
・栃木市小山市
派遣期間：平成２７年９月１０日
・栃木県下都賀郡 野木町
派遣期間：平成２７年９月１０日～９月１１日

境町、栃木市、小山市、野木町については、自治体か
らの内水排除要請をリエゾンを介して行われました。

小山市 与良川第１・第２排水機場

境町 長井戸沼第１排水機場

：内水排除を行った箇所

今回の出水において、境町に派遣されたリエゾンから被害状況等

について以下の資料を本局（本部）へ報告しました。

Ｈ２７．９．１１ 境町リエゾンからの本局（本部）への被害状況説明資料（抜粋）

野木町 逆川排水機場

１８

「リエゾン派遣」について



TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣について

１９

要請時の連絡系統について 概略図
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TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の要請 連絡先

【第一窓口】

リエゾン協定の連絡先（河川国道事務所）等ま
で ご連絡下さい。（リエゾンが既に派遣されてい
る場合は、直接リエゾンにお伝え下さい。）
利根川上流河川事務所（災害対策室）

０４８０－５２－９８３９

【第二窓口】

関東地方整備局まで電話でご連絡下さい。
企画部防災課 ０４８－６００ー１３３３
河川部 水災害予報センター

０４８－６００ー１９４７

２０

※派遣依頼の際には、担当窓口、派遣要請内容、派遣希望
期間をお伝え下さい。



【チェックリストによる確認】

○河川管理者から提供される情報に対し、各地方公共団体が行う
べき事項を整理した｢水害対応チェックリスト｣を作成・周知

「水害対応チェックリスト」の作成について

氾濫危険水位到達！

氾濫危険情報発表！

【チェックリストの一部（イメージ）】

正規

（見出し）

（主　文）

○○○水位観測所

□□□水位観測所

※　はん濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果での推定です。

　　気象条件や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でもはん濫による浸水がおこる可能性があります。

○ ○ 川 洪 水 予 報 第 ○ 号

洪 水 警 報

平成００年０月０日 ００ 時０ ０分

○○川では、はん濫危険水位（レベル４）に到達　はん濫のおそれあり

○○河川事務所・○○気象台　共同発表

××県 ×市、○市、××市

△△県△△市 ○区、○○区、○○○区、□区

○○川の○○○水位観測所（○○県○○市○○）では、○○日○○時○○分頃に、
はん濫危険水位（レベル４）に到達しました。川沿いの○○市、○○市、○○町のうち、
堤防の無い、または堤防の低い箇所などでははん濫するおそれがありますので、
各自安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報に注意して下さい。

はん濫による浸水が想定される地区※

○○県○○市
○地区、○○地区、○○○地区、□□地区、○地区、○○地区、○○○地区、
□□地区

△△△水位観測所

○○川　はん濫危険情報

△△県□□市 ○×地区、○○×地区、○○○×地区、□×地区、□□×地区

水位観測所

地方公共団体（市区町村）

○気象・水象情報

○河川事務所からの情報提供

※イメージ

氾濫危険水位氾濫危険水位

水位

詳細は、次のページをご覧下さい。

２１



「水害対応チェックリスト」の作成について

※イメージ

２２

①河川の水位の上昇に合わせて

②どこの観測所（複数記載可）の水
位を確認するのか明記。その水位が
○○ｍに達した時に

③国の河川事務所から来る情報に
合わせて

④市町が避難勧告等どのような行動を
取らなければならないか一覧にし、行動
漏れがないようチェックリスト形式にした
ものです。

※各市町の地域防災計画等に合わせてご作成下さい。

行動漏れ



「水害対応チェックリスト」の作成について

２３

最寄りの各河川事務所より作成の依頼をさせて頂いて
おります。（利根上では平成27年10月30日付事務連絡
「避難を促す緊急行動」に関する作業依頼にて依頼させ
て頂いております。）

※変更等がありましたら、利根
川上流河川事務所もしくは、
チェックリストを提出しました河
川事務所までご連絡お願い致
します。



○ 各市町村の洪水、内水、土砂災害などのハザードマップが一覧で
きるハザードマップポータルサイトの周知と活用の促進

ハザードマップポータルサイトの活用促進について

国土交通省ハザードマップポータルサイト
http://disaportal.gsi.go.jp/

検 索ハザードマップ

全国の市町村のハザードマップを検索・閲覧できます

各市町村のHPへジャンプ
見たいハザードマップ情報を

クリック

ハザードマップの表示

埼玉県さいたま市洪水ハザードマッ
プ

浸水想定区域などを重ねて閲覧できます

浸水想定区域

土石流危険渓流

洪水ハザードマップ 内水ハザードマップ
下水道などの排水能力を超えた大雨が降った際に
想定される浸水域や浸水深を表示した地図。出水
時の水防活動や避難行動等に活用することができ
ます。

河川が氾濫したときに想定される浸水域や浸水深、
避難場所等を表示した地図。出水時の水防活動や
避難行動等に活用することができます。

東京都大田区洪水ハザードマップ 東京都港区浸水ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ
土砂災害（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑
り）の発生危険地域などを示した地図。危
険箇所の確認や避難経路検討の際に活用す
ることができます。 栃木県宇都宮市土砂災

害ハザードマップ

ハザードマップの例

重ね合わせの例

詳細は、次のページをご覧下さい。
２４



ハザードマップポータルサイトの活用促進について

２５



ハザードマップポータルサイトの活用促進について

２６



ハザードマップポータルサイトの活用促進について

２７

最寄りの各河川事務所より国土交通省ハザードマップポータルサ
イトへのリンクを自治体HPに作成して頂く依頼をさせて頂いており
ます。（利根上では平成27年10月30日付事務連絡「避難を促す緊
急行動」に関する作業依頼にて依頼させて頂いております。）

今後も引き続き、リンク作成の
ご協力をお願い致します。

※旧リンクは、「国土地理院」
http://www.gsi.go.jp/に繋がってしま
いますのでご注意下さい。


